
令和元年度 第 2回 赤磐市地域公共交通会議議事録 

日時：令和元年 9月 24日（火）14:00～15：30 

会場：赤磐市立中央図書館 多目的ホール 

 

１．開会 

前回会議内容の確認 

会長挨拶 

 

２．報告事項 

（１）バスの乗り方教室 開催概要（開催結果） 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：これは乗り方教室ということではあるが、実際は宇野バスの運休に伴い

今まで使っていたバスが使えなくなった方々に今どうしているのか伺っ

たという話だと思う。新しい方法に移ったというのはそうせざるを得な

かったからだと思うのだが、やはり循環バスを走らせてほしいという話

なのか、新しい方法に移ってそれほど問題ないという話なのか、あるい

は別の提案があるのか。参加者の中に児童１名ということであったが、

子どもさんはどうされているのかというのも気になる。そのあたり詳し

く教えていただけるか。 

事 務 局：まず、児童１名についてだが、参加者のお孫さんで、一緒に乗り方教室

に参加されたというよりは会場に一緒にお越しになった方である。乗り

方教室の中でお子さまの意向についてというような話はなかった。ま

た、循環バスの路線というのは住民の方にとっては大事な路線であった

という意見もいただいた。一方で、今ある路線で生活しないといけない

ということで、この地域の場合、午前中に山陽団地西側から下市の方ま

で乗り換えなしでいけるバスがなくなったので、乗り換えをするか、真

ん中の幹線のバス停まで歩いて午前中のバスを利用されている。以前あ

ったものがなくなったという意味では不便に感じていらっしゃることを

伺った。 

委  員：乗り方教室が終わってからも、参加者からやっぱり困っているという声

が聞かれる。今まで使っていた方も困っているし、今後高齢化で困る方

が増えることが目に見えているので、やはりどうにかしてほしいという

思いがある。 

会  長：これが地元の声であると思うので、事務局でも計画の中でどういう対応

をしていくのか考えていただければと思う。 

 



３．協議事項 

（１）赤磐市地域公共交通網形成計画の評価検証業務について 

◇資料説明（赤磐・和気線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：平日と土曜、８月で利用状況がずいぶん利用状況が違うということであ

ると思う。委員の皆さまからお気付きの点やご意見などあるか。 

委  員：８月は和気高校に通っている生徒たちの夏休み期間であるので利用が少

ないのではないかと思う。病院に行く方の利用も朝早い便の利用が多い

と考えている。人口が少なくなっているとともに利用者も少なくなって

きているのではないかと思う。高校も和気高校だけではなく他の高校に

も選択肢があったり、バス代の関係もあったり、ご家族の方が送迎され

たりということも聞いており、利用が少なくなり申し訳ないという気持

ちがある。赤字路線であり減便も考えなければならないと思うが、いく

らかの利用はある。ただ、利用促進をしてもなかなか増えないのではな

いかという感じは受けている。 

会  長：特に今日ここで何かを決めるというわけではなく、どういう考え方があ

るのかを皆さまから伺いたいというのが本日の趣旨である。単純に見る

と、土曜や８月はやめてしまえばいいのではという話になりかねない

が、土曜日や８月は若干違うのかなと思う。８月は夏休みなので高校生

の利用が少なくなると言いながらも部活があり学校に行く子もいるので

はないかと思う。土曜と８月を分離して検討していただいた方が良いの

かなと思う。土曜日も全体で言うと 1便平均輸送人員が 1.1～1.2であ

るが、利用の低調な便をなんとかすると全体で 2が見えてくるのではな

いか。利用促進で頑張るのか減便の方向で行くのか微妙な数字なので、

そのあたりを次回までに検討していただければ良いかと思う。 

委  員：8月の利用がどんと下がっており、土曜の利用が少ないのは部活の関係

があるのかなと思う。また、吉井地域だけではなく矢田のあたりからも

利用されているので、全体を眺めながら検討していただければと思う。 

会  長：実情はよく分からないが、例えば和気高校が夏休みに入ったばかりのこ

ろは補習や部活があるがお盆前後はずっと休みだとか、8 月まとめて見

るのではなくお盆の期間だけやめるなどいろいろやり方はあると思う。

中身をもう少し細かく見ていただけると良いかと思う。 

事 務 局：赤磐・和気線は備前片鉄バスがやめられたあと代替運行として始めたバ

スで、当初通っていたルートをそのまま通っている状況である。吉井地

域の方を含め、利用しにくいというような声を聞かれたことがないか。

現在は和気に入り川土手を通って和気駅に入っている。それを例えば益

原の方に入ってほしいなどといったご意見があれば、そのご意見をお聞

きしてルート変更をかけることで利用促進はかることも考えている。例

えば今は北川病院へ行かれる方は川土手で降りていらっしゃるが、それ

を北川病院の前で降りられるようにすると便利になるなど、そういった

ことを聞いたことがある方がいらっしゃればこの会議が終わったあとで

も結構ですのでご協議させていただきたいと思う。 

委  員：益原のあたりの旧道におりると道が狭いので、また問題が出てくると思

う。今の北川病院のバス停から病院まではあまり距離はないと思うが。

また聞いてみようと思う。 



会  長：そのあたり事務局とやりとりをして次回までに報告していただければと

思う。 

◇資料説明（高陽北西・高月線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：1便平均輸送人員が 1人前後ということでだいぶ低調な路線である。委

員の皆さまの中でご意見などあるか。 

委  員：接続時間を気にしてみているが、笹岡から出てきて下市まで行こうとし

たときに行きも帰りも乗り継ぎができない。 

会  長：市民バス同士の乗り継ぎの話であるが、非常に大事な視点である。実際

のところたくさんの方がイズミを利用されているが、赤坂支所から乗り

継いでイズミに行こうとしたときにうまく使えるのか、また、帰りが保

証されるのかというところが委員さんから見てどうなのかなというご指

摘であった。このあたりはいろんな線が走っているので、その中でこの

路線が使い勝手が悪いという話なのかもしれない。 

事 務 局：笹岡線と高陽北西・高月線の接続についてご指摘いただきありがとうご

ざいます。確かに既存のダイヤだと行きの接続は不可能な状況にある。

以前のアンケート調査では赤坂地域の方もゆめタウンやマルナカに行か

れる方が多くいらっしゃるといった結果も出ているので、宇野バスへの

接続か市民バスへの接続かということも含め、赤坂地域の方が山陽に来

るのをどのように想定しているのか改めてダイヤの接続を検討させてい

ただこうと思う。 

会  長：次の笹岡線の話になるが、実際のところ笹岡線で買物や病院に行く先と

して赤坂を想定するのか下市を想定するのかで話が変わってくる。現状

は赤坂がひとつの拠点であり、そこにお客さんを運び、そこから帰って

いただくという考えで走らせていると思う。本当に下市までみんな連れ

てきても良いのか、そうであれば 1本の路線にしてしまえば良いのでは

という話になりかねない。地域の活性化のことを考えると本当にそれで

いいのかという話も出てくると思う。そのあたりは慎重に検討していた

だく必要がある。また、宇野バスとの接続も気になるところではある。

このあたりは複数の路線が錯綜しているところであり、拠点性をどこに

生み出すのかがひとつのキーになると思う。事務局の方で次回までに何

らかの結論を出すための作業をすると思うので、これらを参考にしてい

ただきたい。 

◇資料説明（笹岡線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：細かいことを調べたわけではなく、ダイヤやアンケートから判断をして

いるという言い方にはなるが、今は拠点を赤坂に絞っているところはあ

る。平成 29年度に急に利用者が減るのは森医院が閉院したことが大き

な原因だと思われる。通院の支援を主としたダイヤということで午前中

のみの運行になっているので、下市まで行ったときに果たして帰ること

ができるのかということが出てくる。アンケートの中にもダイヤに不満

があるというような結果が出ていたと思う。利用者は現在のダイヤで利

用しないと仕方がないと思って利用されている。町苅田下での利用が多

いということは買物での利用が多いということだと思うので、買物客に



視点を絞ったダイヤ編成にしてみてはどうか。百姓が多いので、朝は結

構忙しい。そのあたりも考えていただきたい。運行本数を増やすのは難

しいと思うが、せめて現状維持でお願いしたいという意見をいただいて

いる。 

会  長：月別利用者数を見てみると、今年度の利用者数は平成 30年度よりも上

回った数字で来ているので、おそらくこのままいくと今年度は平均輸送

人員が 2を上回るのではないかと思う。 

委  員：住民も利用しようとはしている。 

会  長：このような状況であるので、縮小の俎上にのってはいるがガッツリ何か

をやる必要があるのかなとは思う。一方で、委員さんから出たように、

時間帯について少し改善の可能性があるのではないかという話である。

バス車両の問題もあるが、そこは少し考慮するところかと思う。もうひ

とつは、平成 30年度は復路 2 便の利用が非常に少ない。もし手を入れ

るのであれば、この便の時間を変えたりすることも検討してはどうかと

思う。いずれにしても、今年度は 8月までの傾向を見ると前年よりは相

当上がってきているので、そのあたりは考慮していただきたいと思う。 

委  員：病院の話だが、ひとりにかかる診察時間が結構あるので病院側もバスの

時間にあわせてあげようとはするが、なかなかそうもいかないというジ

レンマがある。ダイヤの方にどれほど影響が出るかは分からないが、そ

のあたりも考慮していただければと思う。 

◇資料説明（小野田線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：小野田線と豊田・熊山線の水曜の利用者が少ないのは診療所の休診日が

水曜だからだと思う。また、午後の利用者が少ないのも診療所の関係で

ある。午前中に来られた方は午前中のうちに帰られ、午後は 15時から

受付なので、診察が終わった頃には最終便には間に合わないので、午後

の利用者が少ないと思われる。このあと出てくる松木・下市線は宇野バ

スの循環バスがなくなってから乗客が増えていると思う。そういった状

態にある。 

会  長：やはり診療所の診療時間の兼ね合いである。病院へ行くのに利用されて

いる方が非常に多いということだと思う。 

委  員：小野田線については、主な目的地は熊山診療所、JR熊山駅、診療所近く

のスーパーであり、そこではある程度の方が利用されていると思う。た

だ、熊山駅については朝熊山駅から電車に乗る人には良いが、熊山駅で

電車を降りた人が乗るバスが問題である。電車から降りたらもうバスが

行ってしまっていたということがある。電車をおりてからバスに乗る人

のことも考慮して工夫すると利用者も増えるのではないかと思う。とい

うのも、企業団地に行く方が朝 15分歩いて行かれている。雨の日など

は大変だと思う。もうひとつは、朝駅方面に行くためにバスに乗ると自

分の行きたい方向とは反対方向をまわってから駅などに着くため、その

まわっている時間がもったいなく感じ、駅に行く人は家族に送ってもら

うという人もいる。 

会  長：バスのまわり方や鉄道の乗り降りのどちらにも対応しているかどうかと

いうところをご指摘いただいた。平日・土曜などと分けて考えていただ

いてはいるものの、全体的に数字が低いのでどうしたものかと。また、

今年度に入って状況は好転しているかというとそうでもない。この線に



ついてはいくつかご意見いただいた。電車の対応ができるかどうかと車

のまわし方を考えられるかどうか、また、診療所との関係があるかと思

うので 5便 6便の扱いをどうするのかというところが焦点になるかと思

う。そのあたりを重点的に検討してみていただきたい。 

◇資料説明（豊田・熊山線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：熊山地域には小野田線と豊田・熊山線と松木・下市線が同じようなとこ

ろを走っている。あるバス停にはこの 3便が同じような時間帯に来る

が、路線によっては停まらないものもある。来たバスが自分の乗りたい

バスなのかどうか乗る人にはよく分からないことがある。そのあたりを

わかりやすくしてもらえればより良くなるのではないかと思う。もうひ

とつ、朝こんなに早い時間にバスを走らせる必要があるのかなというの

も少し思う。 

会  長：たしかに 1便平均輸送人員が 0.06 や 0.03というのは 20日間に 1人乗

るかどうかという話なので、いらないかもしれないなとは思う。この便

にどういった方が乗っているのか事務局の方で情報を持っているかもし

れないので検討してみていただきたい。もうひとつは、最終的に 3路線

同じところを通るが、自分の乗りたいバスがどれか分からないというこ

とである。どうしても同じ時間の鉄道に接続しようだとか、同じ診療所

へ行こうとなると似たような時間に走らせることは発生するとは思う

が、バスに遠くから見ても分かるような目印があると良い。日によって

車両が変わるかもしれないので、付け外しのできるようなものが良いか

と思う。そのあたりの工夫を検討してみていただければと思う。 

委  員：「○○行き」という表示は正面と乗降側の側面には書いてある。初めて

の方はそれが分からない方もいらっしゃるが、そういう方には「ここを

よく見てくださいね」と案内をしている。この前まではよくバスが行っ

てしまったということもあったが、最近乗られている方はそのようなこ

とはなくバスも区別して乗ってくださっていると思う。バスにははっき

りどこ行きでどこに寄って停まりますとは書いていないのでわかりにく

いかとは思う。 

会  長：最近ほかの市では路線ごとに色をつけて、これは赤色の路線だから赤色

の目印のバスが来るということをしており、そういうのを組み合わせて

できたら良いのではと思う。文字は走っていると光の具合や動体視力の

関係で見えづらい。色や記号など分かりやすいものがプラスされている

と良いと思う。 

委  員：次回で良いので事務局にお願いしたいのは、診療所が開いているかどう

かで利用が違うということだったので、曜日別の平均輸送人員のところ

で平日・土曜で分けているところを水曜・それ以外で分けてもらえると

わかりやすいと思う。 

会  長：みんなが言いたかったことを言っていただいた。路線によって論点が違

ってくるので、論点にあわせた曜日の分け方などをしていただきたい。 

◇資料説明（石蓮寺線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：月別利用者数を見ると、今年度さらに利用がアップしているように見え



る。 

委  員：1便あたりの利用者が増えた理由のひとつには、以前はもっと便数があ

ったようだがそれが減り、しかし利用者は減らなかったということがあ

るようである。昨年から今年にかけてまた利用者が増えているので、意

識が上がったことや高齢者が増えたことがあるのかもしれない。利用者

が増えているのでもう 1便くらい増やしていただけたらということも考

えるが、増えてすぐ減ってもいけない。 

会  長：減らす議論だけでなく増やす議論ができているのはとても良いことであ

る。また、一過性ではなく今年もまた増えてきているので、なぜ増えて

いるのか、どういう人が増えているのか、どういう方がどういう使い方

をされているのかといったところをもう少し詳しく見ていただきたい。

今回増やすにしても見送るにしても新しく利用されている方の使い方と

この路線がマッチしているかどうか、1便増やすときに何時に増やした

ら良いかを理解するためにも状況が知りたい。地域に入る、または乗っ

ている方に聞くなどして調べていただけたら良いかと思う。 

◇資料説明（松木・下市線）：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：この路線も事務局から説明があったように月別利用者数を見るとかなり

増えている。このままいくと今年度はおそらく 1便平均輸送人員は 2人

を超えるのではないかと思う。そうであれば、縮小の俎上には載ってい

るがそれほど深刻な話として捉えなくてもよいかと思う。来年 2を超え

ると 2年連続増加傾向で拡大路線になる気がしてくるが。 

委  員：もうひと頑張り広報していくとまた増えてくると思う。 

事 務 局：熊山地域を走っている小野田線、豊田・熊山線、松木・下市線、可真・

桜が丘東線は、バス 3台を回して運行しており、また、スクールバスと

しても車両を利用している。先ほど議論にあったように熊山駅で 15分

待って人を乗せるとなると、どこかの路線を 1便削らなければならない

ことが出てくる。なので、今日いただいたご意見を含め、どういった形

が一番良いのかを事務局でも考える。それをまた見ていただいて公共交

通会議に臨みたいと思う。いただいた意見をすべて反映することができ

れば一番良いが、そうするとバスを 1台買って増やす、そうでなければ

どこかの路線を 1便削ることになると思う。どうかこのあたり協議させ

ていただければと思う。 

会  長：要するに、ひとつをいじるとほかに影響が出るということか。 

事 務 局：そうである。この車両がスクールバスを兼ねていて、学校の登下校時間

をベースに今のダイヤを考えているため、いじりにくいところがある。

そのあたりご理解いただきたいと思う。 

会  長：だとすると、路線別で評価するとまずいものが入っているかもしれな

い。2つの路線を 1つの運行ユニットとして評価した方が良いのかもし

れない。今年はこのシステムを入れて 1年目なので少し試行錯誤が必要

かもしれないが、事務局の方で考えてみていただきたい。 

事 務 局：もう 1点、石蓮寺線についてだが、この路線は直営で運行しており、利

用者は増えているが今のところ定員オーバーや積み残しということはな

いという状況である。 

◇資料説明（西勢実線）：事務局 



◇質疑応答・意見 

会  長：デマンド型路線バスについては 2つの線の資料を出していただいてい

る。議論の対象は西勢実線であるが、中勢実線も含めて考えていくとい

うことである。 

委  員：デマンド型は乗りたい人が前日に予約すると家の前まで来てくれるとい

ったようなものである。吉井町のときは福祉バスというのがぐるぐるま

わっていたが、市になってからデマンド型ということでやっており、利

用者の方が減ってきているという状況である。布都美地区と仁美地区の

区長さんと話をしたところ、通院先などが異なっており、布都美地区は

金川の方へ行かれる方がいたり赤坂に行かれる方がいたりする。また、

デマンド型路線バスの PR不足の面もある。今回広報に詳しく書いたも

のを入れさせていただいて利用促進を図ろうと考えさせていただいてい

る。区長会でも話をしたが、西勢実線については全然知らなかった、家

まで来てくれるなら、という話が途中で出てきたような状況もある。利

用は確かに少ないが、先ほどの話にもあったように中勢実とあわせて運

行してもらうことを検討していただきたい。各区長さんに利用促進をお

願いするとともに、西勢実線と中勢実線を合同で運行する体制も考えな

ければいけないと思っている。 

会  長：この 2つの路線は似たような利用傾向で、水曜日は使わないが火曜日と

金曜日はそれなりに使っていただいている。ただ、平成 28年度から平

成 29年度にかけて使われ方がガラッと変わっている。中勢実線が特に

顕著だが、平成 28年度は午後の往路 2便と復路 2便が多く使われてい

て、翌年は往路 1便と復路 1便は使われているが往路 2便と復路 2便は

あまり使われていない。行き先の時間が変わったのかなと思うくらい大

幅に変わっている。西勢実線も同様の傾向である。現在は往路 2便、復

路 2 便の午後の便はほとんど使われていないが、2年前は午後の方が使

われていた。このあたりは何が起こったのか事務局の方で把握されてい

るか。 

事 務 局：運行事業者の方にヒアリングをすると、固定された利用者の方が施設に

入居されたり、新たな利用の方が午前に利用されていたりなどというこ

とがあるようである。 

会  長：平成 28年から平成 29年の間に人が入れ替わったということか。もしか

してこれはひとりを扱っているというイメージか。これだけ劇的に変わ

ると、相当人数が少なくて人が入れ替わったのか、あるいは店や病院の

開いている時間が変わったかどちらなのかなと見ていたが。これを見る

と単純に午後の便やめてしまったら良いのではという話になるし、本当

にそれでいいのかなという思いもある。いずれにしても、計画運行便数

に対して実運行便数が少ないことに引っかかっているので、計画運行便

数を減らすか利用を増やすか、利用を増やすために路線を合併するの

か、このあたりになってくると思う。今地元の委員さんも含め、事務局

はどうやら合併路線の方向なのかなと聞いているが、それで本当にいい

のかどうか検討していただきたい。実際のデータを使って、今年はこの

ままだとどうなるというのを検証すると、西勢実線と中勢実合わせると

どのようになるか見えてくると思う。 

 

（２）和気町 自家用有償旅客運送の登録更新の申請について（和気町営バス関係） 



◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：これは 10月 1日からであるか。 

事 務 局：そうである。 

会  長：若干の時刻の変更とバス停が追加されるということだが、すでに走って

いる路線の更新であるので、特に問題がなければ赤磐市の公共交通会議

としては特に問題なしと返事したいと思うがよろしいか。では、これに

ついては問題ないということで事務的な手続きをお願いしたいと思う。 

 

４．その他 

（１）消費税率引き上げに伴うバス運賃の設定について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：増税分をお客さんからとらないことは分かったが、事業者としては国に

払う必要があるのか。 

事 務 局：赤磐市の場合は特別会計ではなく一般会計で処理しているので、いただ

いた消費税については歳出で表示はするが、消費税として国に納める必

要はない。 

 

（２）その他 

◇質疑応答・意見 

事 務 局：地域公共交通会議の委員の皆さまの任期が、本年 11月 30日までとなっ

ている。事務局としては、引き続き皆さまに委員を引き受けていただき

たいと考えている。なお、事務的な話になり恐縮だが、資料の 1ページ

をお開きいただき、右欄に、一般旅客自動車運送事業者の代表、一般旅

客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表、国土交通省中国運

輸支局長又はその指名するもの、道路管理者、岡山県警察、学識経験者

その他の交通会議が必要と認める者と記載のある委員へは、所属機関へ

次期委員の選出を依頼させていただくのでよろしくお願いいたします。 

 

委  員：現在大変外国人材が増えている。乗りたいバスが分からないという話が

あった中で、実は 9月 15日に近くの駐在さんから夜 8時過ぎに「お宅

に勤めているという外国人の方が西大寺の駅前の駐在にいるよ」と電話

がかかってきて慌てて駆けつけた。4月から来たばかりで言葉があまり

通じないのだが、どうしたのかと聞くと、16時 40分岡山駅発の赤坂行

きの宇野バスに乗る予定だったが同じ時間に両備バスの西大寺行きがあ

り、彼らはよく分からずに西大寺行きに乗ってしまったようである。そ

ういうこともこれから起こってくる可能性がある。今日のお話では日曜

日の運行はないので彼らが市民バスに乗ることはないと思うが、こうい

った笑うに笑えないような話が出てきていることを頭のどこかに置いて



いただければと思う。 

会  長：実はそういう話は各地の会議で出てきている。最近は岡山県内でベトナ

ム語の勢力が強い。いろいろな言語に対応しないといけない可能性が高

くなってきている。もちろん対応しなければならないが、残念ながら現

在我々がつくっているバスマップは日本語版のみであり、英語などその

他の言語に対してどうしたら良いのかというのは考えなければならな

い。今であれば路線情報をオープンデータにしておけば Google Mapな

どで読めるようになっている。赤磐市も対応して作業されていると思

う。いろいろな方向で多言語対応をどうしたら良いのか検討しなければ

ならない。非常に大事なことを指摘していただいた。 

 

５．閉会 

副会長挨拶 


