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平成 26年度廿日市市公共交通会議及び廿日市市公共交通協議会（第 6回） 

 

○日 時：平成 27 年 2 月 24 日（火） 午後 14 時～15 時 50 分 

○場 所：廿日市市役所 201 会議室  

○出席者：17 名 

○説 明：廿日市市建設部都市計画課（交通政策係） 

 

1 開会 

 

2 協議事項 

 

（1）廿日市市公共交通協議会規約の一部改正について 

 

［委員］ 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正の概要について委員より説明。 

 

［事務局］ 

資料１、議案１について事務局より説明。 

 

［会長］ 

 何かご意見等ないか。 

 委員の任期は 2 年としているが、今の委員はこの年度末までで任期が切れる。4 月以降改

めて委嘱するということで良いか。 

 

［事務局］ 

 そうである。 

 

［会長］ 

 それでは、議案１、廿日市市公共交通協議会規約の一部改正については承認するという

ことでよいか。 

 

［各委員] 

（異議なし） 

 

［会長] 

承認とする。 
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（2）廿日市さくらバス・おおのハートバス「のりのりキャンペーン」の延長について 

 

3 報告事項 

 

（1）廿日市さくらバス・おおのハートバスの評価と今後の方向性について 

 

［事務局］ 

資料２、議案２について事務局より説明。 

 

［会長］ 

 何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

 利用の減少に関しては、料金をあげたことが影響していると予想する。 

今回料金を上げるにあたってどういう理解をしてこれを進めたかをもう一度述べる。200

円という金額が適切かどうかは私も自信がなかったが、今後廿日市のバスを考えていく上

で 100 円のままであれば広電バス（路線バス）との協調がほぼ不可能であるということが

最大の理由であった。いかなる路線の見直しでも、市の自主運行バス（廿日市さくらバス）

の 100 円運賃が 200 円になったら、200 円より安い民間バス（広電バス）を利用するとい

う選択にしかならない。今日の段階で具体的な要因は示せないが、ゆめタウンのこともあ

り、全体的にバスをどう張り巡らせるべきかを考え直さないといけないと思っている。 

路線の計画に関しては、ゆめタウン開業に伴い新しくシャトルバスの導入が予定されて

おり、今後交通状況は変わってくる。その辺を見ながら考え直す必要がある。私たちもお

手伝いしたい。 

のりのりキャンペーン延長については賛成である。廿日市さくらバスは、運賃収入は上

がらず設備投資が増えているのでうまくいっているとは言い難い状態である。したがって

のりのりキャンペーンを辞めるという考え方もあるが、制度としては受け入れられている。

おおのハートバスに関しては、こちらも設備投資は増えているが、乗車人数は僅かではあ

るが伸びつつある。費用対効果としてよかったかという議論は置いておいて、定着すれば

乗車人数がもう少し伸びる期待がある。 

バス路線のことを考える上で非常に重要な論点が一点あると思っている。廿日市さくら

バスの運行目的として「交通空白地域の移動手段の確保」が挙がっている。廿日市さくら

バスだけで、交通空白地を解消しようとしている。これについて今日いきなり論議すると

いうわけではないが、廿日市さくらバスを「あのバス（小型の路線バスで市内全体をカバ

ーする）」と決めてしまうと身動きが取れなくなってしまう。 



3 

 

アンケートの自由意見を見ると色々な意見の方がおられる。市民の声として様々なのは

当然であるが、何らかの意味で移動手段を確保するということは交通基本法の考え方であ

る。確保するのではあるが完全に誰かの移動手段を保証するというのではなく、それぞれ

が知恵を絞って努力するようにと書かれた法案だと理解している。その手段はなんでも良

いのではないか。 

バスが適切な交通サービスなのか。他の手段、方法もあるのではないか。「廿日市さくら

バス」と書いてしまうと今の「あのバス」で全部まわり、これで空白地帯を全部解消する

ことになってしまい、循環路線の遠回りで時間がかかるものになってしまう。他の方法が

あるのか。いい方法があると見通せた上での議論であると思うが、佐伯地域・吉和地域で

しているような別の形態の交通サービス（デマンド型乗合交通等）でもいいのではないか。 

団地の中での運行に関してどう考えればいいのか、別の交通手段があるかもしれないと

いう考えと、広電バスとの関係を両方合わせて考えておかないと、このまま交通空白地帯

の解消を廿日市さくらバスで達成させようとしていると、取れる手段はあまり多くないこ

とに危惧を持っている。その辺りのことをもう少し議論したいところである。 

現在、廿日市さくらバスが苦しい状態にあるのは当然であるが、近い将来ゆめタウンの

開業のタイミングに合わせて考えていけたらいいと思う。 

 

［会長］ 

 のりのりキャンペーンの延長については賛成であり、廿日市さくらバスの方が少し危惧

するところがあるので今後見守りながら色々な手段をもう少し検討する必要があるだろう

といったご助言をいただいた。 

 

［委員］ 

 私ものりのりキャンペーンの延長は賛成である。報告があったアンケート結果について

少しコメントさせてもらいたい。 

今回アンケートを実施する際、市民の評価を聞いてもらったらどうかと話をさせてもら

い、資料 2 の 6～7 ページ目に「地域にとって必要なサービスであるか」「市の負担でサー

ビスを提供する価値があるか」を問うような設問を設けてもらった。利用していない人か

らも半数以上から「非常にそう思う」「そう思う」という回答を頂き、その点は理解されて

いるようであり、安心材料となっていると考えていいと思う。 

 個別の意見に耳を傾ける必要は当然あるが、それらの意見にあまり左右されることなく、

コミュニティバスは堂々と今の形態で改善を加えながら運行を行って良いと理解できる結

果かと思う。 

 今後の課題と対応方針について、乗降客数の推移を見ると廿日市さくらバスの西循環が

落ち込んでいる状況であり、そこの改善方策は今後検討しなければならない。 

45 ページ目の「利用者数の増加と利用促進」について、運賃設定を変えたという社会実
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験をやった状態になっており、それによって民間の路線バスにお客さんが戻ったのか、そ

ういった検証をきっちりやってもらえれば廿日市さくらバスを安い運賃にしても大丈夫で

あるという議論ができると思う。その点を確認してもらって今後の対応を考えられたらい

いのかと思う。 

  

［会長］ 

 その他、何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

38 ページ目（まとめⅡ「経路変更（総合病院を経由しなくなったこと）が影響している

と考えられる」の記載あり）であるが、総合病院はなぜ行かなくなったか。 

 

［事務局］ 

 新車両のホイールベースが長くなり乗り入れが困難になったため、実証運行を始めた平

成 25 年 12 月から乗り入れをやめた。 

 

［委員］ 

 乗り入れできるか検討はされたのか。車両の理由なのか。 

 廿日市さくらバスは、高齢者などが乗るためのバスだと考えている。赤字は当たり前の

ことであり、高齢者に便宜を図っていってほしい。一度しか乗ったことはないが、通勤・

通学者が乗るのであれば、全座席高齢者・弱者優先にするべきである。回数券等を設けて

利用促進も大切だと思うが基本を忘れてはいけない。 

 

［事務局］ 

 弱者優先について、朝の通勤時間帯の混雑時に対してだろうと思うのでその辺りはまた

検討させてもらう。 

 

［委員］ 

 全席高齢者優先でいいと思う。 

 

［事務局］ 

 総合病院については車両の問題があったので協議をして、新年度にロータリーの改修を

して乗り入れることができるように予算を上げさせてもらおうと考えている。 

 

［委員］ 

 ぜひやってもらいたい。総合病院がこれからは西地区の拠点になる。今改善しておかな
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いとみんな高齢者になっていく。 

また、高齢者や小さい子どもに対して優しい車であることでやっていくのが基本であり、

それで赤字になるのは仕方ない。 

 

［委員］ 

42～43 ページ目のゆめタウンの開業と合わせて議案２（のりのりキャンペーンの延長に

ついて）だが、のりのりキャンペーンの延長が 9 月末までだが延長期間が短いのではない

か。6 月にオープンしたら半年間は色々と環境変化が出てくる。それを実証するためにも年

内いっぱいまで延長し色々検証してはどうか。より効果が出ると思う。 

 

［事務局］ 

その方向で考えていきたいと思う。 

 

［会長］ 

 議案の中では、のりのりキャンペーンの延長期間は平成 27 年 9 月 30 日だけれども、そ

の後の様子を見て再度延長を考えるということでいいか。 

 

［委員］ 

 バス停とバス停乗降環境についてはあわせて考えて欲しい。今回総合病院を経由しなく

なったことは失敗例だったと思う。バス単体で予算を考えているとそういうことになる。

既存のものに関してもそういう場所がないかという見直しも含めて少し考えていただきた

い。乗降の安全性も含めて。待ち合い場所の話は前から出てきてはいるが一度に対策を行

えるわけではない。順次でいいので対策をしていかなくてはいけない。 

 弱者に関しては、大変難しい議論である。実態として高齢者の利用が多いが通勤・通学

者と高齢者の利用が重なるかというとそれほどでもないようである。病院の診察時間と関

係しているようで、朝は多少重なるが帰りは空いている。弱者に対応していることをちゃ

んと明示するのはいいが、「高齢者に対応している」と書くのはよくない。乗っていない方

の支持が大事である。赤字を理由にやめるというサービスではないのは承知しているが赤

字をたくさん出していることに対して快く思っていない人がそこそこいると見て取れる。

生産年齢人口の方はあまり答えてもらっていない。回答率が低すぎて何をお考えなのかよ

くわからない。消極的に賛成か消極的に反対しているようだ。消極的に反対する人があま

り増えると良くないので弱者の中には高齢者以外の色々な方も含めておくことによって高

齢者だけをひいきしているのではないことをはっきり示した方が良い。社会的合意の問題

になるので弱者というのをこれからも配慮しながら議論していただきたい。ただ、実態と

しては高齢者の利用が多い。 
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［委員］ 

 表現が悪かったと思う。 

 バス停として、医療機関を外すことはあまりよくないと思う。今後少子高齢化が進んで

いく。高齢者を中心に考えてダイヤを組んでいただきたい。原点は何か、あまりアンケー

トに振り回されないほうがいいと思う。 

 

［会長］ 

 その他、皆様ご意見等はないか。 

 

［各委員］ 

 （なし） 

 

［会長］ 

 それでは、議案２、廿日市さくらバス・おおのハートバス「のりのりキャンペーン」

の延長については承認するということでよいか。 

 

［各委員] 

（異議なし） 

 

［会長] 

承認とする。 

 

（3）佐伯地域学校統合に係る市自主運行バスのダイヤ改正について 

 

［事務局］ 

議案３について事務局より説明。 

 

［会長］ 

 何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

 今後、統合する小学校は増加すると思う。登下校に合わせて路線を改変するにあたって

財政的負担面、採算が合うかを聞きたい。 

 

［事務局］ 

 財政的負担面について、人役が重なるという部分に関しては、予算的には佐伯地域全体
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で 500 万の追加となる。デマンド運行のダイヤ改正を行うことにより１人役で運行できる

ようになればその追加費用はかからない。新年度からそういった整理を地域と一緒にやっ

ていきたい。もともと中山間地のデマンド運行、路線運行というものは一人あたりにかか

る経費がかなり大きくなる。あくまで採算ベースという話ではなく、効率的な運行をする

ことにより市の負担を抑えたい。 

 

［委員］ 

 ダイヤ改正で新設されるダイヤとは関係ないが、玖島線で夕方帰宅される小学生はまず

当社のバスに乗り市自主運行バスへ玖島で乗り継ぐことになる。定時運行には努めるが、

これからは小学生が乗る事になるのでなおさら相互に乗り継ぎへ配慮いただきたい。 

 

［委員］ 

友和学校と友和学校ロータリー、どちらも一般の方が利用できるバス停なのでバスがど

ちらに止まるか混乱がないようバス停表示を配慮していただきたい。 

 

［委員］ 

 3 ページ目のバリアフリー適用除外ということだが、車イス利用者等へ対応する場合、別

途タクシー手配にかかる経費は市の負担か。 

 

［事務局］ 

 児童だけではなく一般利用も想定されている。通常、一般利用者がバスに乗りにくい場

合はタクシー利用となりタクシー料金を支払ってもらう。児童については移動手段を確保

するという協議事項の結果があるのでその方の状態、路線の状況を考えて教育委員会と一

緒に調整していきたい。児童に関しては、通学のためバス停から利用した場合には移動に

かかる経費は市が負担する。 

 

［会長］ 

 その他、皆様ご意見等はないか。 

 

［各委員］ 

 （なし） 

 

［会長］ 

 それでは、議案３、佐伯地域学校統合に係る市自主運行バスのダイヤ改正については承

認するということでよいか。 
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［各委員] 

（異議なし） 

 

［会長] 

承認とする。 

 

4 その他 

 

［委員］ 

 廿日市さくらバスとおおのハートバスで過去事故はあったか。 

 

［事務局］ 

 廿日市さくらバスで車両停止中に子どもが後ろから自転車で突っ込んできたパターンは

あったがどちらも運行上大きな事故はない。 

 

［委員］ 

 運転手とのコミュニケーションはどうか。営業日誌や乗務日誌、運行管理日誌等で対応

されているのか。 

 

［事務局］ 

 毎日の運行日誌等も確認できる。日頃から連絡を取り合う中で運転手の中でリーダーが

定められていて、直接話すことも可能である。 

 

［委員］ 

 定期的に連絡を取っているのか。 

 

［事務局］ 

 案件、相談事項があるときに、連絡を取っている。 

 

［委員］ 

運転手教育はどのようにされているのか。 

 

［事務局］ 

 基本的には事業者が安全管理上のマニュアルの中で研修をされている。廿日市さくらバ

スもおおのハートバスも十分に教育を行っていると聞いている。 
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［委員］ 

 広島電鉄では正社員、定年後再雇用した OB も含めて月 1 回、月次教育を行っている。

また、それとは別に 3 年に 1 回、定期教育を時間をかけてやっており、事故防止、接遇面

の教育は定期的に行っている。 

 

［委員］ 

 廿日市さくらバスのダイヤ改正をして広電バスに利用者は戻ってきたのか。 

 

［委員］ 

 うれしい報告ができればいいが残念ながら極端に増えた状況ではない。廿日市さくらバ

スと広電バスが並行して走っている区間で廿日市さくらバスの利用者が減った分、若干利

用者の減り方が緩和された状況はあるが相変わらず利用者は減少傾向である。廿日市さく

らバスを利用されなくなった人はマイカー等バス以外の交通機関への転移が多いと思う。 

 

［会長］ 

 他に事務局から何かあるか。 

  

［事務局］ 

次回の会議はゆめタウン乗り入れに伴う廿日市さくらバスのダイヤ改正を主な議題に 4

月中旬を目途に開催予定している。新年度の委員の委嘱手続きも合わせて改めて調整、連

絡したい。 

 

 

5 閉会 


