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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（概要） 

 

○日 時：平成 24 年 6 月 29 日（金）14：00～15：50 

○場 所：廿日市市市役所 7 階会議室 

○出席委員：16 名 

○説 明：廿日市市建設部都市計画課（交通政策係） 

 

 

１１１１    開会開会開会開会    

 

 

２２２２    協議事項協議事項協議事項協議事項    

 

(1)(1)(1)(1)    佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画及び生活交通ネットワーク佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画及び生活交通ネットワーク佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画及び生活交通ネットワーク佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画及び生活交通ネットワーク

計画「平成計画「平成計画「平成計画「平成２４２４２４２４～～～～２６２６２６２６年度」の変更について年度」の変更について年度」の変更について年度」の変更について        

 

〔会長〕 

 ご意見、ご質問があればお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 議案集 pg.9 協議 1-2、吉和さくらバスの運行見直しの内容について、一点確認をさせて

いただきたい。運行内容の（6）乗降場所について、こちらの 2 番目に「○目的地側につい

ては、予め設定した乗降場所で乗降する」という書きぶりがされている。今回の見直しで、

ある程度そのルートを定めずに自由な運行をする形にされるということだが、ある程度目

的地としては一定の公共施設、病院等と定めているのか。 

 

〔事務局〕 

 自宅はそれぞれの自宅があるが、向かっていく目的の施設、診療所やお店等、そういっ

た目的地は一応設定をさせていただき、向かっていくこととしている。逆に帰る時には、

その施設から帰る予約をしていただくため、発言された通りで予定をしている。 

 

〔会長〕 

ご意見等がなければ、計画の変更、只今の協議１につきまして承認するということでよ

ろしいか。 

 

〔各委員〕 
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（承認） 

 

〔会長〕 

それでは協議項目１、佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通実証運行計画及び生活

交通ネットワーク計画「平成２４～２６年度」の変更を承認する。 

 

 

（２）生活交通ネットワーク計画「平成２５～２７年度」（２）生活交通ネットワーク計画「平成２５～２７年度」（２）生活交通ネットワーク計画「平成２５～２７年度」（２）生活交通ネットワーク計画「平成２５～２７年度」    

 

〔会長〕 

 ご意見、ご質問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 高齢者の登録率 50％を目指すということであるが、なぜ 50％が目標なのか。50％で全て

目標の人数の設定までしているが、50％というのがどういう根拠で設定されているのか。 

 

〔事務局〕 

 これは実際の登録を頂いているところから市として最小限、ここまでは数字として上げ

ていかなければならないであろうという目標値を２分の１とした。目標にしようというこ

とであり、なぜ 50％なのか、根拠的な数字があるのかと問われると、そこまでを用意して

いるわけではない。我々が運行する側として努力をしていきたいのは、ご利用していただ

くのは勿論であるが、まず登録を頂くこと、これがご利用していただく前提となる。登録

をしていただいた方はデマンドを理解していただいたことであろうということから、まず

そこに目標を持ち、今も地域に出て説明を続けているわけであるが、それをまず目標にし

ようということを掲げている。そのため、50％がなぜかと聞かれると、今の登録状況から

見て、まずここまでを目標にしてみようということで設定をしている。だから、これで終

わりという意味ではない。 

 

〔会長〕 

只今、事務局より 50％設定の理由について、ご説明があった。その他何かご意見、ご質

問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 数字を設定して目標を定め、目標を管理するというのは、航空機の考え方に近い。航空

機は座席で収支を見るという考え方をし、１席あたりどれくらい稼いでいるかということ

で管理をしている。残念ながら今この地域は利用実態があまりないので、どういう需要が
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出てくるのかよくわからない状態である。ただ、当初思っていた、バスだと明らかに利便

性があるので運行便数も下がっており、それと同等に出るとはとても思えないため、上限

値として、目標値があるという認識で、佐伯地区だと 12,000 人、吉和地区でいくと 2,500

人。おそらくここまで達することはないと思うが、最大限であろう。これに対し、今出て

きている数字がいくらかというところを見なければならない。この生活交通ネットワーク

計画の目標値を定めるという趣旨自体が、その目標値に向かい経営する運行形態を見直す

よう努力願いたいところである。目標値には色々な決め方があり、実績がきちんとあると

ころであれば、実績に基づいて決めるほうが良いが、今のところうまく計算する方法がな

い。 

従って、事務局から 50％というご説明があったが、その 50％の設定が正しいのか。また、

今の様な計算の仕方でいいのか。問題は２点あるが、残念ながら現状ではこれしかやり方

がない。50％の設定について議論もあるが、これを 30％や 75％、100％、どんな数字を置

いても同じ議論になってしまうため、もう少し見直されるべきものであると理解している。

その中で現状のところ、結局どんな数字にせよ総体的に良いところも悪いところも順番は

変わらない。目標値がいくらになっても、1 便あたりの乗車者数の大小は出てくる。そのた

め、目標自体に物凄く意味があると考えるよりも、不足部分の把握をするための資料と捉

えられたほうがいいのではないか。 

最初に申したようにデータがある程度集まると、精緻な考え方も可能となるため、推移

を見ながら、計算の仕方そのものを変える可能性もある。デマンド利用者は、数年経つと

高齢者の割合が変化する等、色々な状況があり、当然全て変化がある。そのため、あまり

細かい議論をしても今のところは仕方がないが、暫定的にはこういう数字を出して目的を

置かざるを得ないという段階であろうと思う。この数字を見ながら、良いとも悪いとも申

し上げられない。50％が妥当か判断できないが、とりあえず今のところ目標とする。それ

よりも高く 75％から 80、90％に上がっていく可能性もある。努力をすれば上がるはずであ

る。そのため、努力しなくても良いという意味ではなく、ただ 50％に未到達であるのは少

なくとも以前の利用者と比べても 12,000 人に対して 3,900 人という実態が出てきているわ

けであり、そういう点において比べても十分ではないのだろう。どこを頑張るのかという

意味で設定されていると受けとめたほうがよろしいのではないか。もしもう少し実態がわ

かってきたら数値の設定の仕方も含めて議論されてみてはどうか。しかし、少なくともこ

の 1 年は様子を見ないと何もわからないであろうから、とりあえずはここを目標に頑張る

ということではないかなと思う。 

 

〔会長〕 

只今先生の方から目標値に向かって経営努力するとか足りない所を頑張るところを見る

指標には使えるのではないか。それから、もう少し実態を見てデータを見て判定方法等も

随時変更していく必要があるのではなかろうか、というご意見をいただいた。 
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何か他にご意見等があればお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 今のご意見に同感である。実際に運行して現状を見てみないとここで数字を当てはめる

のは非常に難しいことであろう。吉和は 75歳以上が 200 人以上もいる。正確に何人か把握

できていないが、実際 70、80歳を過ぎても自分で車を運転される方も随分多い。色々試行

錯誤しながら、行政としても住民サービスとして一生懸命されているのもわかる。 

 

〔会長〕 

 ご意見等がなければ、10 月から新たな計画につきまして実施をしていくということで、

承認するということでよろしいか。 

 

〔各委員〕 

（承認） 

 

〔会長〕 

 それでは生活交通ネットワーク計画について承認する。 

 

 

３３３３    報告事項報告事項報告事項報告事項    

 

（１）（１）（１）（１）    廿日市地域・大野地域のバスの運行の現状と課題について廿日市地域・大野地域のバスの運行の現状と課題について廿日市地域・大野地域のバスの運行の現状と課題について廿日市地域・大野地域のバスの運行の現状と課題について    

 

〔会長〕 

 ご意見、ご質問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 要望の中に「双方向の運行」が挙がってないが、そういう要望はないのか。 

 

〔事務局〕 

 逆方向の運行は、かなり以前から継続し要望がある。それも含めて検討はするが、逆方

向の運行は非常に難しい状況である。例えば、今の経費、車両をそのままで逆方向という

ことになると結局は便数を半分にしないと回れない。逆方向でも同じ乗車人数いることが

前提であれば、今の負担金が 2 倍になる計算になる。単純に、逆方向も同じようなルート

であると、広電のバスルートと完全に重なってしまうところが 2 箇所出る。そうすると、

民間路線との競合で両方がちゃんと生き残れていけるのか。検討はするが、実現において
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は非常に難しい状況にある。 

 

〔委員〕 

 かなり時間がかかるという不満は聞くが、経費的なものがあるから仕方ないということ

か。それともう一点、さくらバス今 100 円だと思う。値上げということで検討されている

が、このさくらバス運行するにあたって、現時点でお客さんがいくら払ったらペイできる

か、みんなで話しする場合、これだけを出さないとペイできない、200 円でも 100 円でも

これだけの赤字が出るといった具合に、もう少しわかりやすく資料を作って頂きたいがそ

れは可能か。 

 

〔事務局〕 

 一人当たりの経費について、計算は可能であるため、また地域に出る時に資料の準備し

説明しようと思う。 

 

〔会長〕 

 他に意見・質問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 今、現状での行政の持ち出しは全体でどのくらいかかっているか。 

 

〔事務局〕 

 先ほど説明した資料５（pg.4）、全市的な見直しの背景②、青いところは市が運行してい

るバスの赤字の負担分。合計が２２年度でいくと、6,700万円。これはさくらバス、ハート

バス、佐伯のバス、吉和のバスの赤字を負担しているものが 6,700万円。それから、2,400

万というのは、広電の赤字で運行継続をいただきたいということで市が補助金を出してい

るものの合計である。広電の原線、玖島線、宮島だとメイプルライナーという乗合タクシ

ー、それらに補助金を出している。その合計が 9,200万である。 

 

〔委員〕 

 9,200万円が支払った分で、入ってくるものはいくらか。その差額は持ち出しか。 

 

〔事務局〕 

 今約 1 億弱ということであるが、経費を含めると 2 億余りの経費がかかり、収入がその

一部で負担金がこれだけである。広電のデータもあるが、計算がかなり膨大になるので今

ここでは準備できていない。 
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〔委員〕 

9,200万円というのは、さくらバスやハートバスの売上を引いて残りの不足部分を出した

のがこれということか。 

 

〔事務局〕 

 そうである。 

 

〔会長〕 

9,200万円余りの中に、その他直接市に国等から入ってくる補助金はあるのか。 

 

〔事務局〕 

 国から直接事業者に対し、補助していくものがこれとは別にある。この中に、広島県の

方から少し補助金を頂いているものがあるが、それは額が小さいため、この中に反映でき

るほどのものではない。 

 

〔委員〕 

 今やろうとしていることは、さくらバスとハートバスの値上げについてであるため、そ

れだけの資料のほうがよいのではないか。全体把握も必要ではあるが。 

 

〔事務局〕 

 pg.4 で全体を説明し、さくらバスについては pg.10 に示している。表が、棒グラフと折

れ線グラフで表現が違い、わかりにくいところがある。今後、資料作りには配慮させてい

ただきたい。 

 

〔委員〕 

 廿日市や大野のバスで値上げしても良いというのが 8割、9割いるわけなので、もし値上

げを認めていただけるということになると、市の行政の持ち出しはもっと減ってくるとい

うことか。 

 

〔事務局〕 

 今のサービスのまま値上げするということではなく、色々と要望等を伺っているため、

要望の実現化をした上で値上げを考えている。実際には、サービスの向上をするとまたそ

れだけ経費がかかってくるため、単純に減るのか、逆に増えるのかというのは、細かい計

算をして、できれば今より負担が少なくなるようにはしたい。 

 

〔会長〕 
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 他に意見・質問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 23年度の延べ利用人数が 187,000 人、それに対し負担金が 1500万。単純に 1500万を延

べ利用人数で割れば一人当たりの負担額がでてくると思うが、それでよいか。 

 

〔事務局〕 

 単純にはそれで負担額は出るが、みなさんに 100 円ということで現金で払って頂いた場

合には 100 円だが、小学生、中学生が定期で運行しているところがあったり回数券で払っ

て頂いたりすることがあるため、100円計算と若干違うところがある。そこも加味して、将

来値上げをするにしてもサービス向上と合わせて、大人も子どもも同じ値段なのかとかも

総合的に運賃を最終的にいくらにするかはシミュレーションをしっかりして決めていきた

い。 

 

〔委員〕 

 また協議会等で説明して頂けるということか。 

 

〔事務局〕 

 情報提供はさせていただく。 

 

〔会長〕 

 他に意見・質問がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 

今日は現状を説明していただいたが、この会議で一体どこまで話が出来るか。先ほどの

議論でも、例えば巡回しているバスというのは巡回するところを 1 周するような乗り方を

する人が沢山いるため巡回しているのか、それとも、部分的に乗る人がいる部分をつない

でいくと結局巡回させた方が良いから巡回しているのか、それがわからない状態で 1 周す

るのに時間がかかるという議論が始まったとしても、どちらが正しいのかわからない。よ

って、逆向きがいいのかループを短くするほうがいいのか、そもそも基本的な考え方を一

度に議論するのは大変であるため、住民の方が一番理解しているとはいえ、どういうやり

方をすれば経費が削減できるか。現状を手直しすれば少し便利になってよいという程度の

ことで検討されているのなら現状ベースで良いと思う。必ずしも、どこまで考えようとし

ているのか明確ではないため、経費をおさえたいのはそうだと思うが、どのくらいという

話もあるので、しっかりと数字を出していただきたい。 

もう 1 点は、私がよくわかっていないから作業をお願いすることになるので、妥当な作
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業かはまたご検討ください。自明のことでこのくらいのことを検討するのにあたって、こ

んな資料はいらないと考えるのであればいらないかも。 

2点目は、競合の話が暫し出てくるが、元々広電さんが全部サーチしたわけではないかも

しれないが、バスという点においては、全部同じだと考えると、自分の会社で全て経営す

るという考えで、尚且つお客様がいるとするなら、それなりに自社の中で系統立てて運行

を計画されると思う。それが今二つに分かれ、分かれてから少し時間が経ち、要望に応じ

てさくらバスが何度か軽微な変更なり、始まったときに追加したりしている。この状態で、

1 社が運行している状態であれば、採算がとれ合理的であるが、二つに分かれるとお互い不

合理なことが起こってくる。無駄なところを走っている、逆にお互い同じところを走って

しまい、競合だという話になる。どこまで、広電さんとさくらバスについて協議されよう

としているのか。それにより話が全く変わってくる。極端に言えば、するのは大変だがす

ごくシンプルな方法は串ざしのようにし、真中に背骨を通してその周りをコンパクトに回

るような考え方だってできないことはない。今の走り方は真中の背骨に並行するようなこ

とがいっぱいでてくるので、便利かもしれないが、無駄に走っていることも多い。ただ、

背骨を通して回っていくと、今度は乗り換えのところをちゃんとつくっていないと時間の

問題、施設の必要があり、全くバスの設計思想として違うものを考えなくてはならない。

アイデアはアイデアであり、簡単に実行できるとは思わない。先々、高齢化が進む地域、

需要がという話になると路線の役割はきちんと分けておいて、自由に取り外しができるよ

うにする必要がある。この部分は需要が減ってきたから、違うことを考えようなど、既存

のことでもう少し大きく見直しましょうとか、路線の役割や、後々の改善の容易さを一緒

に考えなくてはならない。 

拝見すると、かなり複雑な路線があるので、私が引っ越してきたとしても半年や 1 年は

使えない。こんな難しいバス、安心して乗れないので、もう少し情報提供が必要だという

声も多少ある。逆に、割と長い循環になっているにも関わらず、所要時間の不満があまり

高くないということは、想像するに、部分部分を繋ぐ乗り方をされている方が結構存在し、

その間をバスの運転手を足し回すのに繋いでいるという意味で走っている場所もあるよう

に思う。この辺は、どういった乗り方をされているのかを時間をかけてみないと出てこな

い。一気に全てのことをやろうとするのは非常に大変なことであるが、そもそも広電さん

とどこまでどういう話をするのか、乗り換えの方には負担がかかるが、待ち合わせの施設

がしっかり設備されていること、雨風しのげるものがそばにあれば、堪えられないことは

ないであろう。 

逆に幹線のところは民間のバスで、枝線のところはコミュニティバスを低料金で走らせ

るという可能性もないことはない。経費の問題ではあるが。収入と支出をご議論いただけ

ればと思う。競合だからここはだめとすると、どんどん選択肢が狭まり、わかりにくいバ

ス路線となる。少なくとも今より複雑なものにするのは避けたほうがよい。少しでも単純

に路線が理解できるように、わかりやすくするのは少し手がかりになると思うためそこか



 9

ら考えてみてはどうか。 

 

〔会長〕 

 他に意見・質問がありましたらお願いしたい。 

ご意見等なければ、この報告事項については以上とする。 

 

４４４４    その他その他その他その他    

 

〔会長〕 

 事務局からお願いがある。 

 

〔事務局〕 

 生活交通に関する情報提供ということで、２点ほどお知らせがある。 

 １点目は、宮島地域での乗合タクシー、メイプルライナーについてである。民間が主体

となり運行している定期路線の乗合タクシーであるが、現在、宮島交通が経営譲渡の手続

きをしており、まだ途中段階である。そのため、この会議におはかりするということがで

きていない。内容がきちんと整えば、委員の皆様におはかりをしたい。今考えている引き

継ぎ、運輸局への申請の関係で十分期間が取れない場合を想定しており、一番危惧するの

が運行に空白期間がないことで島民の方に不便が生じないように考えている。それが一番

重要であると考えているため、会議の開催に余裕がない場合、申し訳ないことであるが書

面での協議のお願いをするかもしれない。その場合、事前にお知らせをする。 

 また、2 点目も同じく宮島のメイプルライナーに関するが、昨年の８月に宮島の水族館が

リニューアルオープンをし、大変な賑わいでありがたいことではあるが、路線運行を行っ

ているメイプルライナーの利用乗車待ちが非常に長く、特に日曜日は 1 時間待ちがざらで

ある。そういう状況の中で乗務員の休憩が確保できないというような色々な問題、課題、

それから苦情がございましてこれらを今年は避けたいため、運行事業者の方が、今年につ

いては夏休み期間に限定し臨時便の運行を予定している。特にこの会議に諮るような内容

ではないが、昨年の苦情等で大変ご心配をおかけしていることもあるため、この場をお借

りしお知らせした。 

 

〔会長〕 

万が一、状況によっては手続きが書面審査になる場合は、わかりやすい資料等の作成を

お願いしたい。 

 他にご意見、ご質問等がありましたらお願いしたい。 

 

〔委員〕 
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 本年度から車両の更新をするという話がなかったか。 

 

〔事務局〕 

 以前、宮島交通の方と新しい車両にし、宮島水族館のキャラクター等を横に掲示し、利

用促進を図るというような話はしていたが、先ほどのような経営譲渡のことがあり、現在

このことが中断している。 

 

〔会長〕 

 他にご意見等がないようでしたら、事務局の方からお知らせがある。 

 

〔事務局〕 

次回お集まりいただく公共交通協議会につきましてはデマンド運行の見直しや沿岸部基

本計画に関する協議とし、10 月を目処に開催する予定である。 

 

〔会長〕 

 他にご意見等がないようでしたら、以上で会議を終了する。 

 

５５５５    閉会閉会閉会閉会    


