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■令和元年度第２回柳井市地域公共交通会議 議事録（要旨） 

 

日 時：令和元年１０月２５日（金）９：３０～１１：３０ 

場 所：柳井市役所３階大会議室 

出席者：井原健太郎、兼石隆規、河村敬一郎、笹木徹信、河村陽子、大井清教、川上史子、 

古濵巧美、市川良子、境幸伸、和田正裕、福島操、中西英次、岡本幸子、遠北俊貴、上野博幸、

河上伸一、東宏治、重村仁志、関岡真琴、榊原弘之、徳永良和、切戸泰、末冨芳伸、日浦隆雄

（以上２５名）、堀脇信也（オブザーバー） 

欠席者：坂本和雄 

事務局：出相貴裕（経済部次長）、樽田哲郎（商工観光課長）、藤村英明（商工観光課長補佐）、 

岸田稔明（商工観光課主査） 

宮本裕（都市計画・建築課長）、原田賢治（都市計画・建築課主任） 

コンサル：西村智明（株式会社バイタルリード総合計画部次長） 

遠藤寛之（株式会社バイタルリード総合計画部計画課係長） 

原口太輔（株式会社バイタルリード総合計画部計画課） 

 

●開会 

 

●市長あいさつ 

井原市長：今日は、アンケートのご報告、またそこから見えてくるいろいろな課題、問題点を整理した

もの、また更に、地域公共交通の網計画の骨子案を示していろいろなご意見をいただくこと

になる。アンケートの自由意見のところを読むと、駅のエレベーターの設置についての意見

が多かった。柳井駅については、エレベーターの設置を含めてバリアフリーの工事が進行中

で、再来年の３月頃までには完了する。また、ＩＣカード等の使える改札の設置についても

多かった。これからの課題としてＪＲさんにもお願いをさせていただきたいと思う。 

全般的に思うことだが、バラ色の公共交通、バラ色の移動手段が我々に降ってくるわけで

はなく、まずは困っておられる方を含めてそういう方々にいかに移動手段を確保していくか

という視点で、本当にできることを積み重ねていくしかないと思う。今日は、いろいろな課

題の共有をして、一緒に考えていく中で、まずできることは何なのかということをいろいろ

な立場からいただければと思う。 

 

●会長あいさつ 

会  長：地域公共交通網形成計画の基本的な考え方や、アンケート調査の結果などを事務局から説明

していただき、皆さんからご意見をいただきたい。今後計画の素案を作成するための方向性

を定めるというのが本日の一つの会議の目的かと考えている。ご意見等ございましたら、ぜ

ひこの機会にいただきたい。 

 

●出席状況及び委員の紹介 
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事務局より、委員数２６名のうち、出席者２５名、欠席者１名となっており、会議は成立していること

を報告。 

 

●（１）アンケート調査の実施状況について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

Ａ 委 員：アンケートの回収率を大変心配していたが、平郡は思ったより良かったのではないかと思う。

調査の内容を見たが、だいたい私と同じような考え方がほとんどだと思った。アンケートの

回収率はだいたいこんなものかどうか分かれば教えていただきたい。 

事 務 局：本土部については回答率４５．７％で、想定よりはだいぶ集まったのかなというふうに考え

ている。他の自治体の一般的なアンケートと比べると、回収率は高かったのかなというふう

に考えている。 

会  長：本土部の回収率は割と良い方ではないかと思う。平郡島の方も非常に良い回収率だと思う。 

Ｂ 委 員：平郡島外で最も多く利用する買物先への移動手段で一般タクシーの割合が高い。市内全体の

移動手段についても、一般タクシーの利用が高いという印象である。柳井港からの移動に一

般タクシーが多いということについて、事務局として今の段階でどんな見解を持っているか。 

事 務 局：柳井港からすぐ近くにタクシー乗り場があって移動しやすいこと、買い物で荷物が重たくな

るということと、柳井港から病院へのアクセスの問題もあると思う。鉄道については国道を

渡って階段がある。フェリーと鉄道の接続が短く、高齢者が歩くには時間の間隔がない。路

線バスについては横断歩道を渡らなくても済むが、終点が柳井駅ということで、そこから乗

り継がないといけないというところもあるのかなと考えている。 

会  長：確かにタクシーが多いと思う。 

Ｃ 委 員：事務局が説明したようなこともあろうとは思うが、やはり平郡の高齢化率が非常に高い。歩

くのが大変ということがあって、タクシーを使われる方が多いのだろうと思う。 

会  長：７０代くらいの方は割とバスを使っていて、もう少し歳を取られると、バス停まで行くのに

なかなか難しいということでタクシーに移行されるといったところは、一般的な傾向として

見受けられるかと思う。あと、アンケートを回答される方は、高齢の方が多くなるので、そ

ういったことも多少影響しているのかもしれない。 

      アンケートは確かに予想の付く範囲もあるが、他の市などと比べたりして感じたのは、買

物と通院先に関して、中心部にかなり柳井市の場合集中しているのだなという印象を持った。

市によっては、第２の中心があって、ある程度完結した生活圏ができたりすることもある。

中心部にどこからもある程度行けるということも大事だろうと感じた。 

      また、高校生の通学は、市内３校いずれも鉄道の利用が多いと思う。出身地が市外の方が

多いというのが影響しているのかもしれないが、鉄道が通学の面で重要な役割を果たしてい

る。柳井市内の生徒が市外の高校に行かれているのもそれなりにあろうかと思うが、鉄道の

役割は通学の面でも大きいのだろうと感じた。 

Ｄ 委 員：島の人は書くことが苦手な方が多いのだが、これだけのアンケートの調査の結果が出たとい

うのは、かなり本気度があると思う。一番困っているのは、このアンケートの中に出てきて

いるのが正直なところだと思う。それと、先ほどタクシーを使うのが多いということについ
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ては、柳井港が階段になるので、柳井駅までタクシーに来て上り列車に乗るというのも何人

かいる。タクシー券が少ないという人も多い。もうちょっと増やしていただくとありがたい

というのも多いが、ある程度配布しているので、その中で出ていると思う。また、以前に「市

民と市長と気楽にトーク」の中でも話題に出したが、医者が紹介状を書いた人については半

額にしてもらえれば助かるのではないかということで、眼科については、特に１～２回で終

わるものではないから、そのことについては援助してもらえればありがたいと思う。１日か

けて柳井に出た時に、１日は柳井にいるような形になるので、柳井港に出てくる人も結構多

いらしいが、アンケートは、正直なところ島の人たちがどれほどのことを書いているのかと

いうことを改めて分かったという次第である。 

会  長：交通の中である程度解決できるものと、もう少し大きなものもあるのかと思うが、今回こう

いう形でご意見をいただいたので、今後計画策定の中でも織り込まれていくと考えている。 

 

●（２）柳井市地域公共交通網形成計画について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

資料２－２「柳井市地域公共交通網形成計画骨子案」を今回ご協議いただいて、了解いた

だいたら、来月１１月６日から２９日までの間にある意見交換会で、この骨子案をお示しし

たいと考えている。 

今後素案を作成する際には、具体的な事業として盛り込んでいくという流れになっていく

と思うが、今回事業例として示したのは、あくまでも想定ということで、確定している事業

ではないので、ご留意いただきたい。 

会  長：資料２－１と資料２－２については、今後の計画の方向性をある意味決めるような、かなり

重要な事項が含まれていると思うので、委員の皆様においては、ご不明な点などがあったら

ご遠慮なくお尋ねいただきたい。先ほど事務局がおっしゃったように、まだ事業例であり、

いろいろ検討されていることだと理解するので、気づきの点等あれば、この場でご意見をい

ただきたい。資料２－２の中でも２ページ、３ページのあたりで挙げられている事項が割と

大きいもので、比較的影響をいろいろな所にあり得るお話かと思うので、より良い案にして

いくためにも、ぜひご意見をいただきたい。 

Ｅ 代 理：確かに資料２－２の検討課題は満遍なく網羅されて、素晴らしい資料だが、１０年前にここ

へ帰ってすぐに、高齢化の問題で公共交通のアンケートを取って、既に１０年になる。申し

訳ないけど、具体的な交通というのは日積でやっているぐらいである。早くやらないといけ

ないこと、同時並行でできること、その時には問題ことを区分けされ、まず実施しないと、

瞬く間に１０年経つ。我々はちょうど団塊の世代だが、１０年経ったら介護施設とか病院だ

とかで公共交通を必要とする者が少なくなっていくという状況になるのではないか。実施時

期が令和２年度から検討とあるが、検討ではなくて、いつから実施するのか、みんなにサー

ビスをできるようにするのかを、分科会で検討され、具体的にやれる方向を考えていかない

と。今年の１０月頃には大畠のデマンド交通も何とかなるのだろうと思っていたのにできて

いない。住民、地区も協力するので、具体的にやれることはすぐ即やるということも検討し

てもらいたいと思う。 



－4－ 

 

会  長：今回は法定の計画であるので、実施のスケジュールを計画の中に記載することも求められる

と思う。また、ＰＤＣＡを求められるので、この計画の中で目標値の設定が求められ、その

目標値が年ごとに達成できているのかをチェックする仕組みを入れることが求められるの

で、そういった部分では、ある程度その懸念はカバーされるのかと思う。 

事 務 局：この計画は、今後５年間で実施する内容を記載していく。当然その計画に記載したものにつ

いては、年次計画に沿って実施できているのかチェックがされるので、今後具体的な事業実

施の時期を考えていきながら素案を作成、提示し、策定後速やかにやっていくところと、計

画的にやっていくところとを区分けしながら、実現していきたいと考えている。 

会  長：資料２－２の２ページ、３ページの事項については、割と大きなことが書かれていると思う。

２ページについては、バス路線の大規模な見直しが出ている。３ページは、２ページと対応

した移動手段の再編があって、これが実現すると、柳井市の公共交通の形が大分変わる可能

性があると思う。それがより良い形になるように、ご意見をこの場でいただきたい。 

Ｆ 代 理：日積地区の人口１，３８０人のうち、６５歳以上が５５．２％、昨年調査で、７５歳以上の

独居の方７９人のうち３５人が、移動手段がない。地域内での家から出張所までが遠い所で

５．４ｋｍもある。日中地域内交通に困っているということで、５月１７日から９月２０日

まで６回、地域内交通の検討をさせていただいた。その中で、仮に路線バスが廃止された場

合、デマンド交通の増便が必要。また、スクールバスが柳井中学校まで走っているが、柳井

市内の高校に通う高校生だけをスクールバスに便乗させていただけないかという話もあっ

た。地域内交通のニーズを把握することが必要不可欠ではないかという結論になり、日積地

区は公共交通と地域内交通に関するアンケート調査を１０月８日から１０月３１日までさ

せていただいている。直接民生委員、福祉員が行って、聞き取りをして、ほとんど１００％

に近い回答をいただこうということで頑張っている。アンケート調査が出て同じような要望

が出た場合には、できるだけ早くその方向で進んでいただきたい。 

会  長：日積地区はデマンド交通が先行的に導入されているが、資料２－２の「想定される事業」の

表現がどうなのか。地域内交通なのか、予約制乗合タクシーなのかは分からないが、交通手

段に関する項目が必要なように思った。それは事業１－２の中でやっていくということかも

しれないが、日積についても見直しが今後出てくるだろうと思うので、地域内交通の項目に

ついてご検討いただければと思った。 

Ｃ 委 員：アンケート調査の結果についてはある程度想定されたものだろうと思うし、交通弱者といわ

れる方々のご意見も、想定していたものとあまり変わらないし、理解できる。しかし、市内

で公共交通を利用している方は非常に少ないというのが実情である。交通弱者の希望を叶え

るというのが、この計画の目的の１つではないかと思う。交通事業者は営利企業であり、ギ

リギリのところでご協力をいただいており、本当に敬意を表したいと思うが、これ以上のこ

とを事業者負担で実施するというのは難しいのではないかと思う。そうなると当然国・県・

市といった助成がなければ、交通弱者に対する利便性を高めるとかいうことは難しいのでは

ないかと思う。この公的な助成がどの程度できるかということが、この計画が有効的なもの

かどうかということではないかと思う。公的な助成をするという相当な覚悟がなければ、ま

た絵に描いた餅。計画は作ったが１０年後経ってみたらほとんど変わっていなかったという
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ことにならないとも限らない。そうならないことを願っている。 

会  長：事業１－２のバス路線の見直しは、今回の網計画の中でどういう目的で行われることなのか。

そこをはっきりしていく必要がある。利用者が少ないからやめるというということではない

はずで、財政負担をある規模にとどめることも大事だと思うが、予算が限られている中でよ

り有効と思われる交通手段を導入するとか、目的のところは少し整理がいる。また、財政制

度の面で、現時点事務局でコメントできることはあるか。 

事 務 局：目的は、「幸せな暮らしを支え続ける地域公共交通網の形成」で、それを実現するための事業

ということになろうと思う。この計画を策定するのにあたり、こういった理念を基本として

やっていくことはもちろんだが、市の財政上の問題もあり、限られた資源の中でどうやって

効果的にこの理念を実現させていくかということになろうかと思う。 

会  長：今後計画案を作成していかれる中でいろいろ整理していただき、根本的に効果的な施策を実

施するなど、何とかつながるようにしていただくことになるのではないかと思う。 

Ｇ 委 員：バス路線の見直しについて、確かに乗車している方はほとんどいらっしゃらないので、廃止

されても致し方ないとは思う。「乗合タクシーなどの代替交通への転換」とあるが、デマンド

以外にも他に交通手段ができる移動を事務局がお考えなのか。また、デマンド交通は、地区

内の移動は難しいと思うので、地区内も移動でき、なおかつ中心市街地、医者、買物へ簡単

に行けるような交通網をどのように検討されておられるのか。 

事 務 局：柳井市の中でもそれぞれ地形的な特徴など特性があって、一律に代替交通を同じような形で

進めるのは難しいと考えている。その地区ごとにふさわしい代替交通への転換を進めるとい

うことであり、例えば地区内で周辺部から中心部に集めてから柳井の中心部まで向かってい

く乗合タクシーや、乗合タクシーに限らず地域に応じた方法があると思うので、地域の方々

といろいろ協議をしながらベストな方法を探っていきたいと考えている。 

会  長：選択肢はあって、決まったわけではなくて、現時点ではいろいろ複数の選択肢を挙げている

という理解でよろしいか。 

事 務 局：まだ決まったものがあるわけではないが、買物でいえば柳井地区、柳東地区への移動ニーズ

が高い。通院では、柳井地区、伊保庄地区への移動ニーズが高い。各地区の皆さんが一般生

活をする上で不自由のないような移動手段を確保するのが第一だと思う。 

Ｈ 委 員：人を運ぶには二種免許という制度が必要だが、山口県全域では月に１～３人しか二種免許取

得者がいない。バスはもっと免許を取る人が少ないという状況になっている。会社を吸収合

併するなど、儲からない方法だと分かっていてもやらざるを得ない。年齢が高くなると目が

見えなくなるとか、車いすが抱えられなくなるとか、いろいろな諸条件が出てくるというこ

とは明らかである。ただ、戸口から戸口をやるには、軽自動車のタクシーを認めてもらわな

いと。自動運転やライドシェアなどが整備されることを期待している。ただ現状としてちょ

っと我慢して過ごしていかねばならない部分もある。車で高速で移動して時間も短縮されて

荷物も持って帰れるという利便性すべてを考えると、車がなくなるというのは当分の間考え

られにくい。人が動くということは経済が動き、この町が大半成り立っている。北町商店街

が衰退した理由は、駐車場がなかったからで、南町では必ず駐車場をつくられておられる。

南町をつくってこられた方々がお年寄りになってきている。そして足腰が悪い方々にその利
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便性を提供する方法を深く考えてやっていく必要があるのではないかと思う。働く人を確保

するのが非常に大変な時代になってきている。バブル期でもタクシーやマイクロバスの運転

手不足で、募集をずっとかけていても集まらない。経済を回すためにもぜひそういうことを

考えていただきたい。 

会  長：運転手不足がある意味すべての政策を制約しているという現状があり、今この段階でこの計

画を作る以上、その要素は避けて通れないというのはご指摘のとおりである。県内でも例え

ば自家用有償をやっている市もあり、スクールバスなどもあるかもしれないが、ドライバー

というのがすごく絶対的な制約になっているので、今後いろいろ計画を作っていく中で必ず

また議論になると思う。 

Ｆ 代 理：完全なアンケート調査はしてないが、地域内交通の場合には料金が安くないとなかなか動け

ないというような答えに多分なるのではないかと思う。下松市米川地区でコミュニティバス

の運行をされ、阿武町はコミュニティワゴンということで既にやっておられるが、地域内交

通だけでも相当な財政負担をしているようにお聞きしている。下松では、路線バスの半額に

なっている。阿武町の場合には一律１００円でやっておられる。日積の場合にもそれに近い

金額がアンケートで出るのではないかと思うが、その節は大変市に負担をかけることになる

が、よろしくお願いする。 

会  長：事務局に今後計画を策定される中でお願いだが、１つは、交通関係で今年度どのくらい予算

を使っているかを計画の中に書き込んだ方が良いと思う。この金額がどのぐらい適正かとい

うのは難しい議論だと思っていて、もっと多い方がいいのか少ない方がいいのか、そのあた

りいろいろ議論の余地があるのではないかなというふうに思う。やはり情報開示というか、

そのあたりが必要だという気がした。県内でも年間一般会計で数億円の支出をしている町も

あって、そういう町でも多いのではないかという議論は出たりするのではないかと思うが、

それはその町の考え方次第だと思っている。 

私の方で今まで皆様方からご指摘があったところ以外で２点ほど申し上げたいところが

ある。１つは、資料２－２の事業１－１の「都市間幹線の確保維持」のところで、鉄道は重

要で、上関や周防大島方面などのバス路線は、バスが唯一の手段なので重要かと思うが、徳

山方面は考え方を整理していただいたらいいと思う。周南方面に関してはＪＲもあるわけで、

ある意味二重である。柳井市内に関して効率化というような方向性が出されている中で、柳

井～徳山間の路線が必要だとすれば、どういう目的でどういう方のために柳井市として必要

なのかを整理する必要があると思う。もう１点は、本日お配りいただいた持出厳禁資料だが、

路線別の収支を公開されている市も県内ではある。宇部市は宇部市交通局のある程度の系統

について収支率を公開している。長門市は収支が非常に悪い系統について、見直しをしてい

く仕組を導入している。県内の多くのバス路線は、維持のために税金が使われているので、

透明性や説明責任もあるが、皆さんにこういう状況を知らない方も結構多いと思う。例えば

バスが走っていてバスの必要経費の半分も運賃で賄えていないとか、そういうことをご存じ

ない方も多いと思うので、そういったところを知っていただいて、自分たちが乗って守らな

ければと思っていただくのも大事ではないかと思う。もちろん関係者の同意が必要だと思う

のですが、検討の余地もある。 
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Ｂ 委 員：事業１－２で、バス路線を見直して代替交通を検討するという時に、財政等の問題がある。

県の補助制度もあるが、今回作成される網計画に、どの地区でということをある程度明確に

していただくということも必要になってくる。国からの助成を使うようなことがあるとは思

うが、もうちょっと意識して策定していただきたいと思う。それから、モビリティ・マネジ

メントのところで、高校生に対してＰＲするというようなことがある。岩国市では、高校生

に対して公共交通に関するアンケートを、学校を通じてすると同時に、「こういった利用があ

るのです」「こういったバスがあるのです」「この学校だとこういう行き方があるのです」「こ

ういう行き方だと便利なのです」というような情報を積極的に出していく。しかも学校を通

じて出していくというようなことをして成果も出ているというふうに聞いている。こういっ

た取組は非常にいいと思うので、積極的に進めていただいたらと思う。 

会  長：どちらもごもっともなご意見かと思う。そういった情報ももっていただければと思う。今日

のご意見等を踏まえて引き続き素案作成をやっていただければと思う。 

 

●（３）今後の予定について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長：事務局におかれては、十分検討の上、次回素案を提示いただければと思う。 

 

●閉会 

 


