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路線バス再編の取組みについて
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広島電鉄株式会社・広島バス株式会社
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太田川に囲まれた「デルタ内」に中心市街地を形成している
郊外は谷沿いに団地を造成しており、団地内での高齢化が進んでいる

広島市の概要について
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出典：平成29年度広島市勢要覧



全体として、路線バスの利用者数は下げ止まりの傾向が見える
都心回帰の動きもあり、特にデルタ内の利用は好調

広島市の概要について
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広島市の公共交通 鉄道（JR…山陽線・可部線・呉線・芸備線、アストラムライン、広電宮島線）
軌道（広電市内線）
路線バス 広島市域を運行するバス会社 主に８社

（広島電鉄・広島バス・広島交通・芸陽バス・備北交通・中国JRバス・フォーブル・HD西広島）

出典：広島市地域公共交通網形成計画
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市内電車

JR線

アストラムライン



広島電鉄株式会社 広島バス株式会社

設立

開業 1912年（大正元年）11月23日
（広島電気軌道株式会社）

設立 1942年（昭和17年）4月10日
（広島瓦斯電軌株式会社から分離）

1950年（昭和25）年5月24日

本社 広島県広島市中区東千田町二丁目9番29号 広島県広島市中区光南六丁目1番68号

主要事業 鉄・軌道事業、旅客自動車運送事業、不動産事業 旅客自動車運送事業

資本金 23億3,562万5千円 6,500万円

自動車事業 営業キロ
（2018年3月31日現在）

1,413.0km 212.07km

自動車事業 車両数
（2018年11月現在）

乗合 545両（うち低床車両 457両）
貸切 13両

乗合 215両（うち低床車両 137両）
貸切 20両

従業員数
（2018年3月31日現在）

1,755名 435名

広島電鉄・広島バスの概要について
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• 2018年3月28日 国土交通大臣認定

• 2018年5月13日 路線再編を実施

① 広島市都心循環バス 「エキまちループ」の新設

② 「エキまちループ」と並行する路線の便数適正化

広島市地域公共交通再編実施計画（第１版）

平和大通りへのアクセス、中心部の回遊性の向上

広島駅～紙屋町間のバスの過密の解消
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（出典）広島市地域公共交通再編実施計画

相生通りに3,000便以上のバスが集中している一方、

平和大通りでは、ほとんど運行されていない

相生通り

平和大通り

広島市地域公共交通再編実施計画（第１版）
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路線再編の実施前（広島駅の様子）

急行 市役所行き
（八丁堀までノンストップ）

平塚町経由市役所行き

朝ラッシュ時、二社で同じ行き先のバスを運行していた



「エキまちループ」 実施前の検討資料

9１番乗り場からの利用者が多い →駅から近い乗り場のバスに乗る

どの乗り場から利用しているか

各社のICカード利用データを集め、「広島駅から」「広島駅まで」の利用状況を分析した

24号線
（広島バス）

3号線
（広島電鉄）



「エキまちループ」 実施前の検討資料

10便数の多い路線の利用者が多い →来たバスに乗る

どの路線で広島駅へ移動しているか

各社のICカード利用データを集め、「広島駅から」「広島駅まで」の利用状況を分析した

3号線
（広島電鉄） 24号線

（広島バス）
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「エキまちループ」 実施前の検討資料

広島市中心部（八丁堀・紙屋町・本通り）までの利用が多い
↓

中心部への移動に特化した、分かりやすいバス路線の新設

各社のICカード利用データを集め、「広島駅から」「広島駅まで」の利用状況を分析した

どこまで利用しているか

広島駅



再編前
（再編対象路線のみ表記）

広島駅

祇園大橋

市役所前

マリーナホップ

三滝観音

3,651便

広島市地域公共交通再編実施計画（第１版）

３号線【広島電鉄】

22号線【広島バス】

13号線【広島電鉄】・51号線【広島バス】

広島バス 22号線

便数
平日 114便
休日 109便

広島電鉄 ３号線

便数
平日 283便
休日 221便

広島電鉄
広島バス

13号線・51号線
（平日のみ）

便数
市役所行き27便
（広電16・広バ11）
広島駅行き13便
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広島電鉄
広島バス

急行 市役所行き
（平日のみ）

便数
朝ラッシュのみ22便
（広電18・広バ4）

平塚町

紙屋町

朝ラッシュ時、二社で同じ行き先のバスを運行していた



再編後
（再編対象路線のみ表記）

広島駅

祇園大橋
三滝観音

市役所前

マリーナホップ
※相生通りの削減便数は、再編実施計画以外のダイヤ改正での削減便数を含む

広島市地域公共交通再編実施計画（第１版）

３号線【広島電鉄】

22号線【広島バス】

エキまちループ循環系統【広島電鉄・広島バス】

エキまちループ市役所系統【広島電鉄・広島バス】

180円均一運賃エリア（2017年11月1日実施）

3,499便
（▲152便）

広島電鉄
広島バス

エキまちループ
市役所系統

便数
市役所行き16便（▲9便）
広島駅行き12便（▲1便）

広島電鉄
広島バス

エキまちループ
循環系統

便数

平日 左回り76便
右回り70便

休日 左回り70便
右回り70便

広島電鉄 ３号線

便数
平日 249便（▲34便）
休日 206便（▲15便）

広島バス 22号線

便数
平日 42便（▲72便）
休日 25便（▲84便）
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平塚町

紙屋町

車両・要員を増やさずに
新しい路線を運行



広島市都心循環バス「エキまちループ」

◆ 平日は7時～21時台、土休日は8時～21時台まで運行

◆ 昼間時間帯は、広島駅から5分間隔で「右回り」「左回り」が交互に発車（各10分間隔）

◆ 広島駅～八丁堀間はノンストップ運行 （広島駅→八丁堀 約５分）

◆ 運賃は180円均一、既存の定期券を利用可能（5/13より、共通定期券制度開始）

◆ 広島駅での乗降場所は、JR改札口に一番近い「①番乗り場」に統一
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エールエール裏
からのルート

エキまちループ
からのルート



「エキまちループ」 時間帯別の運行ルート
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再編前の利用実態に合わせ、時間帯により異なるルートで運行
新しく運行する「広島駅～平和大通り」間は、常に利用できるよう全時間帯で運行



「エキまちループ」 愛称の一般公募

◆ 広報活動の一環として、循環バスの愛称を一般公募

◆ 募集期間…2018年2月5日（月）～2月28日（水）

◆ 応募件数…全国より876件（最年少…3歳、最高齢…94歳）

◆ 最優秀賞・優秀賞の賞品として、「エキまちループ 乗り放題乗車券」を授与
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マスコミに取り上げられる
回数を増やす
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「エキまちループ」 運行開始日のNHKニュース
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「エキまちループ」 ロゴマークの掲示

車両運用に柔軟性を持たすため、バスへのフルラッピングは未実施
両社とも、他路線の運行と混ぜて運用しており、専用車とすると投入車両が増えてしまう

前面・後面にマグネット、側面にサイドボードでロゴマークを掲示
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「エキまちループ」 利用状況

右回りの利用者数が増加傾向にある
（広島駅→平和大通り先回り）

※6月と10月の、一日平均利用人数を比較すると
広島駅から、平和大通り［平塚町～本通り］ ＋79.9人
本通り・紙屋町・八丁堀から、広島駅 ＋48.8人

西日本豪雨の影響

盆ダイヤ

右回り
151.4％

合計
117.0％

平日……3,558.7人（一便あたり 左回り…22.5人 右回り…12.6人 市役所行…36.9人 市役所発…22.8人）
土休日…1,819.6人（一便あたり 左回り…16.3人 右回り…9.7人）

一日平均利用者数
（ICカードのみ 10月実績）



（ ％）…前年比

バスの便数が少なかったエリアの利用者が増加 →新しい利用者の獲得！ 20

「エキまちループ」 利用状況
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「エキまちループ」 商業施設・ホテルとの連携


