
令和元年度 第 1回 赤磐市地域公共交通会議議事録 

日時：令和元年 6月 25日（火）13:00～14：45 

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）平成 30年度市民バス実績報告について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：何かご意見やご質問があるか。１便平均輸送人員というところがある

が、例えば豊田・熊山線で 0.8人となっている。年間走行距離を見ても

かなり走っているが、1400人乗っていただいているといっても、便数に

対してお客さんの数が少ない。こういう路線について、今後はどのよう

に対処していくのか。 

事 務 局：熊山地域の豊田・熊山線についてだが、この便は月曜から土曜まで 1日

6便走っている。1便平均輸送人員が 0.8人ということは 6便のうち 5

便は人が乗っているが、1便は人が乗っていないということになる。こ

れについては、少し先になるが、協議事項（2）に出てくる。このよう

な便については、昨年度策定した赤磐市地域公共交通網形成計画の中で

見直しをしなければならないというような話もあるので、その中でより

詳しくお話しをさせていただければと思っている。ただ、市としては、

使っていないからいらない路線かどうかということはこの数字からはわ

からないので、まず利用促進等をしながら、この路線がどういう路線な

のか見極めていきたいと思う。 

会  長：昨年度皆様とつくった網形成計画が動き始める。その最初の事例がおそ

らくこれになるだろうと思う。ほかに何かあるか。また後ほど気がつい

たことがあればそのときにご指摘いただきたい。 

 

３．協議事項 

（１）平成 30年度決算報告及び令和元年度予算案について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 



会  長：ただいまの件について何かご意見やご質問はあるか。では、決算報告及

び予算案について承認していただけるかどうかお諮りしたいと思う。承

認していただける方は挙手にて意思表示をお願いいたします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長：では、この件については承認ということで手続きを進めていただきたい

と思う。 

 

（２）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：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：今回議論しなければいけないのは、網形成計画 55ページの最初の菱形

の、拡大検討の基準に該当するか、縮小検討の基準に該当するかという

ところである。これは 1便平均輸送人員などで機械的に判定されるの

で、事務局が出したこの数字が間違いでなければこういうことになろう

かと思う。今回確認したいことは、14ページの資料で色が付いていると

ころが見直しの対象であり、その数字の確認をしていただくことが 1点

目である。その上で、計画書 55 ページをご覧いただくと、その次の菱

形までの間に、拡大の基準に該当する場合は見直し案の検討を事務局で

していただいて、次回の会議で見直し案を承認するかしないかという話

になる。縮小の基準に該当する場合は、この会議終了後速やかに地元に

状況をお伝えし、どのように利用促進をしていくか考えながら次回まで

に状況が変わったかどうか検証していくということである。拡大と縮小

で今後やることが変わってくるが、まず今日は拡大検討や縮小検討に該

当しているかどうか確認していただくのが今回の趣旨である。ちなみ

に、検討するからといって、今後どのような計画になるのかというのは

また別の話であり、今回はとにかく俎上にのせるということである。何

かご意見はあるか。これだけたくさん色がつくと、この基準は本当に大

丈夫かという気もするが、全く議論せずに放置しておくのが一番まずい

ので、少し高めの設定になっているのではないかと思う。 

委  員：吉井地域のデマンドバスは西勢実線が縮小検討の基準に該当している

が、これは中勢実線も関係してくると思う。人口が減少していること

や、申し込みをしてから乗らなければならないという手間もかかること

もあると思う。調査して検討する余地があるかと思う。 

会  長：非常に重要なことを指摘していただいた。ひとつは予約するのに手間が

かかるということである。これを改善すればもしかしたら利用者が増え

る可能性があるのかもしれない。もうひとつは、地域性である。人口自

体が減っていく中で、本当にこれで大丈夫かというのがあり、これは便

数の設定が多すぎるというところに目をつけるのかもしれない。あるい

は、病院へ行くときにはこれに乗っていこうというような利用促進とい

うことになるのかもしれない。どのような方法があるのかということを

今後検討していくことになる。状況として、デマンド型になっている地

域は人口が少なくさらに減少していっていることも考慮した上で次回以



降検討を進めたいと思う。 

委  員：熊山地域は石蓮寺線が拡大検討基準に該当しているが、小野田線、豊

田・熊山線、松木・下市線が縮小検討基準に該当している。熊山地域の

利用者減少の原因というのは何か調べているのか。私が熊山地域でなぜ

バスを利用しないかという話をしたことがあるが、行きのバス停は歩道

側にあって良いが、帰りが川のほうに降り口があり、バス停にスペース

がなく年寄りには危ないのでバスは使っていないという方が結構いらっ

しゃった。 

事 務 局：熊山地域については、全体的にほかの地域に比べて便数を多く走らせて

いただいている。朝 7時台から夕方 6時台まで幅広く走らせていただい

ており、これから検討に入るが、時間帯によっては乗っていただけてい

ない路線があるのかもしれない。今おっしゃっていただいた、降りるバ

ス停が危険だという声も伺ったことがある。そういう声が入ればすぐさ

ま動いて改善に向かうが、つい最近あった例だと、バス停を移すとなる

と交差点に停車しなければならなくなり、移せなかった事例もあった。

できるところに関しては、極力対応するようにしている。話を伺いに行

くときにバス停の話や路線の話などご指導をいただき、改善の方に向か

えばありがたいと思う。 

会  長：ほかに何かあるか。いろいろ状況がある。例えば、高校生向けのダイヤ

にしたけれど高校生は誰も乗らず、逆にご高齢の方には不人気の時間帯

になってしまったことも過去にはある。そういうことも含めて、今後検

討していくことになると思う。国の方、県の方から何か意見はないか。 

委  員：デマンド型市民バスの方だが、計画書 54ページで実運行割合と 1便平

均輸送人員の状況により拡大・縮小の判断となっている。見させていた

だくと、実運行割合は増えており、それだけ利用されているということ

ではあると思う。ただ、1便平均輸送人員は減っており、1人で利用さ

れている方が多い。乗り合い率が高まることにより、経費の削減にもつ

ながると思うので、乗り合い率を高めるための取り組みも必要なのでは

ないかと思った。 

会  長：利便性を高めようとすると、何回も走った方が良いが、利用者がばらけ

るので効率が悪くなる。そのあたりのバランスをどこにとるかだと思

う。それもあわせてまた検討していただきたい。ほかにないか。今回

は、純粋に数字として、この着色された路線が検討の俎上にのる、とい

うことであった。この俎上にのるということについて承認いただければ

と思う。承認いただける方は挙手にて意思表示をお願いいたします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長：ありがとうございます。俎上にのったからといって即座に減らすとかな

くすという話ではない。では、事務局の方でこれに従って進めていただ

ければと思う。 

 

（３）令和２年度フィーダー補助申請に係るネットワーク計画の認定について 

◇資料説明：事務局 



◇質疑応答・意見 

会  長：ただいまご説明いただいた内容についてご質問などあるか。 

委  員：宇野バスとの関係がネックである。宇野バスも便数がかなり減ってお

り、皆さんから言われるのは、もっと直接的に目的地に行けないのかと

いうことである。厳しい面があり、仕方がないのかとは思うが、どうに

かならないか考えている。 

会  長：幹線の便が減ってきている中で、フィーダーといいながらも直接地域内

の拠点までは行ってほしいということであった。診療所まで行くように

したりといろいろやっていただいていると思うが、事務局から何かある

か。 

事 務 局：答えになっているかどうかわからないが、通院支援バスの切り替えに基

づいて、城南地域については佐伯北診療所までデマンドバスを延伸させ

ていただいたところである。今までも佐伯北診療所を中心にさせていた

だいている。吉井地域の方からよく聞くのは、1度バスに乗ったら買い

物も通院もどちらもできるのであれば、もっとバスを利用する、とのこ

とである。今のこのデマンド型バスでは 2つの目的地に行くことができ

ないので、今の現状ではこれを上手に使ってやっていただくか、デマン

ドの方式を変えるしかない状況である。苦しい答弁ではあるが、これで

対応させていただきたいと思う。どうぞよろしくお願いいたします。 

会  長：これについても次回以降検討に入ってくると思うので、そこで考えまし

ょう。今回一番大事なのはこの目標値である。H30の実績を使ってこれ

を維持するということであるが、毎年 100人利用者が減ってきている状

況で、これを維持する目標はどうなのかというように見ていた。人口が

相当減ってきている、また、免許を保有していない高齢の方の割合が減

ってきている中で、維持していかないといけないのは厳しい目標だと思

った。 

事 務 局：27ページの下の図に、運転免許保有率の推移がある。全体の運転免許の

保有率が横ばいの中で、高齢者は返納できず保有率が上がってきてい

る。そういった方々に対して引き続き周知を図っていくことで、利用し

てくださる人が増えていけばと思う。引き続き維持していくことを目標

として掲げながら、周知を図っていきたいと思う。 

会  長：運輸支局さんから何かあるか。 

委  員：今フィーダー補助を活用いただいている 7路線を維持していくにも、現

状維持ですら難しい目標だと思うが、目標を立て実現するために何をし

ていくのかについて皆さんで知恵を出しながらなんとかこの目標を目指

していただきたいと思う。 

会  長：この目標値を下げていくわけにはいかないのか。 

委  員：国としてはせめて昨年並みは維持した目標を立てて頑張ってもらってい

る。 

会  長：ほかに何かあるか。 

委  員：先ほどの話と絡むが、29ページの計画運行回数を実績に基づいて算出し

ているということであった。この計画回数と計画書 54ページに出てく

る計画運行便数の考え方は同じなのか。 

事 務 局：29ページの運行回数と計画書の計画運行便数は同じ考え方である。 

委  員：例えば 34ページの是里線であれば、通常は 年間運行日数×4便 で設

定上の運行回数が出るが、見直しの際の計画運行便数の考え方は実績を

もとに立てたもので考えているということでよろしいか。 



事 務 局：おっしゃるとおりである。 

会  長：ほかに何かあるか。とにかく出さないことには全く補助がなくなってし

まうので、申請書は出しましょう。いずれにしても、高い目標であるこ

とには間違いなく、これに向かって何をしていくかがこれから求められ

ることである。新しい意見はないようなので、この案件について承認い

ただけるかどうかお諮りしたいと思う。承認いただける方は挙手にて意

思表示をお願いいたします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長：では、申請に向かって手続きを進めていただければと思う。 

 

（４）赤磐市 自家用有償旅客運送の登録更新の申請について 

（５）美咲町 自家用有償旅客運送の登録更新の申請について（津山・柵原・吉井線共同

バス関係） 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：今すでに走っているバスを 9月以降も同じように走らせるための手続き

ということである。さらに、事務局から追加の情報として、吉井中学校

の生徒の進学先が津山方面に大きく移っていったということである。少

なからず、中学生の生活や将来に影響を与えている。何かご意見などあ

るか。 

委  員：吉井支所でたくさんの生徒が降りている様子を見て、かなりの利用があ

るなと思っている。すごく喜んでいただいていると思う。ありがとうご

ざいます。 

会  長：地元の状況をお伝えしていただいて、非常に重要な情報だったと思う。

高校をどこに行くというのは重要な話で、このバスがなかったらどうな

っていたんだろうと。以前関わった方には、お母さんとお子さんが街中

にアパートを借り、家族バラバラに住んで高校に通っていた方もいらっ

しゃった。そのようなことを考えると、この路線は非常に重要な路線に

なっているのではないかと思う。ほかにないようであれば、承認いただ

けるかどうかお諮りしたいと思う。2つの案件まとめて、ご承認いただ

ける方は挙手にて意思表示をお願いいたします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長：では、2件まとめて承認ということで、事務局の方で手続きを進めてい

ただければと思う。 

 

４．その他 

（１）美作岡山道路活用に関するアンケート調査の結果について 



◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：アンケートの結果についてご説明いただいたが、これについて何か質問

などあるか。 

委  員：吉井支所から瀬戸インターまでということだが、宇野バスとの関係はど

うなのかなと。また、61ページの移動方面で赤磐市内が 45.5％となっ

ているが、この人たちは市役所方面に向かいたいのか。これはちょっと

わからないが。基本的には通勤・通学で瀬戸駅の方へ行くのが目的だと

は思うのだが。城南学区の人たちを対象としていると思うので、これか

ら協議していただきたいと思う。 

事 務 局：移動方面が赤磐市内が多いということについて、答えになっているかど

うかわからないが、調査票が資料 70ページにあり、ここのところで赤

磐市内と回答した中にさらに山陽・赤坂・熊山・吉井というように、こ

れらを含んで赤磐市内となっている。 

会  長：では、より具体的になった場合には何か分析が出るということでよろし

いか。 

事 務 局：今後検討していくにあたってはより細かく分析していく。 

委  員：市内というのはよくわからない。たしかに来るのは早くなるだろうが、

もともとは瀬戸駅に行くのが目的で話が出たのだと思う。 

事 務 局：このアンケート調査は周匝を出て瀬戸駅に入ることを想定している。現

在宇野自動車さんが運行されている路線バスに乗り、下市の交差点のと

ころで降りていただき、次に桜が丘から来る瀬戸駅行きのバスに乗って

いただくと瀬戸駅に行くことができる。始点と終点が同じではあるが、

美作岡山道路を使うとより早く行くことができるので、このアンケート

調査の結果をまず宇野自動車さんにお届けしているが、その返事につい

てはまだいただけていない状況であることをご報告させていただく。 

会  長：参考までに、新しい路線が通った場合、概算で良いのでどのくらい時間

が変わるのか。 

事 務 局：概算としては、20分程度短縮される予定である。 

 

（２）赤磐市都市計画マスタープランの改訂について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：公共交通の計画を立てる際にも非常に重要な前提条件である都市構造が

改訂になるということだが、何かご意見やご質問はあるか。このように

市の方で検討・改訂の作業が進んでいるということである。これを頭の

片隅に入れて今後議論をしていただければと思う。 

 

（３）その他 

◇質疑応答・意見 

委  員：警察の方に伺いたい。現在、和気町営バスが熊山駅に乗り入れている。



乗降するときだけ停まっているのは良いのだが、時間待ちで 10分も 20

分もそこで待たれて交通の妨げになっている。挙げ句の果てに、一般市

民の方から「お前のところのバスはどこに停めているんだ」とうちに言

われることがある。「うちのバスではないです」と言い訳はするが。今

ロータリーが改修中であそこは一般道路になるので、そこに 15分も 20

分も停まっているのは違反にはならないのか。10分も 20 分も待たれて

いると、ものすごい交通の妨げになる。 

委  員：バスは車道に停まっているのか。 

委  員：そうである。その前後には一般の方が停まるが、道いっぱいということ

はないがそれに近い状態になる。そこに市のバスが入ると、すぐに降ろ

さなければいけないが、全然身動きがとれない。前々からずっと言って

いることだが、降ろすために停まるだけなら良いが、待つためにずっと

停まっている。これはどういう対処をしたら良いか。 

委  員：バス会社はどこか。 

委  員：和気の町営である。以前はタクシー会社がやっており、そのときにもだ

いぶ言った。また、今、駅前開発でロータリーをやり直しており、市の

バスのバス停はつくってくださる予定であるが、そこに和気町のバスを

停められたらうちが大変なことになる。どのようにしたら良いか。 

委  員：和気町に対して言いましょうか。 

委  員：言ってくださると助かる。降ろしてどこか邪魔にならないところで待っ

ていただいて、電車が到着する時間にまた来ていただけたら良い。 

副 会 長：町営と市営なのだから、話しをすべきである。 

会  長：まず現地確認をしていただき、どこに停めるのか和気町と協議していた

だきたいと思う。駅前広場についてもあわせて次回ご報告いただきた

い。 

事 務 局：次回の公共交通会議で報告できるよう調整していきたいと思う。 

会  長：ほかに何かあるか。 

委  員：山陽団地の循環バスがなくなり、4月くらいまでは「早くどうにかして

くれ」と要望が来ていたが、5月 6月に入ると要望が苦情に変わってき

た。「どうなっているんだ、早くどうにかしてくれ」と苦情しか聞こえ

ない。できたら何かしらの形をお願いしたい。買い物困難者が多いかと

思っていたが、それと並行して病院も行かれない方がいらっしゃる。買

い物困難者もそうだが、病院にも行かれない状態が出ているため、でき

るだけ早く何かの形をとっていただけたらと思う。 

事 務 局：できましたら、ご意見いただいた方の状況の把握をしたい。こちらには

何丁目の○○さんという情報を持ち合わせていないので、もしその方を

教えていただけましたら、聞き取り調査をさせていただきたい。どうい

った移動をされたいかということを伺って、現状のバス路線で行けるの

か行けないのか、代替として何ができるのかということを考えたいと思

う。よろしければその方の情報をいただいて、聞き取りをさせていただ

ければと思う。 

委  員：循環バスがなくなっても岡山市内から来る宇野バス確かにあるが、午前

中に西回りのバスがない。そうなると、中まで歩いて行ける方もいらっ

しゃるが、半数の方が歩けないため、週に 1回身内の方に送っていって

もらったり、毎日買い物に行かれていた方が行けなくなっている。歩け

る方は昼前でもバス停まで歩いて行ってバスに乗ることができるが、そ

れができない方が半数いらっしゃる。元気な方は良いが、5分 10分歩く



のもきついと言われる方が多い。 

会  長：特に山陽団地は勾配があるので、距離以上に時間がかかる。いろいろ検

討すべきことはあろうかと思う。ぜひとも前向きに検討していただきた

い。 

 

５．閉会 

副会長挨拶 


