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■「柳井市地域公共交通網形成計画」の策定について 

 

●「地域公共交通網形成計画」とは 

・地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにする「マスタープラン」 

・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に基づき策定。 

 

●「地域公共交通網形成計画」に記載する事項 

【記載する事項】法第５条第２項 

①持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関す

る基本的な方針 

②計画の区域⇒柳井市全域 

③計画の目標 

公共交通の利用者満足度、利用者数等に関する目標値その他定量的な目標値を作成し、

当該目標値と実績値を比較して計画の達成状況の評価を行うこととなる。 

④③の目標を達成するために行う事業・実施主体 

（※本事項において、地域公共交通特定事業に関する事項も記載可能（法第５条第４項）） 

⑤計画の達成状況の評価に関する事項 

⑥計画期間⇒令和２年度～令和６年度（５年間）※原則５年間 

⑦その他計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

【記載に努める事項】法第５条第３項 

・都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な

地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項 

 

●策定上の留意点 

・個別の地区や事業ではなく、ネットワーク全体を対象とすること 

・市町村の区域にこだわらない「広域性」の確保 

・地域公共交通を担う複数の交通モードの連携・分担等の検討 

・まちづくりをはじめ、観光振興、福祉、教育、環境等の他分野との連携 

・都市計画分野との関係性（立地適正化計画との関係） 

・具体的かつ明確な目標の設定 

・目標を着実に達成するためのモニタリング・評価のスケジュールの明確化 
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●策定スケジュール（案） 

 
 

（参考）フィーダー計画

上旬

中旬 補助金交付申請

下旬

上旬

中旬

下旬 補助金交付決定(5/21) 計画手続開始

上旬 地域公共交通会議開催(6/6) 計画承認(6/6)

中旬 　※アンケート内容協議、進め方協議 プロポーザル公告

下旬 高校生アンケート配布 計画提出期限(6/28)

上旬 バス利用状況調査

中旬 高校生アンケート回収

下旬
一般アンケート発送
民生委員アンケート配布

委託業者決定

上旬

中旬
一般アンケート回収
民生委員アンケート回収

　　　　　アンケート集計

下旬 関係者の意向の把握

上旬

中旬 　　　　　地域公共交通会議の実施

下旬 　　　　　※方針の協議

上旬

中旬 　　　　　意見交換会の実施 補助金交付申請開始

下旬 　　　　　（市内１０地区で順次実施）

上旬 　　　　　※方針に基づき、意見聴取

中旬 素案の作成 事業評価開始

下旬 補助金交付申請締切

上旬 　　　　　地域公共交通会議開催

中旬 　　　　　（１１月下旬～１２月下旬）

下旬 　　　　　※計画素案の提示

上旬 パブコメ（1/10～2/12）

中旬 　　　　　総括的な意見交換会の実施 事業評価提出

下旬 　　　　　（市内３か所で実施）

上旬

中旬 意見交換会・パブコメを

下旬 踏まえた案の修正

上旬

中旬 　　　　　地域公共交通会議の実施

下旬 　　　　　※パブコメ後の案提示

地域公共交通網形成計画

2019年

2020年

時期

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月
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●「柳井市地域公共交通網形成計画」構成（案） 

第１章 はじめに 

１．計画策定の目的 

２．計画の位置付け 

３．計画の区域 

４．計画の対象期間 

 

第２章 柳井市におけるまちづくりの方向

性 

１．上位計画におけるまちづくりの方向性 

２．関連計画の状況 

 

第３章 柳井市の現状 

１．位置・地勢 

（１）位置 

（２）地勢 

２．人口 

（１）人口の推移と予測 

（２）地区別人口の推移 

３．移動の目的となる主な施設等の立地状況 

４．土地利用や中心市街地の状況 

５．柳井市と周辺における移動の状況 

６．自動車を取り巻く環境 

 

第４章 公共交通の現状と市民の意向等 

１．公共交通の現状 

（１）柳井市の交通体系 

（２）鉄道 

（３）高速バス 

（４）路線バス 

（５）乗合タクシー 

（６）タクシー 

（７）航路 

（８）その他の交通 

（９）公共交通の利用不便地区の現状 

２．移動手段確保に係る財政支出の状況 

３．公共交通に対する市民の意向等 

第５章 柳井市における公共交通の役割

と課題 

１．柳井市における公共交通の役割 

２．公共交通の課題 

 

第６章 地域公共交通網形成にあたって

の基本方針 

１．計画の将来像 

２．計画の目標 

 

第７章 目標を達成するための施策 

１．施策の体系 

２．施策の内容 

 

第８章 計画の達成状況の評価 

１．目標の評価指標 

２．目標の進行管理 
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●市民アンケート調査実施（案） 

 

アンケートの種類 アンケートの内容 

市民アンケート 対象：柳井市に居住する１５歳以上（中学生を除く）の世帯 

配布数：1,000世帯（世帯票と個人票を封入） 

配布方法：郵送配布 

回収方法：郵送回収 

内容：①居住地、年齢 

   ②世帯構成 

   ③運転免許の有無 

   ④移動目的、移動方法、移動頻度、移動時刻 

   ⑤公共交通についての不満点の把握 

民生委員児童委員

アンケート 

対象：民生委員児童委員 

配布数：107 

配布方法：地区民協で配布 

回収方法：郵送回収 

内容：①担当地区の世帯の構成 

   ②移動に困っている高齢者等の状況 

   ③移動に関する助け合いの有無 

   ④公共交通に関する課題 

高校生アンケート 対象：市内高等学校２学年在学生 

   柳井市周辺高等学校は、柳井市から通学する２学年在学生 

配布数：市内３校約 383 

（柳井高校約 140、柳井商工高校約 120、柳井学園高校約 123） 

   柳井市周辺対象校：周防大島高校、大島商船高等専門学校、

熊毛南高校、田布施農工高校 

配布方法：各高校へ直接お願いする。 

回収方法：各高校へ直接お願いする。 

内容：①居住地 

②部活動の所属有無 

③通学方法（晴天時、雨天時、部活等のある日） 

   ④定期券・回数券の利用有無 

⑤公共交通についての不満点の把握 

⑥通学以外の公共交通利用の状況 
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路線バス利用者ア

ンケート 

柳井市内を通るバス路線のうち、以下の２２系統について、市職

員がバスに乗って利用者にその場でアンケートをとる。 

平日１日のみを予定。 

●伊保庄・阿月方面 

①柳井駅前～阿月～池の浦 

②柳井駅前～阿月～宇積 

●大畠・日積方面 

③柳井駅前～大畠駅～周防八幡の一部（柳井駅前～大畠駅間） 

④柳井駅前～大畠駅～宮ヶ峠～大原 

⑤大畠駅～宮ヶ峠～大原 

⑥大畠駅～神代浜～大里 

⑦大里～割石～柳井駅前 

●伊陸方面 

⑧柳井駅前～宮ヶ原～久可地 

⑨柳井駅前～宮ヶ原 

⑩周東病院～柳井駅前～宮ヶ原 

⑪柳井駅前～大の口～宮ヶ原～柳井駅前～周東病院前 

⑫柳井駅前～大の口～宮ヶ原～柳井駅前 

⑬柳井駅前～宮ヶ原～大の口～柳井駅前 

●田尻方面 

⑭柳井駅前～田尻 

⑮周東病院～柳井駅前～田尻 

●新庄・余田・田布施方面 

⑯柳井駅前～本町～田布施駅前 

⑰柳井駅前～祇園～田布施駅前 

⑱田布施駅前～祇園～柳井駅前～周東病院前 

●大屋方面 

⑲柳井駅前～大屋東 

⑳イオンタウン平生～桜町～平生～周東病院～柳井駅前～大屋

東の一部（周東病院～柳井駅前～大屋東間） 

○21大屋東～柳井駅前～平生～桜町～西浜の一部（大屋東～柳井駅

前～周東病院前間） 

○22西浜～桜町～平生～周東病院～柳井駅前～大屋東の一部（周東

病院～柳井駅前～大屋東間） 

 

※対象外の路線 

・柳井駅前～平生・上関・徳山方面 

・大畠駅～周防大島方面 
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●公共交通の課題（全体的なもの） 

①高齢化の進展や

人口減少の更な

る進展 

・全域にわたり高齢化、人口減少、集落の小規模化が進む。 

・市街地周辺部で開発された住宅団地で高齢化が急激に進む。 

・公共交通を利用する主な対象者である高齢者人口が減少し、公

共交通の利用者も減少が見込まれる。 

・高齢者の運転免許取得人口が増加し、高齢者ドライバーによる

事故増加が懸念される。 

・柳井駅のバリアフリー化は進捗しつつあるが、ホームと鉄道車

両との段差は、鉄道車両の更新次第となる。柳井港駅、大畠駅

では、四国や周防大島の玄関口にもかかわらずバリアフリー化

がされておらず、高齢者等の移動に支障が出ている。 

②公共交通利用者

の減少と収益悪

化による存続困

難な路線の発生 

・市内のすべてのバス路線や離島航路で大きな欠損額を出して

おり、財政負担が非常に大きい。 

・市民の公共交通離れが進んでいる。 

・運転手不足が深刻で、サービスのさらなる悪化が見込まれる。 

③移動ニーズに合

致せず、不便で非

効率な路線体系 

・公共交通に対する市民の満足度は、他の施策と比べて非常に低

い。一方、重要度は他の施策と比べて高いとは言えない状況で

ある。 

・公共施設や医療機関、大規模商業施設等、主な移動目的地の大

半は、バス停が近くにないし、近くにあっても運行本数が少な

い（柳井市役所前バス停等）。 

・バス路線が人口の多い所を走っていないケースがある（柳井駅

前～柳井港間、新庄・余田地区等）。 

・バスの便によって、直通のものと乗換の必要なものがあり、所

要時間、運賃も異なる。 

 （例：周東病院へ行く際の柳井駅乗換有無による） 

④市民生活におけ

る自家用車の過

度な依存と、新た

な利用者の掘り

起こしの必要性 

・自家用車の過度な依存により、人口や都市機能が郊外に拡散

し、公共交通の利用困難な地域が増加している。 

・住民のバス利用者の割合が、全国、山口県と比べ極端に低く、

公共交通をほとんど利用していない。 

・公共交通に関する情報提供が不十分である。 

・交差点部で同じ名称のバス停が複数に分かれていて分かりに

くい場所がある（西沖割等） 

⑤移動困難地域の

解消 

・柳井駅北側では、自家用車を持っていない世帯が多い一方、大

型店等の撤退により、食料品店がほとんどなく、買い物が容易

にできない。 

・柳井地区、新庄地区、余田地区、伊陸地区、伊保庄地区、阿月

地区、大畠地区において、移動困難な地域が広範囲に存在する。 
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●公共交通の課題と改善方法例（地区別） 

地区名 課題 改善方法（例） 

①柳井地区 ・主要公共機関や大型店に近いバス停が

ない。あっても便数が極めて少ない。 

・柳井駅が乗換拠点となっているが、乗

継がスムーズでない。 

・人口密集地であるのにもかかわらず、

公共交通の空白地域が広く存在する。 

・日積地区や伊陸地区で予約制乗合タク

シーの運行が始まると、便数の著しい

減少が発生する。 

・利用者の少ない路線バス

の廃止を含めた大幅な見

直しと、代替交通手段の

確保 

・主要公共施設や大型店、

病院を循環する公共交通

機関の検討 

②日積地区 ・地区内を通るバスはすべてみなし４条

路線（旧廃止代替路線）で、各路線の

便数は 1～2.5 便と少なく、１便あた

りの利用者数も、小型タクシーで対応

できるほど少ない。 

・平成 25年 10月に予約制乗合タクシー

の運行が開始されたが、大畠駅へ行く

便の利用が極めて少ない。 

・高校生については、親の車での送迎が

非常に多い。 

・スクールバスの路線と路線バスの路線

が重複している。 

・路線バスの廃止を含めた

大幅な見直しと、代替交

通手段の確保 

・予約制乗合タクシーの増

便 

・大畠地区の予約制乗合タ

クシー導入時に、既存の

大畠駅便の一本化の検討 

・スクールバス活用の検討 

③伊陸地区 ・地区内を通るバスはすべてみなし４条

路線（旧廃止代替路線）で、１日あた

り２～３便の区間が存在する。 

・１便あたりのバス利用者数は、小型タ

クシーで対応できるほど少ない。 

・長野自治会から通う小学生が伊陸小学

校へ行くバスが早い（7：08着） 

・松山、丸山自治会の小学生が伊陸小学

校へ行く交通手段がない。 

・公共交通の空白地域が広範囲に存在し

ている。 

・高校生については、親の車での送迎が

非常に多い。 

・スクールバスの路線と路線バスの路線

が重複している。 

・路線バスの廃止を含めた

大幅な見直しと、代替交

通手段の確保 

・予約制乗合タクシーの新

設 

・スクールバス活用の検討 
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地区名 課題 改善方法（例） 

④新庄地区 ・地区内を通るバスはすべてみなし４条

路線（旧廃止代替路線）で、平日のみ

１日あたり４便の運行となっている。 

・１便あたりのバス利用者数は、小型タ

クシーで対応できるほど少ない。 

・公共交通の空白地域が、鉄道南北に広

範囲に存在している。 

・ウェルネスパークやフラワーランドへ

のバス路線がない。 

・高校生が通学する時間帯にバスが運行

されていない。 

・利用者の少ない路線バス

の廃止を含めた大幅な見

直しと、代替交通手段の

確保 

・主要公共施設や大型店、

病院を循環する公共交通

機関の検討 

・予約制乗合タクシーの導

入の検討 

⑤余田地区 ・地区内を通るバスはすべてみなし４条

路線（旧廃止代替路線）で、平日のみ

１日あたり４便の運行となっている。 

・１便あたりのバス利用者数は、小型タ

クシーで対応できるほど少ない。 

・公共交通の空白地域が、鉄道南北に広

範囲に存在している。 

・高校生が通学する時間帯にバスが運行

されておらず、自転車か親の送迎とな

っている。 

・利用者の少ない路線バス

の廃止を含めた大幅な見

直しと、代替交通手段の

確保 

・予約制乗合タクシーの導

入の検討 

⑥伊保庄地区 ・地区内を通るバスは、平日 5.5回、土

日祝日は３回と少ない。 

・西側の谷筋集落は公共交通の空白地域

となっている。 

・スクールバスの路線と路線バスの路線

が重複している。 

・谷筋集落とバス路線を結

ぶ予約制乗合タクシーの

導入の検討 

⑦阿月地区 ・宇積以北を通るバスは、平日 5.5回、

土日祝日は３回と少ない。 

・宇積以南のバスは、平日 1.5回、土日

祝日１回と極めて少ない。 

・国立病院機構柳井医療センターから上

関へ行く病院運営無料送迎ワゴン車

の路線と路線バスの路線が重複して

おり、競合している。 

・スクールバスの路線と路線バスの路線

が重複している。 

・利用者の少ない区間にお

いて、路線バスの廃止を

含めた大幅な見直しと、

代替交通手段の確保 

・予約制乗合タクシーの導

入の検討 
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地区名 課題 改善方法（例） 

⑧平郡地区 ・柳井港へ向かう航路は１日２便。 

・中学生、高校生が航路を使って通学す

る場合、部活ができない。 

・柳井港で柳井方面のＪＲ接続時間が５

～９分と極めて短く、間に合わないケ

ースが出る。間に合わなければ、次の

ＪＲの朝の便は１時間後。 

・ＪＲ、バスの便にあわせ

たダイヤの見直し 

⑨大畠地区 ・柳井～大畠駅の便数は５～６回程度あ

るが、大畠駅から日積方面のバスは１

～２回と極めて少ない。 

・交通空白地域が広く存在する（宮岬、

大久保等）。 

・バス停まで坂道が続く集落が存在する

（上原、大久保等）。 

・スクールバスの路線と路線バスの路線

が重複している。 

・利用の少ない区間におい

て、路線バスの廃止を含

めた大幅な見直しと、代

替交通手段の確保 

・予約制乗合タクシーの新

設 

・スクールバス活用の検討 

 

 

 

 


