
廿日市さくらバス実証運行計画

路線図（案）

資料２－２



廿日市地域のバス路線の現状

廿日市市役所前駅 ショッピング楽々園

佐方

川末

四季が丘北

四季が丘

阿品台北

日赤看護大学

JR阿品駅

広電阿品駅

JA広島総合病院

宮内串戸駅

桜尾
宮園中央

阿品台中央

原小学校上

明石

廿日市さくらバス（西循環）

廿日市さくらバス（東循環）

おおのハートバス

宮園・四季が丘団地線

阿品台線

原・川末線

佐伯線

1日6便以
下の路線

至佐伯・吉和

至広島市街

廿日市さくらバス東循環

便数 7.0循環

時間
佐方 7：30～17：54

宮内 8：04～18：35

運賃 1乗車100円

廿日市市役所

原・川末線

便数

11.0往復（平日）

9.0往復（土曜）

※日祝運休

運賃 距離制運賃

廿日市さくらバス西循環

便数 8.0循環

時間 7：40～18：29

運賃 1乗車100円

佐伯線

便数
31.0往復（平日）

19.0往復（土日祝）

運賃 距離制運賃

阿品台線

便数

36.0往復（平日）

21.5往復（土日祝）

※朝夕の広島市街

直通便を除く便数

運賃 距離制運賃

宮園・四季が丘線

便数

49.5往復（平日）

36.5往復（土日祝）

※朝夕の広島市街

直通便を除く便数

運賃 距離制運賃 陽光台1丁目
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さくらバス実証運行案 運賃：西200円東：150円

広島電鉄 阿品台線

便数

36.0往復（平日）
21.5往復（土日祝）

※朝夕の広島市街直通
便を除く便数

運賃 距離制運賃

広島電鉄 宮園・四季が丘線

便数

49.5往復（平日）
36.5往復（土日祝）

※朝夕の広島市街直通
便を除く便数

運賃 距離制運賃

広島電鉄 佐伯線

便数
31.0往復（平日）
19.0往復（土日祝）

運賃 距離制運賃

JR 山陽本線

便数
約80便（平日）
約80便（土日祝）

運賃 距離制運賃

広島電鉄 宮島線

便数
約130便（平日）
約120便（土日祝）

運賃 距離制運賃

広島電鉄 原・川末線

便数

11.0往復（平日）
9.0往復（土曜）
※日祝運休

運賃 距離制運賃

便数・時間は目安便数・時間は目安便数・時間は目安便数・時間は目安

さくらバス
西循環

（１循環65分程度）

【【【【運賃：２００円運賃：２００円運賃：２００円運賃：２００円】】】】

うち、追加車両分

平

日

便
数

左回り ５循環程度 １循環程度

右回り ４循環程度 １循環程度

時間 7：30～18：30

日

祝

日

便
数

左回り ３循環程度
－

右回り ２循環程度

時間 9：30～17：00 －

さくらバス

東循環

佐方ルート

（1循環45分程度）

【【【【運賃１５０円運賃１５０円運賃１５０円運賃１５０円】】】】

うち、追加車両分

平

日

便数 １０循環程度 ４循環程度

時間 7：30～18：30

日

祝

日

便数 ６循環程度 －

時間 8：30～18：00 －

さくらバス

東循環

宮内ルート

（1循環45分程度）

【【【【運賃１５０円運賃１５０円運賃１５０円運賃１５０円】】】】

うち、追加車両分

平

日

便数 ８循環程度 ２循環程度

時間 7：30～18：30

日

祝

日

便数 ６循環程度 －

時間 8：30～17：30 －
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四季が丘四季が丘四季が丘四季が丘

廿日市さくらバス西循環（左回り）経路案廿日市さくらバス西循環（左回り）経路案廿日市さくらバス西循環（左回り）経路案廿日市さくらバス西循環（左回り）経路案

凡例 バス停

既存のバス停

新設バス停

新たに広電バスと共用するバス停

四季が丘南四季が丘南四季が丘南四季が丘南

四季が丘南口四季が丘南口四季が丘南口四季が丘南口

佐原田佐原田佐原田佐原田

特別支援学校入口特別支援学校入口特別支援学校入口特別支援学校入口

日赤看護大学日赤看護大学日赤看護大学日赤看護大学

阿品台１丁目阿品台１丁目阿品台１丁目阿品台１丁目

阿品台４丁目阿品台４丁目阿品台４丁目阿品台４丁目

阿品台３丁目阿品台３丁目阿品台３丁目阿品台３丁目阿品台第六公園阿品台第六公園阿品台第六公園阿品台第六公園

廿日市西高校前廿日市西高校前廿日市西高校前廿日市西高校前

ふじタウン北ふじタウン北ふじタウン北ふじタウン北

ふじタウン中ふじタウン中ふじタウン中ふじタウン中

ふじタウン南ふじタウン南ふじタウン南ふじタウン南

広電阿品駅広電阿品駅広電阿品駅広電阿品駅 ナタリーマリナタウンナタリーマリナタウンナタリーマリナタウンナタリーマリナタウン

ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅

阿品阿品阿品阿品東東東東

地御前神社前地御前神社前地御前神社前地御前神社前

地御前地御前地御前地御前

地御前旭地御前旭地御前旭地御前旭

ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院

宮内分れ宮内分れ宮内分れ宮内分れ

廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所

あいプラザあいプラザあいプラザあいプラザ

廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター中平良中平良中平良中平良

陽光台２丁目陽光台２丁目陽光台２丁目陽光台２丁目

陽光台４丁目陽光台４丁目陽光台４丁目陽光台４丁目

四季が丘中央四季が丘中央四季が丘中央四季が丘中央

四季が丘１丁目四季が丘１丁目四季が丘１丁目四季が丘１丁目 宮園８丁目宮園８丁目宮園８丁目宮園８丁目

宮園２丁目宮園２丁目宮園２丁目宮園２丁目
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今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討

宮園西宮園西宮園西宮園西

宮園上宮園上宮園上宮園上



七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）

七尾中学校七尾中学校七尾中学校七尾中学校

上平良上平良上平良上平良

廿日市さくらバス西循環（右回り）経路案廿日市さくらバス西循環（右回り）経路案廿日市さくらバス西循環（右回り）経路案廿日市さくらバス西循環（右回り）経路案

凡例 バス停

既存のバス停

新設バス停

新たに広電バスと共用するバス停

四季が丘四季が丘四季が丘四季が丘

四季が丘南四季が丘南四季が丘南四季が丘南

四季が丘南口四季が丘南口四季が丘南口四季が丘南口

特別支援学校入口特別支援学校入口特別支援学校入口特別支援学校入口

日赤看護大学日赤看護大学日赤看護大学日赤看護大学

阿品台４丁目阿品台４丁目阿品台４丁目阿品台４丁目

阿品台第六公園阿品台第六公園阿品台第六公園阿品台第六公園

廿日市西高校前廿日市西高校前廿日市西高校前廿日市西高校前

ふじタウン北ふじタウン北ふじタウン北ふじタウン北

ふじタウン中ふじタウン中ふじタウン中ふじタウン中

ふじタウン南ふじタウン南ふじタウン南ふじタウン南

広電阿品駅広電阿品駅広電阿品駅広電阿品駅 ナタリーマリナタウンナタリーマリナタウンナタリーマリナタウンナタリーマリナタウン

阿品台１丁目阿品台１丁目阿品台１丁目阿品台１丁目

阿品台３丁目阿品台３丁目阿品台３丁目阿品台３丁目

ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅ＪＲ阿品駅

阿品阿品阿品阿品東東東東

地御前神社前地御前神社前地御前神社前地御前神社前

地御前地御前地御前地御前

地御前旭地御前旭地御前旭地御前旭

ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院

宮内分れ宮内分れ宮内分れ宮内分れ

廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所

あいプラザあいプラザあいプラザあいプラザ

廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅

中平良中平良中平良中平良

陽光台２丁目陽光台２丁目陽光台２丁目陽光台２丁目

陽光台４丁目陽光台４丁目陽光台４丁目陽光台４丁目
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宮園８丁目宮園８丁目宮園８丁目宮園８丁目

宮園２丁目宮園２丁目宮園２丁目宮園２丁目

四季が丘中央四季が丘中央四季が丘中央四季が丘中央

四季が丘１丁目四季が丘１丁目四季が丘１丁目四季が丘１丁目

宮園上宮園上宮園上宮園上

宮園西宮園西宮園西宮園西

今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター



七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）

七尾中学校七尾中学校七尾中学校七尾中学校

平良農協平良農協平良農協平良農協

中国醸造前中国醸造前中国醸造前中国醸造前

桜尾桜尾桜尾桜尾

月見台団地中月見台団地中月見台団地中月見台団地中
廿日市さくらバス東循環（佐方ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（佐方ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（佐方ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（佐方ルート）経路案

凡例 バス停

既存のバス停

新設バス停

新たに広電バスと共用するバス停

廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所

廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅

榎浦橋榎浦橋榎浦橋榎浦橋

廿日市廿日市廿日市廿日市

大東住宅前大東住宅前大東住宅前大東住宅前

山陽女子大西山陽女子大西山陽女子大西山陽女子大西

山陽女子大前山陽女子大前山陽女子大前山陽女子大前

山陽女子大駅北山陽女子大駅北山陽女子大駅北山陽女子大駅北

佐方四丁目佐方四丁目佐方四丁目佐方四丁目

佐方四丁目東佐方四丁目東佐方四丁目東佐方四丁目東

緑ヶ丘入口緑ヶ丘入口緑ヶ丘入口緑ヶ丘入口

屋代屋代屋代屋代

緑ヶ丘団地口緑ヶ丘団地口緑ヶ丘団地口緑ヶ丘団地口

佐方上佐方上佐方上佐方上

佐方佐方佐方佐方

佐方中佐方中佐方中佐方中

佐方下佐方下佐方下佐方下

佐方保育園前佐方保育園前佐方保育園前佐方保育園前

城内城内城内城内

ＪＲ廿日市駅前ＪＲ廿日市駅前ＪＲ廿日市駅前ＪＲ廿日市駅前

平良山手集会所前平良山手集会所前平良山手集会所前平良山手集会所前

中央公民館前中央公民館前中央公民館前中央公民館前

大東大東大東大東

平良大橋平良大橋平良大橋平良大橋

新宮二丁目新宮二丁目新宮二丁目新宮二丁目

あいプラザあいプラザあいプラザあいプラザ
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広電廿日市駅広電廿日市駅広電廿日市駅広電廿日市駅

月見台団地月見台団地月見台団地月見台団地

今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討今後の実証運行の中で対応を検討

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター



廿日市さくらバス東循環（宮内ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（宮内ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（宮内ルート）経路案廿日市さくらバス東循環（宮内ルート）経路案

凡例 バス停

既存のバス停

新設バス停

新たに広電バスと共用するバス停

七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）七尾中学校（バイパス）

七尾中学校七尾中学校七尾中学校七尾中学校

上平良上平良上平良上平良

廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所廿日市市役所

廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅廿日市市役所前駅

あいプラザあいプラザあいプラザあいプラザ

宮内分れ宮内分れ宮内分れ宮内分れ

宮内宮内宮内宮内

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

中平良中平良中平良中平良

峰高一丁目峰高一丁目峰高一丁目峰高一丁目

宮内一丁目宮内一丁目宮内一丁目宮内一丁目
宮内郵便局宮内郵便局宮内郵便局宮内郵便局

宮内農協宮内農協宮内農協宮内農協

六本松口六本松口六本松口六本松口

六本松一丁目六本松一丁目六本松一丁目六本松一丁目

六本松二丁目六本松二丁目六本松二丁目六本松二丁目

野坂公園野坂公園野坂公園野坂公園

キラキラ公園キラキラ公園キラキラ公園キラキラ公園

野坂中学校南野坂中学校南野坂中学校南野坂中学校南

宮内河本宮内河本宮内河本宮内河本
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宮内串戸駅宮内串戸駅宮内串戸駅宮内串戸駅

ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院ＪＡ広島総合病院

①①①①
③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨

⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪

②②②②


