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生活交通再編（沿岸部）の実証運行につい生活交通再編（沿岸部）の実証運行につい生活交通再編（沿岸部）の実証運行につい生活交通再編（沿岸部）の実証運行についてててて    

 

１１１１．．．．廿日市市生活交通再編計画廿日市市生活交通再編計画廿日市市生活交通再編計画廿日市市生活交通再編計画（平成（平成（平成（平成 23232323 年年年年 3333 月策定）月策定）月策定）月策定） 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針    みんなが快適に暮らせる、持続可能な生活交通体系の構築みんなが快適に暮らせる、持続可能な生活交通体系の構築みんなが快適に暮らせる、持続可能な生活交通体系の構築みんなが快適に暮らせる、持続可能な生活交通体系の構築    

    

    

２２２２．．．．廿日市さくらバスの実証運行について廿日市さくらバスの実証運行について廿日市さくらバスの実証運行について廿日市さくらバスの実証運行について 

（１）廿日市地域の施策の方向性（生活交通再編計画から抜粋） 

【現状及び課題】 

・地域で利用可能な公共交通は、幹線として鉄道（JR山陽本線、広島電鉄宮島線）と支線として民間

路線バス各路線及び廿日市さくらバスが存在 

・民間路線バスと廿日市さくらバス西循環の一部区間で、運行経路の重複による競合が生じている。 

・廿日市さくらバス東循環沿線で、不便地区等への乗り入れ要望が挙がっている。 

・隣接する市域の交通不便地区への乗り入れについても、本市域内路線への影響や効果等を検証しな

がら配慮することが必要 

【施策の方向性】 

・地域ニーズに合ったサービス向上策とともに受益者負担としての運賃の見直しを実施 

・要望箇所への乗り入れを検討 

・市域境界周辺の住民の移動手段確保に当たっては、隣接市と協力・連携 

・鉄道や幹線路線バスとのスムーズな乗り継ぎを実現するため、可能な限りダイヤ設定に配慮 

 

（２）廿日市さくらバス系統整理の考え方 

ア 廿日市さくらバスの役割 

・広電バスとの役割分担による補完（広電バスが運行していない交通不便地区への対応） 

・スポーツセンター、廿日市市役所等の公共公益施設や、ＪＲ・広電駅の交通結節点への接続 

・総合病院への乗り入れについては、広電電車の各電停や車両のバリアフリー化により利便性が

向上したため、乗り入れの必要性が減少 

・民間交通事業者の経営を妨げない範囲での朝夕便の通勤・通学対応 

 

イ 利便性の向上 

・交通不便地区の解消 

・１便あたりの運行時間を短縮し、増便を検討 

・現行の車両数では対応が難しいためバス車両を１台追加（２車体制→３車体制） 

・便数確保及び住民ニーズへ対応するため運行時間延長を検討 
 

ウ サービス向上に伴う受益者負担（運賃） 

・サービス向上に伴う受益者負担の観点から、１００円運賃を見直し 

 

資料１ 
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（３）廿日市さくらバス実証運行計画 

  ア 実証運行の目的 

これまでどおり広電バスとの役割分担による補完の役割を担い、交通不便地区から公共公益施

設や交通結節点への接続を行う。また、地域ニーズに合ったサービス向上策とともに受益者負担

としての運賃の見直しを実施し、本格運行に向けて利用実態や利用者の満足度、民間バス路線へ

の影響等を把握・検証する。 

 

  イ 実証運行の概要 

・東循環、西循環ともに基本的に現行の系統を継続する。 

・運行車両を１台追加し東循環と西循環を交互に運行することで、それぞれの便数を増やす。 

・東循環は一方向運行のままで運賃 150 円、西循環は双方向運行で運賃 200 円とする。（民間公

共交通機関への影響を考慮） 

・佐方ルートでもスポーツセンターを経由するようルート変更する。 

・宮内ルートは経路の前半にも宮内串戸駅を経由することで、帰り便としても利用できるように

する。 

・東循環は総合病院へは乗継利用（運行時間短縮のため）とする。 

・実証運行期間中に定期券の新設を検討する。 

 

ウ 実証運行期間 

平成２５年１２月２日（月）～平成２７年９月３０日（水） 
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エ 現行との比較 

※ 「障がい者等」とは、身体障害者手帳、知的障害者療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

及びその介護者 

  

 現行 実証運行案 

運行日 
毎日（12月 29日～1月3日を除く） 毎日（12 月 29日～1月 3日を除く） 

運行車両数 
２台 平 日  ３台 

日祝日 ２台 

運行便数 

東循環 ７循環 

西循環 ８循環 

平 日  東循環 ９循環 

西循環 ９循環 

日祝日 東循環 ５循環 

西循環 ７循環 

運行時刻 

東循環：7:30～18:35 

西循環：7:40～18:29 

平 日  東循環 7:10～19:36 

西循環 7:40～18:29 

日祝日 東循環 7:30～18:08 

西循環 7:40～18:29 

運
賃
 

大人 
（12 歳以上） 

100円 東循環 150円 

西循環 200円※ 

※東循環との共通区間（廿日市市役所前駅
～中平良、廿日市市役所前駅～宮内分
れ）は 150円 

小児 
（6 歳以上 

12 歳未満） 

100円 100円 

幼児 
（1 歳以上 

6 歳未満） 

大人等 1 人につき 1人無料。 

2 人目から小児運賃。 

大人等 1 人につき 1人無料。 

2 人目から小児運賃。 

乳児 
（1 歳未満） 

無料 無料 

割
引

制
度
 

回数券 

11 枚 1,000円（割引率 9.1％） ・ミックス回数券を販売する。 

100円×7枚＋50円×8枚 

＝1,100円⇒1,000円（割引率 9.1％） 

乗継券 
同じ循環の次便への無料乗継券あ

り 

・東循環は従来どおり 

・西循環は双方向運行のため廃止 

定期券 
設定なし ・実証運行期間中に導入を検討 

障がい者 

等※ 

割引なし 大人 100円 

小児 50円 
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オ 見直しの効果 

   ・全体で増便となる。 

・西循環は、要望の多い双方向運行に対応できる。 

・交通不便地区に対応できる（桜尾・月見台）。 

・宮内ルートが経路の前半で宮内串戸駅を経由することで利便性が向上。 

・スポーツセンターへの利便性が向上し、施設利用により健康づくりがしやすくなる。 

・民間路線バスとの経路重複の少ない東循環は時間延長により利便性が向上。 

・行政負担と受益者負担のバランスが改善される。 

 

▼利便性の向上の例（所要時間の短縮） 

 現行 実証運行案 

スポーツセ

ンター利用 

佐方から：27分 

六本松二丁目から：81分（乗継） 

四季が丘から：57分（乗継） 

阿品台４丁目から：44分（乗継） 

佐方から：21分 

六本松二丁目から：12分 

四季が丘から：14分 

阿品台４丁目から：27分 

市役所から

の帰り 

阿品台４丁目へ：30分 阿品台４丁目へ：21分 

広電阿品駅

からの帰り 

四季が丘へ：逆回り無し 

阿品台４丁目へ：逆回り無し 

四季が丘へ：20分 

阿品台４丁目へ：7分 

宮内串戸駅

からの帰り 

六本松二丁目へ：設定無し 六本松二丁目へ：9分 

  ※平日第１便～第２便での比較 
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３．おおのハートバス３．おおのハートバス３．おおのハートバス３．おおのハートバスの実証運行についての実証運行についての実証運行についての実証運行について 

（１）大野地域の施策の方向性（生活交通再編計画から抜粋） 

【現状及び課題】 

・地域で利用可能な公共交通は、幹線として鉄道（JR山陽本線、広島電鉄宮島線）と支線としておお

のハートバスが存在 

・おおのハートバスはアンケート調査の結果等から、系統のわかりにくさが利用の抵抗となっている

可能性があり、朝夕の通勤通学便を確保しつつ改善を検討することが必要 

・運行時間の延長を求めるニーズも把握されている 

・本市の自主運行バス等の路線がなく、隣接市の自主運行バスを移動の手段とする地区については、

引き続き生活交通としての継続を要請 

・路線の検討に当たっては、隣接する市域の交通不便地区への乗り入れについても、本市域内路線へ

の影響や効果等を検証しながら配慮することが必要 

【施策の方向性】 

・主な利用実態（最寄り鉄道駅までの利用が多い）に応じた“わかりやすい路線体系”の構築 

・交通結節点における乗り継ぎに配慮 

・地域ニーズに合ったサービス向上策とともに受益者負担としての運賃の見直しを実施 

・市域境界周辺の住民の移動手段確保に当たっては、隣接市と協力・連携 

・鉄道や幹線路線バスとのスムーズな乗り継ぎを実現するため、可能な限りダイヤ設定に配慮 

 

（２）おおのハートバス系統整理の考え方 

ア おおのハートバスの役割 

・広電バスの撤退による廃止代替バス（幹線バス・支線バスの役割） 

・交通不便地区への対応 

・地域内の公共公益施設への接続（一部大野西小スクールバス対応） 

・ＪＲ・広電駅へ接続する支線の役割 

 

イ 利便性の向上 

・便数増の要望が多いが現行車両でこれ以上の増便はできないためバス車両を１台追加 

 （３車体制→４車体制） 

・幹線は、朝夕に通勤通学便を充実させ、通勤通学で利用できる路線に 

・便数確保及び住民ニーズへ対応するため運行時間延長を検討 

・路線のわかりやすさの向上（複雑な路線の簡略化、情報提供等の工夫） 

 

ウ サービス向上に伴う受益者負担（運賃） 

・サービス向上に伴う受益者負担の観点から、１００円運賃を見直し 
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（３）おおのハートバス実証運行計画 

ア 実証運行の目的 

これまでどおり民間路線バスの廃止代替及び交通不便地区への対応を行う。また、地域ニーズ

に合ったサービス向上策とともに受益者負担としての運賃の見直しを実施し、本格運行に向けて

利用実態や利用者の満足度等を把握・検証する。 

 

イ 実証運行の概要 

・１台増車して幹線を強化し、系統を明確化する。 

・幹線の強化により支線は支線に特化してきめ細やかな運行を行う。 

・長距離利用の２００円運賃を廃止し、全て１５０円とする。 

・実証運行期間中に通学定期券以外の定期券の新設を検討する。 

 

ウ 実証運行期間 

平成２５年１２月２日（月）～平成２７年９月３０日（水） 
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エ 現行との比較 

※ 「障がい者等」とは、身体障害者手帳、知的障害者療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

及びその介護者 

  

 現行 実証運行案 

運行日 毎日 毎日 

運行車両数 平 日  ３台 平 日  ４台 

土日祝日 ２台 土日祝日 ３台 

運行便数 平 日  東西ﾙｰﾄ    8.0 往復 

東ﾙｰﾄ    15.0 往復 

西ﾙｰﾄ    11.0 往復 

平 日  東西ﾙｰﾄ        19.0 往復 

東ﾙｰﾄ           9.0 往復 

西ﾙｰﾄ           9.5 往復 

土日祝日 東西ﾙｰﾄ   7.5 往復 

玖波駅 

～宮島口  8.0 往復 

土日祝日 東西ﾙｰﾄ         7.0 往復 

東ﾙｰﾄ           9.0 往復 

西ﾙｰﾄ           9.0 往復 

運行時刻 平 日  東西ﾙｰﾄ 6：20～17：40 

東ﾙｰﾄ   7：08～20：17 

西ﾙｰﾄ   7：15～19：34 

平 日  東西ﾙｰﾄ    6：20～21：21 

東ﾙｰﾄ     7：09～18：56 

西ﾙｰﾄ     7：00～19：18 

土日祝日 東西ﾙｰﾄ 9：00～20：10 

玖波駅～宮島口 

8：00～18：37 

土日祝日 東西ﾙｰﾄ     8：00～19：00 

東ﾙｰﾄ      8：30～20：11 

西ﾙｰﾄ       8：15～19：30 

運
賃
 

大人 
（12 歳以上） 

100円（一定区間以上 200円） 150円 

小児 
（6 歳以上 

12 歳未満） 

100円 100円 

幼児 
（1 歳以上 

6 歳未満） 

大人等 1 人につき何人でも無料。 大人等 1 人につき 1人無料。 

2 人目から小児運賃。 

乳児 
（1 歳未満） 

無料 無料 

割
引

制
度
 

回数券 

11 枚 1,000円（割引率 9.1％） ・ミックス回数券を販売する。 

100円×7枚＋50円×8枚 

＝1,100円⇒1,000円（割引率 9.1％） 

乗継券 
設定なし ・別ルート相互の乗り継ぎは「乗継券＋50

円」で可能とする。 

定
期

券
 

通
学
 

大野西小学校・大野中学校の通学定期券 

 基準運賃額×（日数×２）×（1-0.45） 

大野西小学校・大野中学校の通学定期券 

 基準運賃額×（日数×２）×（1-0.45） 

そ
の

他
 

設定なし ・実証運行期間中に導入を検討 

障がい者 

等※ 

割引なし 大人 100円 

小児 50円 
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オ 見直しの効果 

   ・全体で実車時間は増加しており、利便性は向上する。 

・幹線・支線の役割分担が明確になり、わかりやすい運行体系になる。 

・通勤・通学時間帯の便数が増加する。 

・全体で増便となる。 

・行政負担と受益者負担のバランスが改善される。 

 

  ▼利便性の向上の例（交通結節点等への接続） 

 現行（平日） 実証運行案（平日） 

広電阿品駅 18便 

6時～8時台の便数：4便 

 17時以降の便数：4便（最終便 19：46 発） 

24便 

6時～8時台の便数：6便 

 17時以降の便数：7便（最終便 20：44 発） 

前空駅 西方面 

行き：10便、帰り：10便 

東方面 

 行き：6便、帰り：6便 

西方面 

行き：9便、帰り：11便 

東方面 

 行き：11便、帰り：9便 

大野浦駅 上り：10便、下り：11便 

（大野浦駅南口） 

なし 

上り：14便、下り：17便 

（大野浦駅南口） 

上り：7便、下り：5便 

玖波駅 6便 12便 

公民館前 西方面（サンランド） 

行き：10便、帰り：8便 

東方面（グリーンハイツ） 

行き：12便、帰り：12便 

西方面（サンランド） 

行き：17便、帰り：17便 

東方面（グリーンハイツ） 

行き：17便、帰り：16便 

大野庁舎前 西方面（サンランド） 

行き：10便、帰り：10便 

東方面（グリーンハイツ） 

行き：6便、帰り：4便 

西方面（サンランド） 

行き：18便、帰り：16便 

東方面（グリーンハイツ） 

行き：9便、帰り：11便 

宮島口 グリーンハイツ 

 行き：1便、帰り：1便 

グリーンハイツ 

 行き：4便、帰り：3便 

 


