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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）会議録

○日 時：平成 23 年 10 月 4 日（火）10：00～12：00

○場 所：廿日市市市役所 2 階会議室

○出席委員：18 名

○説 明：廿日市市建設部都市計画課（交通政策係）

1 開会

・建設部次長よりあいさつ

・資料の確認

2 協議事項

（1）佐伯地域および吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画（案）について

〔事務局説明〕

・資料１、２について事務局より説明

〔会長〕

・何か質問や意見等あればお願いしたい。

〔委員〕

・地域から出てきた意見に配慮いただけたらありがたい。

〔委員〕

・当日の意見はここに全て掲載されている。配慮頂けるのであれば、住民も納得するので

はないかと思う。一部の意見で市議会議員が動いたということを聞いたが、地域のこと

は地域で考える必要があるのではないかと思う。

〔委員〕

・当初の 300 円という運賃は、初めからこういう説明をしていたのか。なぜ 300 円なのか

質問があったがアンケートの結果から出てきた値なのか。

〔事務局〕

・様々な要素を踏まえて設定していることを住民に伝えている。アンケートが全てではな

い。
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〔委員〕

・この会議の役割の中の一つに財政的な持続性を確保するということがあったと記憶して

いる。ここが一番言いにくく、説明をしにくいところだと思うが、財政的な部分について

説明したのか。

〔事務局〕

・説明がストレートだったかはわからないが、今回の見直しについては経費の節減もある

ことや今よりも利用しやすく便利になるという説明は冒頭で行った。

〔委員〕

・後半の説明に問題はないが、前半の費用の負担についてはどういう説明をされたのか。

300 円というのはどういう根拠で設定されたのか、そのあたりをきちんと説明していただ

きたい。

・300 円が本当に妥当か自分で精査した訳ではない。需要の状況とバランスとの関係からそ

れは再検討すればいいが、今のままでは「いろいろ考えてこうなった」「それでは困る」

と押し問答をしているようにしか聞こえない。

〔事務局〕

・説明の中で、「今の状況では困っている人がいる。曜日別でしかも週に 1 回 1 往復のみの

場所もある。こういうところを改善したい。利用者は減り、高齢化は進んでいる。こう

いった問題点を解決するために、できるだけ乗りやすい運行をするには定時定路線より

デマンド方式を考えている。」ということをもう少し丁寧に話した。

〔委員〕

・それでは費用負担を求める説明にはなっていないのではないか。運賃についてはどうい

う提示の仕方をしたのか。

〔事務局〕

・300 円というのは採算ベースで決めたわけではない。周囲の状況やアンケートなどから導

いた額なので、採算を取るために理解してくださいという説明はしていない。

〔委員〕

・それは当然である。300 円どころか 1000 円もらっても（採算性は）どうかという世界。

にもかかわらず 300 円という額がどういう根拠から出て、それに対してどのような説明

をされたのか、またはこれは仮の値であって見直すことを前提としているのか、そのあた
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りを確認したかった。

〔事務局〕

・300 円自体は我々もしっかり計算して、その他の状況等を把握して「300 円でいきたい」

と申上げた。動かしようがないといえばうそになるが、あくまでも素案ということで提示

して説明をした。

〔委員〕

・どこまで説明することを想定しているのか。運賃の話は難しい。財政の面は議会が決め

ることである。

・金額そのものが変更になることに問題はない。ただ、この金額や、費用負担についてど

うやって理解してもらうのか今のような受け答えだと納得されないように思う。運賃の

問題は今後、他の地域においても同様の対応をされるのか。そこが一番不安である。

〔事務局〕

・佐伯、吉和の地元説明で提案した 300 円の運賃は、利用促進のため 200 円に組みなおし

た。それが今後の、沿岸部の見直し時にも 200 円がいいかということか。

〔委員〕

・要請があれば、運賃を下げるという先例を作ってしまっても良いか、ということである。

根拠があるということであれば構わないし、市の事情もあろうかと思うが。

〔事務局〕

・利用して頂きたいということが一番はじめにある。当初、地区内での移動は想定してい

なかったが、そういう利用を望む声があり、地区内移動でもしっかり利用をしていただ

くという目的で、200 円で実証運行をスタートさせたいと考えている。

〔委員〕

・地区内での移動が多いかどうかをどうやって判断するのか。

〔事務局〕

・佐伯地域は地区によって差がある。今後、路線別に目標値を設定して、見直しの参考に

したい。週単位でダイヤを組んでいるので、週の中でどういう利用をされているか数字

をとって分析をして評価していきたい。

〔委員〕
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・現状で近距離の移動が多いかどうかを把握しているのか。現状との比較が大事である。

〔事務局〕

・過去の乗り込み調査、民間の系統ごと利用者の数字は把握している。既存の調査結果を

元に、現状をベースにしてそこからの分析をしたい。

〔委員〕

・系統別の分析では駄目である。どこのバス停からどこのバス停までを移動したかの乗降

データはあるのか。

〔事務局〕

・毎日全ては把握してはいないが、年間数日の乗り込み調査でどこからどこまで移動した

というデータは持っている。

〔委員〕

・では比較できるということで、確認した。

・資料 3 に書いてある数字はすべて 200 円を下回っているように見える。説明としてはこ

の区間よりももっと短い区間で利用する人にとって悪化するということでないと整合が

取れない。

・所山の件はどういう計算をされたのか。後で説明があると思うが、人口分布で考えると

所山が一番少なく、費用負担の観点から一番はじめに曜日運行化することになるのは考

えられる。利用促進が苦しいことは想像がつくが、そういうことを考えて代替案を提案

したのか。

〔事務局〕

・所山は人口が少ない地区で曜日運行を提案したが、これまで毎日運行で生活していたの

で困るという意見があり、激変緩和の意味で実証運行中は運行予定曜日以外も一日 1 便運

行してみることにした。

〔委員〕

・実証運行期間中のみと言ってあるのか。

〔事務局〕

・そうである。

〔委員〕
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・継続するとは言っていないのか。その時、「なぜそうするのか」まで説明をしたのか。

〔事務局〕

・それは説明している。

〔委員〕

・基本的に地域住民の移動手段を確保するという観点から考えるべきである。

・所管が建設部であるが、なぜ福祉部局が出てこないのか。利用者は高齢者であるので、

福祉的観点からも考えるべきではないか。

〔事務局〕

・昨年、生活交通再編計画を策定し、地域の住民の足を確保するこということでは、週に

２回を最低ラインとして議論した。

・行政が湯水のごとく負担できる訳ではないので、今回は最低限のラインで設定した。

・福祉については、高齢介護課と連携を取りながら検討している。交通体系全体として見

るという観点から、廿日市市では建設部に事務局を置いている。

〔委員〕

・多面的要素から検討するのは大賛成である。昨年度もそういう方向性を打ち出したとこ

ろである。そのあたりとの整合性について、きちんと説明できるようにして頂きたい。

・福祉券の利用について、福祉券を使って移動できる手段は他にも何かあるのか。

〔事務局〕

・市が運行しているバス、広電バスに利用できる。

〔委員〕

・移動できる機会がどの程度あるのか、という部分をきちんと把握しておくべきではない

か。

・委員の方が地域の交通事情を全て把握している訳ではない。実際に利用する住民の方へ

向けてはどうやって説明するか。画一的にコストでという説明でなく、納得していただ

けるように説明する必要がある。

・運賃について、「他の市町村並み」という説明は受け入れられないように思う。

〔会長〕

・今後の説明会ではよりきめ細やかな説明をお願いしたい。
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〔事務局説明〕

・資料３について事務局より説明

〔会長〕

・何か質問や意見等あればお願いしたい．

〔委員〕

・実証運行の期間は３月までということか。

〔事務局〕

・今回提示した資料では、平成 23 年度の運行計画を示している。平成 24 年度も引き続き

実証運行期間とする予定である。

〔委員〕

・寒いので、高齢者が動きにくい時期である。今の季節と違い人の動きが限られる時期だ

けの運行なのかと疑問に思ったが了解した。

〔委員〕

・実証運行期間はいつまでになるのか。

〔事務局〕

・最大限、来年度いっぱいである。

〔委員〕

・実証運行という実験であるから、長い期間中は条件を変えながらいろいろ試していただ

きたい。

・回数券は実質的に運賃政策なので、重要なポイントである。整理をして頂きたい。

・季節ごとに見るという観点は重要である。やはりこのサービスをどのような方が利用す

るのかということについて、認識がずれているように思う。廿日市さくらバスや宮島の

乗合タクシーでは利用者が異なる。問題は、特定の方が頻度高く利用するということで

ある。サービスを受ける人にきちんと届けるという意味で、今回はこれで良いが、回数

券はもっとしっかり割引すべきではないか。むしろ通常運賃をもう少し上げても良いの

ではないか。

・見直しの議論は早めにした方が良い。見直しのラインを早めに示すべきである。長い期

間実証運行するのであれば、中間（夏頃）で実績報告も必要である。根拠等を示して説

明すべき。
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〔委員〕

・要望であるが、まだデマンドの仕組みについて理解が十分でないように思う。運行開始

までにしっかり説明をお願いしたい。

〔事務局〕

・そのようにしたいと考えている。資料６をご覧頂きたい。チラシ等を用いて利用説明会

を開催する予定である。

・チラシについては玖島線の例を示している。

〔委員〕

・登録していない人は乗せないというのはどういう考えか。

〔事務局〕

・事前に迎えに行く家の位置を把握しておくことで、スムーズな運行が可能となる。

・知人が登録している等場合は、柔軟に対応したいと考えている。

〔事務局〕

・基本は登録制とする。予約については予約がない場合の効率化の観点、車両の定員の問

題もあるため、予約して頂く。定員を超えた場合は追走を想定している。

〔委員〕

・比較するのであれば、同じ条件で比較する必要がある。

〔事務局〕

・比較について、現在自主運行バスの利用者は通院や買い物などそれがないと生活ができ

ない方がほとんどだと想定している。その方々がこちらに移行してきて、別手段を持って

移動できる方はほとんど利用しないと思う。電話をする手間から遠慮されたり、逆にバス

停から自宅までの距離がなくなるというサービス面の向上から利用される方もいるかも

わからない。

・実証運行の中では、以前の利用者を基本的に比較対象とする。それで利用が減ったから

と言って減便を決めるわけではない。

・地域の住民と、事前に利用目標等で合意ができていれば一番良いだろうと思う。利用促

進にもつながる。

〔委員〕
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・各路線の最低利用者数は把握しているのか。どれくらい乗ってほしいのか。100 円割引す

るということは非常に大きなことである。割引するのであれば、これくらい乗って頂く

必要があるというラインを把握しておく必要がある。

・運賃については廿日市市全体で考える必要がある。

〔委員〕

・大野地域の会合では必ずバスの話が出る。運賃が多少高くても、便利にしてほしいとい

う意見が出る。

・他の地域の状況が変わることで、大野地域でも話が盛り上がってくるように思う。

〔事務局〕

・運賃の問題は他地域とのバランス、収支のバランスなど様々な観点があり難しい。たく

さん利用して頂きたいが、受益者負担の観点も重要と考えた。

・沿岸部の見直しについては別途、サービスの向上策等を検討した上で、また案を提示し

たい。

〔委員〕

・少子高齢化が進む中、予算をしっかり考える必要がある。今のままの予算枠であれば、

今までと一緒である。交通の問題は非常に大きな問題である。予算確保の努力が必要で

ある。

〔委員〕

・個人ベースで何回利用したのかを把握しておく必要がある。そうしなければ、運賃が言

い値で決まることになってしまう。そうであれば運賃を議論する意味はない。サービス

と運賃の兼ね合いについて、情報を収集し理論武装しておくことが必要である。

〔会長〕

・他に意見がなければ、原案を承認するということで良いか。

〔各委員〕

・異議なし

（2）廿日市市生活交通ネットワーク計画の変更について
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〔事務局説明〕

・資料５について事務局より説明

〔会長〕

・ご意見やご質問はないか。

〔各委員〕

・特になし

〔会長〕

・それでは原案について、承認するというこということでよいか。

〔各委員〕

・異議なし

3 その他

・資料６、参考資料について事務局より説明

〔会長〕

・今から実証運行に向けて利用者説明は重要であると思う。丁寧な説明を実施してもらい

たい。

〔委員〕

・状況が悪くなる方向に少しずつ動いている状況にある。事後承諾のみにならないよう、

運営の仕方について危惧している。事務局には尽力頂きたい。

・いつどういうタイミングで会議を開催し、どういった話をするのかについてきっちりマ

ネジメントして頂きたい。

〔会長〕

・今後、協議会の運営については十分に検討させて頂きたい。

4 閉会


