
【協 議 内 容】 
・平成31年4月1日 ダイヤ変更について 

神姫バス 協議事項 
資料1 

平成31年1月18日(金) 
神姫バス株式会社 
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【対 象 路 線】 
1 ㊻・⑰ 魚住駅～高丘地区～大久保駅線 一部区間休止 
2 ② 東二見～上新田北口線 一部区間休止 
3 ㊺ 大久保駅～高丘巡回・⑲ 山手台線 経路変更・便数見直し 
4 ② 明石駅～天郷・⑥ 明石駅～明石中央体育会館線 便数・区間見直し 
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ダイヤ変更の経緯・理由について 

■燃料費高騰・利用者数低迷の影響を受け、明石市内のみ 

 ならず、広範囲にわたりバス継続運行が厳しい路線が 

 多数存在しております。 

 

■神姫バスでは、明石地区で特にご利用実績が少ない地域に 

 利用促進活動を進めてまいりましたが、依然として路線維持   

 が非常に厳しい状況が続いております。 

 そのため、対象系統の一部区間休止・本数見直しにより 

 ダイヤの適正化を図ります。 



利用促進に対する取り組み 

④林小学校・朝霧小学校での乗車・バリアフリー体験 

林小学校での乗車体験の様子 
平成30.11.8(木)  実施 

朝霧小学校でのバリアフリー体験の様子 
平成30.11.14(水)  実施 03 

③明石市 お試し乗車券の配布 

明石市と連携し、普段バスをご利用されないお客様の需要拡大を
目的としたお試し乗車券を転入者・4か月検診受診者・免許 
返納者を対象に配布。 

②バスロケーションシステムの導入 
バス待ち時間負担軽減のため、明石エリアにおいて 
平成27年4月にバスロケーションシステムを導入。 

①高丘地区～三宮線 エコ定期券制度の利用促進 
高丘地区～三宮線（平成26年10月～運行開始）において、エコ定期券制度を 
活用いただくと、通勤定期券保持者がご乗車の際、休日に割安での移動が可能に。 



明石市内での神姫バスご利用状況 
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 再開発や好景気の影響により市内全体としては利用者数は  
増加傾向にあるが、一部地域においてはバス路線維持が 
困難な状況。 
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出展：明石市統計書 



バス業界全体の輸送人員の減少 

  バス業界は昭和40年代をピークに減少の一途。 
   利用者の減少→赤字による減便→不便により利用者が減少   
 といった悪循環が発生し、路線維持が厳しい状況。    
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協議1 ㊻・⑰ 魚住駅～高丘地区～大久保駅線 改正内容 

㊻系統 魚住駅～高丘巡回～大久保駅 
乗車平均   魚住駅16:08発 9人/便 大久保駅15:30発 5人/便 

⑰系統 魚住駅～山の下 ～大久保駅 
乗車平均   魚住駅8:10発 3人/便 高丘7丁目発 1人/便 

(上記乗車平均は明石商業高校生徒様を除く) 

上記路線の 長池中～古郷間 停留所 

→休止予定 
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協議1 ㊻・⑰魚住駅～高丘地区～大久保駅線 周辺路線図 

大久保駅 

青葉台北 

高丘7丁目 

明石商業高校前 

山の下 

魚住駅 

07 

現行 改正後 

高丘7丁目 

魚住駅 

大久保駅 大久保駅 

46系統      ：魚住駅 ～高丘巡回～大久保駅 
17系統          ：魚住駅 ～山の下～大久保駅 
12系統      ：大久保駅～秋田～西神中央駅 
1系統      ：明石駅～土山駅 
45系統      ：大久保駅～高丘巡回～天郷 
Tacoバ ス    ：青葉台ルート 
         ：休止停留所 

北場 

長池 

長池中 

北場 

長池 

古郷 
西脇 

西脇 

青葉台 
（Ｔａｃｏ） 

青葉台 
（Ｔａｃｏ） 

天郷 天郷 



・平成24年3月 

 明石市バスより路線移譲後、神姫バス独自路線として 

 大久保駅～高丘地区～魚住線 を新設。 

・乗車平均 9人/便(路線全体 明石商業高校生徒様を除く) 
・古郷、青葉台北、明石商業高校前、長池中 が休止 

       錦が丘校区まちづくり協議会 

魚住小校区まちづくり協議会 

   明石商業高校        へは 

説明のうえ了承済み 
  
※なお、北場、西脇、古郷（休止）に関しては 
 神戸市に事前協議済み 

協議1 ㊻・⑰魚住駅～高丘地区～大久保駅線について 
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②系統 東二見～上新田北口線 

乗車平均 東二見7:34発   0人/便  

       土山駅16:36発 0人/便 

(県立いなみ野特別支援学校生徒様を除く) 

上記路線の 東二見～土山駅間 停留所 

→休止予定 
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協議2   ② 東二見～上新田北口線 改正内容 



協議2 ②東二見～上新田北口線 周辺路線図 

2系統     ：東二見～上新田北口線 
山陽バス   ：土山駅～西二見～南二見 
Tacoバス   ：二見ルート 
       ：休止停留所 
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現行 

二見農協前 

明石回生病院前 

二見北郵便局前 

改正後 

東二見 

土山駅 

東二見 
(山陽バスのみ存続) 

土山駅 



・主に県立いなみ野特別支援学校への通学手段としての利用であるが、 

 現在ご利用の生徒様（計３名）が今年度末でご卒業されるため、 

 運行を休止予定。 

 

・乗車平均 0人/便(路線全体、県立いなみ野特別支援学校生徒様を除く) 

 

・二見北郵便局前、明石回生病院前、二見農協前、東二見 が休止 

 
  

    県立いなみ野特別支援学校へは       
                 説明のうえ了承済み 
 

 

  

協議2 ②東二見～上新田北口線について 
 
 
 

11 



協議3  ㊺・⑲大久保駅～高丘巡回・山手台線 改正内容 

協議3-1 ㊺系統 大久保駅～【高丘巡回】～天郷    

       一部便の路線変更・本数見直し 
 
 

協議3-2   ⑲系統 大久保駅～山手台 循環線 
       一部便 経由地変更 
 

 
 

 12 



高丘4丁目西 

高丘西口 

天郷 

協議3-1 ㊺大久保駅～高丘巡回線 周辺路線図 
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45系統       ：大久保駅～高丘巡回線 
49系統       ：大久保駅～高丘循環線 
47系統       ：大久保駅～高丘4丁目西止線 
12系統         ：大久保駅～上岩岡～西神線 
12系統         ：大久保駅～秋田～西神線 

中央センター前 

大久保駅発  
現行・改正後便数 
 
【㊺大久保駅→高丘巡回→ 
  天郷】 
現行 11便→改正 8便 
 
【㊾大久保駅→高丘循環→ 
  大久保駅】 
現行 29便→改正 31便 
 
【㊼大久保駅→ 
  高丘4丁目西（止）】 
現行 11便→改正 13便 

天郷発 現行・改正後便数 
【㊺天郷→高丘巡回→ 
    大久保駅】 
現行 11便→改正 10便 

大久保駅 



・平成18年10月  

 明石市バスからの移譲完了に伴い、本路線を神姫バスが 

 単独運行開始 

 

・乗車平均 7.5人/便(高丘4丁目～天郷間) 
 

    
 

        高丘各種団体協議会 
   高丘西校区コミュニティ推進協議会へは       
                  説明のうえ了承済み 
 

 

  

協議3-1 ㊺大久保駅～高丘巡回～天郷 線 について 
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協議3-2 

⑲大久保駅～山手台線 
周辺路線図 

山手台 
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   19系統        ：大久保駅～山の下～山手台 線 
   19系統    ：大久保駅～茜～山手台 線 
   12系統        ：大久保駅～西神 線 

  
   

 
 
 
  

山の下 

茜 

大久保駅発 現行・改正後便数 
 
【⑲大久保駅→山の下→山手台→大久保駅】 
現行 22便→ 改正 18便 
 
【⑲大久保駅→茜→山手台→大久保駅】 
現行 21便→ 改正 25便 

大久保駅 

山の下西口 

山の下北口 山手台口 



 

・平成18年10月  

 明石市バスからの移譲完了に伴い、本路線を神姫バスが単独運行開始 

 

・平成28年10月  

 一部便を茜経由とし、新経路運行開始 

 
・乗車平均 3.2人/便 

 →経路変更となる【山の下・山の下北口・山手台口・山の下西口】 

 が調査対象 
 
 

        
  

協議3-2 ⑲大久保駅～山手台線について 
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協議4  ② 明石駅～沢野～天郷 
          ⑥ 明石駅～明石中央体育会館線 改正内容 
 

協議4-1 ②系統  

明石駅～沢野～天郷線便数見直し 
 
協議4-2 ⑥系統  
明石駅～大久保駅～明石中央体育会館線区間見直し 
→明石駅発着便を、大久保駅発着へ始発・終点地変更 
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協議4 ② 明石駅～沢野～天郷線・⑥ 明石駅～明石中央体育会館線 周辺路線図 

西明石駅 

沢野 

2系統   ：明石駅～沢野～天郷線 
6系統   ：明石駅～明石中央体育会館線   
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明石駅発 現行・改正後便数 
 
【②明石駅→貴崎4丁目→ 
  西明石駅→沢野→天郷】 
現行 6便→ 改正 3便 
 
【⑥明石駅→貴崎4丁目→西明石駅   
  →大久保駅→明石中央体育会館】 
現行 1便→ 改正 0便 

天郷発 現行・改正後便数 
 
【②天郷→沢野→西明石駅→貴崎4丁目→明石駅】 
現行 7便→ 改正 5便 

大久保駅 

明石中央体育会館発 現行・改正後便数 
 
【⑥明石中央体育会館→大久保駅→ 
   西明石駅→貴崎4丁目→明石駅】 
現行 1便→ 改正 0便 
 
【⑥明石中央体育会館→大久保駅止め】 
現行 2便→ 改正 3便 

大久保駅発 現行・改正後便数 
 
【⑥明石中央体育会館方面】 
現行 4便→ 改正 ４便(変更なし) 
 
【⑥西明石駅→貴崎4丁目→明石駅方面】 
現行 1便→ 改正 0便 

天郷 

貴崎4丁目 

明石中央
体育会館 

明石駅 



・平成17年10月 

 ②西明石駅～沢野～天郷線の新設(明石市バスと共同運行) 

・平成18年10月 

 明石市バスからの移譲完了に伴い、本路線を神姫バスが 

 単独運行開始 

・平成26年10月  

 明石駅～貴崎～西明石駅～沢野～天郷線を新設 （片道 約51分） 

・乗車平均 18.1人/便   
 
       高丘各種団体協議会 
    高丘西校区コミュニティ推進協議会へは       
                     説明のうえ了承済み 
 

 

  

協議4-1 ②明石駅～沢野～天郷線について 
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・平成18年10月  

 明石市バスからの移譲完了後、本路線を神姫バスが単独運行開始 

・平成24年10月 

 経由地を和坂（国道２号上）から貴崎４丁目 へ変更 

・乗車平均 11.2人/便 (明石駅～大久保駅間) 
 ※明石駅～大久保駅 間の移動には、①明石駅～国道大久保～土山駅 がございます。 
          
          

           高丘各種団体協議会 
     高丘西校区コミュニティ推進協議会 
                      明石市立木の根学園     へは      
                      説明のうえ了承済み 
 

 

  

協議4-2 ⑥明石駅～明石中央体育会館線について 
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魚住駅 ⑰・㊻ 魚住駅～大久保駅線 改正案 

01 

現行時刻表   ：減便 改正時刻表（案） 

調整中 

巡：高丘巡回 

大久保駅   17・46 

路線休止のため 
改正時刻表なし 



東二見 ② 東二見～上新田北口線 改正案 

02 

現行時刻表   ：減便 改正時刻表（案） 

調整中 

公：稲美中央公園経由 

土山・上新田北口 

路線休止のため 
改正時刻表なし 



大久保駅1番のりば 
㊻ 大久保駅～魚住駅 線  

⑥ 明石中央体育会館～明石駅 線 

㊺ 大久保駅～高丘巡回 線    改正案 

現行時刻表 

体：明石中央体育会館行き                   天：高丘巡回天郷行き 
魚 :魚住駅行き                                    ク：クリーンセンター行き 
環：高丘循環                                      中：山の下～高7・天郷行き 
四：高丘4丁目西止め 

改正時刻表（案） 

高丘方面 18・45・46・47・49 

体：明石中央体育会館行き                  天：高丘巡回天郷行き 
魚:魚住駅行き                                    ク：クリーンセンター行き 
環：高丘循環                                     中：山の下～高7・天郷行き 
四：高丘4丁目西止め 03 

石ヶ谷方面 6 高丘方面 18・45・47・49 石ヶ谷方面 6 

調整中 

  ：行き先変更   

天郷（止め） 

高丘巡回線に 

高丘４西（止め） 

魚住駅 行き 

高丘７・天郷 行き 



大久保駅2番のりば 
⑲ 大久保駅～山手台線  

⑥ 明石中央体育会館～明石駅線 改正案 

現行時刻表 

現在、対象便は 山の下 経由。 
 
 

  ：経由地変更    
  ：明石駅行きが、大久保駅（止め）に変更     

改正時刻表（案） 

山手台 19 明石駅  6 

改正後は、４便を 茜経由へ 振替予定。 
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山手台 19 

調整中 

茜 経由に 



 ：減便   ：大久保駅始発に変更   

② 天郷～沢野～明石駅線  
⑥ 明石中央体育会館～明石駅線 改正案 明石駅5番のりば 

現行時刻表 改正時刻表（案） 

高：高丘7丁目・天郷行き  
体：明石中央体育会館行き 
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調整中 

大久保駅始発となるため、 

改正時刻表なし 



平成31年4月１日 
ダイヤ改正への 
ご理解・ご協力を 

何卒よろしくお願いいたします。 
 

(時刻表改正案については、 
多少の時間・便数変更の可能性がございます。) 

神姫バス株式会社 
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