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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 3回） 

 

○日 時：平成 26 年 9 月 22 日（月） 午後 14 時～15 時 35 分 

○場 所：廿日市市役所 7 階会議室  

○出席者：18 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）おおのハートバス実証運行計画の変更について 

議案 1.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］ 

 おおのハートバスについては、廿日市さくらバスに比べ、ルートが複雑になっている。

なかなか一目ではわかりにくいと思うが、ご意見、ご質問等あればお願いしたい。 

 特に大野が地元である委員から何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

 説明に十分ついていけていない。まだ全体を把握しきれていない。説明の内容から見る

とかなり便利になるよう配慮されているようだが、最終的な満足度はどういうふうになっ

ていくのかという予測がまだ見えていない感じだ。このあたりはやってみないとどう変化

していくのかわからないので、不満足なことをカバーして満足度を高めていくことでしか

ない。元々限られた車両台数でこれ以上の対応をしていくのは無理があると思う。限界に

きていると感じる。 

 

［会長］ 

 その他、ご質問等何かないか。 

 学識からは、何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

 資料 1（おおのハートバス実証運行の評価と見直しについて P.7）の収支の見込みにつ
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いて、車両を増車した分、費用が増え、市負担額は約 300 万円増える見込みとなっている。

市としては許容できる範囲か。それとも、車両を 1 台増やしたからには利用者を増やした

いとお考えか。 

 

［事務局］ 

 冒頭でもお話しした、おおのハートバス特別ミックス回数券は 78冊出ているようである。

事業者が撤退した後の代替運行ということで必要性が高く、その表れかと思う。まだのり

のりキャンペーンを開始したばかりなので、様子を見ていきたい。 

 また、昨年、運行事業者の人件費がアップしたことで、費用も増えている状況である。 

 

［会長］ 

 （市の増加した負担額）300 万円が許容できる範囲か。そういった点の見通しはどうか。 

 

［事務局］ 

 当初は 20 万 5 千人の乗客を見込んでいたが、今回の見直しでは、18 万 9 千人となって

いる。乗客数は現状に近い推計にはなっていると思う。ただ、国県補助金を活用したうえ

での 300 万円の負担額増加のため、国県補助金に頼らない運営をしていきたい。現状の予

算執行上では許容の範囲である。費用の見直しにより、国県補助金と併せて費用を抑えた

いと考えている。 

 

［委員］ 

 公共交通やコミュニティバスは、収支もある程度にらみながらやっていかなくてはなら

ない。地域にとってバスがあるという安心できる暮らしの提供を行政サービスとしてやる

かどうかという視点も当然必要だと思っている。そういうところをちゃんと評価できるよ

うにしておかないと、収支だけみるとどんどん負担ばかり増えているようにみえる。 

今のバスがないと、地域の人がどのように困ってしまうのか、バスがあることによって

どれだけ地域の安心感が向上しているのか。そういうところを盛り込んで評価してくれば、

市がこれだけ負担してでも運行する意味があるという話はできるようになってくると思う。 

バスを走らせるというのは、まちづくりとしてやっているという意味も当然あると思う

ので、地域の人々の要望に従って、路線や時間帯の変更を考えていかなくてはならない。

将来のことを考えると、できるだけバスルートに沿ったところに、人々に住んでもらい、

バスルート沿いで地域をくくってもらうと、便利に安心して暮らしていけるという方向性

を示すツールのひとつにもなる。地域の人々にもバスが走っているというＰＲをしつつ、

方向性もアピールしながら、また、バスの利用を意識してもらうという取り組みもやって

いく必要があると感じている。 
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［会長］ 

 その他、何かご意見等ないか。 

 

［委員］ 

車両数が 3 台から 4 台になり、バスの利便性は向上しているはずなのに、利用者数が増

えていない。採算が更に悪くなっていて、市負担額が 300 万円増えている。結局、運賃の

値段を上げても利用者数が増えないから、収入は値段を上げた分しか効果がない。そのた

め、打つ手というのは限られているような気がしてならない。採算を合わせるためには、

利用者数が固定されているから値段を上げれば採算はどこかで落ち着く。値段を上げない

限り、これは永遠の課題になるような気がしてくる。 

先程、利便性を高めれば利用者を増やせるという方向の打つ手を講じたいと仰っていた

が、本当に利用者は増えるのか。採算を上げるのであれば運賃でカバーするしかないので

はないか。運賃を上げても利用者は減らないのか。これらバランスをどうみるのか。要す

るに、最終的に市負担額は 2,000 万円と悪化している。値段を上げた分だけしか効果がな

い。ただ、運行のありようを変えるだけでは、解消できないように見えてくる。それで、

解消できるという見通しをどのような形でお持ちなのか。 

しかし、解消できないからやめるということにはならないと思う。やっぱり利便性を確

保しなければならない。そうすると、ある程度の補助金を確保しながら、この利便性を維

持していくというバランスポイントをみておかないと、永遠の課題になるような気がする。

そこを課題にしないようにするために、どのような考察をされようとしているか見えない。

困っているのは分かっている。それでも頑張りたいという意向は窺えるが、打つ手がなさ

そうに見える。どこかで覚悟を決めてバランスや限界値を見出す必要があるのではないか。 

 

［事務局］ 

 おっしゃる通り、バス事業者のように車両投入できるのであれば、ダイヤも十分皆様が

満足できるだけのダイヤになると思う。限られた台数の中で最大の効果を図る（利用者に

とってより便利なものにする）ということになると思う。昨年 12 月 2 日から開始した実証

運行で、おおのハートバスの利用者数が微増した。先ほどの資料 1（おおのハートバス実証

運行の評価と見直しについて P.2 の）グラフを見ればわかると思うが、利用者数微増の中

で、東西ルートの利用者はかなり大きい部分を占めている。総数は少し増えているが、西

ルートと東ルートは減っている。その分は東西ルートに重点を持たせたからだと思う。4 台

をいっぱいいっぱいの状態でダイヤを組んでいるので、1 便ダイヤを変更するとすぐ全体へ

影響が出てくる。満足度のところでもサンプル数が少ないところもあるので、どれが最大

公約数か非常に掴み難いところがある。あくまでも多くの人に利用してもらいたいため、

ある程度こちらの出費は仕方ないと思っている。やはり、長く続けてきたことによって生

活の一部として組み込まれてきたものが少しの変化ですぐ生活に影響が出てくるというの
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はあると思う。さきほど、回数券のご紹介をさせてもらったが、さくらバスがまだ全体で

21 冊しか出ていないのに比べて、ハートバスは 78 冊出ている状況なので、利用者も多いと

思っている。もう少し様子を見ながら分析をして、地域の方々にも乗ってもらえるバスに

していきたいと考えている。 

 

［委員］ 

 現実を見つめてやらざるを得ないと思う。将来、高齢化が進むと、高齢化に順応しなが

ら利用者も上がってくる傾向があるかもしれない。このあたりも踏まえながら将来の見通

しを期待されているというところがどれぐらいの程度なのか。そうは言っても、現状が一

杯ということあれば、どこかで限界点を見つけ出し、それを維持する。将来高齢化してい

くことによってタクシーでの運送というのも出ているようだ。こういうニーズがあるとい

うことは、おおのハートバスも潜在ニーズがある感じがする。将来に対してどんな期待感

をお持ちなのか。非常に頑張っていきながらも、答えが見出せないのであれば、そのあた

りは割り切りも必要かと思っている。 

 

［会長］ 

学識から、ご助言等があればお願いしたい。 

 

［委員］ 

 対応策は、出尽くしたような気がする。ご指摘のところは皆様も共通して感じておられ

ることだと思う。今更過去のことを言っても仕方ないが、増車という話がでてきたときに

危惧していたことになりつつある。車両 4 台は何のために利用されているのか、という説

明がもう少し必要だと思う。増車により何が改善したのか。同じ利用者数でも更に公平性

が上がっているのか。困っている方々にサービスが届いているのか。これらのことで、支

出する意義が前よりも大きくなったというような言い方に変えていかないといけない。 

私が危惧しているのはこの状態が続くことである。利用者数に変化がなく、費用負担が

増えているという状態は、財務のほうからみると、お金を費やしても収支が悪化し、利用

者数は変わっていないため、何をしているのかということになると思う。なにが改善され

たのか説明できないとなると、再び運賃値下げや台数を元に戻したほうがいいのではない

かと評価されても仕方がないと思っている。現状、問題点の分析を資料を見ながら頭を抱

えており、かなりダイヤも変更しているし、以前と比べてどういう意味があるのか、と首

をひねっているところだ。便利になっているはずなのに思ったとおりの効果が上がってい

ない。夕方を便利にしたはずだが、なぜか朝が増えるという全く想定外のことになってい

て、意図した効果が上がっていない。このあたりが誤算である。東西ルートに車両を導入

したので、東西ルートの利用者が増えているのは当たり前である。狙いにしたダイヤ改正

のところがおよそ予想通りの利用者をひろえているかどうかだと思う。すぐに辞めるとい
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う話は今更しても仕方がなく、増やしたバスをまた減らすということは、簡単にできると

はとても思わない。 

従って、このまま車両を使用していくということになるが、大野地域の西部を廿日市市

の市街地の中心部と同じように考えるべきかどうかというところにそろそろさしかかって

いると思う。宮島口周辺は割と廿日市市の市街地と同じような見方をしても利用者が増え

る（利用ニーズに沿ったダイヤ改正をすることで利用者が増える）のではないのかという

見通しもあるが、西部については、急にデマンドにしろと言うわけでもないが、運行の体

系についても、もしかしたら人の動きが変わりつつあるのかもしれない。そのあたりも含

めてもう少し様子をみたい。 

色々なことを一度に変えてしまったことが、物事を少し理解しにくくしているが、変えた

こと自体は悪いとは思わない。 

利用者は増えていないが、当初想定していた方向になりこれでいいということなら努力の

しようがある。しかし、意外な印象を受けている。それをもう少し詰めながらお話ができ

ればと思う。 

また、大規模な出店が続くこと、それに関しての大幅な改変が必要になってくる。 

今、利用状況を見ていてもわかる通り、広電や JR の駅での乗継利用が一番多い。広電と

どのように連携していくのか。ただ、駅に接続するだけではなく、自動車を利用せず、バ

スを利用した方には何か特典をつけるような仕組みをつくるために地元の商業施設と連携

がとれるかどうか。そのような見方で本当に価値があると言われるためには、おおのハー

トバスが基幹的な公共交通である以上、まだまだ検討して然るべきだろうと思う。そのあ

たりをしっかり足場を固めておかないと、このまま手を拱いていると、バスだけで対応で

きる手段というのはそろそろないのかなと思う。これは先ほど別の委員からご指摘があっ

た通りだと思う。高齢化に従って、利用者が増えるという有難い話になればいいが、これ

からの高齢者の方は自動車の運転に慣れた方が高齢者になられるため、免許証を返納とい

う段階までこない限り、自動車をずっと使用される危険性もすでに何度も指摘されていて

いるところがある。必ずしも、高齢化するからバスの利用者が増加するというわけでもな

く、一度に改善されないと思うが、ダイヤは当面は細かいところ、今回の路線の乗降客数

を分析して見させてもらうしかないと思う。 

 

［会長］ 

 その他、皆様ご意見等はないか。 

この議題については、とくに反対ということではなく、やってみないとわからないとこ

ろがかなりあろうかと思う。狙い通りの改正が行われているかどうか、11 月の調査で検証

していきたい。 

 それでは、議案 1、おおのハートバス実証運行計画の変更については承認するということ

でよいか。 
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[各委員] 

（異議なし） 

 

[会長] 

承認とする。 

 

 

3 報告事項 

 

（1）佐伯地域学校統合に係る通学手段確保について 

 

[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。 

 

［会長］ 

今の報告に対して、何か質疑等あるか。 

 

［委員］ 

 通学の費用負担を無償にしていただいたが、将来それが破られるのではないかと不安で

ある。担保していただきたいとの思いから保護者会に出席している。ここで言うべき話か

わからないが、そこが一番心配している点だ。 

 

［会長］ 

この場は、あくまで生活交通についての会議のため、教育委員会の費用の負担とは分け

て協議させていただきたい。 

 

 

4 その他 

 

 廿日市さくらバス・おおのハートバスに関する各種調査の実施について 

 

［コンサルタント］ 

廿日市さくらバス・おおのハートバスに関する各種調査の実施についてコンサルタント

より説明。 
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［会長］ 

 各種アンケート調査について、何かご意見、ご要望はないか。 

 

［委員］ 

 路線バス沿線の範囲はどれぐらいで考えているのか、バス停までの距離はどれぐらいか。

人によっては辛いと感じる距離があると思うので、どのようなのか具体的に教えていただ

きたい。 

 

［コンサルタント］ 

 これから事務局と相談になる。一般的には 300m が辛いと感じる距離となっている。大

野地域 1,000 人、廿日市地域 1,000 人を抽出させていただきたいと考えている。 

 

［会長］ 

今の調査のほうは順次進めていただきたいと思う。 

その他、何か皆様のほうからお知らせしたいことがあればお願いしたい。 

 

［委員］ 

 アンケートの取り方について、今まで通りのアンケートの取り方でいいのか。視点を変

えた取り方を考えたほうがいいのではないか。例えば、車椅子対応をどのように考えるか。

利用時刻帯を一点に絞って把握してみてはどうか。利用するために何か足りないものがあ

るのか。少しでも改善のきっかけとなるようなものにしてほしい。 

 

［会長］ 

 今から調整をしていくと思う。学識の方 2 人のご助言をいただいて工夫していきたいと

思っている。 

それでは、事務局のほうから今後のスケジュールについて周知をお願いしたい。 

 

［事務局］ 

次回協議会は、今年度、市が購入する佐伯デマンド車両の導入に伴い、佐伯地域運行計

画の一部変更について書類審議を行いたいと思っている。10 月中に資料送付させていただ

く予定としている。 

また、お集まりいただく会議については、ゆめタウン開業に伴う廿日市さくらバスのダ

イヤ改正のほか、佐伯地域の通学対応ダイヤの新設を主な議題とし、来年の 1 月末を開催

予定としている。ご協力をお願いしたい。 

 

5 閉会 


