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令和４年度 第２回 大分市地域公共交通協議会 議事要旨 

 

1. 日 時   令和４年 12 月 16 日（金）午前 10 時 30 分～午前 11 時 45 分 

2. 場 所   大分市役所本庁舎８階 大会議室 

3. 出席者   別紙参照  

4. 議 事 

(1) 路線バス代替交通の事業計画および運行計画の変更について 

（令和５年度運行） 

[協議結果] 承認 

[議事要旨] 下記参照 

 

記 

 

 

議事要旨 

(1) 路線バス代替交通の事業計画および運行計画の変更について 

番号 発言要旨 回答要旨 

1 

【委員】 

野津原地域と滝尾地区ともに

乗車人員が少ないように感じる

が、目標値や目標とする指標は

あるのか。 

地域検討会は良い取組と思う

が、どのような方が参加してい

るのか。 

【事務局】 

指標、目標値については、「大

分市地域公共交通計画」におい

て「路線バス代替交通利用者数」

を設定している。 

（現況値）R２：127,557 人/年 

（目標値）R８：127,000 人/年 

参加者については、自治会単

位で地域検討会を実施し、自治

委員をはじめ、利用者、高齢者、

子育て世帯の方等が参加をして

いる。 
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番号 発言要旨 回答要旨 

２ 

【委員】 

利用実績から、利用者がいな

い便を休止する方向性は理解で

きるが、その他の利用者が少な

い便について、前日までの予約

制にするといったデマンド交通

等は検討したのか。 

【事務局】 

本事業は、路線バスの一部廃

止に伴う代替交通として、定時

定路線での運行を基本としてい

る。 

そのため、現時点では、デマン

ド交通等の検討はしていない。 

３ 

【委員】 

これまでの経過や地域検討会

等踏まえ、取組みを行っている

と思うが、財政負担などを踏ま

え、デマンド等の検討も今後、必

要と思う。 

【事務局】 

特になし。 

４ 

【委員】 

（利用者が少ないことについ

て）上下線の便数がアンバラン

スで利用しづらいこともあり得

るのではないか。 

また、野津原の今畑線は、日曜

日は２往復あるが、土曜日は1往

復しかない。 

こういったことも（各便の）利

用者が薄まっている原因かもし

れない。 

現時点で、上下線の便数調整

など方向性があれば、教えても

らいたい。 

【事務局】 

運行当初は、廃止された路線

バスのダイヤや便数を参考に設

定した。 

その後、利用実績や利用ニー

ズなどを踏まえ便数の調整を行

ってきた。 

その結果、上下の便数等が異

なっている状況。 

今後の課題として認識する。 

５ 

【委員】 

利用促進に向け、どのように

働きかけているのか。 

【事務局】 

地域検討会を開催し、利用促

進に向けた取組を行っている。 

また、利用状況を自治会に回

覧等で共有し、周知を図ってい

る。 
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番号 発言要旨 回答要旨 

６ 

【委員】 

野津原地域の学生（特に高校

生）について、20 時８分（野津

原支所発）のバスが帰りの最終

便となっている。部活動をして

いる生徒は間に合わない可能性

があるのではないか。行きはバ

スで通い、帰りは親の送迎にな

っている現状があるかもしれな

い。 

一人、二人のためにどこまで

するかという意見はあると思う

が、できるだけそういったとこ

ろも調査・把握してほしい。 

【事務局】 

中学生については、中学校に

ヒアリングし、現状を把握した

うえで、ダイヤや便数を調整し

ている。 

高校生については、直接、当課

に問い合わせ等があり、可能な

範囲でダイヤや便数を調整して

いる。 

７ 

【委員】 

学生の自転車や原付バイクに

よる通学は把握しているのか。 

また、定期利用がどの程度あ

るか把握が必要と思う。八女市

では３年間、路線バスで通学し

てもらうため、通学定期の継続

割引をしている。継続利用すれ

ば割引率が上がるような制度で

ある。 

路線バスの代替交通も割引は

あるようだが、継続すればイン

センティブがあるような制度設

計の検討もいいのではないか。 

【事務局】 

定期利用については、現時点

で把握していない。 

今後、好事例などは、情報収集

していく。 

８ 

【オブザーバー】 

新型コロナウイルス感染症に

より公共交通は深刻なダメージ

を受けた。公共交通の利用者は、

コロナ禍前の８割程度の回復で

頭打ちとなっている。人口減少

による利用者の減少より早いス 

【事務局】 

持続可能な公共交通の維持に

向けて様々な観点から、今後、検

討していく。 
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番号 発言要旨 回答要旨 

 

【オブザーバー】 

ピードで利用者が減っている。

さらには、原油高や乗務員不足

などが追い打ちをかけている。

ポストコロナにおいて、地域公

共交通をどのように維持するか

が極めて重要な課題と政府も認

識している。 

国では、有識者会議等を踏ま

え、どのような方策が必要なの

か検討した(以下の３点)。 

・交通 DX を推進 

効率的な運行で確保・維持 

・交通 GX を推進 

持続可能な地域公共交通 

・３つの共創の推進 

官民での共創、共同経営など

の交通事業者間の共創、医療等

の他分野との連携 

先般、800 億円近い補正予算が

決定し、来年度の当初予算につ

いても３つの観点から支援メニ

ューが措置される。持続可能な

地域公共交通を実現したい。 

そうしたなか、路線バス代替

交通において、5 年、10 年さら

には 20 年を見据えたとき、効率

的な運行の検討も必要であり効

率化にも色々なバリエーション

がある。地域にあった地域公共

交通を選択する必要がある。利

用者の実績から運行計画を検討

することは簡単だが、もう少し

広い視点・長い視点で検討が必

要と思う。 
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5. 報 告 

(１)路線バスのダイヤ改正（R４.11）について 

番号 発言要旨 回答要旨 

1 特になし － 

 

(２)路線バス乗車モニター事業について 

番号 発言要旨 回答要旨 

1 特になし － 

 

(３)中心市街地循環バス「大分きゃんバス」無料乗車デーについて 

番号 発言要旨 回答要旨 

1 

【委員】 

利用促進には 

・知ってもらう 

・1 度乗ってもらう 

・継続して乗ってもらう 

の３つの段階がある。 

無料乗車については、1 度乗っ

てもらうという観点からよい取

組と思うので、継続的に実施し

てもらいたい。 

各種イベントと連携して実施

しているが、イベント側のチラ

シなどで無料乗車の周知はして

いるのか。 

【事務局】 

イベントのチラシやウェブサ

イトに無料乗車について記載し

ており、大分きゃんバスのチラ

シにもイベント情報を掲載し

た。 

イベントときゃんバスの両面

から周知・広報を行っている。 

２ 

【委員】 

無料乗車の事業実施後、実際

に継続的に利用するようになっ

たとか、きゃんバスの利用者数

の実績が伸びたなどの効果があ

れば教えてほしい。 

【事務局】 

今年初めての実施であり、現

時点で無料乗車の効果は不明で

ある。 

今後、無料乗車を含む様々な

取組を行うなかで見極めたい。 
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番号 発言要旨 回答要旨 

３ 

【委員】 

熊本県では、これまで、無料乗

車や 100 円での乗車などの取組

を実施している。大分きゃんバ

スの無料乗車のデータを参考

に、大分市だけの取組で終わら

せず、大分県内で実施してもい

いと思う。 

【事務局】 

特になし。 

 

(４)大分市における自動運転のあり方について とりまとめ（第４回）について 

番号 発言要旨 回答要旨 

1 

【オブザーバー】 

新しい技術を導入する際、地

域の社会受容性が重要と認識し

ており、今回のように実際に

「乗ってもらう」ということは

非常に大事である。そういった

観点から、利用者はどのような

方が多いのか（地域の人なの

か、関係者なのか）。 

次に、令和２年度（遠隔）の

実験と令和３年度（搭乗）の実

験の安全性のアンケート調査結

果では、乗車後「不安を感じ

た」人は、大きく減少している

が、令和３年度（遠隔）の実験

は、乗車前と乗車後であまり変

化は見られない。 

理由はあるか。 

【事務局】 

令和３年度の佐賀関での実験

では、約 85％が大分市内の方の

利用で、うち 21%が佐賀関地域

の方が利用した。 

安全性の調査結果について、

令和２年度（遠隔）は閉鎖空間に

近い大分川緊急河川敷道路を使

用した実験。令和３年度の搭乗

はドライバーを運転席に配置し

た実験だったのに対し、遠隔は

中心市街地の一般公道で、車内

の運転席を無人にした遠隔監

視・操作による実験だったため

と思われる。 

 


