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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 2回） 

 

○日 時：平成 26 年 7 月 11 日（金） 午後 14 時～15 時 55 分 

○場 所：あいプラザ 3 階講座室  

○出席者：15 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）廿日市さくらバス及びおおのハートバス実証運行計画の変更について 

議案 1.廿日市さくらバス及びおおのハートバス実証運行計画の変更について 

 

［事務局］ 

議案 1 について事務局より説明。 

 

［会長］ 

ご意見ご質問等、何かないか。 

 

［委員］ 

資料 2（廿日市さくらバスの運行見直し（2 ダイヤの見直し））について、東循環 3 便で

行き、用事を済ませ 4 便で帰ることを想定されていると思うが、3 便と 4 便の空き時間が

30 分程度しかないが、この間で用事を済まし帰りたいという要望があったのか。 

また、そういった利用の場合の乗り継ぎでも無料になるのか。 

 

［事務局］ 

見直し前は 3 便と 4 便の間が 1 時間強あり、十分用事を済ますことができたと思う。実

際、この時間での利用者は多かった。しかし、今回、車両を増やし便数が増便となったこ

とにより、乗務員の休憩時間の調整などから、（3 便と 4 便の間が）30 分程度しか設定がで

きなかった。ただ、市役所周辺利用の方は、商業施設や公共施設が集約していることから

十分だと考える。一旦この設定で利用状況を見させていただきたい。 

乗り継ぎとは一回りでは行けない目的地に、乗り継ぎ券を利用して引き続き乗車し、１

回分の運賃で行けるという考え方である。ただし、ちょっとした用事で 2 回分の運賃を払

うことになると、利用者は負担となる。用を済ませて次便で帰ることができるなら、乗り

継ぎという形で利用することも想定はしている。 



2 

 

 

［委員］ 

だいたい想定していた内容である。 

西循環について、左回りが 5 便から 6 便になったが果たしてこれはうまくいくのか。 

宮園・四季が丘は、今まで左回り 8 便という事で廿日市さくらバスに合わせ、生活スタ

イルを変えていたが便数の減便により乗れなくなってしまった。左回り 6 便になったから

といってうまく回復できるのか。 

また、運賃が 100 円から 200 円になった。近距離でも 200 円のままなのか。 

さらに、ゆめタウン開業に伴うバスの運行について、現行の廿日市さくらバスの運行の

ままか。それとも、ゆめタウンの開店に合わせ、別途ダイヤを考えるのか。 

 

［事務局］ 

今までダイヤに合わせていた生活パターンが実証運行で双方向運転になったことにより

大きく変化してきたであろう。また、運賃が 100 円から 200 円になったことも大きいと思

う。アンケートでも運賃が上がったことが利用しなくなった理由として回答が多いが、廿

日市さくらバスから他へ移動手段が転換した可能性もみられる。 

運賃は、近距離でも定額なので 200 円のままである。多頻度利用者には回数券の割引制

度で対応する。 

ゆめタウンについては乗り入れることにより、運行時間は延長する。そのため、ダイヤ

も変わってくる。ゆめタウンとも調整中である。 

 

［委員］ 

廿日市さくらバスができるまではみんな広電バスを使っていた。運賃値上げにより、以

前の生活スタイルに戻った。これ以上広電バスの運行便数を減らしては困るという思いが

ある。 

 

［事務局］ 

JA 広島総合病院に行かなくなり不便という意見は多い。車両サイズから物理的にロータ

リーへ乗り入れることが不可能であるが、JA 広島総合病院に立ち寄らないわけにはいかな

い。前の国道沿いのバス停へ回ることを検討する。 

今回の改正案には入っていないが、ゆめタウンへの乗り入れの際に検討していきたい。 

 

［委員］ 

特別ミックス回数券について、4,000 円の先行投資をしないと 500 円で買えないのであれ

ば、全体的な割引率が 20％と表現するのが基本ではないか。市民には必ず先に 4,000 円が

必要なことをアピールすべきである。 
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また、この買い方では団体利用では効果が上がらない。20人の団体が 150 円区間を往復

利用する場合 5,000 円で利用できるはずなのに、バスの中ではすべての回数券を一度に購

入出来ない可能性がある。わざわざ経費をかけて色違いを作らなくても、営業所や市役所

でも販売できたり、車内での購入にはスタンプで購入済の証明をしたりすればよいのでは

ないか。 

多頻度利用者の他にもインセンティブがはたらき、団体利用が増えるのではないか。 

 

［事務局］ 

高齢者や子どもに特化するのではなく、多頻度利用者に特化している。 

団体利用についてはもう一度内部でも考えていく。 

 

［委員］ 

高齢者にはこの制度は使いにくい。簡易にできないか。 

 

［事務局］ 

運転士にも利用者にも簡単に交換できるように考えたつもりだった。お年寄りでも使い

やすい様考えていく。 

 

［委員］ 

このバスは来年のゆめタウンの開業の影響をもろに受ける。たまたま別の会議で周辺の

渋滞予想について聞いたが非常に大変なことになりそうだ。何とかして影響を食い止めた

いが、まだ読めない状況である。事務局でも案は詰めてきているようだが、その影響を受

けてダイヤが変わる可能性もあるため、今年のダイヤ改正のタイミングはもう少し待って

もいいような気がするが、諸事情で早まった。 

現存しないルートに関して実際どれくらいのニーズがあるのか見極めが難しかった。要

望は以前からあったが、定着したものを変えるとこういうことになるのかと反省するとこ

ろである。バスを増強したことなどもあるので少し様子を見ていきたい。 

本質的には ICカードの導入があらゆる運賃の設定や乗降の利便性からみてもベストでは

あるが初期投資がかかること、設備投資の更新にはタイミングもあり、今がいいタイミン

グとは言えないことが気になる。IC カードを導入することを提案できれば距離制運賃や割

引率についてもある程度解決するのかとは思う。宮崎県で多頻度割引の制度があるようだ。

将来はやらなければいけないと思っているが現状出来ることを考えると元の運賃に戻すこ

とには賛成できない。100 円で運行して民間会社の経営を圧迫するのは腑に落ちない。利便

性が高くなり利用者は増えるが「安いから乗る」というのはバス事業として公正なものな

のか疑問である。しかし、高ければいいわけではなく、これでうまくいくか若干の不安も

あるが市の方も工夫して考えられたことである。 
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利用者にわかりにくい制度になっているのも確かであり、団体利用者への視点が抜けて

いたようであるが、うまく販売できれば団体利用でも頻度により運賃に近い金額で利用し

てもらえる。市で設定された（割引後の運賃）160 円強という設定は路線バスとの関係で設

定されていると考える。個人的にはもう少し下げてもいい様に感じるが期間限定でやって

みてまた検討すればよい。 

来年度大きな変更がある為に暫定的なものにしかならないがこの実証を見ながらコント

ロールしていき、合わせてゆめタウンとの協議でもこの地域の交通の混乱を避けるように

したい。市役所付近への一般車両の乗り入れを減らすよう強くお願いしているところであ

る。ゆめタウンだけではなく、市役所、さくらぴあの利用者にも影響があり、大渋滞が起

きることになる。しかし、店舗ができることはいいことであり、その利点を生かして悪い

ところを分散できるよう市の担当者と話を進めていきたい。 

少しダイヤを変更することでどれだけよくなるか読めないところではあるが、悪い提案

ではないと考える。 

 

［委員］ 

車両の入れ替えで JA 広島総合病院への乗り入れが難しいようだが、乗車定員も増えるの

か。 

 

［事務局］ 

乗車定員は変わらないが車両のホイールベースが長くなるので乗り入れが困難になる。 

 

［委員］ 

バス本体の話ばかりになりがちだが、本来乗り継いだり乗降場所を確保したりすること

もバスの運行事業の大事なことである。車がないのは仕方ないが、それにより利便性が下

がるのはいいことではない。あらゆる努力をしていただいていると思うが、乗降場所や乗

り継ぎがきちんとできること、廿日市さくらバスにとどまらず広電バスとの乗り継ぎも考

え、商業施設の中や公共施設の前などを乗継地点とし、乗継場所が野ざらしにならないよ

うにすれば比較的バスは機能する。用地は簡単に手に入らないと思うので粘り強く交渉し

ていただきたい。 

 

［委員］ 

ダイヤ改正やポイント回数券のご要望を受けたが、廿日市さくらバスと路線バス双方の

役割分担、補完的な関係を保つことで両方のサービスを維持できることが望ましい。 

重複路線について、長期的な利用者の減少傾向について変わりはないが廿日市さくらバ

ス見直し後、路線バス（広電バス）の利用者が少し増えてきている。これは双方が公共交

通機関としてうまく作用しあっているわけではなく安い方を使っているという実態がはっ
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きり表れている。そうではなく、広電バスと廿日市さくらバスの便数を合わせれば利便性

が上がる。現実はどちらか一方安い方を利用している。運賃の面ではどちらも同じように

乗れるようになるのが望ましいかと思う。 

廿日市さくらバス、広電バスのどちらかだけが良くなることは市民にとって良くない。

両方がうまく維持できるサービスレベルにしていきたい。両方が良くなるよう進めていき

たい。 

 

［委員］ 

廿日市の団地は山、坂があり自転車での移動は困難である。少子高齢化を控え広電バス、

廿日市さくらバスは当然必要になってくる。免許返納者が今後増える中で、住民にとって

幅広い選択肢があることは大事なことであり、廿日市さくらバスを利用するよう町内会で

も促すようにしたい。高齢化対策としても位置付けたい。ご協力をお願いしたい。 

 

［会長］ 

PR の仕方、回数券等の販売の仕方に工夫をしてほしいとの意見はあったが、事務局から

の提案内容に対して大きな異議はなかったように思う。 

議案 1、承認でよいか。 

 

［各委員］ 

（異議なし） 

 

［会長］ 

承認とする。 

 

 

3 報告事項 

 

佐伯地域の学校規模適正化に伴う通学手段確保の検討状況 

 

［事務局］ 

佐伯地域学校統合に係る通学手段確保について事務局より説明。 

 

［委員］ 

佐伯中学校への通学手段は自転車か。 

 

［事務局］ 
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少数ではあるが浅原、玖島から中学生も定期利用でバスで佐伯中学校に通っている。 

 

［委員］ 

中学校の生徒と小学校の生徒をセットで考えるという話はなかったのか。佐伯中学校が

ちょうど真ん中に位置するので小学校へ送って最終的に中学校まで行けばいいのではない

か。 

 

［事務局］ 

玖島については、自主運行バスが朝 1 便、3 つの谷を通って、中学生を佐伯中学校に降ろ

して津田までいく。また広電バスが玖島から主に下の地区の生徒を乗せて佐伯中学校、津

田まで行く。 

浅原は広電バスがないので市の自主運行バスが津田車庫を経由して十王堂、佐伯中学校

までがルートに入っている。 

 

［委員］ 

今、玖島小学校のコミュニティで保護者会に所属して協議してもらっている。来年度に

は実施していかなければならないということで、治安の関係から一度 6 人ぐらいで状態を

検証してみて来年度の子どもたちがいい具合に登校できるよう努力したい。今デマンド交

通と自主運行バス、広電バスの時刻を横系列で並べてみて整理している。次回の会ではそ

れを踏まえて協議させていただきたい。 

 

［委員］ 

雨が降ると学生はバスに乗り換える人がいる。容量の計算はされているか。多少余裕が

ほしい。 

 

［事務局］ 

生徒数は押さえている。玖島はバス車両なので問題ない。浅原はデマンド交通と併用し

ている小型車両では取りこぼしがおこりそうなので自主運行バスの車両を変えるよう考え

ている。 

 

［委員］ 

学生はみんなバスに乗せることが最善とは限らない。体力向上の為、自転車を利用する

考えもある。高齢者も同様で、誰でも彼でもバスサービスを提供しなくてもよい。人数の

見積もりは難しいが雨の時などのことは考えておいていただき、地元のニーズをよく聞い

て配慮いただきたい。 

 



7 

 

［事務局］ 

まだ先のことで、自分の今の生活パターンと 4 月からの生活パターンがシミュレーショ

ンできない。本当にこれでいいのかと保護者も思っているだろう。まず基本形を考えて実

際始まってから変えるところがあれば改善するように話している。 

 

［委員］ 

完全を目指していないということを周知いただいていれば大丈夫。どのみち新学期は混

乱する。落ち着くまでしばらく様子を見てからそれでも問題があるようなら、秋、冬に向

けて手を入れるなど、時間はかかるが注意深くしていただきたい。 

 

［委員］ 

バス利用での体力の低下は心配だが、7km 近く歩かせるのも心配である。 

 

［委員］ 

大丈夫なお子さんもいるだろうが心配である。 

 

［会長］ 

その他、ご質問等はないか。 

 

［各委員］ 

（特になし） 

 

［会長］ 

佐伯地域については以上とする。 

 

 

吉和地域のデマンドについて 

 

［事務局］ 

吉和地域デマンドについて事務局より説明。 

 

［会長］ 

何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

アンケートを取られた時、その理由（望ましい運行形態で予約乗合型あるいは定時定路
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線型を回答した理由）も問いとして問われたか。できればそれぞれの回答の選択理由を教

えていただきたい。 

 

［事務局］ 

理由については回答していただくようにしていない。問いの中にそれぞれのメリット・

デメリットを提示してから回答を選択するようにした。自由意見の中で理由を書いている

方もいる。 

 

［委員］ 

稼働率が低いと補助制度のルールとして外れてしまう。せっかく地域交通なので何とか

利用促進を図っていただきたい。デマンドと定時定路線の二択ではなく、ある程度は定時

で行くがある地域では自宅近くまで行くなど色々なパターンの運行も考えられる。こうい

った場で地域のニーズを提案いただければ、こちらでどういうやり方が制度的に可能なの

か検討する。 

 

［委員］ 

定時定路線型でも予約乗合型でも道を歩いていればいつでも乗せてほしい。難しいのか。 

 

［委員］ 

定時定路線で走るバスで一定の要件はあるが、そういった運行をするバスもあるにはあ

る。交通量、道幅等安全面の要件が確保できれば不可能ではない。 

 

［委員］ 

ぜひ取り入れていただきたい。吉和は人口が少なく、高齢者が多い。利用者にとって使

い勝手のいい交通手段にしてほしい。法的な制約はあるだろうが、そういう利用の仕方が

出来れば、もう少し利便性が上がると思う。 

 

［委員］ 

広島では「やぐちおもいやりタクシー」が定時定路線で一部区間ではフリー乗降区間を

設けている。そういった事例はある。 

 

［委員］ 

予約受付後 30 分で乗れるようにしてほしい。なぜできないのかがわからない。 

 

［事務局］ 

乗務員の確保などの内部的な理由があるものの、できるだけ皆さんが利用しやすくなる
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ようにしたいと思う。 

 

［委員］ 

予約において目的地を正確に伝えることが難しい。「○○医院」など特定名称ならいいが

「○○の向かい」などになると伝えにくい。何とか工夫できないか。 

 

［委員］ 

（佐伯地域デマンド）玖島を出てからバスが止まるところは決まっているか。 

 

［事務局］ 

主な乗降場所は目安として設定している。基本的には目的地の玄関口までというのが運

行の仕方としている。 

 

［委員］ 

スパークから向こうのどこでも停めてくれるのか。 

 

［事務局］ 

バス停には止まれない。沿線上の病院等であれば車両が入ることが可能な限り近くまで

行く。 

 

［委員］ 

たいていの目的地が病院かスーパーであろう。主な乗降場所しか乗降できないのかと思

っていた。個人宅でもいいのか。 

 

［事務局］ 

沿線上であれば可能である。 

 

［委員］ 

乗降場所を指定していないことが逆に悪い場合もある。 

また、このバスを使ってもらえる用事を作っていただきたい。利用者を待っているだけ

で存続できるほどの状況ではない。この協議会の枠を超えてしまうがバスの沿線で集会を

開いてもらう等、うまくいっている地域ではそういったこともセットで考えている。 

 

［委員］ 

私自身、つい最近登録した。65 歳以上でないと乗れないと思っていた。そういう人がい

るかもしれない。登録は誰でもできることを周知したい。 
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運転士との初めの絡みで印象が悪く乗らないという人もいるので教育も必要である。ど

んどん活用、利用が増えるようにしたい。 

 

［事務局］ 

原点に返り周知等、考えていきたい。 

 

［会長］ 

地域とともに育てて行かないといけない。 

 

［委員］ 

デマンド交通に関わっている。業者にも意見があったことを伝えるようにしておく。 

 

 

4 その他 

 

［会長］ 

何かあればお願いしたい。 

 

［委員］ 

交通行政の方で免許返納時に運転経歴証明書を配布しているが佐伯地区、吉和地区では

免許証の返納が難しいようである。免許証と見た目は同じであるが運転できないだけであ

る。企業によってはメリットを持たせているところもあり、バスの割引に活用できるよう

にすれば移行につながりバス利用も増えるのではないか。写真代 1,000 円がかかるが保険

証と違い顔写真付きの証明書になる。ただ、メリットがなければ移行しない。返納時に声

掛けをしているがこれに付加価値を持たせてはどうか。 

 

［委員］ 

更新の必要性はあるのか。 

 

［委員］ 

更新の必要性はない。住所変更時などは手続きの必要がある。 

 

［委員］ 

身分証明になるのか。 

 

［委員］ 
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写真がついているため証明書としてなりたつ。 

 

［会長］ 

他に何かないか。 

 

［事務局］ 

次回協議会は 10 月中を目標としたおおのハートバスのダイヤ改正を主な議題とし、8 月

末開催予定としている。ご協力をお願いしたい。 

 

 

5 閉会  

 


