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■令和２年度第１回柳井市地域公共交通会議 議事録（要旨） 

 

日 時：令和２年６月２３日（火）１３：００～１５：００ 

場 所：柳井市役所３階大会議室 

出席者：井原健太郎、河合貴志、河村敬一郎、坂本和雄、河村陽子、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、中山和樹、上野博幸、河上伸一、東宏治、

笠松英明、三木輝彦、榊原弘之、切戸泰、梅本保則（伊藤香緒利代理）、徳武伸幸（以上２３名）、

秋本由美、末廣和孝、新宅賢悟、栗原教臣（オブザーバー） 

欠席者：西山忍、大井清教（会長へ委任状あり）、徳永良和 

事務局：出相貴裕（経済部次長）、樽田哲郎（商工観光課長）、楠原慎太郎（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） 

 

●開会 

 

●市長あいさつ 

井原市長：本来であれば３月に予定していた会議が、コロナの影響で今日に至っている。日積地区に加

えて、この秋からは大畠地区でも新たな仕組みを導入していくということもあり、この会議

を経るのが必須条件であるので、今日お集まりいただいた。貴重な会議の場を通じて、また

地域の事情を含めて、また今日の意味合いを含めてさまざまな議論をいただきたい。私たち

の生活を公共交通ということでお支えいただいている方々に改めて感謝申し上げる。 

 

●会長あいさつ 

会  長：１２月に網形成計画のパブリック・コメントにかける原案の議論を行った。パブリック・コ

メントがあり、３月に本来開催されるはずだったが、主として新型コロナウイルスの感染の

事情によって本日に至った。この間、柳井市におかれては、日積あるいは大畠の地域に関し

て大きな動きがあり、それを反映した網形成計画の最終案をご説明いただけるかと思う。柳

井市におかれても非常に大きなこの数か月間だったわけだが、市長の話にあったように、公

共交通の業界に関しては、この数か月で世界が変わってしまったようなところがあろうかと

思う。「（４）その他」のところで、これまでとは次元が違う打撃を公共交通という産業が受

けているということを、この場の委員の皆様にも共有した方がいいのではないかと思ってい

る。 

 

●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２３名、委任状提出者１名、欠席者２名となっており、本

会議は成立していることを報告。 
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●（１）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：昨年１２月にこの計画の原案そのものを議論している。それについて若干の修正を経てパブ

リック・コメントに至り、パブリック・コメントではご意見がなかったということだが、一

方でその間に大畠地区を中心に大きな動きがあったので、それに合わせて変更したというこ

と。資料１－４について、年度が変わったことに伴うデータの更新というのも多いが、内容

的に大きいものは、資料１－４の２２、２３、２４ページのあたりで、柳井駅から大畠駅間

の公共交通のバス路線がなくなるということに伴って、目指す交通体系が異なった形になる

ということ。この区間の廃止を既に念頭に置きながら、それを反映した交通体系ということ

でこういう形で図表を変更いただいて、今後それに基づいて色々な施策が進められる。そう

いう意味では、２つ目と３つ目の議案は今のお話と密接に関わるものである。基本的には今

日この計画案についてはこの場で議論するのは最後になろうかと思う。何か確認されたいこ

とがあったら、いただきたい。 

Ａ 委 員：大畠路線のみの話か。 

会  長：修正する部分は大畠だが、もともとは柳井市全体の話で、一応柳井市全体の話は年末までに

してきたと思う。 

Ａ 委 員：道はつながっているが、広域の方向性はどう考えているのか。 

会  長：大きな構想は昨年の段階から変わっていないと思う。 

事 務 局：基本的には都市間幹線はこれまでどおり維持をしていくという方向性になろうかと思う。あ

とは路線バスを運行している地区の中で柳井駅から医療センターまでは何とか維持をする。

平郡航路についても維持をしていく。その他の路線バスについては、区域運行等の実施検討

地区にしていくのだというイメージ。中心市街地のところでも交通空白地のところもあるの

で、交通再編等を交通事業者のご協力もいただきながら今後５年間の計画の中で実施してい

きたい。 

Ａ 委 員：方面ごとにそれぞれ会議をするということか。 

会  長：資料１－４の２２ページは、現時点で最終的に目指す姿というのが左の絵に描かれていると

思う。この度大畠、日積地域はこのイメージにかなり近いものに実現してくるものと考えら

れるが、その他の地域について、区域運行の実施を検討するということだが、事務局で見通

しがあれば、お示しいただきたい。 

事 務 局：各地区で地元に入っていき、今後の公共交通をどういうふうにしていくかというのを話し合

って合意形成をしていくというのが前提。合意形成を経て、例えば柳井市外に出るバス路線

については隣接の自治体の協議を経て、将来交通のイメージを目指して、地元と協議をしな

がら進めていくというイメージになろうかと思う。 

会  長：実際の運行にあたっては地域の方々と合意形成が必要ということで、そのステップをきちん

と踏んでいきたいということかと受け止めた。そういう意味では、公共交通網形成計画はあ

くまでマスタープランなので、実際に実現していくとなると柳井市と地域との協働が重要に

なってくる。コロナの状況で、これまで以上に交通の成立する要件が厳しくなってきている

と思うので、実現には今までより更に大変になる可能性がある。そういった中でもちろん柳
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井市におかれてもご努力いただければと思うが、地域の方でもどういう形でそういった新し

い移動手段を支えていけるかといったところもご議論いただき、行政と一緒に進めていただ

くといいのではないかと思っている。 

Ｂ 委 員：人口が少ないと、公共交通は非常に問題があると思う。これを解決しないと無理ではないか

と思う。公共交通は人口に左右されるので、人口減少を止めないと難しいと思う。 

会  長：ある程度人口密度が高い状況でないと公共交通は成立しにくいというのはおっしゃる通りで

ある。一方で、大都市と比べて人口密度が低い状況を踏まえて、区域運行はある意味より効

率的で、一般的には低い費用で実現できるような移動手段であるので、柳井市の人口規模に

合った移動手段に変えていこうという考えだと思う。もちろん人口というのは大事だが、人

口規模に合った移動手段に転換していこうという発想も含まれていると理解している。 

Ｃ 委 員：地域の方から大畠の駅を通って柳井に出るという２段階をしないといけないというのが、一

つのネックとなっている。今までは大畠駅に重点を置いてあるというようなイメージだった

が、買い物で外へ出るといっても一旦大畠駅を経ないといけない。方向性が決まっていれば

ご協議願いたい。 

会  長：この件は２つ目の議案において事務局で説明をしていただいて、何かあればお願いしたい。 

      柳井市地域公共交通網形成計画について昨年来皆さんと議論してきており、議論も意見も

あり、私の方からもいろいろと申し上げたが、事務局の方でもご努力いただいて今日に至っ

ている。大きな方向性は、だいぶはっきり示せたのではないかと思っている。今後について

は、事務局におかれてある程度スケジュール感を持っていただいて、一方で地域の方でもい

ろいろ地域の課題をどう解決していくかを、それぞれの地域でお考えいただきたい。 

本日が最後の議論の場になったが、柳井市地域公共交通網形成計画につきまして、この場

で承認ということでよろしいか。 

（「はい」という声あり） 

本議事については承認されたということとしたいと思う。マスタープランは重要で、この

考え方に沿って様々な施策を展開していかれると思うので、ここに至ったことは大変喜ばし

いことだと思う。今後皆さんも努力いただきたいと思うし、特に地域の方々はご努力いただ

きたいと思う。 

 

●（２）日積・石井南部地域及び大畠地域における地域内フィーダー系統運行並びに令和３年度地域内

フィーダー系統確保維持計画の策定について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長：こちらの議案は、先ほどの網形成計画で定められた方向性の具現化という側面があると思う。

以前より予約制乗合タクシーを運行されていた日積地区においては、バスから全面的に移行

し、近傍の石井南部地区についても、そのバスの転換に伴って今回の運行の区域に含めると

いうこと。それから日積地区から大畠方面、大畠駅への路線というのがあったが、これは例

年非常に利用が少ないということで、例年この場で議論になっていたが、この度廃止という

方向で示されている。それから大畠地区についても、いろいろな形でこれまでもご要望等あ

ったと思うが、柳井駅、周東病院方面に乗り入れられるような乗合タクシーにバスから転換
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されるというような考え方、それから資料２－１については、こちらも毎年議論をしている

と思うが、国の制度に基づき補助を受けるために、こういった計画の策定が求められている

ので、そちらの中でこの度の新しい方向性について記載しているということだと思う。変更

は今年の１０月１日からということである。 

Ｂ 委 員：社会福祉協議会が委託というのはどういうことか。今後は、廃止になったところは、他の地

区も全部委託されて、柳井市が補助を半分持ってやられるのか。それを確認したい。 

事 務 局：日積地区については平成２５年１０月から乗合タクシーの運行を開始しており、運行主体が

日積地区社会福祉協議会ということで、日積地区社会福祉協議会から柳井三和交通に委託を

するという形で実施をし、日積地区社会福祉協議会には、運行にかかる赤字分から国の補助

金を差し引いた額を市が補助している。今回増便しても、実施主体についてはこれまでと変

わらず、日積地区社会福祉協議会ということである。大畠地区については、大畠地区社会福

祉協議会から柳井三和交通へ委託をするという形で実施をし、経費については日積地区と同

じような形で、運行にかかる赤字分から国の補助金を差し引いた額を市が補助するという形

になろうかと思う。 

Ｂ 委 員：社会福祉協議会は、福祉の関係だが、（昨年の第１回の）私の質問に対して、公共交通と社会

福祉協議会の福祉は関係ないということを言われたと思う。 

会  長：一般論で申し上げると、地区内交通というのは、県内でもいろいろな担い手が運営されてい

る。市によって、地区にどういう団体があるかが違うので、小学校区の自治会であるとか、

そういうものが運営主体になってやっているところもある。校区の自治会や社協から皆さん

が出てきて、交通の運営協議会を別途立ち上げられて、そこが運営されているところもある。

ＮＰＯで運営されているようなケースもある。その市ごとの事情があるが、柳井市に関して

は、日積地区社協におかれて長年社協として地域の生活を良くするためにどうすればいいの

かということを考えられる中で、こういったものを考え、市の協力のもとに運営してこられ

たという経緯があるので、柳井市におかれては、地区社協にそういった移動手段の担い手に

なっていただきたいという、行政側では期待があるのだというのが私の理解である。これま

でにいろいろ議論があったと思うが、日積地区と大畠地区については、ある程度地域の中で

方向性に関して合意ができたので、この度こういった形でやろうということだと理解してい

る。他の地域においても、もちろん地域事情は違うと思うので、先ほど事務局からもお話が

あったと思うが、行政と地域でいろいろお話をされていく中で、最終的に一番望ましい形で

決着しようというふうに考えておられるのだと思う。私個人の意見として申し上げると、社

会福祉協議会が運営主体になられること自体、十分にあり得ることだろうと思っている。た

だ、先ほど申したように、市によっては違う主体がそういった担い手になっておられるケー

スもある。それはやはり地域事情で、地域にとってベストな形を選んでいただければいいの

だろうと思っている。 

事 務 局：先ほど網形成計画のところで申し上げたが、将来的に他の地区でも区域運行などを考える時

には、地域が主体となって運行できるような形に持っていきたいと考えている。日積、大畠

地区については社会福祉協議会さんが担うということになっているが、他の地区については、

その地区の事情に応じて、そういった担い手を考えていきたい。 
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Ａ 委 員：窓口が社会福祉協議会というのも心配しておられるのではないかということだが、日積の件

は、社会福祉協議会から、試しにやってくださいということだった。赤字を出してまでやる

ことはできないと申し上げた。軽自動車しか入れないところがたくさんあるが、移動手段が

ないから買い物に出られないという日積の方の意見を集約されて、私ではなく市長へお願い

されたという形から始まっている。柳井の場合は、社会福祉協議会がたまたま窓口になって

いると理解している。 

会  長：現状で地域の公共交通は、いわゆる交通弱者と呼ばれるような方々のために導入するという

ことが多く、自家用車が使える方は基本的には利用されないという現実があるので、そうい

ったことを考えた時に、そういった交通弱者と呼ばれるような方々のために、地区の中で比

較的把握していらっしゃるのが社協の皆さんだったということもあるのだと思う。そういっ

た実情を反映するということで、やはり地区社協が行政としてある意味期待されているのが

あるのだと理解している。 

      大畠地区の方から、１つ目の議案のところで質問があったと思うが、この度の大畠のもの

は、大畠駅止まりではなくて柳井の中心部のゆめタウンとか、そちらの方へ直接行けるよう

なもので計画されているということでよろしいか。 

事 務 局：平成３０年１１月の実証運行の時には、大畠駅までということで試験をしたが、今回情勢が

大きく変化したということに伴って、大畠駅までではなくて、柳井駅の方にも、柳井市街地

の方にも行けるように、今回変更している。 

会  長：目標値だが、現状では利用促進をしづらい状況にあると思うが、その中でなかなか目標達成

が厳しい局面もありそうに思えるが、このあたりは、運輸支局から補足いただきたい。 

運輸支局：例年、通常であれば利用実態から更に利用促進をしていただいて、伸ばしていただくといっ

たような方法で目標を立てていただいている。今年はコロナの影響があったので、実態が下

がっており、国土交通省の本省からは、目標はできるだけ必要に応じて柔軟にということで

指示がある。柳井市の今回の計画においては、事前にこれまでの通常の実態に基づいて、こ

の目標で頑張りたいとお聞きしたので、その意思を尊重させていただいた。 

会  長：ぜひ地域の方にも働きかけていただいて、利用してくださいというお話をさせていただくの

だが、なかなか厳しいところもあるのかなということでお聞きした。柳井市としての考えが

あってそういうことであるということで、承知した。 

日積・石井南部地域、大畠地域の地域内フィーダー系統運行、そしてフィーダー系統確保

維持計画について、ご承認いただくということでよろしいか。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

関係者におかれては、１０月１日からということで、厳しい状況からのスタートになって

しまうのではないかと思うが、ぜひ頑張っていただければと思っている。 

 

●（３）路線の廃止について 

事 務 局：（配布資料に基づき説明） 

会  長：こちらの廃止の議案だが、地図で黄色が塗ってあるところ、それから黒丸のついている停留

所が廃止ということで、バスが全く走らなくなるところということになる。このエリアのバ
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スの廃止と同時に、議案２の区域内運行、予約制乗合タクシーが導入されることで、地域の

移動手段の確保を図るという一体となった議案というふうに理解している。バス路線が廃止

にはなるわけだが、代わって乗合タクシーが導入されるということで、便数が若干減少する

ようだが、移動手段を確保していくという形で網形成計画の方向で転換が進められていくと

いうことである。 

バス路線廃止の議案につきまして、ご承認いただくという形でよろしいか。 

（「はい」と呼ぶ者あり。） 

 

●（４）その他 

会  長：もし事業者さんで、この度のコロナの影響等でお話しいただけるとありがたいと思う。 

Ｄ 委 員：バス事業は今年の３月ぐらいから影響出始めている。乗合事業全体で、対前年で４割ぐらい

の減収、４月、５月に至っては５割くらい減収している。６月に入ってから学校も始まった

ので、若干お客さんが戻ってきたかなという雰囲気はあるが、これまでと比べるとまだまだ

少ない。広島行きの高速バスも運行しているが、路線バス以上に利用が落ち、４月の下旬か

ら５月末までは全便運休した。６月１日から運行を再開しているが、まだ６割減か５割以上

というような状態。そうした中で国、県、各市町から補助金をいただき、どうにか運行を維

持していたという中での大きな収入減ということで、非常に厳しいところ。高速バスについ

ては補助金がないので、収入が減ればそれだけ欠損が拡大するというような状態。利用がい

つ戻るかと不安を抱えながら、県をまたいでの移動自粛というのも一旦は解除されているが、

皆さん不安の面があるかもしれないが、また公共交通を使うということを普段の生活の中で

意識していただくと助かると思っている。 

Ａ 委 員：タクシーも未曾有の状況になっている。それでも何とか雇用を守れといわれているが、半分

近くまで落ちている。それよりも人を動かすことが経済をまわす、復活させる最優先のこと

になろうかと思っているので、頑張って継続させてもらおうとは思っている。 

会  長：県内でだいたい半減という話は、いろんな所で聞いている。バス事業者においては、高速バ

スの件もあるし、貸切の方も非常に悪いというか、事実上ゼロに近いと思うので、収益性の

高いところ、貸切であるとか高速バスであるとか、そういうところはより大きな打撃を受け

ているように聞いている。一方で、比較的日常の欠かせない利用に関しては、やはり必要な

ので減少率も若干低いような話も聞いてはいるが、今回５割減ということでこれも徐々に回

復はしているということだが、何割か減ということころで最終的に収束してしまう可能性が

大きいのではないかと非常に心配している。ここ十数年来、いろんな形で公共交通の利用促

進を色々な関係者が努力してこられて、地方でもこつこつといろんな努力をされて、じわじ

わと利用者が増えていることもあったのだが、そういった努力がほとんどこの数か月でとん

でしまったのではないかとすごく危惧している。そこから回復するのに、なかなか利用促進

のいろんな働きがけもしづらいような状況の中で、どうしていけばいいのかというのはある

が、そういった状況はかなり危機的だと思うので、少しこの場で危機感を共有できるといい

と思って、少し振らせていただいた。 

Ｅオブザーバー：４月の緊急事態宣言以降、収入が下がり、全体で６割ぐらい落ちているのが現状で、
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柳井地域については、４月の緊急事態宣言が出るまではそれほど落ちはなかったが、一気に

落ちて４月、５月は大変苦戦した。６月になって、外出していただいており、回復しつつあ

り、夜の動きもだいぶ出てきた。他の自治体では飲食店の活性化ということで、市長や職員

さんが外出して飲食の安全を発信する地域もある。柳井市でもそういった形でどんどん市の

方から外へ出て行っていただきたいと思っている。国の雇用調整助成金や持続化給付金など

の申請を行うとともに、運輸局の方からのフォローもあって、９月まで一時休車というのも

行っている。年度末までどうにか復元を伸ばしていただけないだろうかということでお願い

している。あと、今救援事業、宅配事業ということで柳井市の方がいち早く宅配事業につい

ての補助をしていただき、実際にご利用者が出ている状況である。まだ資金がかなり枯渇し

ているところがあるので、県の２次補正予算が可決になってから、県の方からもバス事業、

タクシー事業に対しての補助がいただけるということで先日お話を聞いているので、そうい

ったところを生かしながら進めていきたいとふうに考えている。一番悩んでいるのが、人の

募集のところだが、乗務員がいないとサービスが提供できないということで、ハローワーク

さんとかも、人を集まる場所を提供するわけにいかないということで会社説明会とか出来な

いが、そういった部分でも市の方でご尽力いただければと思うし、各社会福祉協議会の方で

お仕事になかなか就けない方々に、是非とも事業所に紹介していただき、雇用の受け皿とな

って動いていきたいと思っている。 

運輸支局：公共交通事業者さんの悲惨な現状をお伝え出来たかなというふうには思っているが、これか

ら公共交通を戻していかないと、本当に無くなってしまう可能性が高くなる。代替交通での

乗合タクシーが今日採決されたが、乗合タクシーをやるタクシー事業者さんが無くなったら

どうするのだという話にまたなってくる。バスやタクシーに乗ることでコロナに感染してし

まうのではないかといったような風評被害がある。こうすれば絶対感染を避けられる、公共

交通に乗れるのだというＰＲをされているが、実際クラスター等も一切発生していないので、

安心して乗っていただきたいと思っている。県内のタクシー事業者さんなどもヒアリング等

させていただいたが、雇用を守るための努力というのを非常に感じた。雇用の受け皿という

ところでも非常にありがたい存在だと思っている。これからが公共交通を存続させるための

大事な時期で、特に住民の方は戻られて公共交通に乗っても大丈夫だということを仲間や関

係者の方にお伝えいただければと思う。 

会  長：公共交通利用の際に感染予防措置はいろんな所から情報が出されているし、国におかれても

いろんな形で、エッセンシャルワーカーとしての運転手さんの安全確保というところも色々

取り組まれていると思うが、今後第２波があるという話がある中で、山口の公共交通は、基

本的には減少傾向が続いてきたが、それが１０年分くらいの減少がきてしまったのではない

かという危機感を持っており、それに対していろいろやっていく必要がある。そのあたりが

今後のテーマだと思うが、引き続きよろしくお願いする。 

●閉会 


