平成3 0 年度第1 回下呂市地域公共交通会議議事録
日時： 平成3 0 年1 0 月1 6 日（ 火）
1 0 時0 0 分〜1 1 時3 0 分
場所： 下呂市役所3 階 第１ 会議室
１ ． 開会
２ ． 市長挨拶（ 服部市長）
３ ． 議事
（ 以下、 意見交換の内容）
【 議第1 号】
げろバス萩原 バス停の名称変更について
事務局
議第１ 号について説明。
委員①
変更時期はいつなのか。
事務局
承認いただけたら、 今月中に運輸支局に届け出たい。 また現地も今月中に変更
したい。
会長
意見はあり ますか。
無いよう なので、 承認いただける方は挙手をお願いしたい。
（ 挙手）
挙手多数なので承認する。
【 議第2 号】
下呂バス金山 ダイヤ変更について
事務局
議第2 号について説明。
委員②
提案理由の「 ４ 月の JR ダイヤ改正に伴い」 とあるが、 平成 3 0 年なのか平成
3 1 年なのか分かり にく いので、 正確に表記したほう が良いのではないか。
事務局
正確に表記し、 議案を差し替えさせていただきます。
委員③
JR ダイヤ改正があったらすぐに対応しなければいけない事項なので、 ダイヤ改
正があった時点で対応さ せてもらう 、 と いう こと を議決し ていただく のが良い
のではないか。 今後も、 ダイヤ改正が判明次第、 運輸支局に連絡し て対応す
る、 という ことをこの会議で議決したらどう か。
会長
今回は事後報告と いう 形になり まし たが、 今後は JR のダイヤ変更に伴う バス
ダイヤの変更については、 事前に変更し たう えで公共交通会議に報告さ せてい
ただく 、 という 方法を含め議決したいがどう でしょ う か。
各委員
異議なし。
【 議第3 号】
下呂市地域公共交通網形成計画素案の一部見直しについて
事務局
議第３ 号について説明。
委員①
補足説明になり ますが、 ２ 月の素案の段階では具体的事業が明らかになってい
ないこと もあって、 特に濃飛バスが走っている路線が全然違う ものに付け替わ
るのか等々細かいと ころが決まっていない状態でし たので、 濃飛路線と の整合
性をと るためにネッ ト ワーク図の見直し をお願いし たものです。 例えば湯屋線
などはある時をもってデマンド 小坂に替わること になるので、 湯屋線は廃止に
なり デマンド 小坂に切り 替わるスケジュールになると 思われます。 今の段階で
は詳細スケジュールが出来上がっていませんが、 ２ 月までに調整し ていただき
たい。 また、 ネッ ト ワーク図を見直すこと によって目標値も替わってく るので
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見直していただきたい、 という ことになり ます。
また、 全体の評価と 個別の評価は切り 分けてもいいですよ、 という こと になり
ます。 目標は市全体の利用者数ですと か満足度などになり ますし 、 個別評価と
なると 第９ 章に記載されたそれぞれの路線ごと の利用者数だとか乗り 継ぎ率な
ど、 事業見直し に必要なデータ を自由に柔軟性を持たせて取り 入れていただき
たいと思います。
計画にどこまで書けば良いのかより 、 この会議にちゃんと データ を出すこと が
大切なことだと 思います。 特に 1 ―②支線交通の見直しについては路線ごとに
分かるよう に２ 月までに取り まとめていただきたい。
支局と し ては、 目標を達成するたるために何をやったら良いのか、 を含めて助
言できる体制を整えていく つもり ですので、 よろしく お願いします。
２ 月までに明記できるよう 取り 組みます。
２ 点質問があり ます。
１ −②の事業概要について、 デマンド 交通についてはこれまでの会議の中で
も、 こう いった形態に変えていきたい、 と いう 話が出てきいたかと 思います
が、 その他の項目については以前から議論さ れてきた結果、 今回出てきた項目
なのか、 今回初めて説明するので事業そのものを議論すれば良いのか、 と いう
のが１ 点目。
もう １ つは１ −④のタイト ル変更についてですが、 タ イト ルの変更は問題あり
ませんが、 国交省と しても小さ な拠点事業を展開し ているので、 できればネッ
ト ワーク図に「 小さな拠点」 という 表現を残していただきたい。
小さな拠点については記載するよう 修正します。
１ −②の事業概要については、 各地域等で話し あってきた結果を記載し たもの
です。
今会議で議論し て指摘するのは、 事業概要の日本語の「 てにをは」 なのか、 事
業概要そのものなのか、 どちらなのか。
議論の進め方と し て、 各地域で話し あっている分科会の報告をし ていただい
て、 １ −②の内容を議論していただく のが良いのでは。
事業概要の前段部に「 各地域分科会で話し あってきた検討し てきた結果であ
る」 旨の記載があると、 どこからこう いった案が出てきたのか経緯が分かり や
すいのでは。
地区ごと に話し 合ってきた内容を記載した資料があって、 その結果、 事業概要
に繋がった、 と いう 資料があると 分かり やすい。 次回会議に提示し ていただく
と良い。
今回いただいた意見を踏まえ、 修正し たう えで次回会議に提案し たい。 承認い
ただける方は挙手をお願いしたい。
（ 挙手）
挙手多数なので承認する。
地域分科会は３ 地域と１ 地区で進めています。 各分科会で話し あっている内容
について、 中間報告をしていただきます。
小坂地域は、 市内でも過疎地であり ながら、 濃飛バス湯屋線、 下呂小坂線、 鳩
タクシー、 JR 高山線があり 、 ある意味恵まれた公共交通の中で生活してきまし
たが、 市内でも一番の高齢化地域であり、 また人口減少により 今年中に 3 0 0 0
人を切るのではないかと言われています。 高齢化により 「 生活の足」 にいろい
ろな問題が出ており 、 地域ケア会議のなかでも「 免許を返納するよう 言われて
も生活の足に困る」 「 病院、 買い物にも生活の足がないと困る」 「 バス等の代
わり を検討しても法律等があり 思う よう にいかない」 「 対象を限定せず、 子ど
もから大人まで利用できる交通機関があると良い」 という 意見があり ます。
このよう なことを踏まえ、 今年５ 月から５ 回にわたって分科会を開催してきま
したので、 その内容を報告します。
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市から小坂地域の公共交通の現状……濃飛バス、 特に湯屋線の現在の利用状況
や、 その湯屋線がなく なってしまう 懸念があること、 また鳩タクシーが撤退の
意向を示されていることなどをお聞きし、 「 このままでは小坂地域から地域の
足がなく なってしまう かもしれない」 という ことで、 自治会長や民生委員、 市
議会議員などにも集まっていただき、 これからの小坂地域の公共交通をどう す
るのか、 を話し合ってきました。
小坂の場合、 小・ 中学生はスクールバス、 保育園児は保育園バスがあり ます
し、 市でもこれは維持していく という ことですので、 特に高齢者の足の確保に
ついて話し合いを始めました。
その中で、 湯屋線は、 本数も少なく 利用できるバスが限られていることや、 バ
ス停まで行く ことが困難、 またはステッ プが高く て身体的負担がある、 という
ことから、 利用者も限られていて、 ほとんどが空の状態で走っています。
それに対してタクシーは、 湯屋線バスを利用できない方々が診療所の通院に利
用され、 また湯屋線が走っていない地区の方も通院に利用されることが多く 、
利用者からも存続の強い要望があり 「 なく てはならないものだ」 という のが参
加者全員の意見でした。
こう いったことから、 タクシーには是非残っていただいた上で、 現在の湯屋線
の替わり になる仕組みも担っていただけないか、 という 話になっています。
基本的な仕組みとしては、 予約制、 着地点の固定、 予約があった停留所を回る
自由経路、 が良いのではないか、 また、 その新しい仕組みは「 湯屋線の替わ
り 」 という 位置づけでスタート するわけですが、 できれば、 将来は小坂地域全
域をカバーできるよう な仕組みになっていけば良いと意見もあり ます。
まだまだクリ アしなければならない課題は多いとは思いますが「 小坂地域の
足」 を残すには、 今申し上げた仕組みが一番ではないかと考えていますので、
一日も早く 実現していただけるよう お願いします。
金山地域では分科会を３ 回開催し まし た。 金山の場合、 金山駅、 金山病院、 商
業地域を中心に動く ２ 系列のコミ ュニティ バスがあり ます。 朝晩は高校生の利
用などがあり ますが昼間は利用者も少ないのが現状です。 ただ病院利用者にと
っては本数も少なく 、 待ち時間が長いという 課題があり ます。
これらの解消のため、 デマンド 方式を利用し て、 病院と 買い物を中心にし た仕
組みができないか、 という こと で、 金山病院や商工会と の話し合いを進めてい
ます。
馬瀬地域も過疎地域で、 昭和 3 8 年ころは 3 8 0 0 人いた人口も、 現在では
1 1 0 0 人を切るよう な状況です。 県の試算では2 0 5 0 年頃に 5 0 0 〜6 0 0 人に
なるという 数字が示されています。
馬瀬地域は、 馬瀬川に沿う よう にある県道を走るバス・ 馬瀬線が唯一の地域の
足で、 地域内には診療所はあり ますが大きな病院や専門医、 また商業施設もな
く 、 どう しても地域外に出ていかなく てはならない、 という 現状です。
現在のバスの課題と して最初に挙げられるのが、 バス路線である県道が、 地域
の中でも低い場所に位置すること からバス停まで行く のが大変だ、 と いう こと
です。 行く のにも大変ですが、 買い物をし て帰った場合などは、 重い荷物を持
って坂を上ることになり 、 もっと大変です。 雪など降ればなおさらです。
もう 一つ課題と して挙げられるのが、 本数が少ないこと と 、 用事によってはそ
の本数が少ない馬瀬線だけではなく 下呂高山線などに乗り 継ぐ必要がある、 と
いう こと です。 その場合、 行って帰るだけでも一日仕事になってし まいます。
また、 地域外に出よう にも、 現在は午後１ 時過ぎの便が最終便と いう 不便さ も
あり 、 「 いつ、 どこに行きたい」 と いう 利用者のニーズが、 現実の馬瀬線では
実現できないものになっています。
こう いった現状は、 これまでのよう な地域内外を巡回する乗り 合いバスと いう
方法では、 なかなか解決が難し い、 と いう こと から「 馬瀬地域での理想の公共
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交通」 を話し合ってきました。
理想と し て出てきた意見をまと めると 「 家の近く で乗り 降り できる」 「 利用し
たいと きに利用できる」 「 目的地まで直接行ける」 と いう 仕組みで、 そのため
には、 ①利用者の登録制、 ②利用するに当たっては予約制、 ③目的地の固定、
が必要ではないかと いう 方向で話し 合っています。 また、 目的地を固定するこ
と により 、 単純で分かり やすい交通サービスになるのではないか、 と も期待し
ています。
また、 現在馬瀬線を利用し て通園・ 通学し ている保育園児、 小学生がいます。
これについては現在の通学時間帯の馬瀬線を残す、 あるいはスクールバスに切
替るなどにより 足の確保をし ていただく こと はもちろんですが、 中学校への通
学用と し て導入された２ 台のスクールバスをう まく 利用できないか検討し てい
ただく よう 、 お願いしていく つもり です。
細かいと ころの詰めはまだまだこれからですし 、 様々な制度上また市の財政
上、 出来ること 、 出来ないこと があると は思いますが、 馬瀬地域で「 これから
も暮らし ていく ための公共交通」 を作り 上げていきたいと 思いますので、 よろ
しく お願いします。
中原地区については自治会長が委員ではないため事務局から報告します。
中原地域については他地域と は違い、 新し い交通体系をつく ると いう より も、
現在、 濃飛バスによって運行さ れているデマンド 下呂を利便性・ 効率性と いう
観点から見直し を行う ものです。 デマンド 下呂をバスからタ クシーへと 切替え
ること については、 数年前から言われていまし たが、 よう やく 本格的な話合い
が始まり 、 中原地区の区長、 福祉委員、 民生委員を交えての分科会を３ 回開催
し、 それと同時に濃飛バス・ ライド システムズともに協議を進めています。
今回、 デマンド バスからデマンド タ クシーに変更するにあたって。 大きく 変わ
る点についての説明をします。
まずは、 既存のデマンド 下呂をデマンド 中原・ デマンド 上原に分け、 久野川ま
わり を廃止し 、 予約に応じ て中原全域をカバーし ます。 また、 現在のダイヤ・
路線は通院・ 買い物のどちらにでも対応可能なものと なっていますが、 通院と
買い物のお客様は基本は同じですが、 微妙に時間帯がズレます。
また、 高齢者にデマンド の利用を分かり 辛く さ せていると の意見もあり 、 午前
便は通院、 午後便は買い物と いう よう に。 より 目的を特化さ せ「 このバスに乗
れば病院に行ける」 「 このバスに乗れば買い物に行ける」 と いう よう な簡単な
仕組みを交通事業者と協議しています。
また、 予約時間についても、 現行は前日の 1 6 時までと なっていますが、 もう
少し 幅を持たせた予約時間と すること が出来ないか、 ミ ーティ ングポイント も
車両の小型化により もう 少し 細かく 設定できないかを現在協議し ていると ころ
です。
今後はもう 少し 細かなニーズを地元から聞き、 アド バイザーや支局にも制度上
の問題点を確認しながら、 平成3 0 年４ 月からの運行を目指しています。
馬瀬地域の報告を聞いて、 馬瀬地域から萩原地域などへの直行便を整備する場
合、 ネッ ト ワーク図の赤い矢印が現在萩原地域へ出向いていないので、 記載方
法どう するのか詰める必要があると 思います。 また県補助をいただいて運行し
ている濃飛バスがあり ます。 それを、 いきなり なく す訳にもいかないですし 周
知期間も必要だと 思う ので、 濃飛バスと スケジュール等の調整もお願いし た
い。
デマンド 方式の話が出てきているが、 デマンド の場合、 行きは自宅で予約し て
行けるので良いが、 帰り をどこで、 どう やって予約するのか等をよく 考えない
と いけない。 目的の施設と のつながり も地域の皆さ んと 考えていってほし い。
また、 運行形態だけでなく 、 帰るまでの時間の過ごし 方なども一緒に考えてい
ただけると良いと思います。
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【 報第１ 号】
平成2 9 年度コミ ュニティ バス、 デマンド バスの利用実績について
事務局
報第１ 号について説明
馬瀬線が対前年比大幅減となっていますが、 平成 2 9 年４ 月より 馬瀬中が萩原
南中に統合されスクールバス利用となったことによる減です。
各委員
意見無し。
【 報第2 号】
下呂市福祉乗合型移動サービス事業の利用実績について
事務局
報第２ 号について説明
各委員
意見無し。
委員⑧
事業概要と し て出てきたデマンド 方式と、 現在運行し ているまめなカーの摺合
せ作業は必要だと思います。 現在のまめなカー方式が小坂や馬瀬地域で実施で
きれば 1 番良いと思いますが、 今後事務局と話し合いながら良い提案をしてい
きたいと思います。
その他
委員⑦
地域分科会でも意見が出まし たが、 公共交通の必要性は皆さ んが認めていると
ころですが、 実際は利用し ていないのが現状です。 自動車社会になってきたこ
と はもちろん、 地域住民の責任もあると 思っています。 高齢になった方の免許
証返納を家族が申し 出たら「 警察が自分の免許証を取り 上げた」 と 勘違いさ れ
る方もいました。 １ 日でも早く 、 使い勝手の良い方法を目指し て取り 組みたい
ので、 よろしく お願いします。
委員⑨
萩原地域でも、 小坂や馬瀬に似た地域があり 、 同じ よう な問題がある。 こう い
った地域を見逃すことなく 、 積極的に議論を進めていただきたい。
事務局
今後、 萩原を含め下呂地域でも地域分科会を進めていきたいので、 よろし く お
願いします。
６ ． 閉会
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