
令和元年度 第 4回 赤磐市地域公共交通会議議事録 

日時：令和 2年 2月１２日（水）１５：００～１６：３０ 

会場：赤磐市役所 ２階大会議室 

 

１．開会 

挨拶 

委嘱状の交付、委員（会長、副会長）の選任について 

前回会議内容の確認 

 

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 

委  員：非常に良い取り組みだと思う。というのは、今の高齢者の方とこれから

の高齢者の方はバスに乗った経験や JRに乗った経験が全くない方もい

らっしゃる。そういった中で、全く知らない方法で移動をするというの

は非常に不安がある。その不安がハードルになっていると思われる。そ

うしたときにこのような乗り方教室や実際にバスに乗ってみていただく

こと、集会等がある際にバスで参加をしていただくといった機会があれ

ば、バスそのもののハードルが低くなる。なので、高齢者の方はもちろ

ん小学生の方々も含めて今後も続けていただけたら利用の底辺の広がり

が見えてくるのではないかと思う。 

会  長：基本的には車で移動されているということだったが、実際にはバスに乗

ったことがない方はどのくらいいらっしゃったのか。「バスってそもそ

も前から乗るの？後ろから乗るの？」、「お金はいつ払うの？」などいろ

いろと疑問があったかと思う。 

事 務 局：ご本人が主体的に乗られたことがない方が１名いらっしゃった。お友達

と一緒に乗ったりすれば利用できるという方であるが、いつもお友達に

やってもらっているから具体的な方法がわからないということであっ

た。後ろ乗り前乗り、先払い後払いといった話も含めて、実際にバスに

乗っている方が主体的に説明をしていただくような形で乗ったことのな

い方にも説明していただいた。 

会  長：乗り方教室は過去に何度か開催しているが、実際にバスに乗るイベント

みたいな形のものはやっていないのか。つまり、バスに乗ってここへ行

ってみようとか、地区の方々で集まって買い物に行ってみようといった

乗車体験はやっていないのか。マイ時刻表を作るといった作業が中心だ

と認識しているが。 

事 務 局：市民バスに実際に乗ってみようというところまでは今のところできてい



ない。今後検討させていただく。 

 

３．協議事項 

（１）熊山地域における市民バスのバス停変更について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：路線自体は変更にならないのか。 

会  長：停留所の位置が変わるので走る場所が変わる。バス停の変更については

安全性というところが一番のポイントになると思うが、いかがである

か。 

委  員：事前に相談いただいていた。交差点内などの駐停車禁止の場所であると

バス停を作ることができないが、この場所であれば作ることができ、警

察本部も了承している。 

会  長：安全性については警察さんに確認していただいており問題ないというこ

とである。特に異論がないようであれば、お諮りしたいと思う。この案

件について事務局案を承認していただける方は挙手にて意思表示をお願

いします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長： では、この案件は承認ということで手続きを進めていただければと思

う。 

 

（２）市民バス運賃の変更協議について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：特に意見がないようなので、お諮りしたいと思う。この案件について事

務局案を承認していただける方は挙手にて意思表示をお願いします。 

 

（一同挙手） 

 

会  長：では、事務局の方で手続きを進めていただければと思う。 

 

（３）評価検証業務について 

ア 利用実績による「拡大・縮小検討基準」とその運用について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：2年間のうち、１年は効果があったが次の年は下がってしまったという



場合はどのようになるのか。 

会  長：１回上がって次は下がるということは１年減少しただけであるので、も

う１年見て、減少からまた減少になったときに考える、というのが基本

になると思う。では、お諮りしたいと思う。この案件について事務局案

を承認していただける方は挙手にて意思表示をお願いします。 

 

（一同挙手） 

 

イ 令和元年度の方針（案）～平成 30年度（平成 30年 4月～平成 31年 3月）実績

および熊山地域アンケート調査結果からの現時点で考えられる案～ 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：毎回言わせてもらっているが、カツカツの時間で運行しており、確かに

無理をして走っていると思う。今回の変更で何便か変更していただける

と思っていたが、それでは利用者が困るということなので。また、そも

そも電車に合わせてダイヤを組んでいたわけではなかったのに、電車と

の接続についていろいろと言われて困っていた。なので今回の変更で良

い結果が出ればと思っている。 

会  長：他の地域でアンケート調査をしたときに、急ブレーキや急ハンドルとい

った乗り心地に影響するようなものがバス自体の評価にものすごく影響

していた。その意味では、ドライバーの方に余裕を持って無理な運転を

しない形で対応していただけるような時刻表にしてあげると、利用者も

安心して乗れ、評価も高まるのではないかと思う。 

委  員：運行時間が長くなるとドライバーの拘束時間も長くなる。また、熊山駅

で電車に接続させるためにはどのくらいのマージンが必要なのか。実際

に時間調整をするにしても、遅延が短いときで 1分、長いときで 9分で

ある。途中のバス停で早発はできないので、そういったことも加味して

どのように調整していくかが難しいところだと思う。実際、ドライバー

の労働時間はどのような状況か。 

委  員：市民バスの運行が始まるのが 6：30ごろで終わるのが 18：30ごろなの

で、結構な時間働かなければいけない状況である。今のところ運転手さ

んからこれ以上長くなるのは厳しいという意見が出ている。 

会  長：重要な事項を指摘していただいた。運転手さんの拘束時間は重要な視点

である。どこまで時間を伸ばせるのかということと、おそらく早発防止

をしていくと途中のバス停で少し待ち時間を設けなくてはいけないだろ

うと思う。そのあたりを工夫して実際の時刻変更を検討するとけっこう

色んな事があると思う。また、利用者への周知も非常に大切である。今

の所このような案だが、基本的に無理をしない時刻表にしていこうとい

う事である。最終形がどうなるかはこれから議論していただくとして、

このような形で検討していくという事に賛同いただける方挙手にて意思

表示をお願いします。 

 

（一同挙手） 

 

事 務 局：関連して、スクールバスの運行について担当している教育総務課より申



し出があるので、熊山地域のスクールバスの現状と今後の要望につい

て、説明していただく。 

事 務 局（教育総務課）：スクールバスの関係について、今回は熊山地域について

のみ話をさせていただく。現在、熊山地域のスクールバスの運行は市民

バスとの共有となっている。資料の 32、33ページが熊山地域のスクー

ルバスの路線図になる。資料の 24ページにもあったが、スクールバス

運行前に小野田線、豊田・熊山路線の市民バスの運行があり、渋滞等に

よりスクールバスのスタートが遅れた場合学校への到着時間も遅れてし

まい、授業開始の準備の時間がなく児童への負担がかかっている状況で

ある。続いて、32ページが磐梨小学校の路線図である。登校時が緑線

で、下校時が赤線となっております。路線図の左側が可真地区となる

が、登校時と下校時では路線が違う事がお分かりいただけるかと思う。

登校と下校で路線が違うのはいかがなものか、登校時も下校と同じ路線

をお願いしたいなどの話が学校等からあるが、現状では市民バスの運行

に伴い時間的に難しい状況だと思う。以上、2点の事を踏まえた市民バ

スの運行の検討をお願いしたい。 

会  長：これは先ほど事務局の方から説明があったように、1便目が遅れてしま

うと、その後同じバスをスクールバスとして活用しているので、スクー

ルバスに遅れが発生してしまうという事があり、それに関連する話であ

る。同じバスが生活交通とスクールバスで使われ大活躍している。でき

れば登校時も家の近くまで迎えに行ってあげたいし、そうすると 1便目

の時間を守れるようにしないといけないし、かつ、駅から診療所まで折

り返しを本当にしなくてはいけないのか。実はお客さんは乗っていない

というデータもあり、これが事務局から先ほどあった熊山診療所への折

り返しの話をとりやめたいという内容の話であった。今回、教育総務課

の方から現状を説明していただいた。駅から診療所へ折り返し区間では

どのくらい利用者がいたのか。 

事 務 局：折り返し区間の利用だが、小野田線の第 1便で年間 4名であった。 

会  長：地域から乗って診療所へ行く人はそもそも熊山駅まで行くまでに 1回降

りられる。熊山駅で乗った方を診療所までもう 1区間連れていこうとい

うのが今やっている形だが、ほとんど利用されていない。利用されてい

ないがバスとしてはきちんとその時間を確保しておかないといけない。

それを取りやめる事ができれば、その分早くスクールバスとして活用で

きるのではないかということである。 

事 務 局：1点補足の説明をさせていただく。熊山駅から熊山診療所へ折り返すの

を省略することによって､この 32ページの可真地区の朝のスクールバス

路線が緑線から赤線になるというようなイメージではなく、緑線で児童

を迎えにいくのに今より余裕ができるというようなイメージである。結

局 1便を走らせると、赤線を回ることができないというのが現状であ

る。 

会  長：緑線ですら今遅れそうなので、緑線は確実にやりたいという趣旨であ

る。赤線で運行しようとすると、更にどれくらい時間が必要なのか。 

委  員：交通状況にもよるが、15分～20分近くかかると思う。 

会  長：教育総務課さんとしては本当は緑線が赤線に変わった方が嬉しいと思

う。そもそも、子どもたちはどのようにして行っているのか。野間など

遠い所の子ども達は旧可真小まで行って、そこからバス乗っていくの

か。 



委  員：旧可真小学校までは保護者が送っていったりしている。「豊田小学校の

スクールバスは家の近くまでまわっているのに」といった意見が出てい

るようである。 

事 務 局（教育総務課）：以前は下校時も可真小までの送迎であったが、可真小で

下車後家まで帰るのに不審者等が出た事もあったと伺っている。そうい

ったこともあり、できる事ならこの赤線のルートで行ければ子どもたち

も安全に家まで帰ることができるのではないかと思っている。 

会  長：1台のバスを回そうと思うと制約条件が多い。赤線ルートにしようとす

ると、最初に協議して頂いた第 1便をさらに 15分くらい早める話にな

るが、おそらくそれはその便に乗っている人から総スカンになる要因に

なるかもしれない。なので、事務局としてはまずは緑線を確実に走らせ

たいということである。その次のステップとして、赤線ルートまで広げ

たいが、運転手さんが大変になってしまうのでそれはまた別途相談とい

うことになる。要は、今回出していただいたのは、我々が今まで取り扱

ってきている生活交通の路線がスクールバスとしてもこのような使われ

方をしていて、何の問題もなく動いていた訳ではなく、実は問題が隠れ

ていたという事をまずは紹介するというような事であった。今回、教育

総務課さんから説明して頂いたので、この案件については両課で今後継

続して議論していかなければいけないかと思う。まずは緑線を確実にで

きるよう、検討を進めていく。 

 

ウ 令和 2年度の見直しに向けた実績（平成 31年 1月～令和元年 12月） 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

委  員：気になったのが、河原屋線が縮小検討となっているが、令和元年の数字

が極端に低くなっている。それまでは他のデマンド路線と比べても良か

ったのではないかとこれを見る限りでは思う。昨年ここまで急激に下が

った要因は把握しているか。 

事 務 局：これから慎重に確認していきたいと思っているが、ひとつあるのが、デ

マンドバスの利用者というのは実人数でいうと非常に限定的な利用であ

る。利用者ヒアリングした所によると、今現状では利用者の方は週 1で

使っていただいている。以前は週 2で必ず利用していただいた方が 1人

いらっしゃったが、事情があり使っていただけなくなったという状況を

事業所から聞いている。 

委  員：吉井地区のデマンドバスにつきましてはいつも減少傾向という事で困っ

ている状況である。高齢化率が高くなり、区長会等で利用促進の話をす

るが、全体的に人口減少という事があると思う。デマンドバスの場合は

地区で要望があったところに行くという形であるので、利用促進は常に

区長さんにお願いしているがなかなか厳しい状況にあると思う。最終的

にはどうしたらいいのか、目の前にぶら下がっている状況である。でき

るだけ個別に各区長さんに会って利用促進をという話を再度していきた

いと思っている。 

会  長：毎度のことで申し訳ないが、地元のためにも利用促進、周辺へのお声が

けをしていただければと思う。ここについては特に異論はないかと思う

が、事務局には縮小対象の俎上にのった路線について極力早く地元に情



報を流し、利用促進ができるようにしていただきたい。 

 

（４）赤磐市民バスの路線変更について 

◇資料説明：事務局 

◇質疑応答・意見 

会  長：可真・桜が丘東線を早める事に関して承認をいただいた。ここでは、5

分早めることが適切かどうかを議論しなければいけないと思っている。

GPSロガーで見ると最大で 9分遅れていたが平均値をとると 5分くらい

遅れているという事で、事務局としては 5分早める案を出している。ま

た、後半の熊山診療所への折り返しの件について教育総務課の方からご

説明いただいたが、緑線は確実にしたいというのがこの変更の趣旨であ

った。 

委  員：小野田線、豊田・熊山線が診療所に入らずに学校のお迎えに向かうとい

うのは、ものすごくうちは助かる。駅から折り返して診療所に入ってま

たメインの道に出るのにものすごく混むので、診療所に入らずそのまま

向かえるのは良い。この件に関してはうちとしては大賛成である。 

会  長：これは要するに、ダイヤが 3分短くなるだけの話ではなく、熊山診療所

まで行くことによってプラスアルファの道の出入りの所で余計時間がか

かっており、それがなくなるので、先ほどの緑線を確実にすることに効

いてくるはずだということである。熊山診療所まで全便行った方がいい

という意見はないか。駅から診療所まで乗っている方はどんな方だった

のか。 

委  員：私は駅前で仕事しているので乗られる方を見るが、診療所まで行って、

次の診療所から出るバスに乗る為に行かれているのではないかと思う。

次のバスを駅で待っても 1時間もせずにバスが来るが、駅で待つよりは

診療所まで行って待った方がいい、今の時期だと寒いので診療所の中へ

入って待合所みたいにしているような感じではないかと思う。駅で待つ

のが嫌だから診療所まで行って次のバスを待っているのではないか。 

委  員：朝の 1便でも熊山診療所からスタートになっているが、診療所から乗る

人はほとんどいないはずである。熊山駅からスタートするのならわかる

が、乗る人もほとんどいないのであまり意味がないのではないか。バス

を熊山支所の車庫においてあるから診療所からスタートになるのか。 

事 務 局：現状としてはおっしゃる通り車庫が診療所の近くにあるからである。豊

田・熊山線は縮小対象路線でもあるので、そういったご意見を踏まえて

相談しながら考えていきたい。 

会  長：車庫から出るとすると結局診療所を通っていくことになるが、このあた

りは今回の見直しの中で検討していただきたいと思う。最後の、熊山診

療所に行く行かないというのは、時刻表に載っている以上の効果がある

ということであった。それ以外に、出発時刻を全体的に前倒ししてスタ

ートするのに 5分が妥当かどうかということがあると思うが、かといっ

て最大値に合わせると相当大変なので、基本は平均の 5分というのが事

務局案であった。この案件は先ほどからの関連した案件になっています

が、赤磐市民バスの路線変更について賛成いただける方は挙手にて意思

表示をお願いします。 

 



（一同挙手） 

 

会  長：では、事務局で手続きを進めていただきたいと思う。 

 

４．閉会 

副会長挨拶 


