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■想定される事業（例） 

 

目標１ 市民の暮らしを支える公共交通サービスの実現 

事業１－１ 都市間幹線の確保・維持 

■事業の背景 

・ＪＲ山陽本線及び一部バス路線（柳井駅前～徳山駅、柳井駅前～上関、大畠駅～周防

大島方面）は、都市間幹線として機能している。 

・利用者は減少しているが、今後も都市間幹線として維持する必要がある。 

 

■事業内容 

・都市間幹線の維持を行う。 

・ダイヤ、乗換の改善等により、利便性を高め、持続可能な交通を目指す。 

■事業主体 柳井市、交通事業者 

■実施時期 令和２年度から 
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事業１－２ 利用者が少なく、路線周辺に空白地が多いバス路線の代替交通への転換 

■事業の背景 

・路線バスの路線のうち、利用者が著しく少なく、バス本来の役割を果たしていない地

区を走るバス路線が数多く存在する。 

・バス停からも遠い空白地が広く存在する。 

■事業内容 

・路線バスの路線のうち、利用者が著しく少なく、本来の役割を果たしていない地区を

走るバス路線は、乗合タクシーなど代替交通への転換を進める。 

 

■事業主体 柳井市、交通事業者、地域住民 

■実施時期 令和２年度から順次 
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事業１－３ 既存バス路線の経路再編及び市街地を循環する公共交通の導入の検討 

■事業の背景 

・予約制乗合タクシーの導入は、地区を単位として順次進みつつあるが、それに伴い路

線バスの便が減少し、予約制乗合タクシーの利用ができない地区の住民にとっては利

便性が悪化する。 

・利用ニーズの高い医療機関、商店、公共施設から停留所が離れている。 

・市街地においても、公共交通空白地域が広範囲に分布している。 

■事業内容 

・利用ニーズの高い医療機関、商店、公共施設を巡回するルートの構築を検討する。 

・運行を検討する範囲は、都市計画用途地域内を基本とする。 

 

 

■事業主体 柳井市、交通事業者 

■実施時期 令和２年度から検討 
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事業１－４ 乗継拠点の整備検討 

■事業の背景 

・現在の乗継拠点としてＪＲの３駅（柳井駅、柳井港駅、大畠駅）がある。大畠駅の駅舎

には、待合室に風除けがあるが、その他の待合所等の整備は十分でない。 

・柳井港ポートビルは建て替えられ、待合スペースが整備された。 

・平郡航路は東西とも待合所が整備されている。 

・防長バスの待合所は、一部のバス停に屋根がついているが、ほとんどのバス停には屋

根が付いていない。 

・乗り継ぎに長い時間がある場合、その時間を過ごす方法に乏しいことに加え、夏や冬、

雨天など、厳しい気象条件下での乗継環境が良くない。 

■事業内容 

・乗継拠点の環境整備を進める。 

・乗合タクシーと市街地を循環する公共交通をスムーズに乗継できる拠点の設置を検討

する。 

・パーク・アンド・ライド等が行えるような環境づくりを検討する。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度から検討 
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事業１－５ 離島航路の経営安定化 

■事業の背景 

・毎年多額の欠損を出しており、欠損額を国、県、

市の補助で賄っている。 

・平郡島の人口は急激に減少していることから、新

たな利用客の開拓が必要である。 

・柳井市観光協会や平郡公民館、民間団体等が年に

数回程度ウォーキングを開催している。 

・平郡東地区コミュニティ協議会が平成 28年に平

郡島及び平郡航路のパンフレットを作成してい

る。 

■事業内容 

・民間団体等と協力し、平郡島内でウォーキングツアー等を開催し、観光客等の誘致に

取り組む。 

・ＳＮＳ等で情報発信を行う。 

・平郡航路を楽しめる情報を発信する。 

 

平郡航路マップ（平郡東地区コミュニティ協議会作成） 

■事業主体 交通事業者、民間団体 

■実施時期 令和２年度から 
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目標２ 誰もが安全・安心・快適に利用できる環境の実現 

事業２－１ 車両、船舶や施設等のバリアフリー化の推進 

■事業の背景 

・ＪＲ柳井駅については、バリアフリー化工事に取り組んでいる。 

・ＪＲの車両は、大部分が古く、柳井駅でバリアフリー工事が進んでも車両との段差は

当面残ることとなる。また、柳井港駅、大畠駅ではバリアフリー化されていないため、

車両との段差が大きい。 

・大畠地区、平郡地区、柳東地区、周防大島町からＪＲを利用して市中心部へ行こうと

すると、跨線橋を渡らなければ列車に乗ることができず、それがＪＲ利用を妨げてい

る大きな原因の一つとなっている。 

・路線バスについては、徳山、上関方面については車両の更新が進んでおり、バリアフ

リー化が進んできているが、その他の路線についてはあまり進んでいない。 

・平郡航路フェリーについては、バリアフリー化されていない。 

■事業内容 

・柳井駅のバリアフリー化を進めるとともに、柳井港、大畠の両駅についてもバリアフ

リー化の要望を行う。 

・鉄道、バス等の車両老朽化による更新の際、バリアフリー対応の車両とするよう交通

事業者に働きかける。 

・平郡航路フェリーは、段差のある箇所に斜路等を設ける。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度から順次実施 

 

車両 １１５系 

 

２２７系 

 

柳井駅 

ホーム高さ 1100mm 

（こう上済） 

  

柳井港駅 

大畠駅 

ホーム高さ 920mm 

（こう上未済） 
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事業２－２ 交通系ＩＣカード導入の検討 

■事業の背景 

・ＪＲの東海道本線、山陽本線、鹿児島本線において交通系ＩＣカードが利用できない

のは南岩国～下関間のみである。若年層を中心に、交通系ＩＣカードが利用できない

ことへの不満が多い（アンケート調査結果）。 

・広島方面からの観光客等が下車して駅の改札口でＩＣカードが使えないことに気づ

き、困惑する利用客が多い。 

 ※交通系ＩＣカードで乗車し、誤って交

通系ＩＣカードエリア外で降りる場合、

降車駅の改札口係員又は車掌に申し出る

こととなる。乗車駅からの運賃または定

期券区間外の運賃を現金で支払うことと

なる。また、入場情報の消去処理をして

いないカードはそのままでは次回利用で

きない。次回の利用前に、改札口係員に

ＩＣカードと、降車駅または車内で渡す

証明書を提示することとなる。（ＪＲ西日本ＨＰより） 

 

交通系ＩＣカード「ＩＣＯＣＡ」利用可能エリア（ＪＲ西日本ＨＰより） 

・路線バスにおいても、交通系ＩＣカードが利用できない。 

■事業内容 

・県や他市町と協力し、ＪＲや路線バスにおける交通系ＩＣカード導入を働きかける。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度から検討 
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事業２－３ 列車やバス等の走行位置情報の活用 

■事業の背景 

・ＪＲ西日本は、平成３０年３月１７日から、山口県内の山陽本線で列車走行位置情報

の提供を開始した。列車の位置と遅延時間の情報の取得が可能となっている。 

・平成３０年度、国・県・市町の補助を受け、防長交通㈱がバスロケーションシステムを

導入し、令和元年５月２４日から運用開始している。 

・バスの到着時間、走行ルート、バスの位置、バス停の検索、バスの時刻表の検索、バリ

アフリー情報の取得が可能となっている。 

・市内各バス停において、バスロケーションシステムにアクセスできるＱＲコードが印

刷されたステッカーが貼付されている。 

・周東病院バス停そばに案内ディスプレイが設置され、あと何分でバスが到着するか分

かるようになっている。 

・鉄道・バス利用者へのシステムの周知は進

んでいるが、鉄道・バスを利用していない

市民への周知はされていない。 

  

バスロケーションシステム→ 

（防長交通㈱ＨＰより） 

 

↓列車走行位置情報 

（ＪＲ西日本ＨＰより） 

 

■事業内容 

・ＪＲ西日本列車走行位置情報の利用について、市民への周知、ＰＲを行う。 

・バスロケーションシステムの利用について、市民への周知、ＰＲを行う。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度から実施 
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事業２－４ 主要なのりばにおける案内サインの整備 

■事業の背景 

・柳井駅から主要バス停までの時刻表、運賃図はあるが、わかりにくい位置にある。 

  

 

・大畠駅から主要バス停までの時刻表、運賃図はあるが、待合所をまたいで時刻表があ

るなど、わかりにくい配置となっている。 

  

■事業内容 

・交通結節点における乗り場等について、分かりやすい路線図、時刻表の掲示など、利

用しやすい施設のあり方を検討する。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度～ 
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事業２－５ ターゲットを絞ったマップや時刻表等の情報提供媒体の整備 

■事業の背景 

・交通事業者それぞれがマップや時刻表を作成しており、連携されていないため、乗継

の情報を取得する際に、それぞれのマップ、時刻表を見なければならない。 

・バス路線がどこを走っており、どのような経路になっているのか、また、停留所がど

こにあるかがわかりにくい。 

 

■事業内容 

・柳井市内の公共交通及び周辺地域へのアクセスが一目でわかるマップを作成する。 

・乗継が円滑にできるような時刻表を作成する。 

■事業主体 交通事業者、柳井市 

■実施時期 令和２年度～ 
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事業２－６ ＧＴＦＳデータの整備 

■事業の背景 

・バス情報を標準フォーマットで整備し、Google マップの検索に表示させることが主流

になりつつあるが、対応できていない。 

■事業内容 

・標準的なバス情報フォーマットによる情報整備を進める。 

※バスに関する情報には、経路検索に必要な時刻表や運行経路等の「静的情報」と、遅

延情報や位置情報などリアルタイムで変動する「動的情報」がある。 

  「標準的なバス情報フォーマット」は、静的情報の「GTFS-JP」と動的情報の「GTFSリ

アルタイム」の２種類のフォーマットを包含している。 

  静的・動的どちらのフォーマットも国際的に広く利用されている「GTFS」（General 

Transit Feed Specification）を基本としているため、整備した情報が迅速に世界中

の経路検索サービスに反映されるという特徴がある。（国土交通省ＨＰより） 

■事業主体 交通事業者 

■実施時期 令和２年度～ 
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目標３ 公共交通を守り育てる意識の醸成 

事業３－１ 公共交通の乗り方教室の開催 

■事業の背景 

・親世代が自家用車に依存した生活をしているため、子世代の公共交通を利用する機会

が減少している。 

・小学校で公共交通の乗り方教室が実施されている。 

 例：柳井小学校２年生の社会見学では、柳井駅から大畠駅まで１人ずつ切符を買い、

ＪＲを利用している。 

■事業内容 

・小学生、中学生を対象に、公共交通の乗り方教室を実施する。 

■事業主体 柳井市、交通事業者 

■実施時期 令和２年度～ 

 

事業３－２ モビリティ・マネジメントの実施 

■事業の背景 

・自家用車の移動が便利な環境にあり、自家用車での移動が習慣化された方を公共交通

利用へ転換させることは難しいと考えられる。 

・一般の方より公共交通への利用転換が見込める、高齢者・高校生・自家用車での通勤

者や、自家用車での移動が習慣化される前の転入者にターゲットを絞り、効果的で効

率的に利用転換を促す必要がある。 

※モビリティ・マネジメント：渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮して、

自家用車の利用に頼る状態から公共交通などを「かしこく」使う方向へと自発的に転

換することを促す、コミュニケーションを中心とした交通施策。 

■事業内容 

・柳井市への転入者を対象に、柳井市の公共交通の情報を提供する。 

・高等学校入学予定者を対象に、自宅から各高等学校へのアクセス情報について提供し、

公共交通機関で通学できることをＰＲする。 

・市内各事業所へ、柳井市の公共交通の情報を提供するとともに、各事業所においてノ

ーマイカーデーなどに取り組む。 

■事業主体 柳井市、交通事業者、事業者、市民 

■実施時期 令和２年度～ 
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目標４ 幅広い連携による移動手段の維持・確保 

事業４－１ 免許返納に合わせた公共交通利用促進策 

■事業の背景 

・運転免許の自主返納者には、警察署から「運転経歴証明書」が交付され、タクシー事業

者に提示すると、タクシー料金が１割引となる支援が行われている。 

・その他、「運転経歴証明書」の提示により、割引の受けられる事業所がある。 

・車を持っていない 75歳以上の１人暮らし、夫婦世帯で非課税所得者には、タクシー初

乗り運賃相当額を年間 24回分以内で助成している。 

 

山口県警察ＨＰより 

■事業内容 

・免許返納の際、公共交通に関する情報を提供する。 

・乗合タクシー等の代替交通を導入する際、免許返納者に対する支援を検討する。 

・割引を受けられる事業所の増加を図り、免許返納者の負担を軽減することにより、公

共交通の利用促進を図る。 

■事業主体 柳井市、交通事業者、事業者、警察 

■実施時期 令和２年度～ 
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事業４－２ 公共交通に携わる運行主体間の連携強化（乗継ダイヤ調整など） 

■事業の背景 

・ＪＲとバスとの接続の確保が図られているが、一部円滑な接続ができていないものが

ある。 

 
 

■事業内容 

・交通事業者の協力、連携により、接続の改善を図る。 

■事業主体 交通事業者 

■実施時期 令和２年度～ 

 

  

防長バスとＪＲとの乗継（阿月⇒柳井駅方面）

池の浦 宇積 柳井駅 岩国方面へ 待ち時間 徳山方面へ 待ち時間
6:58 7:14 7:39 7:59 20分 7:53 14分

8:35 9:00 9:16 16分 9:20 20分
9:55 10:20 10:45 25分 10:29 9分
11:50 12:15 12:42 27分 12:17 2分※
15:10 15:35 16:00 25分 15:48 13分

17:22 17:38 18:03 18:10 7分 18:27 24分
※跨線橋を使っての乗換は困難

ＪＲと防長バスとの乗継（柳井駅⇒阿月方面）

徳山方面から 待ち時間 岩国方面から 待ち時間 柳井駅 宇積 池の浦
7:58 7分 7:52 13分 8:05 8:30
9:15 10分 9:20 5分 9:25 9:50
11:14 6分 11:17 3分 11:20 11:45
14:37 3分 14:12 28分 14:40 15:05
16:35 2分 16:11 26分 16:37 17:02 17:18

2019年3月16日改正ＪＲ時刻表、2019年10月1日防長交通時刻表から作成

防長バス ＪＲ柳井駅発

ＪＲ柳井駅着 防長バス
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事業４－３ スクールバスの活用の検討 

■事業の背景 

・スクールバスは、日積、柳井南、大畠の各小学校区及び柳井中学校区で運行されてい

るが、大半は路線バスの路線と重複している。 

 

■事業内容 

・児童・生徒の通学や学校行事等に支障がないよう配慮しつつ、代替交通へ転換する地

区を対象に、スクールバスの活用可能性を検討する。 

■事業主体 柳井市、地域住民 

■実施時期 令和２年度～ 
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事業４－４ 国や県と連携した担い手確保（イベント開催、支援策導入等） 

■事業の背景 

・路線バスやタクシーをはじめとして、運転士不足に加え、運転士が高齢化している。 

・市民の移動手段確保・維持のため、将来の公共交通の担い手を確保していくことは喫

緊の課題である。 

・柳井広域での合同就職面接会の際、交通事業者が参加し、担い手確保の取組を行って

いる。 

  
 

■事業内容 

・国や県と連携し、就職面接会等の公共交通の担い手確保のイベントを開催もしくは支

援する。 

■事業主体 柳井市、交通事業者 

■実施時期 令和２年度～ 
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事業４－５ 公共交通を活用した観光ルートの構築 

■事業の背景 

・柳井市観光協会等が年に数回程度ウォーキングを開催している。 

※車を使ってウォーキングをすると、終了後駐車場まで戻らなければならない。一方、

公共交通を利用してウォーキングをすると、終了後出発地に戻らなくてもいいという

利点がある。 

 

7:53 

 

7:59 

 

8:00 

 

8:40～9:30 

 

10:15～10:45 

 

11:09 

 

11:15 

 

11:15～11:45 

 

11:51 

 

12:00 

 

12:10～13:30 

 

 

13:40 

柳井駅 

↓ＪＲ（200円） 

田布施駅（徳山方面からは 7:53） 

↓ 

田布施駅（集合） 

↓徒歩（約 2,500ｍ） 

国森古墳・後井古墳・石走山古墳 

↓徒歩（約 2,500ｍ） 

田布施町郷土館（出土品等見学） 

↓徒歩（約 400ｍ） 

田布施駅 

↓ＪＲ（200円） 

柳井駅 

↓徒歩（約 400ｍ） 

白壁の町並み 

↓徒歩（約 400ｍ） 

柳井駅前バス停 

↓防長バス（170円） 

大屋東バス停 

↓徒歩（約 300ｍ） 

柳井茶臼山古墳（昼食） 

茶臼山古墳資料館 

↓徒歩（約 300ｍ） 

大屋東バス停 

  

14:02 

 

14:10～14:35 

 

 

14:47 

 

14:56 

 

15:00～15:15 

 

15:25～15:40 

 

15:49 

 

15:54 

 

16:00～16:35 

 

16:47 

 

17:25 

↓防長バス（390円） 

平生バス停 

↓徒歩（約 400ｍ） 

平生町郷土民俗資料館

（出土品見学） 

↓徒歩（約 400ｍ） 

平生バス停 

↓防長バス（320円） 

田名バス停 

↓徒歩（約 300ｍ） 

神花山古墳 

↓徒歩（約 500ｍ） 

阿多田交流館 

↓徒歩（約 250ｍ） 

田名バス停 

↓防長バス（270円） 

宮の下バス停 

↓徒歩（約 300ｍ） 

白鳥古墳・白鳥神社 

↓徒歩（約 200ｍ） 

宮の下バス停 

↓防長バス（710円） 

柳井駅前バス停（解散） 

    

 ※公共交通を活用したウォーキングの例 

■事業内容 

・公共交通を活用した観光コースを設定する。 

・公共交通を利用したウォーキングを開催する。 

■事業主体 柳井市、交通事業者、民間団体 

■実施時期 令和２年度～ 

 

 


