
 

報告事項１．平成２８年度第３回公共交通会議の議事要旨について 
 

平成２９年１月１６日（月）１３：１５ 

西庁舎３階 大会議室 

 

【開催日時】平成 29年 1月 16日（月） 13：15～15：30 

【開催場所】飛騨市役所 西庁舎 大会議室 

【出席委員】出席 19名（代理出席 1名）（委任状 4名） 

      委員 24名中 19名の出席により会議成立 

【議事概要及び結果】 

司会【飛騨市総務部総務課長】 

◎あいさつ（会長） 

 今年度いろいろ見直しを行い、政策的もいろいろな助成も行ってきた。今後見直しを不

断に行っていく上で、そういったことも含めて、今日は報告・評価、次にどのあたりをポ

イントにしていくのかなど、説明させていただきながら議論いただきたい。 

 また、今予算編成はほぼ終わっている状態。常時義務的に出て行く費用は、かなり堪え

るという実感を持っている。交通の不便な地域の皆さんに、喜んでいただくのは一番であ

り、そのためにいろいろな工夫をしてやっているが、やはり財政的な目からも見ながら、

ニーズの少ないところの見直しや、どこを重点化していくのかは常に考えなければいけな

いということを思った。そうした予算額の数字も今回用意させていただいた。実情をご理

解いただきながら、いい道を探っていきたい。その辺りも含めて議論いただきたい。 

報告事項  

１．平成２８年度第２回公共交通会議の議事録について     ＜資料１ Ｐ２～５＞ 

【事務局より説明】 

２．福祉有償運送登録者の報告について              ＜資料２ Ｐ６＞ 

【事務局より説明】 

協議事項 

１．自家用有償旅客運送（福祉有償運送）の更新登録について ＜資料３ Ｐ７～１６＞ 

  名 称：特定非営利活動法人 縁がわ 

  住 所：岐阜県飛騨市神岡町吉田２９８５番地 

  代表者：代表理事 小枝 正 

【事務局より説明】 

【委員からの意見】 

（委員１）瑣末ではあるが、一般乗合旅客自動車運送事業者とあるが、一般乗用旅客自動

車ではないか。 

（事務局）訂正させていただきます。 

 

拍手多数により承認 

 

２．平成２８年度地域公共交通確保維持改善事業の報告及び評価について 

＜資料４ Ｐ１７～７４＞ 

  ・時刻表の作成について 

 ・飛騨市公共交通モニタリング及び評価検証業務 

【事務局より説明】 

資料２ 



 

【委員からの意見】 

（委員１）ものすごく沢山の資料をいっぺんに説明されたので、どこから何をいえばいい

のかなという状態。あえて言えば、59～62ページは、国交省に出す様式、それから、64～

74 ページは、運輸局に出す様式だが、それなりに偉い方が見るもので、ここをきちんと書

かなければいけない。きちんと書くために、この前のところがいろいろとある。いずれに

しても、どういうふうに口火を切っていいのか。時刻表がでましたが、この時刻表につい

て意見を述べればいいのか、そうやるとすごく時間がかかる。もっと言えばこういうのっ

て一括でやらず、３つとか４つに分けて議論するものではないのか。 

（議長）細分化していきます。時刻表についてご意見あればよろしくお願いします。 

（委員１）評価のところを見ると、「全域で作ったので、見るのが大変だった。それで、そ

れぞれの町のものを作った。そうしたら全体が分からないのでやっぱり全体のものを作

る。」それは最初から分かりきった評価だが、そんな当たり前のことを評価に出してはいけ

ないと思う。どっちでもないものをどうやって作ったらいいかをちゃんと出さなければな

いけないと思うのが１点。 

それから、フリー乗降の話がでた。フリー乗降って時刻表だけで周知されるだろうか。

例えば、全国的には、バス停を立てるとなると非常にお金がかかるため、バスを運行して

いるところで、どこでも乗れるという具合で、のぼりを沿線に立てるなど。棒を立てると

か。停留所ではないが、停留所みたいなものを立てるとか。要するに現場で周知するよう

にしている。年に１回しか配らないもので、どうやってやるのだろうか。窓口でもらって

きた濃飛さんの時刻表は、壁に貼ってほしいために裏がない。そういうのであれば、これ

は貼っておいてほしいので裏がなく、ただちゃんとここにフリー乗降が書いている。そう

ではなくて、これはポケット版で、折るとしたらどういう風に折ったらちょうどいいのか。

これだけだと折るときに真ん中で時刻表が別れるため使いにくい。そういうのをいろいろ

考えてやらなければいけない話。それを飛ばしてここに載せたら分かると考えているから

ちっとも広まらない。というのが１点。 

そういうことを踏まえて 29年度何をやるかが評価のところで書かなければならない。それ

が全域のものをつくることです。ということになるとちょっといただけない。ということ

になる。 

評価は 18 日までに出さなければいけないので、今評価を変えても変える時間もないが、

4月以降に何をやるかということは考えてほしい。あと、今日、来年度の再編推進計画の固

守というのはないのか。今日の次はいつですか。 

（事務局）次回は 6月を予定しております。 

（委員１）そうすると 29年度の再編計画推進事業はもうやっている。我々がバスが走って

いることについてどういうふうに理解いただけるかということを国のお金をもらってやる

ことが再編計画推進事業だが、それについて議論することが 6 月までないということは、

結局発言権がないということ。そうではなく、こういうことを踏まえて来年はこれをやる

というものが今日でてこなければいけないのでは。今のことに資する事を申し上げたが、

どうだろうか。 

（事務局）再編推進事業としては、全体的な時刻表の作成をする事を考えていた。 

（委員１）網形成計画を策定している自治体の事業とか、飛騨市については再編実施計画

を策定しているので再編計画推進事業だが、もうちょっとメニューを見た方がいい。あり

とあらゆることができる。時刻表だけ発行することだけでは活用できてない。もっと市民

の皆さんや観光客の皆さんにいろいろ知ってもらわなければいけない。ありとあらゆるこ

とを考えなければいけない。それについて国が支援いただけるというもの。それが時刻表

出すだけということであれば、とても有効活用してない。今日もそういったことが出てく



 

のだろうが、それが再編計画推進事業の次年度にちゃんと組み込んでいかなければならな

い。その辺どのようにすすめるのか。市の負担分がないからできないとなるのだろうか。

それはさみしい。 

（事務局）もっと早く公共交通会議を開くべきであった。そうすれば予算の関係もあるの

でそこに盛り込むように来年度の事業実施についても検討もできた。予算についても時刻

表の作成を組み込んでしまっていることが現状となっている。その他は市単の中で、乗り

方教室や待合所の設置などを考えている。 

（委員１）例えば今古川駅前を降りたとき、どうやって古川の中のバスに乗り換えるのか

というのは全然分からない。そのことはずっと言っている。なんとかしなければいけない。

そのための掲示する時刻表を作っていかなければいけないとか、路線図などきれいなもの

を作って出していかなければいけない。そういうものは再編推進事業から出る。そこをず

っと放置している。それで時刻表を配って分かってほしいと言っている。そういうのはち

ょっと難しいと思う。補助もらわないのであれば、自力でやっていかなければいけない。

また１年間空想してしまうと、いつまで経ってもできない。私ならぱっとそういう改正を

思い浮かぶ。そうでないとふるかわ循環とか利用が少ないと言っているが、知らない人が

多いのでは。どうやって使ったらいいかわからない。時刻表に小さく書いてあるだけで、

古川駅前の案内所を見ても何も書いてない。これでは使ってもらえないのでは。 

（事務局）アイディアが出なかった。予算の中でできる限りの推進事業を行っていきたい。 

（議長）何に使えるというのは、いろいろ使えるのは使った方がいいが、タイミングがず

れるのであれば市単でやるということ。別に補助もらわなくてもやれるものはやる。別に

何千万もかかる金額ではなく 100万とか 50万とかというレベル。より使ってもらうように、

喜んでもらうのがこの話で、補助をもらうためにやっているわけではない。年度途中でも

臨機応変に対応することだと思う。もらえるものはもらった方がいいが。 

（委員２）10 月からのダイヤ改正について 10 月、11 月の実績が出ている。良くなったの

か。さらに問題が大きくなったのか。路線ごとにあれば総括をお願いしたい。将来的には

補助金の関係もずっときているし、全体的に文言としては、1人以下の便は見直しをしたい

とも書いてある。とりあえず、10月、11月ダイヤ改正は何をもたらいしたのか。 

（事務局）改正によって平成 27年 10月～平成 28年 9月までの 1便あたりの平均利用者数

は、0.89 人が、10 月、11 月実績では 1.14 人ということで上昇した。利用人数の少ない便

の廃止、JRの乗り継ぎや要望のあった便の新設したことによる影響。また、あとの協議事

項に、運行計画の変更や、利用少ない便の対応についてあり、10月 11月実績を見てもらい

ながら協議していただきたい。全体的には増えているという実績が出ている。資料は、74

ページのアピールポイントに記載している。また、割石温泉の関係も重点的に行ったこと

で増えているという結果も記載しており、平成 27 年 10 月再編前の数値に近づけるよう検

討していきたい。 

（委員１）今重要なご指摘があった。64 ページからの中部様式については、この 1 年やっ

たことを書く。岐阜支局からもそのように説明があったはず。過去はいらない。昨年度、

こういう状態だったので、今年度こういう見直しをして、こういう成果で出つつあるとい

うのを言ってほしい。平成 28 年 10 月の見直しをしたというのは一番大きいことだが、平

成 28年 9月までの評価になるので、本当は書けないが、もう出ているので書けばよい。本

来、「平成 27年 10月の見直しでかなりドラスティックに変えたが、細かなディテールの部

分が出来てなく、特に割石のところで問題が大きかった。かなり細かいところをいろいろ

なご意見をいただいて、平成 28 年 9 月までにその見直しをやった。参考として 10 月以降

に成果がでている」ということをここで書かなければいけない。そうなると 71ページの評

価だが、補助３路線しか書かれてないが、全路線書かなければいけないことが基本。中部



 

様式については、中部運輸局は、補助路線だけでなく、網形成計画、再編実施計画に基づ

く全路線について、評価してほしいと言っている。岐阜支局でしっかり説明しているか確

認したい。それを踏まえて書かなければいけないので、皆さんから見るとどうしてこの 3

路線しか上がっていないのかとなる。ただ、本省のエクセルの様式は補助路線だけでよい。

中部はそれではダメで、補助を出したか出していないか関係なく、飛騨市の全部の路線を

見て、その中で補助をもらっている路線をピックアップして見る。全部を見せてほしいと

いうこと。そういう風に作り変えないといけない。 

一つは特にこの１年どういうことがおこって、どういう見直しをして、どういう成果がで

たか。二つ目は、補助路線だけでなく、全ての路線を書く。 

なので、今の意見はど真ん中をついた。国としてはそうやってほしいと思う。 

（委員３）フィーダー路線ということで補助路線になっているが、もちろん３系統は評価

していただくのだが、フィーダー路線であればそれにつながる幹線の系統であるとか、他

の系統もあるので、そういったものを含めて地域全体の路線としてどうなのかという視点

で考えていただきたい。結局自己評価については、補助金をもらうためのアリバイ作りに

なってしまっては困るので、そう意味では補助金をもらっている路線は当然なのだが、そ

こだけではなく、地域全体として、公共交通網として、どうだったのかという視点で評価

をお願いしたい。 

（議長）締め切りが 18日なので 18日までに直すということ。 

さっき、分けていっているため、資料 4-1以降についていかがか。 

私は毎月でも見直していいと思っている。かといって、全体のサイクルや、銭をもらうと

いうサイクルもあって、その辺のバランスで一番いい時期を狙って目標を作って検討して

いかなければいけない。その辺の年間のスケジュールはもう 1回考える必要がある。 

（委員１）今出たが、濃飛さんが 4月と 11月。これは基本になる。補助金月が 10～9月な

ので 10月。ただ、10月は本当はおかしく、学校の関係であれば 9月でなければいけない。

その中で飛騨市はどういうところで見直しをかけて、どこでやるかは、サイクルがあった

ほうがいい。基本は 10月だが、本当は 10月は良くない。 

一番近い資料は資料 4-6.これだけ出せばいいんじゃないか。これはとてもいい資料。これだ

け見ればどれだけ頑張ったか分かる。これを出せばよいと思うくらい。アンケートについ

てこの調査を結構お金かけてやっているが、これをどう使えるかをきちんと説明してほし

い。アピールポイントで書いてあることはむしろ、アンケートをとって、それによって再

編実施計画をどういう方向で見直していくかが明らかに出来たということをきちんと書い

た方が、いいと思う。アンケート結果のまとめはどこにあるか。 

（事務局）41 ページが市民アンケートの概要になっている。300 世帯を抽出したもの。こ

ちら自体が概要版ということでまとめたものとなっている。一番重要なところで 47ページ

の公共交通の納得度をお諮りしている。指標の数値となっている。ここから 66.6％の納得

度が得られたというものとなっている。 

（委員１）見出しになっているこうでしたっていうのは、アピールポイントのところに書

いて、これを踏まえて見直していくというのを書いていけば良い。少なくとも言えるのは 4

地区別に集計する事はしなければいけない。それを見たときにひっかかったのは 168 通と

いう回答。そうすると河合・宮川は統計的に耐えられない数字。古川、神岡もちょっと分

からない。300っていうのはとても少ない気がした。これはいつ決めたのか。 

（事務局）網形成計画で 300世帯と記載している。 

（委員１）そうすると各地区っていうのはあんまり考えてないということだろうか。でも

各地区がほしい。資料にも、各地区で全然性質が違うといった記載があった。ということ

も踏まえて我々はいろいろ考えていると言っている。このアンケートも市民全体という形



 

でとるとちょっとミスリーディングになる気がする。もっと細かいところを言えば人口の

少ないところはここに入っていないことになってしまう。どうやって補足するか考えなけ

ればならない。少なくとも各地域に分けることは可能か。 

（事務局）可能である。 

（委員１）評価には間に合わないが、次の会議に出していただきたい。 

あと、観光についてはずっとうるさく言っているが、網形成計画ではもともと観光につい

ては余り考えていなかった。これを踏まえて何をやらなければならないというのは、今年

度は出てくるのか。 

（事務局）観光については満足度が 79.1％ということが得られたが、実際の中身は高山～

古川までの移動が多かった。そこから古川で乗り換えて公共交通で回るというのは難しい

ものがあるということだったため、平成 29年度としては、観光施設への公共交通を使った

ルートの検討を考えている。 

（委員１）的を絞ることが大事。高山～古川は 30分に一本。とても使いやすく、分かりや

すい。だが、神岡まで売り込めていない。逆に富山からの入りこみが弱いまま。それから

神岡町だと奥飛騨温泉郷との関係もある。古川の中にどういった観光スポットがあるかは

十分把握できていないが、その中でバスとかタクシーで行きたくなるというのは、もちろ

ん聖地巡礼ツアーとかがそういうのがあるにせよ、路線網でカバーできるのは実際問題ど

こなのか。場合によっては、路線を少し延長するなど、必要になるかもしれない。いずれ

にしてもそういうところはどこがねらいかを観光協会さんと話し合うのが良い。どういう

問い合わせがあるのかなど大事。濃飛さんにもあるのではないかと思うが。そういうのも

踏まえて、このアンケートも併せて観光についてどう取り組んでいくか、作っていかなけ

ればならない。6月までに形を作ることは可能か。 

（事務局）観光協会さんと話しながら検討を進めたい。 

（議長）観光の話は、アンケートを少し前に見たが、いろいろな視差がある。公共交通に

関する需要は少ないながらも存在するって書いてあるが、ほぼ JRの在来線であり、バスは

2.3％。これって少ないって書くのでは。バスで来る人はいないって言っても過言ではない。

ここは考え直したほうがいい。古川からガッタンゴーに行きたいという人は存在している

が、バスがある手段存在を知らない。どうやって乗っていいかわからない。というのが現

実問題としてガッタンゴーの担当者は把握していると思う。また、古川の町は、ここで乗

り換えていく町ではないので、ここでバスに乗って回る人はいない。逆にバスに乗るほど

の資源がないということもある。観光に対する公共交通のあり方は、しっかりもう１回検

討して、調査のとり方や手法から考えたほうがいい。濃飛のバス路線を使うのか、直に奥

飛騨温泉口まで行く便を作るのか。またそれをどう位置づけるのかなどいろいろな課題が

ある。河合のローズガーデンにもごく僅かな期間だが一定の需要がある。自家用車と割り

切ってしまうのも手もあるが。それから温泉を市民のための観光施設とみるのかというこ

ともある。古川の温泉まで運ぶ手段がない。これを路線バスに乗ってくださいと言っても

乗らない。これはかなり大きな問題。ぜひ問題意識として、観光だから観光協会という風

ではなく、いろいろな意見をいただきたい。 

（委員４）2.3％というのは市内の移動ではなく、ここまでの移動ということですよね。市

内で主にバスを使われるのは、古川から神岡までだが、バスをお勧めしても、神岡営業所

からガッタンゴーまでが遠いため、バス一本で教えづらい。また、観光の方でバスを使っ

ているのが、濃飛さんと提携して、期間限定で天生まで行っている。需要がそんなに多く

ない。一昨年が白川に行けない悪条件が重なったこともあり、濃飛さんに自信を持ってや

ってもらうほどの利用者がない。高山から天生、天生から白川までというコース。それが

公共交通と合致するのかというのは疑問ではあるが、利用者はそれほど多くないのは事実。



 

それがこのエリアを回る公共交通と関連付けられるのであれば、うまくできるかも知れな

いが、それはまた別個で考えていただきたい。観光と市民の公共交通の兼ね合いとなると

目指すところも違うところがあるので、またご相談をさせていただきたい。こういうとこ

ろの利用がほしいということもあるので、そこもまとめて会議していただけるのであれば

ありがたい。 

（議長）旅行者はみんなそうだと思うが、いつでも乗れる、直接いける、安く乗れるが理

想。いつでも乗れるは難しいと誰でも思っている。安く乗れるも 100 円や 200 円で行ける

とは誰も思っていないだろう。直接行けるが重要。だから「ひかり」よりも「のぞみ」に

乗る。住んでいる人も同じだと思うが、観光客はもともと時間が限られた中で動くという

特性がある。公共交通計画に通院、通学の中に観光は出てくるが、若干異質なのかなとの

思いもある。今後どうしていくかの検討も必要がある。 

（委員１）観光は水物。「君の名は。」もそう。ばっとなればすごいが、なれなければそん

なに。そういったものにバスとかそういうレベルではない。もともと名古屋圏を考えたら

車が中心になので、とてもそういうふうにはならないが、東京とか大阪を考えたときには

車ではいけない。富山駅や空港からレンタカーに乗るという人もいるが。その時点で不便

な場所というレッテルになる。どうしても二次交通。富山駅、富山空港、高山駅からどう

いう風に飛騨市にくる方法を観光協会、飛騨市の HP になければいけない。それを作ると

きに、とてもつながりが悪いところが多いが、あくまでも生活交通が優先。それを捨てて

まで変えられないが、ちょっと変えればできるものがある。作って分かる。作らないと分

からない。気づくのは東京の人が実際に来て思うとき。我々が事前にシミュレーションを

して作ることが大事。そこで乗り継げないものなどに気づいてそれで改善していく。その

ことで生活交通が目安でその上で少しでも乗っていただくのが大事。待たずにというのは

乗り継ぎ点をどうやったら待つことができるかというように変えるかというプロジェクト

にもつながる。待っても苦痛と感じない空間を。平湯のバスターミナルがそう。今の古川

駅は暗くてさえない。今やれる範囲でのせていくことが大事。 

（議長）協議事項２については、特にご意見なければ次に行きたい。承認もないですが、

修正もするということも含めてよろしければ拍手をお願いしたい。 
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３．運行計画の変更について                  ＜資料５ Ｐ７５＞ 

  ・ふるかわ循環乗合タクシーのダイヤ変更について 

【事務局より説明】 

【委員からの意見】 

なし 
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４．利用の少ない便の対応について            ＜資料６ Ｐ７６～８５＞ 

【事務局より説明】 

【委員からの意見】 

（会長）１日平均１人いないというほとんど乗らない便についてどうしますかという議論。

利便性との兼ね合い、他の代替手段とかいろいろな切り口があると思う。こういった

提案であるが、ご意見賜りたい。 

（委員１）平成 28年 10月もそうだったが、こういうのは対処療法というか、傷ができた



 

ので絆創膏を貼るようなもの。これをすることで利用人数が上がるわけがない。間引

きしても、１日借りているのなら経費的にはそう変わらないのかもしれない。こうい

う対処療法ではまったくダメだと思う。出血を抑えるにはいいが、なぜ出血している

かのところを全然やっていない。そもそもそれぞれの便はどういう意図で設定してい

るのかというのをよく考えないといけない。例えば１便は高山の高校に行こうとする

とこの便。３便は古川の病院に行くための便である。などそういうものがあったはず。

そういうのが全く地域に伝わっていない。そういう意図でしたが、皆さんどうでした

か。という事を問わない限り、単に少ないから廃止するでは、まったくやる気もでな

い。説明会でもそういうことは言ったのか。それぞれの便に心を込めないといけない。

都会の 10分に 1本走らせれば次々に乗ってくるものとは違う。朝の便はこれ、次の便

はこれというもの。数字が少ないから切るというのは、それと逆行している。減るだ

けで育たない。私はそういう考えを持っている。 

（事務局）単純に１人未満という事だけでなく、通院、買物の時間帯に走っている便は単

純には廃止はできないと思っている。昼からの往復の中で１人未満の便については説

明をしながら廃止の検討をしたいということ。それぞれの便の役割については、地元

に説明はしていきたいと思っている。 

（委員１）十分理解いただいていない可能性もあるが、要するに地域にダイヤ作ってくだ

さいということ。地域の皆さんにどういうダイヤがほしいのかを考えてほしいという

のをやってほしい。ただ、飛騨市の考えとしては、最低保障の通院、通学、買物の３

つを全域で最低限保障するというものがある。地元の皆さんに「飛騨市全体として最

低限のことはやっていくが、昼とかは、みなさんがそういう行動をしないのならやめ

る。」ということの方が大事。「今３本あり、１人以下のところが１本になればとても

効率的になる。そうしたら、皆さん何時に買物行くのがいいか。」というのを聞いて、

それについては、１便とかでなく、買物便とか高校通学便とか名前をつけてしまう。

名前をつけると考えると、回送は営業しない方がいい。回送でも営業していた方が補

助金もらえるということはあるが、意図が折り返しているから乗せてあげるというの

は、いっそう営業しないことも考えられる。１便あたりの利用人数も上がる。ただ走

るのでなく、市民とやりとりをして、それぞれの便に乗る人がいる。我々も住民も意

識して、この時間の便に乗れば買物しやすいよと言える。それを時刻表に書く。時刻

表を作りながらダイヤの見直しもしていくというスケジュールがよい。 

  先ほどのふるかわ循環乗合タクシーの変更も、その辺が分かっていなかったからずら

してしまったのでは。本当に聞きたかったのは、どこからきただれが乗れなくなった

のか。そこを全然通ってなく、0.9人が 0.2人になったという、ものすごく無機的であ

る。人口 3万人くらいの市でこういう人達は何を求めているかが大切。みんなと話し

合ってこういう路線はどうしていこうかという機会。ふるかわ循環乗合タクシー３便

はどういう人か。 

（事務局）神岡方面から古川に来て、病院に通っていた方です。 

（委員１）神岡の人が古川の病院へ行けるようにする便。これは古川の病院へ行ける便と

いうこと。これがエリアごとの時刻表では分からないという具体的な意味。割石行く

にはこの時刻表でいいが、古川行くにはこの時刻表では分からない。神岡の時刻表は

神岡の路線が書いてあるものでなく、神岡のみなさんが行きたいところへ行けるため

の時刻表を作らなければならない。神岡から古川の病院に行く人が何人かいれば、「こ

の便で行って、ふるかわ循環に乗り換えて、帰りはこれに乗ってください。」そういう

ものを作ってほしい。地域のみなさんが作ってほしい。そうするとダイヤも決まって

くる。資料５のような資料だと、利用を増やしたりとか、本当の意味で地域の皆さん



 

に有難がってもらえない。よく考えていただきたい。 

（委員２）地区の話、細かな配慮もあって、古川のことも大変考えていただいていると思

います。ふるかわ循環とかみおか循環は質的に全然違う。神岡の方は利用しないとな

んともならない状態だが、古川はなんとかなる、バスに乗るまでもないという状態。

そのため、古川の場合は、一度試しに乗れば便利で楽しいからと友達と遊びがてら回

って、フリー乗降のこともそのときに学んでもらうような、街中探検というくらいの

しかけも必要。これからだんだんと交通弱者が増えてくる。事業としては伸びしろが

ある。今の状況ではきっかけをどうするのかという知恵の出し方かと思う。 

（委員４）高齢者のことだが、事故が増えている中、代替でバスを進めたいが、なかなか

進めにくいところがある。時刻表や路線図が見ていて、分かりづらかった。高齢者も

そうだと思う。今車で移動する方も、これから乗りたいという方も、バスが便利であ

れば、免許を返そうかなと思う人の需要も高いと思う。分かりやすい路線図でやって

いただけるとそういった需要も掘り起こせるのでは。今言われたように体験みたいに

して、無料バス券を配ってこうやって乗れるというくらいのものも法令講習と併せて

やれば需要が増えるのでは。 

（委員５）駅前のターミナルですが、停車的には良いターミナルになっていると思う。実

際暗いし、使い勝手が良くない。高山古川が１時間に２本あるが、２本あれば十分で、

アピタも行くし使い勝手はものすごく良い。JR は少ないし、代替手段となっている。

運賃も 370円で安い。レールに対応するために、この運賃でやっていて、本当は、700

円とか 800円というのが本当の運賃だと思う。370円というのは安いから PRすれば乗

ると思う。資料の 2ページに民間事業者利用差額負担金というところで、神岡高山線

の定期で 1,700万円が飛騨市の負担となっているが、そのおかげで高校生 400人が、

乗ってもらえるし、保護者の出費が抑えられるし、下宿もしないで済む。こういう制

度はいいということをもっと広報するとか、飛騨市がこういうことをやっていると、

どんどんアピールしていけばいいと思う。飛騨古川駅前は結構良いターミナル的なと

ころもある。駅、ターミナル、観光案内所もある。もっと利用するようにしたらいい

と思う。 

（委員１）今衝撃的な情報を教えていただいた。アピールポイントに書かなければいけな

いのはこれだった。平成 27年度に古川から飛騨神岡高校に通っている子は 4人。これ

が今年度は 25人になった。今、全国的に高校生の通学が限られている地域は人口の減

少が著しくなっている。その中で、今回の再編の大きなポイントは実は 4町の間の行

ききをしやくすることで、この地域の中での移動できるようにして、例えば高校生が、

今までよりもいろいろな選択ができるようになる。それが確実に実現できているとい

うこと。これは人口減少を食い止める大きな力となる。15歳でどこかへ下宿してしま

う。あるいは本当に行きたいところへ通えない。ということがいかに地域にとって足

かせとなるかということ。これを書いた方がいい。それに来年度 3千万円の予算は、

そこに費やしているということ。とてもいいお金の使い方と私は感じる。それをアピ

ールした方がいい。先週の金曜日愛知県の設楽町に行ってきた。こちらは北設楽３町

村、設楽町・東栄町・豊根村３町村合同の会議。以前は３町村それぞれの町村営バス

で、折り返していた。そのため、設楽町や東栄町の高校へ豊根村からは行けなかった。

しかも豊根村は下宿じゃないと高校へ行けなかった。今は全部お互いにいけるように

なって、東栄の病院に豊根村から行けるようになっている。設楽の高校に東栄と豊根

村から行けるようになっている。それまでは、いくら自然が豊かでも高校に行けなか

ったため、15歳になったら子供がいなくなっていたが、そのことによって豊根の村営

住宅に親子連れが入るようになった。それを成果として上げてくる。飛騨市はそうい



 

う意味では人口が多いところで、これだけの成果を出しているのは誇ることである。

そうやって見ると、一方で古川の循環は、200円の料金に対し、7,800 円という負担。

そうするとタクシーの方がずっと安い。私自身はデマンド交通にした方がいいという

意見はずっともっている。もし、今のやり方でやるとすれば、古川の町の中を走るの

でネーミングライツバス停をやってみるとか。商店の前にバス停を置いて、バス停名

も商店や商品名のものにする代わりに協賛金をもらう。そういうのは全国で例がある。

その他に、他の路線から乗り継いで使うので、それに対して 200円というのは非常に

高い気がするので、これについては、乗り継ぎ前提で割引をきちんとやるとか。それ

からそれぞれに施設の行き帰りのダイヤになっているかをもう一度確認して、そうで

あるとすれば、こういう風に行き帰りで使えるよというのを、神岡とか、河合・宮川

のみなさんにもこう乗り継いできるとアピールする。という事がとても大事でないか

と思う。やっぱりやれることはいっぱいある。そういう中でこの参考資料の数字もリ

アルですけど使って頂きたいと思った。 

（議長）飛騨神岡高校の存続は議論されているところ。飛騨神岡高校は市立高校であると

公言している。ロケーション的に考えて学校がなくなると神岡というエリアの中だけ

で成立する学校ですから、人口を見れば存続は難しいとなってしまう。いかに飛騨市

内あるいは高山市内から生徒が通うかとの前提で、これは絶対死守するものという事

でこの話はしている。高山から吉城高校に来ている生徒の補助もしている。これは当

然そうだと思っている。学校の存続にバスの運行が直接プラスになっているという例

だが、他方で、今年度議論してきたのは、逆にこれだけお金をかけるのであれば、ス

クールバスの方がいいのではという事を、実は前半議論していた。乗換なしで学校に

一番あったダイヤで直接行ける。試算したが、高山の部分も入っているため、やはり

こっちの方がはるかに安くすむ。それでスクールバスという単独運行にするよりも、

安くつくということでこちらを存続させようという結論に至っているのが今の話。そ

んな議論をしてきたという流れはある。 

ふるかわ循環の話だが、市民のみなさんとの意見交換をした中に、富山の八尾総合

病院の話がでてきて、「迎えに来てくれる。一番家の近いところ、あるいは家の前まで

来てくれる。これをやってほしい。」という意見がすごく多い。あるなら、先ほどもい

い意見があったが、便名を通院バスとか、そういう形にした方がいいというご提言で、

非常にすばらしいご提言と思っている。だったら更にそれを一歩進めて、本当に通院

だけのバスにしてしまって、どのくらい乗るのだろうと見たほうが、いいのではない

か。ふるかわ循環でなく、垣内、古川病院循環という形でやって、もし批判が出るよ

うだったら、運行してもらって全額補助でもいい。それで満足してもらえるのであれ

ば、生きたお金になるのでは。という思いもある。その中で、議論いただければとい

う思いもある。風呂もそう。この前の割石の議論もあったように、割石温泉に行く、

すぱーふるに行く、いろいろ便があるが、すぱーふるへ行く目的の便で、走らせてつ

いでにどっか回ると考えたほうが、いいのではないか。この際、結構エッジを立てて

やってもいいのではないかと思う。いっぺんにドラスティックにそこまでいけない。

とりあえず現状の中ですこしずつという事は思っているが、やれるなら明日にでもそ

うしたい。特に通院線というのは、ほとんど予約だから予約制でよい。「事前に予約し

て頂ければあなたのうちの前まで行って乗せて行きますよ。ただし基本ルートはこの

あたりですよ。」という形もあるのかなと思う。これはすぐにというわけはいかないか

もしれないが、こういったことも考えていくと、同じ費用のかけ方にしても、利便性

や満足度は極端に上がるのではないかと思う。不断の見直しをしていかなければいけ

ない。何かの目的のために乗るので、この目的のためにやるっていうような表記の仕



 

方というのは、見直しの第一歩なのかなという気はいたします。 

（委員５）アンケートだが、300世帯というのは別にいいと思うが、今後続けていくとなれ

ば 50％以上というサンプルの回収率がいいものですから、例えば、細江とか河合につ

いては、15くらいほしいときは 30くらい割り当てて、あとは、神岡とか古川にすると

かそういうような方法で全体的なサンプルをとっていただきたい。 

（議長）この件、いろいろなご意見いただいた。機械的にというよりも、どういう意味の

ある便なのかを示しながら議論すると、他方で数字や費用はしっかり理解する必要は

あると思うが、何のためにこの便が走っているのか、しっかりと示しながら、見直し

を図っていくというようにしたいと思うが、そういった前提の上で、協議事項４のご

承認いただければ拍手いただきたい。 
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（議長）その他ご意見あれば伺いたい。それでは以上で、第３回飛騨市公共交通会議を終

了したい。 


