
別添１

令和３年１月　　日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

Ⅰ系統（柳井駅便）

・平成２９年度から運行形態
（運行日数、料金）の見直しを
行い、継続して実施した。
・柳井市のホームページや窓
口等での案内により、地域住民
に事業の周知を図った。
・チラシを活用し、民生児童委
員、福祉員による個別利用促
進を行った。
・日積地区全世帯を対象にアン
ケート調査を実施し、運行の見
直しにあたっての意向を把握し
た。
・住民説明会を実施し、運行制
度及び利用登録の説明を行っ
た。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

C

新型コロナウイルス感染症
拡大により外出が著しく抑
制されたため、月平均利用
者数及び稼働回数は目標
97人、48回に対し、53.4人、
33.1回だった。

路線バスの廃止に伴い、令和２
年１０月１日から運行の見直し
を実施。運行便数の増便と運
賃の改定を実施した。

柳井三和交通㈱

柳井市地域公共交通会議

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）

Ⅱ系統（大畠駅便）

・平成２９年度から運行形態
（料金）の見直しを行い、継続し
て実施した。
・柳井市のホームページや窓
口等での案内により、地域住民
に事業の周知を図った。
・チラシを活用し、民生児童委
員、福祉員による個別利用促
進を行った。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

C

通院等の時間的な制約によ
り、路線バスの活用が主体
となり、月平均利用者数及
び稼働回数は目標10人、４
回に対し、0.25人、0.25回
だった。

利用者が見込めないため、令
和２年１０月１日をもって当該系
統を廃止した。

資料２



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　柳井市は山口県南東部に位置し、瀬戸内海に面した、面積140.05㎢、人口32,945人の地方都市である。
　柳井市日積地域では、生鮮食品を扱う商店が無く、開業医が在住しておらず、市内中心部まで移動しないと日々の
生活に事困る状況にある。当地域には、廃止代替バス路線はあるが、バス路線（バス停）からは距離があることや、高
低差のある地形であることに加え高齢化率が高い集落が点在していることから、路線バスを利用したくてもできない交
通弱者が多く居住している。当地区の通勤・通学・通院先、商業施設等の生活圏が、市内中心部や、近隣市町に集中
していることから、国庫補助バス路線との接続等を考慮し、その主たる起点となっているJR柳井駅及びJR大畠駅を結
節点として結びつける必要がある。
　このため、柳井市生活交通活性化計画に基づき地域公共交通確保維持改善事業により、柳井市日積地域で予約制
乗合タクシーを開始した。交通手段を確保・維持することが、地域住民の生活を安定的に存続させていく事への支援施
策となり、住民が地域に安心して生活していく事へと繋がる。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和３年１月　　日

協議会名： 柳井市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維費国庫補助金



令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
柳井市地域公共交通会議

•生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要

柳井市の概要 交通会議の構成員

地図

交通会議の主な取り組み

・平成17年２月に１市１町が合併
・人口 32,945人（平成27年国勢調査）
・世帯数 14,170世帯
・面積 140.05㎢

山口県 柳井市 防長交通㈱ 防長交通㈱労働組合
柳井地区タクシー協会 ＪＲ西日本㈱ 平郡航路㈲
学識経験者 地区社会福祉協議会 市民代表
山口運輸支局 山口河川国道事務所 柳井警察署

・利用実態に合わせ路線バスのダイヤの再編
・交通空白時間帯における予約制乗合タクシー事業を導入
・フィーダー交通の乗り入れ施設との調整
・民生児童委員、福祉員の各戸訪問によるＰＲ活動

概 要

柳井市
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本市は、山口県の南東部に位置し、東と北は岩国市、西は田布施町及び平生町、南は室津半島の半ばで上関町に接し、
瀬戸内海に面している。瀬戸内海型気候区に属し、冬も温暖で比較的雨が少なく過ごしやすい。

柳井市日積地域では、生鮮食品を扱う商店が無く、開業医が在住しておらず、市内中心部まで移動しないと日々の生活に事困る状況であ
る。当地域には、廃止代替バス路線はあるが、バス路線（バス停）からは距離があることや、高低差のある地形であることに加え高齢化率が
高い集落が点在していることから、路線バスを利用したくてもできない交通弱者が多く居住している。当地域の通勤・通学・通院先、商業施設
等の生活圏が、市内中心部や、近隣市町に集中していることから、国庫補助バス路線との接続等を考慮し、その主たる起点となっているJR

柳井駅及びJR大畠駅を結節点として結びつける必要がある。
このため、柳井市生活交通活性化計画に基づき地域公共交通確保維持事業により、柳井市日積地域で予約制乗合タクシーを開始した。
交通手段を確保・維持することは、地域住民の生活を安定的に存続させていく事への支援施策となり、住民が地域に安心して生活していく事
へ繋がる。
特に、高齢者を含む交通弱者の外出を促進することは、健康の管理面に寄与するとともに、住民同士の交流を促進し、地域の再生や活性
化に繋がって行くものと考える。

交通会議における検討

・第１回地域公共交通会議(確保維持計画審議) （H28.5.19）
・運行事業評価審議（文書協議） （H29.1.13）
・第１回地域公共交通会議(確保維持計画審議) （H29.6.21）
・運行事業評価審議（文書協議） （H30.1.10）
・第１回地域公共交通会議(確保維持計画審議) （H30.6.25）
・運行事業評価審議 （H30.12.25）
・第１回地域公共交通会議(確保維持計画審議) （R1.6.6）
・運行事業評価審議 （R1.12.20）
・第１回地域公共交通会議(確保維持計画審議) （R2.6.23）
・運行事業評価審議 （R3.1.8）



定量的な目標・効果

・Ⅰ系統（柳井駅便） 割石～日積地域～柳井駅（月～土）
（目標）

地域住民の利便性を向上させるため、ダイヤの設定などのサービス内容を確立する。また利用実績値の向上として、月97人以上の利用者
の確保と月48回以上の稼働となるよう、ポスターの掲示や口コミなどにより、利用促進を促す。

・Ⅱ系統（大畠駅便） 水梨～大原・坂川経由～大畠駅（金）
（目標）

地域住民の利便性を向上させるため、ダイヤの設定などのサービス内容を確立する。また利用実績値の向上として、月10人以上の利用者
の確保と月４回以上の稼働となるよう、ポスターの掲示や口コミなどにより、利用促進を促す。

・Ⅰ系統、Ⅱ系統
（効果）

乗合タクシーを維持し、高齢者を含む交通弱者の外出を促進することで、健康の管理面に寄与すると考えられることや住民の交流促進に
伴い地域再生や活性化に繋がる。

柳井市地域公共交通会議 事業の評価

実施した利用促進策昨年度の自己評価に
対するフォローアップ

・柳井市のホームページや窓口等での案内により、地域住民に事業の
周知を図った。
・チラシを活用し、民生児童委員、福祉員による個別利用促進を行った。
・日積地区全世帯を対象にアンケート調査を実施し、運行の見直しにあ
たっての意向を把握した。
・住民説明会を実施し、運行制度及び利用登録の説明を行った。

地域住民の意見の反映昨年度の運輸局二次評価に
対するフォローアップ

・地区社会福祉協議会総会において利用促進に向けＰＲを行うと
共に、制度の改善目標を設定。
・制度改正に向けて協議を行い、平成２８年５月の柳井市地域公共交
通会議の承認を得て、平成２９年度運行からの制度改正（柳井駅便の
統合、運行日の拡大、運行料金値下げ）を実施し、平成３０年度、令和
元・２年度も継続して運行した。

・利便性確保のため、平成２９年度運行から柳井駅便を統合して
運行日を拡大、また、柳井駅便・大畠駅便の料金の引き下げ（１乗
車800円→700円）を行い、平成３０年度、令和元・２年度も継続し
て実施した。その結果、平成２９～令和元年度までは平成２８年度
より増加したが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により減少した。

・利便性確保と更なる利用促進のため、平成２９年度運行から柳
井駅便を統合して運行日を拡大、また、柳井駅便・大畠駅便の料
金の引き下げを行い、令和元・２年度も継続して実施した。
・その結果、平成２９年度、３０年度、令和元年度ともに、柳井駅便
は目標を上回る利用があった。今後も持続可能な交通ネットワー
クの構築に向け利用促進に取り組むこととする。



事業実施の適切性

目標・効果達成状況

事業の今後の改善点

・Ⅰ系統：（目標）月平均利用者数53.4人、稼働回数33.0回（年間利用者数641人、運行回数397回 ・稼働率45.3％）で、
目標月97人以上、48回以上に達しなかった。
・新型コロナウイルス感染症拡大により、外出が著しく抑制された。

（効果）高齢者の日常の移動手段を確保維持することができた。また、駅・幹線バスに接続している ため広域的な移動も可能である。
・Ⅱ系統：（目標）月平均実績利用者数0.25人、稼働回数0.25回（年間利用者数3人、運行回数3回 ・稼働率2.0％）で、

目標月10人以上、月４回以上に達しなかった。
・午前便での利用は、目的先の施設に十分な時間が確保できない。
・通院等の時間的な制約により、路線バスの活用が主体となっている。

（効果）地域の公共交通空白時間帯は解消している。

・Ⅰ系統：路線バスの廃止に伴い、令和２年１０月１日から運行の見直しを実施。運行便数の増便と運賃の改定を実施した。
・Ⅱ系統：利用者が見込めないため、令和２年１０月１日をもって当該系統を廃止した。

柳井市地域公共交通会議 事業の評価

・Ⅰ系統（柳井駅便）：計画どおり実施された。地域住民に戸別周知を行い、大切な路線であることの意識付け活動を行ったが、利用回数・利用
者数共に計画した利用回数に達しなかった。
・Ⅱ系統（大畠駅便）：計画どおり実施された。利用の仕方パンフレットの配付を随時行い、利用促進の意識付けを行ったが、顧客の固定化は改
善されず、計画した利用回数に達しなかった。



交通体系図 別紙 日積地域

路線バス系統運行図



運行系統図 別紙

系統名 Ⅰ系統（割石発－日積地域内運行－柳井駅）、Ⅱ系統（水梨発－大原・坂川・大畠出張所経由－大畠駅）
運行形態 ４条路線、 区域デマンド型
便数 午前１便、午後２便
運行日 Ⅰ系統：月～土、Ⅱ系統：金（運休：祝祭日・年末年始（12/29～1/3））
運賃 ７００円／回・人
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区域 : 日積地域

【柳井駅便起終点】
柳井駅
柳井市中央2丁目21番
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柳井駅便系統
割石-（区域運行）-割石-柳井駅

政井医院
柳井市柳井5033番地2

【大畠駅便起終点】
大畠駅
柳井市神代4183番地1

【柳井駅便起終点】
割 石
柳井市日積7928番地2 付近

【大畠駅便起終点】
水 梨
柳井市日積2149番地1 付近
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(株)イズミ柳井店
柳井市南町4丁目5番3号

柳井市南町4丁目50番3号
（ 自動車車庫 )

柳井市中央1丁目9番8号
（ 営業所 )
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大畠駅便系統
水梨-坂川-大畠駅

区域：日積地域
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