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広島市郊外の団地では、高齢化・過疎化やマイカー利用の増加等によって路線バスの利用客が減

少傾向にあり、地域住民の生活の足であるバス路線の維持が課題となっています。 

このため、中国運輸局では、路線バス利用客が減少している広島市安佐北区の団地において、あさ

ひが丘連合自治会、呉工業高等専門学校環境都市工学科（神田研究室）の学生、安佐動物公園、公共

交通事業者等と調整を図りながら公共交通利用促進に取り組んできました。 

昨年度からは、この取組みから発展した「Happy Bus 停プロジェクト」（※別紙）を呉工業高等専

門学校生を中心に進めており、バス待ち環境の快適化に取り組んでいます。この度、プロジェクト第

二弾として、動物園内売店に『Happy Bus待合所』、『ハッピーおでかけバスガイド』を作成し、設

置セレモニーを行うこととしましたので、お知らせいたします。 

 

１．日時  平成 31 年 3月 13日（水）10時 30分～ 

 

２．場所  安佐動物公園売店付近 ※別紙参照 

 

 ※ 詳細は、別紙のとおりです。 

なお、当日は、このプロジェクトを企画した学生も設置作業に参加する予定です。 

 

 

 

 

 

開園時間 午前 9時から午後 4時 30分まで（ただし、入園は午後 4 時まで） 

入 園 料 大人 510円、65歳以上・小人（高校生及び高校生相当年齢）170円  ※中学生以下無料 
 ※65歳以上の適用には公的証明書が必要 

休 園 日  毎週木曜日（ただし、3月 21日、28日、4月 4日、5月 2日は開園） 

「動物公園 春まつり」平成 31 年 3 月 10 日（日）～５月 6 日（月・祝）の土日祝にイベント開催！ 

平成 31年（2019年）3月 12 日(火)  

◎広島市安佐動物公園 管理課長：森本  

 担当：管理課 万々、嶋田 ☎082-838-1111 

◎中国運輸局 交通政策部 消費者行政・情報課  

担当：花野・石田     ☎082-228-3499  

◎呉工業高等専門学校 神田研究室 

  担当：神田        ☎0823-73-8965 

『Happy Bus 停プロジェクト』第二弾 
―安佐動物公園の来訪者にバスを利用してもらうためにー 

『Happy Bus 待合所・ハッピーおでかけバスガイド』 

完成セレモニー開催‼ 

◀『Happy Bus待合所』 
動物園内の売店に設置したバスの待合所。バス停までの所要時間やバス

の待ち時間が確認できるので、売店内で快適に過ごしたあと、バス停で長
く待つことなくバスに乗ることができます。 

『ハッピーおでかけバスガイド』▶ 
待合所に設置したパネル。広島市内の観光地等

を公共交通の紹介と共に紹介しており、このパネ
ルを見ながら楽しくバスを待つことができます。 
 
 



■『Happy Bus 停プロジェクト』とは 

バスは待ち時間が長く退屈・不便といったイメージを払拭し、バスの待ち時間を楽しく快適にすることでバス利用促

進に繋げようと、学生のアイデアにより発足したプロジェクトです。学生自ら外部からの資金を獲得し、昨年度は第一

弾として『Asa Zoo Road』と称して、「安佐動物公園の魅力発信」に主眼を置き、来園者がバスを降りた瞬間から楽

しむことが出来るよう、動物の見どころや豆知識を掲載したパネルを安佐動物公園バス停（あさひが丘方面）付近に設

置する取り組みを実施しました。 

 

【企画・デザインした学生のコメント】 

制作メンバー代表 赤木 大介 

（呉工業高等専門学校 専攻科 1 年生） 

今回は、第二弾として「バスを待つ環境を快適

に」をコンセプトに『Happy Bus 待合所』と『ハッ

ピーおでかけバスガイド』を企画しました。 

バスで来園される方々は、どんな情報を求めてい

て、どういった情報を掲載すれば、またバスで来た

いと思ってもらえるかを考えながら作成しました。 

来園者の方々に、売店内でバスを待ってもらい、快適に、なおかつ楽しみながらバスを

待っていただければと思います。 

また、自分の研究テーマが「公共交通の利用促進」であり、今回行った「快適なバス待

ちのための情報提供」の経験をもとに、今後も利用促進の施策を考案・展開していきたい

と思います。 

 

 

【設置場所の詳細（イメージ）】 

 

 

売店がバスの待合所である

ことを案内します 

Happy Bus 待合所 

 

バスを待つ間、売店に設置した

ガイドを見て、楽しく過ごして

もらいます 

（※詳細は裏面参照） 

ハッピーおでかけバスガイド 

別紙 

 HappyBus 待合所 

ハッピーおでかけバスガイド 



ハッピーおでかけバスガイド

●この後どこ行く？何食べる？

●バス乗りガイド

①バスの待ち時間を調べよう！
Check the waiting time for the bus arrival 
with your smartphone!(English available)

が使えます。
※PASPYだと

最大10%OFF！ 詳しくはこちら。

バス停までの所要時間
Walk time to the bus stop

・成人の方：約4分 ・高齢者(車イス)の方：約10分
Adults：About 4 min Elderly people(Wheelchair)：About 6 min

バス停までの所要時間と案内図を参考にしてね！

②バス停に行こう！
Let’s go to the bus stop!

現在地
Here

車イス用スロープはこちら
Slopes.

BUS STOP

Check the direction！
行き方はGoogle mapsにお任せ！

MUST EAT IN HIROSHIMA！

Oyster

Okonomiyaki

Momiji manju

●バスあんしん・あんぜん情報

♡6歳未満の子供は大人1名につき運賃無料！
Bus fare is free for a child under 6 years old per one adult.

♡車椅子の方もバスをご利用できます。
Buses are wheelchair accessible.

♡バス停まではスロープがあります。
Take a slope from the entrance to the bus stop.

～車イスの方へ～
For wheelchair

～乳幼児・お子様連れの方へ～
For children and parents

●バスでHappy!

詳しくはこちら

売店・食堂で10%割引券をプレゼント！
Get a 10% OFF discount coupon in the zoo.

減量や体力の増加！
Healthy!

ビールも気兼ねなく！
You can drink alcohol!

CO2を抑えられる！
Can reduce CO2.

バスについてのお問合せ（Inquily)

現在地
Now here!

横川駅
Yokogawa 新白島駅

Shinhakushima

海田市駅
Kaitaichi

広島駅
Hiroshima本通り駅

Hondori

広島中心エリア 横川駅前エリア

広島駅前エリア

遊びも買い物もここに
行けば間違いなし！
Perfect for sightseeing and shopping!

1

Downtown(Kamiyacho,Hatchobori)

5
原爆ドーム
Atomic Bomb Dome

6 平和記念公園
Hiroshima Peace     
Memorial Park

4 縮景園
Shukkeien

3 広島城
Hiroshima Castle

Yokogawa area

昔ながらの店があり、
多くの飲食店が立ち並ぶ。
There are many local restaurants.

1
横川クロスロード

Yokogawa Cross Road

Hiroshima station area

広島の中心地で、
移動に便利！
Modern and convenient.

2 マツダスタジアム
Mazda stadium

7 お好み村
Okonomi village 宮島 Miyajima

2

3

5

6

7

広島中心エリア

広島駅前エリア

上安駅
Kamiyasu

横川駅前エリア

（数多く運行）
Runs frequently.

（約6本/時）
About every 10 min

（約2本/時）
About every 30 min

（約1本/時）
About every 1 hour

広島電鉄(北営業課)：(082)231-5171 フォーブル：(082)878-0006
Hiroshima Dentetsu Forble

4

広電バス
Hiroden bus

アストラムライン
Asutoramurain

フォーブル
FORBLE

路面電車
Streetcar

バス停案内図

観光地ランキング
Where to visit…

by

グルメランキング
Where to eat & drink…

※上安駅行は要事前電話予約 Call Forble in advance for buses to Kamiyasu sta.

写真提供：広島県
写真提供：広島県

asa zoo

広島県バス協会
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