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■令和元年度第３回柳井市地域公共交通会議 議事録（要旨） 

 

日 時：令和元年１２月２０日（金）９：３０～１１：２５ 

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、西山忍、河村陽子、大井清教、川上史子、 

重岩良惠、市川良子、境幸伸、和田正裕、大越國義、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、切戸泰、梅本保則（末冨芳伸代理）、

日浦隆雄（以上２４名）、秋本由美、末廣和孝（オブザーバー） 

欠席者：坂本和雄、徳永良和（会長へ委任状あり） 

事務局：樽田哲郎（商工観光課長）、藤村英明（商工観光課長補佐）、宮本裕（都市計画・建築課長）、 

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） 

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：老人クラブの会合において、交通の問題について強くご要望いただいた。各地区においては

必ず話題になるのは地域公共交通のテーマ・問題であり、そういった意味では、これから地

域交通を考えていく上で一番大事な今日の会議になるので、様々なご意見をいただきたい。 

 

●会長あいさつ 

会  長：１件目と３件目につきましては、事業評価ということで、これは国の補助事業を柳井市が受

けており、国からこの補助に対しての事業評価の報告を求められているということがあるの

で、この時期にこういった評価を行う必要があるということだと理解している。（２）につい

ては、地域公共交通網形成計画について、ほぼ全体像が本日示されている。おそらく委員の

皆様にも数日前だと思うが素案が送られてきていると思う。かなりページ数のある資料だが、

かなり重要な事項が含まれている。年明けパブリックコメントがあるということで、やはり

ある程度この会議としてこれでよいという案にしていく必要がある。計画を作って実行性を

担保していくというのも重要かと考えているので、十分なご議論をいただければと思う。 

 

●出席状況及び委員の紹介 

事務局より、委員数２６名のうち、出席者２４名、委任状出席者１名、欠席者１名となっており、本

会議は成立していることを報告。 

 

●（１）令和元年度地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統）に係る事業評価について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長：日積地区、大畠地区の見直しについては、今後議論するタイミングもあるのか。この６月に

次年度の計画を審議するところになるのか。 
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事 務 局：地域公共交通網形成計画を策定する中で、「ひづみふれあい号」の利用状況調査等々も併せて

行った。そのアンケートをするのにあたり、来年１０月のバス路線の廃止及び「ひづみふれ

あい号」の増便を目標にしてアンケートの調査を実施した。来年２月頃に、地域の中に入っ

て説明をしていこうかと考えているが、そこでご理解がいただけたら、来年１０月１日の目

標からすると、６月の公共交通会議の中で議論をしていただくような運びになろうかと思う。 

会  長：Ⅱ系統について従前からずっと課題であったわけだが、今地域と事務局におかれて議論をさ

れているということである。今一つの想定としたら、来年１０月の転換を目指しているとい

うことなので、当然そのタイミングでは当然再び議論することになるかと思う。一方で、Ⅰ

系統で前年度より減少しているということだが、事務局の説明でも、多数回使っていらっし

ゃった方の中で使わない方が出たという話で、その話はいろいろ他地域でもうかがうところ。

今各地で課題だと感じるのは、導入当初使っておられた方がさらに高齢になって使われなく

なったりして、新たにご高齢になった、例えば免許返納をした方の需要をつかんでいくとい

うのがなかなかうまくいっていないところ。日積地区もある意味そういう時期に来ていると

いう気がした。いろいろご苦労も今後あると思うが、今回再編も併せて考えられておられる

ということなので、その中でそういった問題を解決されるといいのではないかと思う。 

それでは、こちらの議事につきましては、このような形で評価してそれを市から国へ報告

するということでご承認いただくということでよろしいか。 

（「はい」という声あり。） 

会  長：ご承認いただいたということでそのようにさせていただきたいと思う。 

 

●（２）柳井市地域公共交通網形成計画の策定について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長： 第７章の事業１－２（９１ページ）は、具体性を持った記述が必要なのではないかというこ

とを前回申し上げていると思うが、この内容のままでいいか心配している。具体性があまり

ないと、来年度以降進まないのではないかと懸念している。また、各事業について、基本的

に令和２年度から実施または検討になっているが、緊急度の高いものとか、少し時間をかけ

ないといけないものとかあるはずと思う。それぞれ優先順位の早い遅い、高い低いはあると

思うので、もう少し書き込みが必要なのではないかという印象を受けた。 

      また、第８章の評価指標だが、目標１「市民の暮らしを支える公共交通サービスの実現」

に対する評価指標が、これでいいのか。公共交通を持続可能なものにするという目標をもと

でこういう目標設定をするというのは十分あり得ることだと思うが、目標の記載と評価指標

の記載がちょっとどうなのかというようなことは感じた。 

事 務 局：９１ページの事業１－２の部分については、前回の会議と表現を変えていない。前回会議で

ご指摘いただいたことに対するこの計画上の表現としては、８７ページに将来交通のイメー

ジを掲載させていただいているつもり。具体的にはまず優先的に取り組む課題として、中心

市街地から離れた地域の中心市街地までの移動手段をいかに確保するのかというところだ

と思っている。５年間でこれがどれだけできるのかというと、なかなかこれをすべて完了す

るというのは厳しい状況であるというのは理解しているところ。ただその中でも、これまで
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取り組んでいる状況もあり、すでに取り組んでいる地域もある。それは地元説明会では参加

者も当然多くて、そういった地域がより困っていらっしゃる方々だと思っているので、まず

はそういう地域の代替交通手段の確保をこの５年間の中で進めていけたらなというふうに

思っている。 

目標数値については、確かに市の財政指標のようなところがメインに出ていて、それが市

民の暮らしを支える公共交通の実現になるのかということだが、導入する市としても、もち

ろん地域の方々にとって利用しやすい交通の導入をすることは当然のことだが、市の財政負

担についても限りがある。もちろん持続可能な交通を目指すわけで、経費の範囲内でより効

率的、より経済的な交通システムへの移行を予定しているというところ。 

会  長：前者については、計画を立てる以上は、この５年間でどこまではやる予定なのかということ

を示す必要がある。後者については、公共交通に対する財政支出の指標を入れることがいけ

ないといっているわけではなくて、この目標に対してこの指標は違うのではないかと。だか

ら逆にいうと、もしここが市として財政支出の問題意識として強いのであれば、やはりそれ

に応じた目標を作るべきだと思う。 

路線バスの維持に係る市民１人あたりの財政支出額について、現状１人あたり１，２００

円を目標値８００円ということで、かなり減るという目標で、これは実は野心的な目標にな

っていると思うが、どのようにしてこの削減が実現できるのか。 

事 務 局：みなし４条路線を今後廃止に向けて検討していきたい。それに代わる具体的な代替交通シス

テムがどのようになるのかわからないが、例えば「ひづみふれあい号」のような形のシステ

ムになるとすれば、こういった経費節減はできるのではないか。具体的には、この５年間に

おいて進捗が図れそうな地域、具体的には日積地区、大畠地区、阿月地区、伊陸地区を中心

に整理をしていけば、このあたりの目標は達成できるのではないかと考えている。 

会  長：このあたりがもう少し見えるような記載がいるのかと思う。一般の方に方向性が見えるよう

な書き方でないといけないのではないかと思う。 

Ａ 委 員：私たちのところで話をしているのは、自分たちでしようということ。誰かに電話をすれば、

誰かが来るよということで、その登録をしようではないかという話をしている。そうしない

と、１０年経ってもできない。また、スクールバスが通っているが、利用させてくれと言っ

たら、それは何とかの関係でできないと言われた。毎日２便ほど空に近い状態でスクールバ

スが走っている。これを放っておく必要はない。できないのならできるような方策をすれば

いいし、条例がいるのであれば条例を変えればいいし、国に働きかけなければいけないので

あれば国に働きかければいいと思う。そうしないと、いろいろな案が出たときにはもう人は

いない。 

会  長：今のご意見に関連して、例えば地域内のこういったことに関して、ある程度事業１－２のあ

たりでカバーできる部分もあると思う。いくつか選択肢を地域に示さないと、いろいろな方

に話がいってしまうのではないかと気がする。 

事 務 局：公共交通である限り安全、安心というところは担保していきたいと考えている。ただ、交通

事業者の運転士不足などの問題もあるので、そういった地域の自家用有償運送の取組等々あ

るのであれば、そのあたりは相談に乗るということになろうかと思う。 
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スクールバスの活用については、従前からご指摘をいただいており、教育委員会サイドに

もしっかり報告をしている。引き続きここは研究課題として取り組んでいきたいと思う。 

Ａ 委 員：スクールバスについて、法的にクリアするのにどれくらいの期間がかかるのか。また、ひょ

っとしたら大畠地区は小学校、中学校が統合されるのではないかという話が出ており、そう

いう計画があるのかどうなのかを含めてやっていかないと。９１ページの図面にもあるが、

バス停から降りてからが大変。その辺も含めて全体としての検討をしてもらったら。 

Ｂ 委 員：国家資格がないと、人が安全安心を提供できない。柳井タクシー協会においては柳井交通圏

という平生、田布施、上関もみなその交通圏というくくりだが、少なくとも塩田あたりのタ

クシーも柳井地区のタクシー協会の一員として参加していただいている。行政のくくりとし

てということではなく、田布施、平生等と一緒にやろうというのは、次の段階になると思う。

戸口から戸口までという時代が来ているのだと思う。 

会  長：広域というか、複数市町村での計画という意味で受け取ったらよろしいか。 

Ｂ 委 員：少しでも予算が少なく済むのではないか。柳井市は周辺を商圏として成り立っている。 

Ｃ 委 員：タクシーの営業区域については交通圏というのがあって、複数市町村を含めた営業区域とし

ているというのがあり、そういった区域の際では、際の地区の市町を越えた移動というのが

あると思うので、そういった形の連携をすれば、人手も車両なんかもというふうに思ってい

る。 

具体的な内容はちょっと薄いというのがこの計画の印象。ただ地区に潤沢にタクシー会社

がないという状況があるし、では自家用有償運送がいいのか。町営のバスを手配するのが難

しいとか運転手の確保が難しいという状況があるので、なかなか決めかねている部分が多い

というのを感じているので、具体的な施策は決めていくべきと思っている。特にバス路線の

基幹的な路線をどう残すのかという部分は、明記してないかと思う。８７ページのイメージ

図でも、鉄道がメインになっているが、バスも残るのではないかと思うので、そういったイ

メージをという印象。それと、ドアツードアの希望が非常に多く、ある程度時間の自由な運

行がほしいというものがあるが、追々通用するのか。区域運行というとなかなか分からない

方もいらっしゃるので、各地区でデマンド交通を形態は別にして入れていくのだというのが

もう少し見えればもっとわかるという印象。白タクは違反だが、無償もしくは実費相当の負

担であれば法の範疇にはないというものも国土交通省としては示しているので、そういった

ものも、交通網の中に組み込んでいくというのも一つの施策ではないかなと思っている。ス

クールバス混乗だが、文部科学省の方の予算で動いており、それ以外の者を乗せるというの

は非常に難しいのではないかということだと思うので、その辺がクリアできれば、利用者の

方から料金を取るのであれば有償運送の許可を取得することによって、不可能ではないとい

うふうに思っている。ＩＣカードの導入するバスの数とかいうのも目標に入れればいいと思

う。 

会  長：公共交通の活性化再生法が改正の議論が行われている。多様な移動手段を使うことで地域の

問題を解決していこうという姿勢のように聞いている。実際にやろうと思うといろいろ壁は

あるが、うまく使っていくと、地域の方々の安心にもつながるように思う。８７ページのイ

メージ図に関しては、現実を示すものであって、目指す方向を示せているのか気になる。 
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Ｃ 委 員：公共交通活性化再生法の見直しで、地域公共交通計画（仮称）作成の努力義務を課すという

ことで検討が進んでいる。この公共交通網形成計画を修正して、さらに持続可能な旅客運送

サービスの提供を確保していくというのを目標につくっていただくということになると思

うが、地域の輸送資源の総動員で地域での運送、交通というものを維持していって、持続可

能なサービス体制をつくっていくことを目指したいというので検討しているところ。 

Ｄ 委 員：１０４ページに「スクールバスの活用の検討」というのがある。日積中学校、伊陸中学校が

柳井中学校に統合されるとき、スクールバスの検討というのは何度も聞かれていたような覚

えがある。今まで実現されていないのに、スクールバスの活用の検討というのが項目として

挙がっている。ここに挙げることの是非について事務局にお伺いしたい。 

事 務 局：スクールバスの活用については、これまでできなかった理由の一つとして、車両について国

庫補助をもらっていて、適化法の関係で利用できなかったという話を聞いたことがある。た

だ現状は、そういった制限はないといった状況であるので、技術的にはできると思っている。

実際に走っているので、それに混乗することができれば、経済的ではあると思うが、無償か

有償かという部分が出てくる。有償になると、緑ナンバー（事業用自動車）で運行しようと

思えば経費は上がってくるという推測はできる。市町が自家用有償運送という形で有償運送

をするというやり方もあろうかと思う。具体的にどういったやり方をするのかということま

で全然話ができていない状況。意見交換会の中では、例えば山間部の高校生がなかなか学校

に行くのに保護者の送迎がなければならないというような、苦慮しているという声を聞くの

で、まずは高校生からでも乗せていただけないかという意見も頂戴している。一般の方を乗

せるのか、高校生だけを乗せるのか、誰を対象に有償にするのか無償にするのか、そのあた

りは、教育委員会と整理しつつ、保護者の理解をいただきながら可能な範囲で、できるとは

言わないが、検討する必要があると思っているし、ここに掲げておく必要もあると思ってい

る。 

Ｄ 委 員：今お話を聞けば、何となくクリアできそうな感じにも聞こえるので、ぜひ実現していただけ

るとありがたい。 

会  長：他市でスクールバスを検討されているが、最終的にハードルになるのは、保護者の方の理解。

子供さんの保護者の方に最終的に理解していただいて混乗に持っていくことが最後のハー

ドルになっているように他市の方からうかがっている。 

Ｅ 委 員：息子が柳井中学校まで伊陸地区からスクールバスで通っているが、上の娘は柳井の高校へ送

迎している。中学生がスクールバスを利用する時間帯に地域の方が一緒に乗っていくという

ことなのか、それともスクールバスが空いている時間帯に、登校が終わって下校までの間に

バスを利用するのか。 

事 務 局：今考えているのは、あくまでもスクールバスなので、学校の行事が最優先。子供たちの登校

あるいは下校に合わせた混乗というイメージを持っている。空いている時間の利用をイメー

ジしてここに掲載しているものではない。 

Ｅ 委 員：以前は朝２便あったが、部活便がなくなり、普通登校便の１便だけとなった。伊陸も日積も

地区が広いので、同じ時刻に２便ほど地区別に分けて回っており、自家用車で送迎するのと

変わらないくらいの所要時間で中学校まで連れて行っていただいている。地域の方がたくさ
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んいろいろなところに停まって乗っていくということになると、所要時間も増え、保護者と

しては少し心配だが、高校生も同じ時間帯に同じように柳井の学校に通っていくし、今まで

中学校の時にスクールバスに乗ることに全員慣れているので、行きだけでも高校生は乗って

いけたらすごく助かると思う。柳井中学校に到着後高校ごとに乗り換えて高校まで行くとい

う便も検討していただけたらと思う。 

会  長：事務局の方にいろいろご検討をいただくことになると思うが、計画に入れていただいた以上、

実現できるようにというようには思う。 

資料２－３では、１月１０日からパブリックコメント、併行して意見交換会の実施とある。

年度内に策定というのは必要だが、パブリックコメントに出していくなど、最終的に公開さ

れて皆さんが参照できるものにしていくということを考えたときに、割と大きなところで修

正が必要だと思う。例えばパブリックコメントの時期を若干後ろにシフトして、もう１回地

域公共交通会議をやり、素案の検討の時間を取る余地はあるか。 

事 務 局：スケジュール的にかなりタイトになるが、８７ページの将来的なイメージ、９１ページの施

策の具体例、１０７ページで掲載をしている「市民の暮らしを支える公共交通サービスの実

現」の目標値の設定の見直しという指摘だが、この場ですぐ思いつくものがないので、一度

持ち帰って協議をさせていただき、改めて提案をさせていただきたい。実際スケジュールが

非常にタイト（余裕がない状態）なので、委員の皆様方のご理解がいただけるのであれば、

修正を事務局あるいは国、会長も含めて協議をさせていただいて、文書協議という形で改め

てご相談させていただくという方向にさせていただけたらと思うがいかがか。 

会  長：会議が開ければいいが、皆様もお忙しいと思うので、私だけではなくて運輸支局の方からい

ろいろご意見とかご助言をいただき、修正をいただいて文書協議という形でベストを尽くす

案だと思うが、そのような形でもよろしいか。 

（「はい」という声あり。） 

会  長：では、修正をいただいて、私の方でも見させていただいて再度文書協議で、その後パブリッ

クコメントという形とさせていただきたいと思う。 

 

●（３）令和元年度地域公共交通確保維持改善事業（計画策定事業）に係る事業評価について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長：計画策定事務は適切に実施されているということになっているが、こちらについては、ご承

認ということでよろしいか。 

（「はい」という声あり。） 

会  長：ありがとうございました。 

      

●（４）その他 

会  長：より実効性の高い計画にするというのは大事なことではないかと思っているので、引き続き

事務局にはご努力のほどよろしくお願いする。 

市  長：網計画を策定する一方、令和２年１０月から新たなデマンド交通、具体的には予約制乗合タ

クシーの導入とか、またそれに伴うバスの減便、廃止など、いろいろな動きをこれからして



－7－ 

 

いこうという中で、年が明けるといろいろな協議を具体的に進めていかなければならないと

いう状況があるというふうに思うので、バス事業者、タクシー事業者などにも力を借りなけ

ればならないというのが一つあると思う。 

      あと、スクールバス論争というのはずっと続いており、今年度中にはスクールバスをどの

ように扱っていくのかというのはしっかりと結論を出していきたいと思う。あくまでもスク

ールバスということで、児童、生徒のために走らせているので、これを開放していくことに

よる児童生徒への影響は避けていかなければいけないと思う。例えば伊陸だと伊陸を出てま

た柳井中学校に着いて、そこから高校生が自転車に乗っていただくというような形になると

思うので、果たしてそこにニーズがあるかどうかも含めてみていかないといけない。また、

毎年児童、生徒が入れ替わり、毎年ルートが変わるというようなことも起こるわけで、そこ

にちゃんとニーズがあるかどうか、加えてやはりスクールバスということなので、学校が休

みの時には動かない時もあるということで、非常に不定期に変化することもあるという、そ

こに本当にニーズがあるかどうかも含めて、論争に決着をしたいというふうに思う。   

あと、大畠小学校、中学校の件もあったが、部活動の関係もあって一定人数柳井中学校へ

流れているという状況もあるが、だからといって今後大畠中学校が統合されるとか、そうい

う具体的なものは何もないというのが真実。今のところ学校が統廃合とか、そういった計画

は全くないというのが事実である。 

  

●閉会 

 


