
山口県山口市の
地域交通政策について

「安心して住み続けられる

クルマに頼りすぎない交通まちづくりを目指して」

山口市地域振興部交通政策課

2011年12月22日
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山口市の概要
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山口

小郡

秋穂阿知須

徳地

阿東

合併

Ｈ１７.１０ １市４町合併
Ｈ２２. １ 阿東町を編入

面 積 1,023ｋ㎡

人 口 約196千人

高齢化率 約24％



山口市市民交通計画
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創ろう！守ろう！みんなの公共交通
～子や孫の代まで続く公共交通にしよう～

基本理念

市民の移動手段は、

交通事業者や行政のみでなく、

市民も含め、みんなが協働して創り育てる



山口市市民交通計画
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公共交通体系の整備方針

公共交通体系

コミュニティ交通基幹交通

旧市町の中心地間を結ぶ 基幹交通までのアクセスを担う



山口市市民交通計画
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公共交通体系の整備方針

コミュニティ交通

基幹交通

地域住民

行 政

交通事業者

協働



山口市市民交通計画
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公共交通を支える

体制づくり

利便性の高い公共

交通体系の確立

安心、安全に外出

できる環境づくり

にぎわいを創出する

交通まちづくり

施策体系



公共交通を支える体制づくり
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公共交通を支える体制づくり

みんなで守り育てる意識づくり

○クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト

・住民や事業者を対象としたＴＦＰ

・市民公共交通週間の実施

・公共交通教室の実施

○住民とともに地域の交通を考える地域勉強会の開催

○市民、事業者、行政による協働推進体制の確立

・山口市公共交通委員会の設置



公共交通を支える体制づくり
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クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト

事前

思う 57％

思わない 10％

その他 32％

（1）できるだけクルマの利用を控えよう
と思いますか？

（2）クルマの利用を実際に控えていらっ
しゃいますか？

○住民を対象としたＴＦＰ

・中学校区程度の範囲で、１年に１地区実施

・Ｈ21、22年度で2地区約4,700世帯を対象に実施

・クルマ利用に関する意識・行動の変化

事後

思う 63％

思わない 10％

その他 27％

事前

控えている 44％

控えていない 34％

その他 22％

事後

その他 29％

控えている 45％

控えていない 26％

（有効サンプル数：245）



公共交通を支える体制づくり
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○事業所を対象とした取り組み

・バスを使え使えというなら、まず市・県職員が率先するべき。

・市中心部の朝の通勤渋滞は、市役所と県庁の職員によるところが大
きい。これによりバスが遅延しており、公務員が公共交通機関の利便
性を阻害している

・温暖化防止に向けて、行政職員はもっと積極的に行動するべき。

市民から

まずは市役所から！

クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト



公共交通を支える体制づくり
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山口市職員は〝エコ通勤〟に取り組みます宣言！

毎日実施が原則ですが、

まずは、週１回、月４回を目標に
実施します（実施日は、各自で設定）

山口式エコ通勤

実施率は６０％前後で推移

クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト



公共交通を支える体制づくり
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・啓発イベントの実施（昨年度：2千人来場）

バス車両の展示、交通事業者ＰＲブース、バス乗り方教室等

○市民公共交通週間

・市内一斉ノーマイカーデー（昨年度：193事業所、3,575人参加）

市内の事業所や一般の方に対し、ノーマイカーを呼びかけ

・啓発チラシの配布

バス運賃半額券や飲食店割引クーポンを刷り込んだ啓発チラシを市内
全戸及び主要事業所へ配布

クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト



公共交通を支える体制づくり
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○公共交通教室の実施

・国の公共交通活性化プログラムでマニュアル作成

・学校、子ども会、老人会等、多様な対象に対して、それぞれの学習
レベルやニーズに合わせた教室を展開

クルマと公共交通の上手な使い方を考えるプロジェクト

Ｈ19

75

Ｈ20

87

Ｈ21

87

Ｈ22

87

Ｈ23

51

○地域勉強会開催回数



公共交通を支える体制づくり
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山口市公共交通委員会

・地域公共交通活性化・再生法法定協議会

・外部有識者のアドバイス、コーディネート

・住民代表、事業者代表、行政代表が実質的な審議を行い、事業を実施

交通ジャーナリスト 鈴木文彦 氏

大阪大学教授 森栗茂一 氏

特に、交通事業者との連携が強化

・山口市地域公共交通総合連携計画策定

⇒市民交通計画の実施計画の位置づけ



利便性の高い公共交通体系の確立
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利便性の高い公共交通体系の確立

機能的な基幹交通ネットワークの構築

○広域交通ネットワークの強化

・新山口駅への新幹線停車本数増加促進

・山口駅から宇部空港への直行バスの運行（Ｈ23.8月実証運行開始）

○都市核・地域核間交通の強化

・都市核・地域核間を結ぶ路線バスを３路線新設

地域にふさわしいコミュニティ交通の確保

○積極的な情報発信と公平な機会の提供

地域主体の仕組みづくり

○地域に合った効率的で利便性の高い運行計画の作成



利便性の高い公共交通体系の確立
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 沿線人口／世帯数 400人／170世帯

運行の態様 区域（デマンド）

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月～金

運行便数 6便/日

島地地域：藤木おたっしゃ号
【Ｈ22.4.1運行開始】

沿線人口／世帯数 9316人／3605世帯

運行の態様 定時定路線（一部デマンド）

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月～金

運行便数 2系統13便/日

阿知須地域：あじす☆きららコミタク

【Ｈ20.10.1運行開始】

沿線人口／世帯数 2942人／1124世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 2系統12便/日

佐山地域：ふれあい号
【Ｈ20.10.1運行開始】

沿線人口／世帯数 2156人／855世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月、水、金

運行便数 6便/日

宮野地域：宮野コミタク
【Ｈ20.2.1運行開始】

沿線人口／世帯数 583人／220世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 4人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 7便/日

嘉川地域：みんなでＧＯ！
【Ｈ20.1.26運行開始】

沿線人口／世帯数 894人／375世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 5人乗りセダン車両

運行日 月、水、金

運行便数 4便/日

小鯖地域：小鯖コミタク
【Ｈ20.2.25運行開始】

沿線人口／世帯数 3778人／1489世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 ９人乗りジャンボ車両

運行日 月～金

運行便数 8便/日

小郡地域：サルビア号
【Ｈ19.12.25運行開始】

地域主体のコミュニティ交通：コミュニティタクシー

沿線人口／世帯数 2836人／1077世帯

運行の態様 定時定路線

運行車両 9人乗りジャンボ車両

運行日 月、水、金

運行便数 2系統2便／日

秋穂地域：菜の花号
【Ｈ20.2.26運行開始】



利便性の高い公共交通体系の確立
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地域運営組織
○運行計画の地元調整と決定
○利用者ニーズ把握
○広報発行（利用促進、現状報告）
○運行委託料の支払い等の会計事務
○時刻表作成・配布
○バス停の維持管理

○安全かつ確実な輸送
○利用者のニーズ吸い上げ
○運行に関する法律手続き

○運行に関する補助金支出
○運行計画、利用促進活動
検討に関する提案

○法律手続き等支援

協働

地域の移動手段は、交通事業者や行政だけではなく、地域も一緒に、

みんなが 協働して創り育てる

運行事業者 行政

コミュニティタクシーの運行モデル



利便性の高い公共交通体系の確立
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コミュニティタクシー運行の仕組み

本格運行基準

■乗車率 ３０％以上

（年間乗車人数×正規運賃＋協賛金）÷運行委託費）

市からの補助を受けるためには、下記の基準を３年以内に達成するこ
とが必要。ただし、３年連続で達成できなかった場合も、市からの補助
は打ち切りではなく、補助上限額までの補助を行う（上限額以上の赤字
補填はなし）。

（１便あたりの乗車人数÷使用車両の定員）

■収支率 ３０％以上

地域の機運醸成 運行計画等検討 実証運行（1年）

本格運行へ移行 本格運行断念
最終的な
決定は地域

※運行地域内に生鮮食料品を買える商店または日常かかりつけることのできる医療機
関がない場合は、収支率を５％緩和



コミュニティタクシーの状況

運行改善、利用促進で効率的で利便性の高いコミュニティタクシーへ

平成２２年度実績

実証運行実績

３８％

２６％

１７３人

２．３人

ジャンボ

秋穂

１３％

２５％

１８７人

１．０人

小 型

佐山

２０％

４８％

５７６人

１．９人

小 型

阿知須

２６５人７３０人１９０人１１９人１４４人１月あたり

２２％４９％３８％１４％２２％乗車率

３２％３５％２５％２７％２８％収支率

２．６人４．４人１．９人１．３人１．９人１便あたりの乗車人数

バス車両、小型ジャンボ中型ジャンボジャンボ使用車両

島地小郡嘉川宮野小鯖地域名

３１％

４４％

１９５人

４．０人

ジャンボ

秋穂

２８％

３８％

２１３人

1．５人

小 型

佐山

２７％

７０％

７３５人

２．８人

小 型

阿知須

９３３人２３３人１８９人９６人１月あたり

６３％５６％２９％３２％乗車率

３０％２７％３６％１７％収支率

５．７人２．８人２．６人１．６人１便あたりの乗車人数 平成２２年度
運行開始

につき

実績は

上記実証運行

ジャンボ中 型ジャンボ中型使用車両

島地小郡嘉川宮野小鯖地域名

利便性の高い公共交通体系の確立

停留所、車体表示の改善 おでかけツアー 協賛演歌コンサート

コミタクと路線バスを乗り継
ぐおでかけツアーを実施

停留所のデザイン、車体表示を
改善し、認知度向上

18

認知度向上のため、演歌コ
ンサートやカレンダー作成

◇地域の老人会やお祭
り、選挙時に臨時便を
運行
◇コミタク通信を発行
◇回数券購入者にプレ
ゼントをするキャンペー
ンを実施
◇車内でヒアリングして
生の意見を聴取

コミュニティタクシー運行の状況



利便性の高い公共交通体系の確立
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メニュー選び

交通需要・道路の幅

コミュニ
ティバス

○コミタクは、一定の人口規模（需要）のある地域でなければ効率的な運行が困難
○山口市には、小さな集落が散在しており、こうした地域の移動手段確保策が必要
○一般タクシーを共同利用する仕組みづくりを目指して、タクシー利用券を交付す
る実証実験を実施

路線
バス

定時
定路線

デマンド？
コミタク

グループタクシー実証実験

目 的 グループで一般タクシーを共同利用する仕組みづくり

対 象
交通不便地域（公共交通機関までの距離が１．０ｋｍ以上に

お住まいの６５歳以上の高齢者

利 用
方 法

１乗車につき、１人１枚のみ使用できる（乗り合わせるほどお得）
利用券【1.5ｋｍ以上】500円券×60枚 【1.5ｋｍ未満】300円券×60枚

コミタク検討の中から生まれた施策：グループタクシー

少ない・狭い 多い・広い


