
地域協議会、地区説明会における意見概要

表 地域協議会の開催概要

区分 日時 会場 意見交換内容

佐伯地域協議会 ７月２６日（火）

１８：３０～

佐伯支所会議室 ・デマンド型乗合交通の試験運行

案について

・その他吉和地域協議会 ７月２８日（木）

１９：３０～

吉和支所会議室

表 地区説明会の開催概要

区分 日時 会場 意見交換内容

玖島地区（佐伯）

住民説明会

８月８日（月）

１０：００～

玖島市民センター ・デマンド型乗合交通の試験運行

案について

・その他浅原地区（佐伯）

住民説明会

８月１０日（水）

１０：００～

浅原市民センター

所山地区（佐伯）

住民説明会

８月１１日（木）

１０：００～

所山集会所

吉和地区（吉和）

住民説明会

８月１０日（水）

１５：００～

吉和福祉センター

図 地域協議会、住民説明会の様子

資料１
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佐伯地域協議会における意見概要

分類 意見概要 対応方針

運行経路 浅原地域から友和のマックスバリュに行

く人が多い。友和まで行けるようにならな

いか。

現行の運行を基本とし、目的地として津田

を設定している。運行距離が伸びると、そ

の分時間もかかり、便数削減が必要とな

る。1日の中で利用の選択肢が増えるよう、

現行の運行を基本に設定した。実証運行で

ニーズを把握し、対応方針を検討する。

友田の人が大久保内科に行けるか。 経路を設定しているため行くことができ

る。

運行頻度

運行ダイヤ

客が多ければ幹線バスに間に合わなくな

るのではないか。

間に合うよう余裕を持ったダイヤ設定を

行っている。

所山は、火木金土日あったものが、火木土

になる。運行曜日を増やす希望が出た場合

は対応可能か。

運行曜日、便数については現在の利用のバ

ランスから設定した。曜日については病院

の受診日に合わせて変更は出来そうであ

る。日祝については利用実態から佐伯も吉

和も運行はしない。いずれも不便になる人

には申し訳ないがデマンド便だけで全て

のニーズに対応はできないので近所の方

の協力やタクシーも必要に応じて利用し

て頂きたい。

≪見直し≫

毎日運行からの激変緩和として、運行未設

定の曜日における往復 1 便運行を追加設

定。

減便になった場合の対応策まで説明すべ

き。

理解頂けるよう説明する。

運賃 玖島方面や浅原方面の奥から市民センタ

ーまでが 300 円は高いのではないか。

バス停のないデマンド運行のため、均一運

賃で運用する必要があることをご理解頂

けるよう説明する。

自宅等と目的地を直接つなぐ運行で、サー

ビス向上の観点等から 300 円と設定した。

≪見直し≫

利用促進として、当分の間、200 円とする。

玖島～玖島分れは、広電とデマンドで 2 種

類の運賃設定になるのか。

12 月からは 2 通りになる。

いずれ沿岸部のさくらバス、ハートバスに

ついてもサービス内容の見直し・向上に合
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わせて値上げをする予定。その時は佐伯と

吉和と同じ料金体系にしたい。あわせて玖

島～玖島分れについては広電にも運行を

続けてもらうか市の定時バスで運行する

か検討する。

運賃１乗車 300 円の根拠は何か。 ドア・ツー・ドアの運行によるサービスの

向上となる中、現行定時定路線の均一運

賃、タクシー初乗り運賃等他の交通とのバ

ランス、他市の事例（300 円～500 円程度

が多い）、住民アンケート結果（300 円～

500円を約9割が容認）等で総合的に判断。

飯山・中道はそれほど便利になったわけで

はない中で運賃の値上げは説明が難しい

のではないか。

そのような地域もあるが、自宅からバス停

までが遠い地域や高低差がある地域など

も佐伯にはたくさんある。デマンド化によ

り小型車で自宅付近まで送迎できるよう

なタクシーに近いサービスを提供し、便利

にしたいとして理解を求める。

予約 予約しても忘れる人がいるかもしれない。 利用の直前に予約をして忘れないように

してもらうか、定期的に利用がある場合

は、事業者側が配慮できないか検討する。

予約していなければバスがきても乗れな

いか。

定員オーバーで予約した人が乗れなくな

ることも起こりうるため、基本的には利用

できない。

帰りも予約が必要か。 帰りも予約が必要。事業者の方からも帰り

はどうするか確認をするよう努める。

その他 福祉バスとの整合性はどうなるのか。 今までは中心部から離れた一部の地区の

高齢者などには福祉券で運賃減免の対応

があった。均一運賃となれば、縁辺部の高

額な運賃設定はなくなる。高齢者等につい

ては別の形での支援の方法を検討中では

あるが、今年度はすでに福祉券を配布済み

のため、今年度に限りこのままの形で対応

予定。また、他地域や定時定路線運行利用

とのバランスに配慮する。

玖島以北へ向かう便の時刻の表示がわか

りにくい。

地域に配布する時刻表ではもう少しわか

りやすくする。

全体的には非常に良いが、一部の地区は悪

化する。十分な説明を。

十分な説明をし、実証運行の中で意見をい

ただきながら修正を検討する。
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吉和地域協議会における意見概要

分類 意見概要 対応方針

運行頻度

運行ダイヤ

診療所への運行が曜日限定になっている

が、問題はないか。

不便になった方もいらっしゃると思うが、

運行曜日にあわせての受診をお願いする。

基本的に吉和診療所の各診療科目と生き

がいデイサービスに対応できる運行とし

ている。

歯科は曜日によって先生が違うが大丈夫

か。

土曜日は既存のさくらバスは診療所に行

っていないためバス利用者は土曜日には

受診していないと思われるので、バスを利

用しての受診はしやすくなるのではない

かと考えている。（曜日に合わせての受診

となる。）

通勤通学にも対応すべきではないか。 地域に事業者がいないため、対応するには

運行時間が長くなり、経費がかさむことに

なる。今後の課題とし、経過を情報提供す

る。

運賃 運賃が 100 円から 300 円になるのは大き

い。

自宅等と目的地をつなぐ運行で、サービス

向上の観点等から 300 円と設定した。

≪見直し≫

利用促進として、当分の間、200 円とする。

運行形態

車両

デマンド運行への意向について、アンケー

トの結果はどのように出ているのか。

デマンド運行の利用意向については佐伯

地域よりは受け入れ意向が低い。ただ、昨

年度の意見交換会では概ね利用したいと

の意向を伺っている。

予約 電話をかけないとバスが来ないが、電話を

かけたかどうか不安になる人もいるので

はないか。

説明会を集会所単位でしっかりと実施し、

理解を深めて頂く。佐伯地域については民

生委員さんが事前に説明会などしてくれ

れば力に貸すと言われているので、吉和地

域でもできればお願いしたい。

今の想定では 3 日ぐらい前から予約を受

け付け、当日 1 時間前まで。午前 8 時台の

便のみ前日までの予約。実証運行で様子を

見る予定。

サービスエリアから乗る場合の電話予約

が難しい。

曜日別運行時には行く。吉和地域の方の利

用を考えているので、行き帰りセットで、

または 1 時間前までに予約して頂く。
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生活交通を中心に考えているため、観光で

来る方まで対応することは難しい。今後実

証運行でのニーズを見ながら対応を検討

する。

予約方法や予約したことを忘れることは

十分に想定されるため交通事業者と協議

してどこまで配慮できるか検討する。

その他 昨年度の住民アンケートの対象者はどの

ように設定したのか。

無作為に抽出して配布した。また意見交換

会の参加者にも配布した。

佐伯はどういう反応だったのか。 地域の中（近距離）での移動で 300 円は高

いという意見があった。佐伯エリア全体で

のバランスをとりたいという説明をした。

料金については浅原以外は特に意見なし。

運行について、通学のため朝夕だけは毎日

運行、昼間は曜日別運行にすることで週 7

日あったものが 4 日に減り不便になるが、

2 往復だったのもが 4 往復に増えるので 1

日の中では選択肢が増えることになる。

エリア内の高低差の激しい地域、バス停か

ら離れた地域には定期運行よりデマンド

運行のほうがメリットがあるということ

を説明。
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住民説明会における意見概要

＜主な意見＞

分類 地区 意見概要 対応方針

運行経路 所山 生活に必要最低限な病院や支所に

しか行けないのは悲しい。遊びの

施設にも行きたい。

基本的に通院や買い物といった日常生活におけ

る移動を対象としている。今後の課題と捉える。

吉和 家の前まで入っていく必要のある

利用者がどれくらいいるのか、実

証運行で確かめてほしい。

実証運行で確認する。

運行頻度

運行ダイヤ

玖島 第１便がどれにあたるのか説明が

必要。

わかりやすく表現する。

玖島 曜日を指定せずに運行してほし

い。

車両、運転士等の運行資源に限りがあり、各地

区で曜日を分けて共有しているため、対応は難

しい。

所山 曜日運行でも良いが、せめて土曜

日は外してもらいたい。

現行の利用状況に基づいて、曜日を設定。

≪見直し≫

毎日運行からの激変緩和として、運行未設定の

曜日における往復 1 便運行を追加設定。

所山 他地域が週４なら、週４での運行

にしてほしい。

これまでの利用状況等を踏まえて運行曜日や便

数を設定。

≪見直し≫

毎日運行からの激変緩和として、運行未設定の

曜日における往復 1 便運行を追加設定。

所山 便は減らしてもいいので、所山に

は定期便を毎日運行してほしい。

助藤・大虫はデマンドでも良い。

他の地域と車両を共有しているため、難しい。

≪見直し≫

毎日運行からの激変緩和として、運行未設定の

曜日における往復 1 便運行を追加設定。

運賃 玖島

浅原

各谷から玖島市民センターまでの

運賃が 300 円は高い。

地域内の移動（市野から市民セン

ターなど）で３００円は高い。

地区内での運賃は若干上がるが、よりニーズの

多い津田までの運賃は安くなる。バス停のない

デマンド運行のため、均一運賃で運用する必要

があることとサービス向上の観点から適正であ

る。

≪見直し≫

利用促進として、当分の間、200 円とする。

浅原 福祉券は使えるか。福祉券対象者

だけでなく、全員 100 円にしてほ

しい。

これまで福祉券を利用していた地区は、今年度

も福祉券で 100 円利用できる。ただし、次年度

以降は不明。
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≪見直し≫

24 年度は、定時定路線では、福祉券で 200 円利

用とし、デマンドは、200 円均一運賃のため、

福祉券対象外とする。

福祉対策としての割引等は別途検討する。

浅原 乗り放題の定期券を設定してはど

うか。

多くプレミアをつけた回数券の設定を検討。

≪見直し≫

運賃設定を下げたため、一般的な回数券（11 枚

綴り）のみの発行とする。

所山 所山は２７０円が３００円の値上

げとなる。３００円は高い。

バス停のないデマンド運行のため、均一運賃で

運用する必要があることとサービス向上の観点

から適正である。

≪見直し≫

利用促進として、当分の間、200 円とする。

運行形態

車両

玖島 到着時刻が決まっている現在のバ

スの方が良い。

これまでのバスで入っていけなかった集落の方

にも利用して頂けるよう、デマンド型で実証運

行をするものである。

吉和 車両を四駆に変更できないか。 現状では車両の入れ替えは難しいが、更新時期

が来た時点で検討する。

予約 玖島 朝１便の予約が前日までなのは厳

しい。

運行事業者の受付体制の都合もあり、実証運行

で様子を見て可能であれば対応を検討する。

玖島 予約締切を1時間前でなく30分前

にして欲しい。

運行事業者の受付体制の都合もあり、実証運行

で様子を見て可能であれば対応を検討する。

吉和 電話予約が最も負担。運行開始す

るまでの間、十分な説明が必要。

電話オペレーターは大きい声で対

応してほしい。

十分配慮する。

その他 玖島 事前登録をする必要があるのか疑

問を感じる。

スムーズに運行するために、予めお宅の位置を

把握しておく必要がある。

玖島 待ち時間は自宅内で待ちたい スムーズに運行するため、おおよその到着時刻

には乗降できる場所に出て来て頂く必要があ

る。（車両の到着が確認でき、速やかに乗車でき

る状態が確保できるのであれば可能としたい。）

玖島 時刻表で広電バスの便と市が運行

する便がわかりにくい。

両方が一体的に表現されたわかりやすい時刻表

を作成する。

玖島 時刻表の文字・数字を大きくして

欲しい。

時刻表はわかりやすい大きな文字・数字で作成

する。

浅原 本来は NPO や地域が自主的に行 いきなりは難しいと考える。まず行政で実施し、
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ったほうが良い。 今後気運が高まれば共に勉強し実施することと

する。

所山 見直しにより「今よりも良くなる」

ということだったが、不便になっ

ているように思う。

曜日は限られるが、1 日のダイヤを便利にし、

活動の可能性を広げる対応とした。また、これ

までバス停まで遠かった人が利用しやすくな

る。

所山 地域の切捨てになるため、計画案

の見直しをしてほしい。

対応できる部分については対応するが、今後も

継続的に運行するために必要な見直しであり、

地域を切り捨てている訳ではない。

≪見直し≫

運行未設定の曜日における往復 1 便運行を追加

設定。

所山 地域の活性化になるよう計画を考

えて欲しい。

通院や買い物といった日常生活における移動手

段の維持・確保を目的としている。

所山 全体的なことではなく、所山だけ

のことを我々は考える。

全体のバランスを踏まえた計画を策定する必要

がある。

吉和 東と西より上と下の方がわかりや

すいのでは。

上と下でわかりやすく表現する。
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＜その他質問等＞

分類 地区 質問 回答

運行経路 玖島 運行は川上→平谷→大沢の順番に

回るのか。

全ての谷に予約が入った場合は、時刻表の通り

の順で回る。

吉和まで運行しないのか。 広電バスが運行しているため、乗り継いで頂く。

浅原 友和の友和病院やジュンテンドー

まで行けるか。

便数の確保のため、今回は津田までとする。

浅原 知人の家の近くなどで降りること

は可能か。

利用対象地区内は、可能。対象地区外は、運行

する経路上で安全な運行が確保できる場所であ

れば可能とする。

所山 所山の東や西にも運行するのか。 デマンド運行化によりこれまで運行できなかっ

た東西の地区へも乗り入れる。

運行頻度

運行ダイヤ

玖島 木曜日に玖島診療所に行けるか。 現行も設定しておらず、また、運行資源の配分

の都合上、木曜の設定ができていない。今後の

課題とする。

玖島 予約が入った状況で到着時間が変

わるのか。

予約の状況により所要時間が変わるので、到着

時間も変わる。

所山 運行曜日はどのように決めている

のか。

現行の利用状況と他地区の運行曜日との調整で

決めている。

所山 所山だけが減便になるのか。 他の地区でも減便になる。これまでの利用状況

や人口規模等を勘案して設定している。

所山 地域によって利用する曜日はほぼ

決まっているので、あらかじめ曜

日を決めなくてもいいのではない

か。

他の地区と車両を共有しているため、曜日を分

ける必要がある。

乗り継ぎ 玖島 予約が多数の場合、広電バスの乗

り継ぎに間に合うか。

ある程度余裕を持ったダイヤ設定をしている。

玖島 広電バスが遅れた場合、待ってく

れるか。

他の利用者にも影響するため、広電バスが調整

することは難しい。

玖島 玖島分れからの帰りのデマンドの

待ち場所は何処になるのか。

路線バスの「玖島分れ」バス停付近又はスパー

ク鷹の巣店とする。

運賃 玖島 今まで福祉券で津田まで片道 100

円だったが 300 円になるのか。

これまで福祉券を利用していた地区は、今年度

も福祉券で 100 円利用できる。ただし、次年度

以降は不明。

≪見直し≫

24 年度は、定時定路線では、福祉券で 200 円利

用とし、デマンドは、200 円均一運賃のため、
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福祉券対象外とする。

浅原 回数券の想定はどういったもの

か。

1 冊 11 枚綴りで 10 回分の運賃額の回数券を発

行する。

浅原 定期でデマンドも利用できるか。 利用できるよう対応する。

浅原 学生定期の設定はあるのか。 通学用の定時定路線は継続するので、現行どお

りである。

浅原 回数券はどこで買うのか。 運行事業者事業所及び車内での販売とする。

浅原 300 円という運賃は収支的にどう

なのか。

赤字ではあるが、若干収支率は改善する見込み

である。

≪見直し≫

運賃設定を下げたため、収益は現行と同程度を

見込むが、経費の削減により、収支の改善を見

込む。

浅原 沿岸部の料金と合わせることは出

来ないのか。

沿岸部とは、運行内容等が異なることから、単

純に同額の運賃設定は難しいと考えるが、後年

度見直しを実施する予定である。

所山 運賃が値上がりする理由は。 ドア・ツー・ドアの運行によるサービスの向上

となる中、現行定時定路線の均一運賃、タクシ

ー初乗り運賃等他の交通とのバランス、他市の

事例（300 円～500 円程度が多い）、住民アンケ

ート結果（300 円～500 円を約 9 割が容認）等

で総合的に判断。

≪見直し≫

利用促進として、当分の間、200 円とする。

運行形態

車両

所山 この説明会の意見で計画案を変え

ることがあるのか。定期便はなく

すのか。

時間的な調整は、可能な範囲で行いたい。毎日

の定時定路線運行の継続は困難。

≪見直し≫

毎日運行からの激変緩和として、運行未設定の

曜日における往復 1 便運行を追加設定。

予約 玖島 予約をしていなくても空席があれ

ば乗車可能か。

予定通りの運行を行うため、予約をお願いする。

予約済みなら目的地の変更も可能

か。

あらかじめ定める乗降場所であれば、運行に支

障の無い範囲で出来るだけ配慮する。（他の利用

者の乗降場所の状況による。）

浅原 予約がないと乗れないのか。 定員オーバーで予約した人が乗れなくなること

も起こりうるため、基本的には利用できない。

浅原 隣の家が予約して、急に一緒に利

用したい場合、利用できるか。

乗車定員がある都合上、基本的に予約した上で

乗車して頂く。
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所山 帰りの予約も必要か。 必要であるが、行きの予約と同時に予約すれば

手間がかからない。

電話予約ではなく、その他のシス

テムを活用したらどうか。ボタン

を押したら予約できるような。

予約システムの導入は予定していない。

ス ケ ジ

ュール

浅原 12月～３月の実証運行の後はどう

なるのか。

期間が短いため、平成 24 年度も引き続き実証運

行を行うが、期間内であっても必要に応じた見

直しを行う。

浅原 見直し等のスケジュールの想定

は。

アンケート調査等を行い、約半年程度のスパン

で見直しすることを想定している。

その他 玖島 予約していれば自宅以外の場所に

も来てくれるか。

当日の運行経路の調整上、原則不可とする。

玖島 現在利用していないが、登録は必

要か。

出来るだけ登録していただき、実際にご利用頂

きたい。

玖島

所山

親類等が来た場合に利用可能か。 登録者による利用予約で、乗降が登録者の自宅

又はあらかじめ定める乗降場所であれば、利用

できることとする。

玖島 追走はあるのか。 一台まで追走を行う。

浅原

所山

運行にかかる経費はどの程度を想

定しているのか。

新しい地区へも運行する中で、実証運行中は今

と同等ぐらいを想定している。

定時定路線とデマンドの車両を小型車両で共通

化すれば、経費は削減できると見込む。

浅原 利用登録を「随時行う」とはどう

するのか。

運行開始前の説明会の際に受け付ける。それ以

降も利用しやすいよう、支所等に協力を得なが

ら登録の促進を図りたい。

浅原 廿日市や大野といった沿岸部との

関係をどうするのか。

沿岸部も後年度の見直しを計画している。サー

ビスの向上を前提とした運賃の見直しが必要で

あるが、具体の額については、今後の検討であ

る。

浅原 途中の一時下車、再乗車は可能か。 運行に支障を来すため対応しない。

浅原 実証運行とのことだが、見直し改

善等はあるのか。

実証運行で利用状況調査やアンケート調査を実

施し、それを踏まえた見直しを実施する予定。

浅原 １人当たりの経費だが、佐伯地域

はいくらか。

平成 22 年度実績で、利用者 1 人当たり 1,500 円

程度。

所山 通学児童への対応はどうか。 現行と同様に通学対応はしていない、

吉和 祝日の生きがいデイサービスには

非対応か。

祝日は運休のため対応できない。



11

その他意見概要

分類 地区 意見概要 対応方針

運行経路 峠 利用対象地域として、グランドハ

イツや青光園団地等が含まれてい

ない理由と対象とする考えはない

か。

今回の見直しは、現行のルートを基本として、

不便地区等への一定程度の改善（乗入れ）を行

った。行政負担や運行体制の制約もあり、全て

の地区への乗入れは困難である。

また、峠地区については、現行の路線バス利用

において、廿日市地域方面への利用が多く、必

ずしも津田方面への移動のニーズが高くない。

しかしながら、実証運行を行う中で、所要時間

の状況等で対象地区の拡大等が可能かどうか検

討するなど、今後の課題としたい。

運行頻度

運行ダイヤ

浅原 佐伯中央病院の診療日が決ってい

るが、曜日別運行では、受診が難

しくなる。

一部の診療科目で担当医の都合で診療日が固定

されているが、担当医が派遣医師であり、医師

が替われば診療日も変更となり、受診できる地

区とできない地区が担当医の状況で変動するた

め、対応が難しい。


