
 資料１ 

各種調査の概要と進捗状況 

 

１ 調査の全体像 

利用目的及び段階別で分析できるように、各種調査の全体像を以下のように整理する。 

 

※別途、免許返納者及び 65歳以上の免許更新者を対象としてアンケート調査を実施 

  

項目 通学利用 通勤利用 買物・通院利用（娯楽や習い事なども含む） 観光利用

実態

ニーズ・課題

顕
在

潜
在

今後の方向性

路線バス利用者アンケート 調査（ 乗降調査）

市民アンケート
（ 本土部・ 離島部）

事業者
及び
関係者
ヒアリ ン

グ調査

日積地区
アンケート

民生委員
アンケート

住民
意見交換会

高校生
アン

ケート

事業者及び関係者ヒアリ ング調査
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２ 柳井市地域公共交通網形成計画の策定にあたって行う調査の内容 

① 市民アンケート（本土部・離島部） 

柳井市の各地域はそれぞれ異なる特性をもっていることから、サンプル抽出形式でア

ンケート調査を行い、地域内の住民の移動実態、移動サービスに対する満足度や改善ニ

ーズ等を把握し、公共交通の課題抽出や個別路線の見直し検討に活用する。 

 

項目 分類 内容 

対象者 
本土部 

柳井市内の本土部約 15,447 世帯のうち、1,000 世帯 

※対象世帯の 15歳以上を対象※中学生は除く 

離島部 平郡島内の全 216世帯 

実施方法 
本土部 郵送配布、郵送回収（調査票に返信用封筒を同封） 

世帯票と個人票で分けて調査 離島部 

主な 

調査内容 

本土部 
公共交通の利用状況（頻度、行き先、目的） 

日常における移動の行先、目的、手段 

公共交通の満足度や改善点 

                  など 
離島部 

回収率 
本土部 配布 1,000 部、回収 457部 

離島部 配布 216 部、回収 135 部 

 

② 民生委員アンケート 

民生委員の活動において、地域の方々から得られた公共交通の利用や日常生活におけ

るニーズの把握（特に高齢者の方々の意見）を行うことを目的にアンケート調査を実施

する。 

別途行う住民アンケート調査では把握しきれない、高齢者等の移動実態や細かな問題

点等を、地域の状況をよく知る民生委員に調査することで、住民アンケートでの高齢者

からの回答を補足し、より詳細な分析と方策の検討を行う。 

 

項目 内容 

対象者 柳井市の民生委員 107 名 

実施方法 民生委員の会合にて配布、郵送回収 

主な調査内容 

担当地区での移動制約者の数 

移動制約者の公共交通の利用状況 

担当地区での「移動」についての相談内容 

※自由記述を中心とした内容とし、地域の意向を深く把握できるよう配慮                   

など 

回収率 配布 107 部、回収 87部 

  



3 

 

③ 高校生アンケート 

登下校時の公共交通の利用実態、公共交通サービスに対する意見等を把握し、運行計

画に関する課題抽出や路線の見直し検討に活用する。 

 

項目 内容 

対象者 

柳井市内の高校の２年生対象（柳井高校、柳井商工高校、柳井学園高校） 

柳井市周辺の高校の柳井市から通学する２年生を対象 

（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） 

実施方法 学校側で直接配布、直接回収 

主な調査内容 

登下校時の移動手段（通常時・雨天時） 

通学以外での公共交通の利用状況 

公共交通を利用する際の不満点 

                  など 

回収率 回収 430 部 

 

 

④ 日積地区アンケート ※調査実施中 10月までに調査票を回収し、それ以降とりまとめ 

日積地区で運行する公共交通（特に「ひづみふれあい号」）の利用状況や満足度、ニー

ズを把握し、運行計画に関する課題抽出や路線の見直し検討に活用する。 

 

項目 内容 

対象者 日積地区の全 747世帯 

実施方法 
民生委員・福祉員により直接配布、直接回収 

※社会福祉協議会と協働で実施 

主な調査内容 

日常における移動の行先、目的、手段 

ひづみふれあい号の利用状況（利用していない場合、その理由） 

ひづみふれあい号の満足度や改善点 

など 

回収率 実施中 ※次回公共交通会議以降に報告 
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⑤ 路線バス利用者アンケート（乗降調査） 

市内を運行する路線バスの利用実態を把握し、運行計画に関する課題抽出や路線の見

直し検討に活用する。 

項目 内容 

対象者 

柳井市を運行する系統の利用者 

※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 

実施方法 市職員が路線バスに乗り込み、直接配布・直接回収 

主な調査内容 

乗降バス停 

乗車バス停までの移動手段、降車バス停からの移動手段 

移動目的 

運転免許保有状況 

                  など 

 

⑥ 事業者ヒアリング ※10月中に実施 

統計データ等のみでは知り得ない、事業者として感じている運行に関する課題や今後

の事業の意向、事業者からの事業提案などを伺うことで、事業内容の検討に活用する。

交通事業者とのヒアリングは必要に応じて同行する。 

 

ヒアリング先 目的 ヒアリング項目案 

鉄道 西日本旅客鉄道（株） 
鉄道との連携に向
けた方策の検討 

地域との連携に向けた課題 

交通の維持に関する問題意識 

バス 防長交通（株） 
路線バス・コミュニ
ティバスとの役割
分担や運行の担い
手不足に関する現
状と課題の把握 

現状のバスネットワークの課題 

現状の運行に関する課題 

運行の担い手不足に係る状況 

今後の方向性や事業者の意向 

乗合 
タクシー 

日積地区 
社会福祉協議会 

柳井三和交通（株） 

タクシー 

柳井三和交通（株） 他の公共交通との
役割分担の方向性
検討のための現状
と課題の把握 

タクシー運行に係る現状と課題 

運行の担い手不足に係る状況 

公共交通との役割分担に係る業界の意向 柳井第一交通（株） 

航路 平郡航路(有) 

島しょ部住民の移
動手段確保に向け
た現状と課題の把
握 

現状の運航に関する課題 

運航の担い手不足に係る状況 

今後の方向性や事業者の意向 
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⑦ 関係者ヒアリング ※11月下旬までに実施 

個々の部局の施策の方向性や短期的に連携すべき事業が無いかなどの観点で施策の

取組状況などを伺うことで、事業内容の検討に活用する。 

ヒアリング先 目的 ヒアリング項目 

都市計画・建築課 
将来都市構造や拠点形成のイメ
ージ把握 

立地適正化計画や都市計画マスタープラン

関係 

乗継拠点形成に向けた施策の確認 

高齢者支援課 高齢者の移動手段の確保 

移動手段確保関係で寄せられるニーズ 

高齢者福祉において移動手段確保に活用で

きそうな施策メニュー 

社会福祉課 障がい者の移動手段の確保 

移動手段確保関係で寄せられるニーズ 

障がい者福祉において移動手段確保に活用

できそうな施策メニュー 

教育総務課 
通学における公共交通利用の実
態や短期的な統廃合の有無の把
握、スクール便の運行 

通学における公共交通利用の実態 

短期的な統廃合の有無 

スクール便の運行可能性 

土木課 
道路維持等における連携可能性
の把握 

正着性向上に向けた縁石整備の可能性 

地域づくり推進課 
市民活動での公共交通に関する
議論の把握 

公共交通に関する議論の有無 

コミュニティ活動における留意事項（意見

交換会を実施する場合） 

危機管理室 災害発生時のニーズ等の把握 

災害時の情報収集等におけるニーズ 

復旧・復興時に公共交通に期待する役割と

サービス水準 

 

３ 住民意見交換会の実施 ※11月中に実施 

統計データ等のみでは知り得ない、地域の現状・課題、地区にとって望ましい公共交

通のあり方を住民から伺うことで、事業内容の検討に活用する。 

項目 内容 

対象者 市内全地区 

意見交換での議題 

本市の公共交通の現状・課題（説明） 

各地区の住民の目的地、公共交通を利用して行きたい場所（意見交換） 

地区にとって望ましい公共交通のあり方 

実施時期 2019 年 11月 6～29 日 

想定参加者 
地区内の自治会長や公共交通を利用する機会の多い住民等、各地区 30名程度を想

定（参加者に応じて時間帯や場所を設定） 

 


