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広島電鉄(株)
湯来系統

五日市駅南口～杉並台
団地～湯来ロッジ前

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。
　H28.3.26ダイヤ改正を実施した。

B A

広島電鉄(株)
上栗栖系統

廿日市市役所前駅～上
栗栖

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。
　H28.3.26ダイヤ改正を実施した。

A A

広島電鉄(株)
三段峡系統

広島バスセンター～可
部・加計～三段峡

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。

A A

広島電鉄(株)
三段峡系統

広島バスセンター～広島Ｉ
Ｃ・戸河内ＩＣ～三段峡

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。

A A

広島電鉄(株)
琴谷系統

広島バスセンター～安佐
営業所～琴谷車庫

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。

A A

広島電鉄(株)
今吉田系統

広島バスセンター～可部
小浜・大釘～今吉田公民
館

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。

A A

広島電鉄(株)
矢野フィーダー系統

済生会広島病院前～矢
野ﾆｭｰﾀｳﾝ広熊道路～絵
下山入口

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。
　H28.3.26及びH28.9.26にダイヤ改
正を実施した。

A A

広島電鉄(株)
さくら（東循環）系統

廿日市市役所前駅～廿
日市市役所前駅

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。

A A

広島電鉄(株)
津田系統

廿日市市役所前駅～津
田

　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。
　H28.3.26ダイヤ改正を実施した。

B A

広島電鉄(株)
阿戸系統

熊野営業所～阿戸学校
　系統の適切な計画について関係
自治体と検討している。
　H28.3.26ダイヤ改正を実施した。

A A
　今後，系統の適切な計画について関
係自治体と協働で検討する。

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

平成29年2月24日

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

２系統で運休が発生しているが、その他
の系統は適切に運行されており、評価で
きる。

今後、地域公共交通網形成計画及び再
編実施計画の策定の中で関係自治体等
と連携し、公共交通ネットワークの形成に
取り組んでもらいたい。

また、リアルタイム運行情報を提供するバ
ス到着時刻検索サイト「Bus　ｉｔ」の導入に
より待ち時間が確認できるなど利用者利
便が向上しており、今後も利用増加に繋
がる施策を展開してもらいたい。

広島県生活交通
対策協議会

　今後，地域公共交通網形成計画及び
再編実施計画の策定過程において，
系統の適切な計画について関係自治
体と協働で検討する。
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芸陽バス(株)
瀬野･広島系統

宮の前～海田～広島バ
スセンター

　補助を活用し低床車の導入を進
めており，利用者から好評である。

A A

芸陽バス(株)
東雲系統

宮の前～市役所前～広
島バスセンター

　補助を活用した低床車両導入に
より，低床車の使用率がほぼ
100％となっている。

A A

芸陽バス(株)
畑賀系統

奥畑～国信橋～広島バ
スセンター

　経路変更等は行っていないが，
利用状況は改善傾向となってい
る。

A A
　収益改善により，来年度計画では補
助対象ではなくなるため，引き続き，状
況を維持できるよう努力したい。

芸陽バス(株)
阿戸系統

海上側～一貫田～広島
バスセンター

　経路変更を実施，利用者から特
に不満等はない。

A A

　東広島バイパスが瀬野東インターま
で部分開通し，定時性確保が難しく
なったため，動向を注視したい。
  H26.11.1～広島市都市圏のバス事業
者と合同で，路線番号を表記を導入
し，停留所時刻表や配布用時刻表へも
随時追記しているため，引き続き周知
に努めたい。

芸陽バス(株)
西条･広島

西条駅前～瀬野駅～広
島バスセンター

　東広島市側での利用は現在も低
調傾向となっている。
　寺家駅の完成が控えており，引
き続き動向を注視したい。

A A

芸陽バス(株)
西条･広島系統

八本松～海田～広島バ
スセンター

　引き続き，沿線小学校・中学校へ
の通学利用がされている。

A A

芸陽バス(株)
西条･竹原系統

西条駅前～円城寺北・新
庄～竹原駅

　西条～東広島間は一定の利用
があるが，竹原までの利用者は定
着しているとは言い難い状況であ
り，引き続き経路の見直し等を含
め検討する。

A A
　竹原から西条方面へ向かう夕方便
（平日）に開きのある時間帯があり，今
後の課題として検討したい。

1系統で運休が発生しているが、その他の
系統は適切に運行されており、評価でき
る。

定時性の確保については、路線バスの
ウィークポイントのひとつであり、バス利用
が敬遠される要素にもなっていることか
ら、２６，２７年度で導入したバスロケー
ションシステムの運行データを活用するこ
と等により実態に沿った運行ダイヤとなる
よう今後努めてもらいたい。

また、東広島市の寺家駅新設について
は、駅までの移動方法にバス利用が選択
されることも想定されることから、利用者
ニーズに沿った運行を計画して頂き、新
規利用者獲得となることを期待したい。

　東広島バイパスが瀬野東インターま
で部分開通し，定時性確保が難しく
なったため，動向を注視したい。
　 H26.11.1～広島市都市圏のバス事
業者と合同で，路線番号表記を導入
し，停留所時刻表や配布用時刻表へも
随時追記しているため，引き続き周知
に努めたい。
　寺家駅完成後はダイヤの大幅な見直
しを検討したい。

　東広島バイパスが瀬野東インターま
で部分開通し，定時性確保が難しく
なったため，動向を注視したい。
　 H26.11.1～広島市都市圏のバス事
業者と合同で，路線番号を表記を導入
し，停留所時刻表や配布用時刻表へも
随時追記しているため，引き続き周知
に努めたい。

広島県生活交通
対策協議会
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芸陽バス(株)
竹原･三原系統

三原営業所～すなみ荘
前～中通

　他交通機関との接続を意識した
ダイヤ改正の実施により，利用者
数を維持している。

A A

　竹原市では，駅・フェリー・忠海地区
など地域に合わせた時刻表の配布が
ある。
　三原市では，地域ごとの路線バス時
刻表等の配布や独自の敬老優待制度
等があり，利用者数増加に繋がってい
る。
　引き続き，利用促進等に努めたい。

芸陽バス(株)
沼田東系統

三原営業所～沼田東団
地上・本郷駅･松江～三
原営業所

　他交通機関との接続を意識した
ダイヤ改正の実施により，利用者
数を維持している。

A A

　三原市では，地域ごとの路線バス時
刻表等の配布や独自の敬老優待制度
等があり，利用者数増加に繋がってい
る。
　本郷駅から三原寄りの地点に大型店
舗が建設され，アクセスのための道路
が住宅団地再編に合わせて完成した
ことを受け，H28.10.1～経路を変更し
た。
　引き続き，利用促進等に努めたい。

芸陽バス(株)
白市・空港系統

ネオポリス北～白市駅・
河内インター～広島空港

　H25.7.20から社会実験により大
幅増便し，一時的に利用者が分散
したが，現在は利用者数の増加に
より，増便前と同様の１便当たりの
利用者となっている。

A A

芸陽バス(株)
白市・空港系統

ネオポリス北～白市駅・
元兼～広島空港

　H25.7.20から社会実験により大
幅増便し，一時的に利用者が分散
したが，現在は利用者数の増加に
より，増便前と同様の１便当たりの
利用者となっている。

A A

芸陽バス(株)
豊栄･広島系統

豊栄～久芳・高見が丘～
広島バスセンター

　沿線住民に対する広報を行い，
高美が丘地区は利用者を維持して
いるが，福冨地区は利用が少な
い。

A A

　利用者層が幅広く，通勤，通学，レ
ジャーと多岐にわたり利用されている
ため，これを継続していきたい。
　途中停留所の通過予定時刻と実際
の時刻が離れている箇所があるため，
見直しが必要である。

芸陽バス(株)
豊栄･西条系統

豊栄～上戸野～西条駅
前

　引き続き，沿線小学校への通学
利用がされている。
　高校の統廃合の動きがあるた
め，引き続き注視したい。

A A

　東広島市では，新規転入者向けに分
かり易い路線図等を作成し，「くらしの
ガイド」として配布しており，引き続き周
知に努めたい。

　広島県，空港ビルディング，NEXCO
西の本等の協力により，チラシ・ポス
ターによるPRの協力がある。引き続き
PRを進めていきたい
　これまでは，航空便時刻改正にあわ
せダイヤ改正を行っていたが，沿線利
用者から不評だったため，H26以降の
ダイヤ改正は必要最小限とするよう留
意している。

（再掲）
1系統で運休が発生しているが、その他の
系統は適切に運行されており、評価でき
る。

定時性の確保については、路線バスの
ウィークポイントのひとつであり、バス利用
が敬遠される要素にもなっていることか
ら、２６，２７年度で導入したバスロケー
ションシステムの運行データを活用するこ
と等により実態に沿った運行ダイヤとなる
よう今後努めてもらいたい。

また、東広島市の寺家駅新設について
は、駅までの移動方法にバス利用が選択
されることも想定されることから、利用者
ニーズに沿った運行を計画して頂き、新
規利用者獲得となることを期待したい。
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芸陽バス(株)
豊栄･西条系統

豊栄～高美が丘・西高屋
駅前～西条駅前

　引き続き，沿線中学校・高校への
通学利用がされている。
　高校の統廃合の動きがあるた
め，引き続き注視したい。

A A

　東広島市では，新規転入者向けに分
かり易い路線図等を作成し，「くらしの
ガイド」として配布しており，引き続き周
知に努めたい。
　高美が丘団地内を通過する時間が
適切ではないため，次回ダイヤ改正時
に対策を検討したい。
　H26.4.1より貸切スクールバスを乗合
化し，造賀地区の路線バスが増強され
たが，地元の反発によりH26.10.1より
再度貸切運行に戻った経緯があり，路
線バスへ理解があるとは言い難いが，
引き続き，理解へ向け努力をしたい。

芸陽バス(株)
白市・空港系統

白市駅～河内インター～
広島空港

　岩国空港の影響は想定より少な
く，利用者数を維持できている。

A A

　広島県，空港ビルディング，NEXCO
西の本等の協力により，チラシ・ポス
ターによるPRの協力がある。引き続き
PRを進めていきたい。
　これまでは，航空便時刻改正にあわ
せダイヤ改正を行っていたが，沿線利
用者から不評だったため，H26以降の
ダイヤ改正は必要最小限とするよう留
意している。

芸陽バス(株)
安芸南系統

海田市駅～矢野大浜・フ
ジグラン安芸・矢野大浜
～海田市駅

　低床車を導入しており，特に高齢
の利用者に好評である。

B A

　東広島バイパス瀬野付近の慢性的な
渋滞のため定時性の確保が難しいが，
沿線の利用状況を考慮すると経路変
更等は難しい。
　海田地区の東広島バイパス完成を考
慮して運行を継続したい。

芸陽バス(株)
瀬野･広島系統

広島バスセンター～海田
～中野東七丁目

　補助を活用し低床車の導入を進
めており，利用者から好評である。

A A

　ダイヤ改正や路線番号等を導入して
いる。
　収益改善により，来年度計画では補
助対象ではなくなるため，引き続き，状
況を維持できるよう努力したい。

芸陽バス(株)
安芸津・西条系統

安芸津～東広島駅～西
条駅前

新規 A A

　収益悪化により，H29年度は国庫補
助要件を満たしていないが，引き続き
利用促進等を行い，輸送量回復を目指
したい。

（再掲）
1系統で運休が発生しているが、その他の
系統は適切に運行されており、評価でき
る。

定時性の確保については、路線バスの
ウィークポイントのひとつであり、バス利用
が敬遠される要素にもなっていることか
ら、２６，２７年度で導入したバスロケー
ションシステムの運行データを活用するこ
と等により実態に沿った運行ダイヤとなる
よう今後努めてもらいたい。

また、東広島市の寺家駅新設について
は、駅までの移動方法にバス利用が選択
されることも想定されることから、利用者
ニーズに沿った運行を計画して頂き、新
規利用者獲得となることを期待したい。

広島県生活交通
対策協議会
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備考

(株)中国バス
福山・市系統

福山～中国中央病院～
市出張所

　福山駅前総合案内システムとバ
ス接近システムを活用し，PRを
行った。

A A

(株)中国バス
福山・府中系統

目崎車庫～福山駅前
　福山駅前総合案内システムとバ
ス接近システムを活用し，PRを
行った。

B A

(株)中国バス
尾道・甲山系統

尾道駅前～川上口・市出
張所～甲山営業所

　利用実態に沿うよう，ダイヤ改正
を実施した。

A A

(株)中国バス
尾道・甲山系統

尾道駅前～長江口・バイ
パス～甲山営業所

　利用実態に沿うよう，ダイヤ改正
を実施した。

A A

(株)中国バス
甲山・三原系統

甲山営業所～室町～三
原駅前

新規 A A

(株)中国バス
甲山・三原系統

甲山営業所～林崎谷～
三原駅前

　利用実態に沿うよう，ダイヤ改正
を実施した。

A A

(株)中国バス
福山・尾道系統

福山～市（出）バイパス～
尾道駅前

　利用実態に沿うよう，ダイヤ改正
を実施した。

A A
　平成28年10月1日を以て運行系統を
廃止した（他の系統により対応）。

(株)中国バス
三原・広島空港系統

三原駅前～三原桟橋～
広島空港

　往復で異なっていた系統を統一
した。

A A
　他モードとの接続を考慮したダイヤ設
定を行う。

鞆鉄道(株)
尾道系統

福山駅前～松永～尾道
駅前

　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

鞆鉄道(株)
洗谷常石系統

福山駅前～洗谷～常石
　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を検討したが，実施出来な
かった。

A A

鞆鉄道(株)
瀬戸千年系統

福山駅前～瀬戸～千年
橋

　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

鞆鉄道(株)
小立千年系統

福山駅前～小立団地～
千年橋

　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

鞆鉄道(株)
瀬戸常石系統

福山駅前～瀬戸～常石
　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

鞆鉄道(株)
阿伏兎系統

福山駅前～瀬戸～阿伏
兎

　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

鞆鉄道(株)
福山内海系統

福山駅前～瀬戸～内海
農協

　運行効率の改善のためのダイヤ
改正を実施した。

A A

　利用実態に沿うよう，運行計画の変
更（運行時刻，回数等の見直し）を行
う。

各系統は２８年６月に大雨に起因した芦
田川の氾濫により道路が冠水し、物理的
に通行できなくなったことから運休を生じ
たが、速やかに迂回により運行を復旧す
るなど天災の中、地域公共交通の役割を
充分に発揮したことは高く評価できる。

天災等により運休もやむを得ない状況の
中、公共交通インフラとして迂回しながら
も安全に旅客を目的地まで運送されたこ
とは利用者や地域住民に対して公共交通
の重要性を認識させるきっかけにもなった
と考える。

今後も利用ニーズの把握や自治体等と連
携しながら生活交通の維持に取り組んで
もらいたい。

1系統で運休が発生しているが、その他の
系統は適切に運行されており、評価でき
る。

一方で、慢性的な乗務員不足を背景に平
成２８年１０月１日から国庫補助系統も含
む大幅な減便、廃止がなされたところであ
る。
対象となった系統は利用が極端に少ない
系統がメインとなっているが、引き続き自
治体と連携しながら利用実態に沿った生
活交通の維持確保に取り組んで頂きた
い。

広島県生活交通
対策協議会

　福山駅前総合案内システムとバス接
近システム，および府中市内に導入し
たバス接近システムを活用しPRに努め
る。

　利用動向，運行効率を勘案し，適正
な運行を実施できるよう，ダイヤ改正に
ついて引き続き検討する。
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備考

備北交通(株)
三城線

庄原バスセンター～ジョイ
フル・上四十貫～三次駅
前

　見直しにより，利用のある時間帯
の回数増を行い，収入増を達成
し，輸送量についても昨年より微増
となった。

B A

　庄原市内の運行ルートについて，車
両の形式上，利用の多い庄原日赤病
院への乗入が困難なため，付近に停
留所を設置しているが，乗入可能な車
両の代替により経路を統一する予定。
　また，地域へのPRと乗り方教室等に
より更なる利用促進を図る。

備北交通(株)
三城線

西城～高駅前・市街地循
環～庄原バスセンター

　PR及び車両の低床化を進め，収
入及び輸送量の増を達成した。

A A
　自治体との協力体制のもと更なるPR
を発信し，利用促進と経費削減に努
め，路線維持を継続したい。

本四バス開発(株)
瀬戸田～因島線

瀬戸田港～内海造船・生
口橋～土生港前

　新規の商業施設へのバス停増設
を検討したが，行わなかった。

B A
　瀬戸田港バス停ロータリー内へ，一
般車両に対する交通規制の掲示し，周
知を図る。

運休回数が１．０回あったが、夏期におけ
る沿線企業の就業日を考慮したものであ
り、それ以外は適切に運行されており、評
価できる。
今後、新規の商業施設の来客者等を把
握し、必要に応じてバス停を設置するなど
して利用者増となることを期待する。

江田島バス(株)
４主系統

小用～大柿支所～大柿
高校前

　低床車の導入を検討したが，導
入はしていない。

A A

江田島バス(株)
1４主系統

小用～大君～深江
　低床車の導入を検討したが，導
入はしていない。

A A

さんようバス(株)
１系統

太田―明石港・大串―太
田

　現行ダイヤは，学校からの要望
に基づき，通学利用を取り込むよう
設定しているが，高齢者などの通
院利用や買い物利用についてもカ
バーできている。
　一方で島外各方面へ向かう船の
時刻とは，十分に調整できていな
い。

A A

　島内（離島）に主要な5つの港が有
り，各方面に向かう船と，ダイヤを合わ
せることが難しく，現状維持となってい
る。
　春夏時期と秋冬時期の最終便の終
発時刻を季節で調整し，バス利用の効
率化を図っているが，通学利用，通院
利用や買い物利用を考慮しダイヤを設
定しているため，本格的な改正予定は
立っていない。

適切に運行されており評価できる。

通学・通院利用に沿ったダイヤとなってい
る一方、島外への旅客船とのダイヤ接続
ができていない点について、引き続き旅
客船事業者および大崎上島町、関係施設
と調整をすすめ、待ち時間が少なく利便
性が向上するダイヤ設定となるよう目指し
て頂きたい。

1系統で運休が発生しているが、その他の
系統は適切に運行されており、評価でき
る。

利用状況を把握しダイヤ編成を行ったこ
とが利用者・運送収入の増加に繋がって
いることから、今後も利用ニーズを把握
し、運行計画の改善に取り組んでもらいた
い。
また、病院までの通院については停留所
から病院までの距離がより近い方が利用
者にとって便利なものとなることから、低
床車両の導入もあわせて乗入にむけて調
整してもらいたい。

　船との接合等を考慮してダイヤの見
直しを検討する。

広島県生活交通
対策協議会

両系統とも計画運行回数どおりとなってお
らず、今後の計画策定にあたっては当初
から減便等を踏まえた運行回数で計画策
定に取り組んで頂きたい。
営業エリアの地理的特性上、船のダイヤ
との調整は非常に重要なものであるた
め、今後も旅客船会社、関係自治体と密
に連携してダイヤの見直しを検討してもら
いたい。
また、島内において高齢化がすすんでお
り、利用しやすい低床車両の導入につい
ても今後検討してもらいたい。
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備考

瀬戸内産交(株)
１系統

営農センター～安芸灘大
橋～中国労災病院

　利用者の乗降利便性確保のた
め，低床車を導入した。

A A

瀬戸内産交(株)
２系統

沖友天満宮～安芸灘大
橋～中国労災病院

　利用者の乗降利便性確保のた
め，低床車を導入した。

A A

中国ジェイアールバス
(株)
C1系統

西条～広～呉 A A

中国ジェイアールバス
(株)
C2系統

西条～交叉点～呉 A A

中国ジェイアールバス
(株)
C109系統

賀茂医療センター口～
庚・交叉点～呉

A A

中国ジェイアールバス
(株)
C161系統

西条～郷田～広島国際
大学

A A

中国ジェイアールバス
(株)
C164系統

西条～庚～広島国際大
学

A A

中国ジェイアールバス
(株)
C175系統

広島～森城団地・千代田
IC・センター～大朝

　ホームページにおいて，時刻表，
路線図等をわかりやすく表示し，併
せて，北広島町のコミュニティバス
との連携を図ることで生活交通の
維持を行った。

A A

　地域と連携した生活交通の維持を行
なっていく。
　また，千代田ＩＣ付近において，一部
コミュニティバスと競合しているが，今
後，地域公共交通網形成計画にもとづ
き，幹線バスとコミュニティバスとの連
携を考慮しつつ，効率化だけでなく，地
域の要望に応えられるよう計画を進め
る必要がある。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

現在、東広島市では地域公共交通網再
編実施計画策定をすすめており、東広島
市、関係施設等と連携をとりながら計画
の策定及びその実施に努めて頂きたい。

また、ホームページでの路線等の表示に
ついては、スマートフォン対応となっており
利用者にとって路線・時刻など確認しやす
い点が高く評価できる。

　引き続き，高齢利用者の乗降利便性
を確保する。

　ホームページにおいて，時刻表，
路線図等をわかりやすく表示し，併
せて，乗り方教室の開催や，黒瀬
さくらバスとの連携を図ることで生
活交通の維持を行った。

　利用実態に即したダイヤ設定を検討
し，地域と連携した生活交通の維持を
行なっていく。
　また，他社バスとの競合区間におい
て，停車箇所の相違があり，利用者利
便からも全箇所での停車を図りたい。

広島県生活交通
対策協議会

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

系統の目的地が病院であることから、低
床車両の導入は非常に有意であり、今
後、利用者が増加することを期待したい。

　利用実態に即したダイヤ設定を検討
し，地域と連携した生活交通の維持を
行なっていく。
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備考

(株)井笠バスカンパニー
井原・福山系統

井原～御領～福山
　収支率は50.0％であり，収支率
目標55％は下回った。

A A

　ＩＣカード対応車両のPRにより，利用
者の利便性向上を図るとともに，井笠・
福山バス路線連携協議会と連携して
利用促進に取り組み，収支率55％を確
保する。

(株)井笠バスカンパニー
篠坂・福山系統

篠坂～青葉台～福山
　収支率は82.89％であり，収支率
目標70％は達成した。

A A

　引き続き利用者からの要望及び井
笠・福山バス路線連携協議会と連携し
て利用促進に取り組み，収支率70％を
確保する。

(株)ささき観光
おおのハート（東西）

サンランド車庫～前空駅
～広電阿品駅

　地域住民からの要望に沿った運
行計画ができている。

B A

　大野浦駅の整備による，利便性向上
が予想されるため，動向を注視すると
ともに，引き続き廿日市市と連携して事
業の推進に取組みたい。

運休回数が発生しているが花火大会時の
渋滞を考慮し運休したものであり、それ以
外は適切に運行されており評価できる。

引き続き地域住民の要望の把握に努め
て適切な運行を計画してもらいたい。
また、大野浦駅の整備により電車バスと
の乗り継ぎの利便性が向上され、利用者
が増加することを期待したい。

おのみちバス(株)
如水館線

尾道駅前～長江口～如
水館前

　H28.4.1にダイヤ改正を行ない，
他のバス路線との競合を緩和し効
率的な輸送となった。

A A
　沿線住民に対し，当該路線が補助路
線であることの周知を図り住民理解に
基づく利用増加につなげる。

計画どおり適切に運行されており評価で
きる。

他社との競合を整理し効率的な運行計画
を設定することは、赤字系統を維持してい
く上で重要な調整事項であることから、今
後も関係者と連携をとりながら利用者増
加につながる計画を検討して頂きたい。

広島県生活交通
対策協議会

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

収支率の目標を達成できなかった系統に
ついては、原因を分析し関係協議会と連
携のうえ引き続き利用促進に取り組んで
もらいたい。

またＩＣカードが利用できる車両を今後増
やしていくことで利用者利便の増進に取り
組んで頂きたい。
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備考

広島電鉄(株)
湯来

車両減価償却費
新規　ノンステップバス1
両

新規 A A

広島電鉄(株)
津田

車両減価償却費
既存　ワンステップバス3
両

　引き続き，ノンステップバスの代
替について関係自治体と検討す
る。
　バス到着時刻検索サイト「BUSit」
において便毎にノンステップ，ワン
ステップバス，スロープ付等を標記
し，サービス向上を図った。

A A

広島電鉄(株)
琴谷，今吉田

車両減価償却費
新規　ノンステップバス1
両
既存　ワンステップバス3
両

　引き続き，ノンステップバスの代
替について関係自治体と検討す
る。
　バス到着時刻検索サイト「BUSit」
において便毎にノンステップ，ワン
ステップバス，スロープ付等を標記
し，サービス向上を図った。

A A

広島電鉄(株)
上栗栖，津田

車両減価償却費
既存　ワンステップバス2
両

　引き続き，ノンステップバスの代
替について関係自治体と検討す
る。
　バス到着時刻検索サイト「BUSit」
において便毎にノンステップ，ワン
ステップバス，スロープ付等を標記
し，サービス向上を図った。

A A

芸陽バス（株）
西条広島，空港

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両
　　　　ワンステップ1両
既存　ワンステップ3両

　車両のダウンサイジングにより急
勾配の区間についての不安があっ
たが，問題なく運行できている。

A A
　低床車両での運行率が上がり，一部
便を除きほぼ低床車での運行が可能
となった。

芸陽バス（株）
瀬野・広島

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両
　　　　ワンステップ1両
既存　ワンステップ3両

　低床車により，引き続き運行した
い。

A A

　H30年度の国庫内定路線見込みが
大きく変更となる見込みで，これに伴い
仕業内容の一部再検討をする必要が
ある。

芸陽バス（株）
西条・竹原，竹原・三原

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両

　竹原地区は低床車運行率が高
く，高齢の利用者から好評である。
引き続き運行したい。

A A

　高齢者の利用が多い区間を運行して
いる。低床車で運行し，利用者から好
評であるため，今後も車両更新につい
て検討したい。

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。

　国の設定する導入目標に向けノンス
テップバスの代替を進める。

広島県生活交通
対策協議会
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

芸陽バス（株）
瀬野・広島，東雲，阿戸

車両減価償却費
既存　ワンステップ3両

　低床車により，引き続き運行した
い。

A A

　H30年度の国庫内定路線見込みが
大きく変更となる見込みで，これに伴い
仕業内容の一部再検討をする可能性
がある。

芸陽バス（株）
西条・竹原，竹原・三原

車両減価償却費
既存　ワンステップ5両

　竹原地区は低床車運行率が高
く，高齢の利用者から好評である。
引き続き運行したい。

A A

　高齢者の利用が多い区間を運行して
いる。低床車で運行し，利用者から好
評であるため，今後も車両更新につい
て検討したい。

芸陽バス（株）
西条豊栄

車両減価償却費
既存　ノンステップ1両
　　　　ワンステップ2両

　時刻表の車種の表記について
は，現在反映できておらず引き続
き検討する。
　車両運用見直しのため，大型ワ
ンステップ車1台を瀬野広島線で運
行するよう車両移動を行った。

A A

　時刻表の表記については，現在反映
できておらず引き続き検討する。
　西条豊栄線は低床車率がほぼ100％
となり，特別に低床車を案内する必要
がなくなっている。

芸陽バス（株）
安芸南

車両減価償却費
既存　ノンステップ1両

　沿線に大型病院，ショッピング
モールがあり，特に高齢の利用者
から好評である。引き続き運行した
い。

A A
　安芸南線は全便ノンステップバスで
運行しており，引き続き運行する。（車
両点検時 等を除く）

芸陽バス（株）
竹原・三原，三原・本郷

車両減価償却費
既存　ワンステップ4両

　ワンステップ車の販売が終了した
が，新型ノンステップ車による場合
でも車両構造上，当該区間の運行
に支障がないと考えられるため，
引き続き車両の代替について検討
したい。

A A

　高齢者の利用が多い区間を運行して
いる。低床車で運行し，利用者から好
評であるため，今後も車両更新につい
て検討したい。

芸陽バス（株）
西条竹原

車両減価償却費
既存　ノンステップ1両

　小学校通学利用があり，低床車
は地元から好評である。引き続き
運行したい。

A A
　今回の導入で低床車両での運行率
が上がり，一部便を除きほぼ低床車で
の運行が可能となった。

芸陽バス（株）
空港

車両減価償却費
既存　ワンステップ1両

　車両のダウンサイジングにより急
勾配の区間についての不安があっ
たが，問題なく運行できている。

A A
　低床車で運行し，利用者から好評で
あるため，今後も車両更新について検
討したい。

芸陽バス（株）
西条・広島

車両減価償却費
既存　ワンステップ1両

　現在のところ，停留所形状は改
善されていない。

A A
　低床車で運行し，利用者から好評で
あるため，今後も車両更新について検
討したい。

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。

広島県生活交通
対策協議会
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③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
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適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

（株）中国バス
甲山～三原

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ2両

　車両代替を実施した。 A A

（株）中国バス
福山～中国中央病院～
市出張所

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両

　車両代替を実施した。 A A

（株）中国バス
福山～目崎車庫

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ4両

　車両代替を実施した。 A A

（株）中国バス
三原～広島空港

車両減価償却費
新規　ノンステップ1両

新規 A A

（株）中国バス
尾道～甲山

車両減価償却費
既存　ノンステップ1両

　車両代替を実施した。 A A

鞆鉄道（株）
新川線

車両減価償却費
新規　ワンステップ2両
既存　ノンステップ4両

　平均車齢を下げるため，車両の
代替を検討しているが，不要なバ
スを廃車できていない（新しい車両
のワンマン機器の故障がある為）。

A B
　車両の平均車齢の年引き下げのた
め車両の代替を進めていく。

備北交通（株）
三城線

車両減価償却費
新規　ノンステップ2両
既存　ノンステップ3両

　予定どおり幹線系統で1両の低
床車両の導入が実施できた。

A A
　H29年度においても幹線系統での低
床車両2両を計画し更なる利用を促進
したい。

中国ジェイアールバス
（株）
C1，C2，C109，C161，
C164

車両減価償却費
既存　ワンステップ8両

A A

中国ジェイアールバス
（株）
C175

車両減価償却費
既存　ワンステップ4両

A A

中国ジェイアールバス
（株）
C161

車両減価償却費
既存　ワンステップ4両

A A

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。

今後も車両代替を進めていく。

　H28.9末時点における中国ジェイアー
ルバス㈱全体の低床車両保有率は，
47.5％（一般線のみ）であり，H31.9月
末57％を目標に推移している。

　新規購入の実施はなかったが，
計画どおり事業は適切に実施され
た。

広島県生活交通
対策協議会
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中国運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

日ノ丸自動車(株)
中河原系統

鳥取駅～中河原 Ａ B

日ノ丸自動車(株)
中河原系統

鳥取駅～中河原 Ａ B

日ノ丸自動車(株)
智頭系統

鳥取駅～智頭駅 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
用瀬系統

鳥取駅～用瀬 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
用瀬系統

鳥取駅～用瀬 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
鹿野系統

鳥取駅～鹿野営業所 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
上井・三朝系統

倉吉駅～三徳山駐車場 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
上井・三朝系統

倉吉駅～三朝車庫 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
赤碕系統

倉吉駅～赤碕駅 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
松江系統

米子駅～松江営業所 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
境系統

米子駅～境港駅 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
境系統

米子駅～米子鬼太郎空
港

Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
根雨系統

米子駅～日野病院前 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
根雨系統

米子駅～谷川 Ａ Ａ

日ノ丸自動車(株)
東長田系統

祇園町日ノ丸前～金山 Ａ Ａ

鳥取県

各系統は概ね計画どおり運行されており
評価できる。
しかしながら、平成２８年度中に用瀬線
（快）で正規ルートと異なるルートで運行
がなされていることが発覚した。
このような事案は補助金の不正受給に繋
がるばかりか、地域住民や利用者に対し
て補助制度そのものにも不信感を与えて
しまいかねないものである。
今後、社内での伝達を徹底し再発防止に
努めて頂きたい。

また、「みんなが乗りたくなる公共交通推
進事業」により自治体と連携しバスロケー
ションシステムを全県に拡大したことや、
乗り方教室、案内板の多言語化など利用
者目線に立った取り組みがすすめられて
いること、運転免許返納者に対して定期
券の割引を行い新たな需要を取り込もう
としている点は非常に高く評価でき今後
の利用者の増加を期待したい。

事業者、県及び市町村が行ってい
る利用促進等の取り組みを継続し
た。

○事業者、県及び市町村が行っている
利用促進等の取り組みを継続するとと
もに、急増する高齢者を含め誰もが利
用しやすい公共交通の環境整備を図
る。
○外国人旅行客を含めた観光利用の
促進を図る。

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

平成29年2月24日

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考
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地方運輸局等における
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③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

日本交通(株)
岩井系統

鳥取駅～蕪島 A Ａ

日本交通(株)
岩井系統

鳥取駅～長谷橋 A Ａ

日本交通(株)
若桜系統

鳥取駅～若桜車庫 A Ａ

日本交通(株)
若桜系統

鳥取駅～市立病院経由
～若桜車庫

A Ａ

日本交通(株)
関金系統

倉吉ＢＣ～関金ＢＣ A Ａ

日本交通(株)
関金系統

倉吉ＢＣ～明高 A Ａ

日本交通(株)
関金系統

倉吉ＢＣ～大河原 A Ａ

日本交通(株)
橋津系統

倉吉ＢＣ～石脇車庫 A Ａ

日本交通(株)
橋津系統

倉吉ＢＣ～小浜 A Ａ

日本交通(株)
松崎系統

倉吉ＢＣ～北浜入口 A Ａ

日本交通(株)
北条系統

倉吉ＢＣ～由良駅入口 A Ａ

日本交通(株)
大山系統

米子駅～大山寺 A Ａ

日本交通(株)
淀江系統

米子駅～今津 A Ａ

鳥取県

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

また、「みんなが乗りたくなる公共交通推
進事業」により自治体と連携しバスロケー
ションシステムを全県に拡大したことや、
乗り方教室、案内板の多言語化など利用
者目線に立った取り組みがすすめられ、
路線バスの利用者数が増加していること
は高く評価できる。

今後も、路線バスの観光利用促進策の検
討など新たな需要の掘り起こしにむけて
関係者と検討をすすめて頂きたい。

事業者、県及び市町村が行ってい
る利用促進等の取り組みを継続し
た。

○事業者、県及び市町村が行っている
利用促進等の取り組みを継続してい
く。
○外国人旅行客を含めた観光利用の
促進を図る。
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④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

日ノ丸自動車(株)
中河原、智頭、鹿野、上
井/三朝、赤碕、境、根雨

車両減価償却費
ノンステップバス５台購入

Ａ Ａ

日本交通(株)
岩井、若桜、関金、橋
津、松崎、北条、大山

車両減価償却費
ノンステップバス５台購入

Ａ Ａ

引き続き計画的にバリアフリー対
応の車両へ更新した。

鳥取県

○目標は長期的なものとして適切であ
ると判断。
○一度に全ての車輌を更新することは
できないため、引き続きバリアフリー対
応の車両へ更新していく。

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。
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中国運輸局
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達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

一畑バス（株）
大東系統

松江しんじ湖温泉～大東連
絡所

A B

一畑バス（株）
万原系統

一畑バス本社～美保関ター
ミナル

A B

一畑バス（株）
恵雲系統

一畑バス本社～恵雲連絡所 A B

一畑バス（株）
マリンゲート系統

一畑バス本社～マリンゲート A B

一畑バス（株）
御津系統

一畑バス本社～御津 A B

一畑バス（株）
玉造系統

松江しんじ湖温泉～玉造温
泉

A B

一畑バス（株）
玉造系統

一畑バス本社～玉造温泉 A B

一畑バス（株）
須佐系統

出雲市駅～須佐連絡所 A B

一畑バス（株）
日御碕系統

上塩冶車庫～日御碕 A B

一畑バス（株）
大社系統

上塩冶車庫～大社連絡所 A B

一畑バス（株）
大社系統

上塩冶車庫～大社連絡所
（北回り）

A B

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

数値目標として設定した輸送量を達成す
ることはできなかったが、とってもお得バ
ス事業や観光客の二次交通用のパスな
どの設定により利用促進に努めており、
次年度の目標達成を期待したい。

引き続き定期券利用の促進を図る。
又、使用済みバスカードを利用した利
用促進（とってもお得バス利用事業）に
努める。
　
定期的に時刻表等バスの情報を提供
するとともに、バスの乗り方教室を開催
するなど地元自治体との連携を図って
いく。
　
運行経路、運行時分の見直しを行い、
適正な便数・ダイヤ設定をする。

バス検索システムを利用した利用促進
に努める。

定期券利用の促進（とってもお得
バス事業、夏休み応援事業）を図
り、定期券収入の増加に努めた。

・観光客の取り込みとして、イベン
ト等の多客時における出雲市駅で
の切符発売・乗客案内及び続行便
の運行を行い、増客への対応に努
めた。

島根県生活交通
確保対策協議会

引き続き観光シーズンにおける多客時
対応を行い、観光客の利便を図り利用
促進に努める。
　
運行経路、運行時分の見直しを行い、
適正な便数・ダイヤ設定をする。

バス検索システムを利用した利用促進
に努める。

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

平成29年2月24日

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考



別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

石見交通（株）
小浜江崎系統

医光寺前～江崎港（須佐駅
前）

A A

石見交通（株）
津和野系統

医光寺前～津和野温泉 A B

石見交通（株）
匹見系統

医光寺前～匹見峡温泉（匹
見上）

A A

石見交通（株）
都茂系統

益田駅前～二川 A B

石見交通（株）
浜田益田系統

石見交通本社前～浜田駅前 A B

石見交通（株）
弥栄系統

浜田駅前～弥栄支所 A B

石見交通（株）
有福系統

周布～江津駅前
（有福温泉）

A B

石見交通（株）
周布江津系統

周布～江津駅前
（西波子）

A B

石見交通（株）
大田江津系統

大田市立病院前～済生会病
院

A A

島根県生活交通
確保対策協議会

日ノ丸自動車（株）
松江系統

米子駅～松江営業所

バスカードの利用促進（沿線の商
店街と提携し使用済みバスカード
を持参すると割引を受けられる）を
行い買い物客を取り込むことで、利
用者数の維持に努めた。

通学以外での利用の少ない学生
の将来的な需要増を狙い、学割定
期券（ステップ定期券）を提示した
場合、路線バス全線100円で乗車
可能な特殊普通旅客運賃（営業割
引）を期間限定で設定し利用促進
に努めた。

A B

引き続き学生需要の取り込みを積極的に
行い将来的な利用増を含めた利用促進
を図る。

また、バスカードの利用促進を図り利用
者の維持に努める。

地域イベントに参加し、バスのＰＲに努め
るとともに、バスの乗り方教室を行い、将
来的な需要増を図る。

バス検索システム・バスネットのPRによ
り、利用促進に努める。

（再掲）
各系統は概ね計画どおり運行されており
評価できる。
しかしながら、平成２８年度中に用瀬線
（快）で正規ルートと異なるルートで運行
がなされていることが発覚した。
このような事案は補助金の不正受給に繋
がるばかりか、地域住民や利用者に対し
て補助制度そのものにも不信感を与えて
しまいかねないものである。
今後、社内での伝達を徹底し再発防止に
努めて頂きたい。

また、「みんなが乗りたくなる公共交通推
進事業」により自治体と連携しバスロケー
ションシステムを全県に拡大したことや、
乗り方教室、案内板の多言語化など利用
者目線に立った取り組みがすすめられて
いること、運転免許返納者に対して定期
券の割引を行い新たな需要を取り込もう
としている点は非常に高く評価でき今後
の利用者の増加を期待したい。

地域のイベント等へ参加しバスPR
に努めた。

ゴールデンウィーク小児運賃無料
イベント、石見交通路線バス乗り放
題乗車券「いわみフリーきっぷ」の
発売（年２回）を実施した。
絵画バスの運行を実施した。
経路変更、ダイヤ改正を行い利便
促進に努めた。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

数値目標として設定した輸送量を達成す
ることはできなかった系統もあったが、い
わみフリーきっぷなどの設定により利用
促進に努めており、今後の利用者増加に
期待したい。

また、現在設定している６５歳以上の運転
免許証自主返納者に対する割引設定に
ついても、マイカー利用から乗合バス利用
へ繋がるよう積極的にＰＲして頂きたい。

島根県生活交通
確保対策協議会

引き続きお客様ニーズを把握し、利用
促進に努める。

バス検索システム・バスネットの充実及
びPRにより、利用促進に努める。

イベント等に参加しPR活動を続ける。
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

一畑バス(株)
大東線
日御碕線

車両減価償却費
ノンステップバス　２両

計画どおりノンステップバス２両の
導入を実施した。

A A
引き続き計画に沿ってノンステップバス
の導入を進める。

石見交通(株)
津和野線
有福線・周布江津線
有福線・周布江津線

車両減価償却費
ノンステップバス　３両

計画どおりノンステップバス３両の
導入を実施した。

A A
引き続き計画に沿ってノンステップバス
の導入を進める。

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。

島根県生活交通
確保対策協議会
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中国運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
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達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

（株）井笠バスカンパニー
笠岡～矢掛系統

笠岡～矢掛
沿線自治体に協力を仰ぎ、限定乗
車券などの販売促進に努めた。

Ａ Ｂ

引き続き利用者からの要望を聞くととも
に井笠・福山バス路線連携協議会と連
携して利用促進に取り組み、収支率
55％を目指す。

（株）井笠バスカンパニー
井原～福山系統

井原～福山
井笠・福山バス路線連携協議会と
連携して、沿線自治体のイベント
参加等利用促進に取り組んだ

Ａ Ｂ

ＩＣカード対応車両で利用者の利便性
向上を図るとともに、井笠・福山バス路
線連携協議会と連携して利用促進に
取り組み、収支率55％を目指す。

（株）井笠バスカンパニー
井原～笠岡系統

井原～笠岡
井笠・福山バス路線連携協議会と
連携して、沿線自治体のイベント
参加等利用促進に取り組んだ

Ａ Ｂ

引き続き他モードとの乗継を確保し、井
笠・福山バス路線連携協議会と連携し
て利用促進に取り組み、収支率75％を
確保する。

（株）井笠バスカンパニー
新倉敷～寄島系統

新倉敷～寄島
井笠・福山バス路線連携協議会と
連携して、沿線自治体のイベント
参加等利用促進に取り組んだ

Ａ Ｂ

引き続き利用者からの要望及び井笠・
福山バス路線連携協議会と連携して
利用促進に取り組み、収支率70％を確
保する。

（株）井笠バスカンパニー
篠坂～福山系統

篠坂～福山

利用者からの要望及び井笠・福山
バス路線連携協議会と連携して、
沿線自治体のイベント参加等利用
促進に取り組んだ

Ａ B

引き続き利用者からの要望を聞くととも
に井笠・福山バス路線連携協議会と連
携して利用促進に取り組み、収支率
70％を確保する。

下津井電鉄（株）
A-2岡山線系統

天満屋～ＪＲ児島駅

ＪＲ岡山駅の乗り場改変や運行時
刻の旅客周知に努め乗車人員増
加となった。経費削減策としてアイ
ドリングストップ等、燃料節約に努
めた。

Ａ Ａ

当該系統を含む関係系統の運行時刻
の旅客への周知に努め、ドライブレ
コーダーを活用してアイドリングストップ
を徹底させることで経費削減を図り、収
支率77.00％を目標とする。

下津井電鉄（株）
S-5瀬戸大橋線系統

Ｓ-5瀬戸大橋線系統
ＪＲ児島駅～瀬戸大橋Ｆ
Ｗ

櫃石島・岩黒島からの通勤・通学
の足を確保するため運行時刻、運
行回数を変更せず、エコドライブの
徹底で経費削減に努めた。

Ａ Ａ

与島、岩黒島、櫃石島の島内住民の
足を確保しつつエコドライブの積極的
な実施を図り収支率を57.00％を目標と
する。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

収支率の目標を達成できなかった系統に
ついては、原因を分析し関係協議会とも
連携のうえ引き続き利用促進に取り組ん
でもらいたい。

また、福山・笠岡地域公共交通活性化協
議会において県境を跨ぐ地域公共交通網
形成計画策定にむけて取組がすすめられ
ているところ、両県を跨ぐ系統を運行する
事業者として路線の維持確保にむけて積
極的に議論に参加して頂きたい。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

ドライブレコーダーを活用することによる
運転状況の確認によりエコドライブを社内
で徹底していることは高く評価でき、環境
への負荷軽減のみならず２年度連続の燃
料費の削減に繋がっていることから引き
続き取組を実施して頂きたい。

岡山県

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

平成29年2月24日

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

中鉄バス（株）
３９・４０佐山リハビリ系
統

天満屋BC～リハビリセン
ター前

通学利用が多く見込める沿線高校
のニーズに即したダイヤの見直し
を実施した。

Ａ Ｂ

中鉄バス（株）
４４大井系統

天満屋BC～大井
乗降調査を実施し、運行ダイヤの
見直しを実施した。

Ａ Ｂ

中鉄北部バス（株）
５３・５４石越系統

津山～石越

津山市及び美作大学との共同事
業により電光掲示板による時刻案
内の充実を図った。専用サイトによ
る乗継検索及び停留所周辺画像
の表示については未実施。

Ａ Ａ

中鉄北部バス（株）
５５・５６奥津系統

津山～奥津温泉

津山市及び美作大学との共同事
業により電光掲示板による時刻案
内の充実を図った。専用サイトによ
る乗継検索及び停留所周辺画像
の表示については未実施。

Ａ Ａ

中鉄北部バス（株）
５８・６０・８５系統

津山～行方

津山市及び美作大学との共同事
業により電光掲示板による時刻案
内の充実を図った。専用サイトによ
る乗継検索及び停留所周辺画像
の表示については未実施。

Ａ Ａ

中鉄北部バス（株）
７４（ス）高下系統

スポーツセンター～高下
乗降調査を実施し、関係自治体と
運行計画の見直しを検討したが実
施には至っていない。

Ａ Ａ
今後も乗降調査等により利用実態の
把握に努め、運行計画の見直しを検討
する。

中鉄北部バス（株）
１４５（高）勝山系統

岡山～勝山
真庭市コミュニティバスとの乗り継
ぎの利便性をＰＲする等し、相乗効
果を図った。

Ａ Ｂ

引き続き真庭市が作成した公共交通
マップ及び時刻表をバス車内に備付
け、コミュニティバスとの乗り継ぎの利
便性をＰＲする等し、利用促進を図って
いく。

未実施の専用サイトによる乗継検索及
び停留所周辺画像の表示を進め、利
便性の向上を図る。また、津山駅構内
への乗り入れにあわせ、列車接続の改
善を図っていく。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

引き続きニーズの把握により利用しやす
い運行計画策定に取り組んで頂きたい。

また、沿線の学校の新入生などに通学利
用を促す取組についても検討して頂きた
い。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

自治体・地元大学と連携した事業により
利用者利便を向上させる取組をすすめて
いることは非常に高く評価でき、補助系統
利用者増加にも寄与するものと考える。

また、専用サイトによる乗継検索や停留
所周辺の地図および画像表示について
は、現在、一部路線（ごんごバス）で運用
が開始されているところであり、地域を初
めて訪れる観光客にも非常に利用しやす
いものとなっている。
今後、対象路線の拡大によりバス利用が
増加することを期待したい。

乗降調査等により利用状況の把握に
努め、運行ダイヤの見直しを検討す
る。

岡山県
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

備北バス（株）
呰部系統

高梁駅～塩坪～呰部
関係自治体と連携し、通学利用が
見込まれる高校生を対象とした利
用促進を行った。

Ａ Ｂ
当該路線は高校生を中心とした通学利
用であり、今後も関係市町村と連携し、
収支率56％台を目指したい。

備北バス（株）
吉川系統

高梁駅～リハビリセン
ター～吉川

昨年度に引き続き高校生の通学
補助を中心とした利用促進を行っ
た。

Ａ Ｂ
当該路線は高校生を中心とした通学利
用であり、今後も関係市町村と連携し、
収支率56％台を目指したい。

備北バス（株）
岡山系統

地頭～古町～岡山
昨年度に引き続き往復利用割引
運賃制度及び愛カードの広報を行
い利用促進を行った。

Ａ Ｂ

当該路線は高梁市より岡山市への通
院及び買い物を主とした路線であり、
今後も関係自治体と連携し収支率
50％台を目指したい。

備北バス（株）
坂本系統

坂本～メディカルセンター
～新見駅

昨年度に引き続き高校生の通学
補助及び愛カードの広報を中心と
した利用促進を行った。

Ａ Ａ
当該路線は通勤、通院を主とした路線
であり今後も関係自治体と連携し収支
率58％台を目指したい。

備北バス（株）
地頭系統

地頭～古町～高梁駅
昨年度に引き続き高校生の通学
補助及び愛カードの広報を中心と
した利用促進を行った。

Ａ Ｂ
当該路線は通学、通院及び買い物客
の利用が多く今後も関係自治体と連携
し収支率50％台を目指したい。

岡山県

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

補助系統は通学・通院利用が多いため、
引き続き自治体の補填などの取組と連携
して系統の確保維持に努めていただきた
い。

また、運行エリアの高梁市において地域
公共交通再編実施計画が策定されてお
り、今後、計画に沿った事業の実施にむ
けて関係者と連携して取り組んで頂きた
い。
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

(株)美作共同バス
大原駅～湯郷温泉～勝
間田駅系統

大原駅～湯郷温泉～勝
間田駅

経常収益は前年比１０２％と微増
した。老朽化車両の入れ替えは進
行していない。

Ａ B

引き継き、美作市交通体系合理化に協
力して収益の改善を図る。併せて老朽
化した車両を随時入れ替えて修繕費
の減少を図る。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

運行経路に病院や保健センターもあるこ
とから、バスを利用しやすい環境を整える
ため車両の更新について計画的にすす
めて頂きたい。
また、学校まで交通としての利用も確認さ
れており、自治体や学校と連携して新入
生の新規需要開拓にも積極的に取り組ん
で頂きたい。

両備ホールディングス
（株）
７４牛窓北線系統

西大寺～邑久駅～牛窓
瀬戸内市との連携で、牛窓地区地
域住民の移動確保を図った。

Ａ Ａ
瀬戸内市・岡山市と今後も連携をとり
沿線地域住民への周知及び利用促進
を図る。

両備ホールディングス
（株）
７６牛窓南線系統

西大寺～西大寺駅・神崎
～牛窓

瀬戸内市との連携で、牛窓地区地
域住民の移動確保を図った。

Ａ B
瀬戸内市・岡山市と今後も連携をとり
沿線地域住民への周知及び利用促進
を図る。

両備ホールディングス
（株）
２１２鉾立線系統

岡山駅前～鉾立
玉野市内での乗合タクシーとの連
携、玉野市東児地区での利用促進
により路線維持を図った。

Ａ B
玉野市・岡山市と今後も連携をとり沿
線地域住民への周知及び利用促進を
図る。

両備ホールディングス
（株）
２１８上山坂線系統

岡山駅前～宇野駅前
玉野市内での乗合バスとの連携、
玉野市東児地区での利用促進に
より路線維持を図った。

Ａ Ａ
玉野市・岡山市と今後も連携をとり沿
線地域住民への周知、沿線地域への
通院・通学の利用促進を図る。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

今後の利用者増加のためには、乗合タク
シー、コミュニティバスと更なる連携を図る
必要があることから。関係者との引き続き
協議頂き、幹線系統としての役割を果たし
て頂きたい。

また、別補助メニューの活用によりバスロ
ケーション導入事業をすすめており、幹線
系統も含めた利用者の増加に繋がること
を期待したい。
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

両備ホールディングス
（株）
74牛窓北線系統
西大寺～邑久駅～牛窓

計画通り事業は適切に実施され
た。

Ａ Ａ
今後車両更新についてノンステップバ
スの導入に努める。

両備ホールディングス
（株）
76牛窓南系統
西大寺～西大寺駅・神崎
～牛窓

計画通り事業は適切に実施され
た。

Ａ Ａ
今後車両更新についてノンステップバ
スの導入に努める。

両備ホールディングス
（株）
212鉾立線系統
岡山駅前～鉾立

計画通り事業は適切に実施され
た。

Ａ Ａ
今後車両更新についてノンステップバ
スの導入に努める。

両備ホールディングス
（株）
218上山坂線系統
岡山駅前～宇野駅

計画通り事業は適切に実施され
た。

Ａ Ａ
今後車両更新についてノンステップバ
スの導入に努める。

（株）井笠バスカンパニー
笠岡～矢掛系統
井原～福山系統
井原～笠岡系統
新倉敷～寄島系統
篠坂～福山系統

車両減価償却費
ノンステップバス等４両継
続、２両新規導入

計画通り車両代替を進めていく。 Ａ Ａ
今後も計画通り車両代替を進めてい
く。

岡山県

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるようバ
ス停等の整備についてもあわせて関係す
る道路管理者等と調整をすすめて頂きた
い。

車両減価償却費
ワンステップバス2両導入
平成25年度1両
平成26年度1両

車両減価償却費
ワンステップバス2両導入
平成25年度1両
平成26年度1両
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中国運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

防長交通(株)
徳山駅前～快）～柳井
駅前系統

徳山駅前～快）～柳井駅
前

Ａ

防長交通(株)
徳山駅前～防府駅前系
統

徳山駅前～防府駅前 Ａ

防長交通(株)
柳井駅前～上関系統

柳井駅前～上関 Ａ

防長交通(株)
柳井駅前～イオン・平生
～上関系統

柳井駅前～イオン・平生
～上関

Ａ

防長交通(株)
徳山駅前～バイパス・自
由ヶ丘団地入口～兼清
系統

徳山駅前～バイパス・自
由ヶ丘団地入口～兼清

Ａ

防長交通(株)
大畠駅～周防久賀～伊
保田港系統

大畠駅～周防久賀～伊
保田港

Ａ

防長交通(株)
大畠駅～周防久賀～町
立橘病院前系統

大畠駅～周防久賀～町
立橘病院前

Ａ

防長交通(株)
大畠駅～大島庁舎前・
沖浦～町立橘病院前系
統

大畠駅～大島庁舎前・沖
浦～町立橘病院前

Ａ

防長交通(株)
徳山駅前～バイパス・
夢ヶ丘団地～ゆめプラザ
熊毛系統

徳山駅前～バイパス・
夢ヶ丘団地～ゆめプラザ
熊毛

Ａ

徳山駅前～新南陽駅～
コアプラザかの系統

徳山駅前～新南陽駅～
コアプラザかの

Ａ

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
平成29年2月24日

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

利用促進のため、乗り方教室への参画、
総合時刻表の随時改定、イベントへの参
加、ノーマイカーデーに公共交通利用を
促すための運賃割引など様々な割引を
積極的に実施している点は高く評価で
き、今後も取組を続けて頂き、利用者増
加に繋がることを期待したい。

なお、３系統において地域協働推進計画
による要件特例の経過措置が２８年度で
終了するが、引き続き系統の確保維持に
むけて関係自治体と取組みをすすめて
頂きたい。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

Ｈ28.3.26に列車との接続便につい
てダイヤ改正を実施した。

バス待合所・停留所の掲示物改
善、各イベントでのバス展示、時
刻表の配布、乗り方教室の開催、
小児運賃一律50円キャンペーン
等、バス利用促進に取り組み、生
活交通路線の維持を図った。

今後もバス利用促進につながるよう、
関係市町と連携して利用しやすいバス
を目指し、ダイヤ改正等実施していく。
また、引き続き各イベントへの参加、
バス乗り方教室の開催等ＰＲに努めて
いく。

Ｂ
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

防長交通(株)
徳山駅前～湯野～柚木
河内系統

徳山駅前～湯野～柚木
河内

Ａ

防長交通(株)
堀～中山～防府駅前系
統

堀～中山～防府駅前 Ａ

防長交通(株)
堀～和字～防府駅前系
統

堀～和字～防府駅前 Ａ

防長交通(株)
県庁前～西京橋・新山
口駅・長浜～秋穂荘系
統

県庁前～西京橋・新山口
駅・長浜～秋穂荘

Ａ

防長交通(株)
新山口駅新幹線口～十
文字～秋芳洞系統

新山口駅新幹線口～十
文字～秋芳洞

Ａ

防長交通(株)
萩商工高校前～萩セン
ター・東萩駅・越ヶ浜～
奈古駅前系統

萩商工高校前～萩セン
ター・東萩駅・越ヶ浜～奈
古駅前

Ａ

防長交通(株)
徳山駅前～快）新岩国
駅～岩国駅前系統

徳山駅前～快）新岩国駅
～岩国駅前

Ａ

防長交通(株)
新山口駅新幹線口～新
山口駅・大田～東萩駅
前系統

新山口駅新幹線口～新
山口駅・大田～東萩駅前

Ａ

防長交通(株)
青海大橋～快）～東萩
駅前系統

青海大橋～快）～東萩駅
前

Ａ

Ｂ

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

山口県内においては利用促進のため、
各社が乗り方教室への参画、総合時刻
表の随時改定、イベントへの参加、ノーマ
イカーデーに公共交通利用を促すための
運賃割引など様々な割引を積極的に実
施している点は高く評価でき、今後も取
組を続けて頂き、利用者増加に繋がるこ
とを期待したい。

なお、３系統において地域協働推進計画
による要件特例の経過措置が２８年度で
終了するが、引き続き系統の確保維持に
むけて関係自治体と取組みをすすめて
頂きたい。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

Ｈ28.3.26に列車との接続便につい
てダイヤ改正を実施した。

バス待合所・停留所の掲示物改
善、各イベントでのバス展示、時
刻表の配布、乗り方教室の開催、
小児運賃一律50円キャンペーン
等、バス利用促進に取り組み、生
活交通路線の維持を図った。

今後もバス利用促進につながるよう、
関係市町と連携して利用しやすいバス
を目指し、ダイヤ改正等実施していく。
また、引き続き各イベントへの参加、
バス乗り方教室の開催等ＰＲに努めて
いく。
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地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標・
効果

達成状況
⑥事業の今後の改善点 評価結果

評価対象事業名：地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

サンデン交通（株）
北浦線

下関駅～唐戸～川棚温
泉
下関駅～豊洋台３丁目
～川棚温泉

Ａ

サンデン交通（株）
国道線

下関駅～小月局前～フ
ジグラン宇部
彦島営業所～小月駅～
宇部中央
下関駅～小月駅～宇部
中央
下関駅～小月駅～小野
田駅
小月駅～小野田駅～宇
部中央

Ａ

サンデン交通（株）
仙崎線

下関駅～小月駅～大泊 Ａ

サンデン交通（株）
西市線

下関駅～下大野～豊田
町西市
小月駅～下大野～豊田
町西市

Ａ

サンデン交通（株）
秋芳洞線

下関駅～小月駅～秋芳
洞
下関駅～ゆめ・小月駅～
秋芳洞

Ａ

船木鉄道（株）
小野田線（本山）

船木～本山岬
船木～サンパーク～本
山岬

Ａ

船木鉄道（株）
宇部線

船木～宇部市役所 Ａ

船木鉄道（株）
厚狭線

厚狭駅～宇部中央
厚狭駅～サンパーク～
宇部中央

Ａ

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

利用者ニーズを把握し病院を経由する系
統に変更したことが今後の利用者増加に
繋がることに期待したい。

小野田線の山陽小野田市民病院
への乗り入れを開始し利便性を
改善させた。
競合系統を含め時刻を改正し効
率化に取り組んだ。
またイベント参加、乗り方教室
の実施、時刻冊子の配布などＰ
Ｒ活動を行った。

時刻表などの情報提供の充実を図り、
利用促進につながるようＰＲに努め
る。
利用者の多い停留所に旅客サービス
の為ベンチの設置を行っていく。

今後も引き続きバス利用促進につな
がるように努め、ダイヤ改正等を行
い、関係市と連携してより利用しやす
いバス路線を目指すと共に、新入生お
試し券（100円券）の配布による学生需
要拡大や、バス乗り方教室の開催等
により、新規利用者の拡大に力を入れ
ていく。

利用者の利便性を考えバスロケーショ
ンシステムの導入を検討する。山口県生活交通

確保維持改善協
議会

３系統で運休が発生しているが、その他
の系統は適切に運行されており評価でき
る。

利用促進について、学生向け夏休みフ
リー定期やノーマイカーデーの運賃割
引、観光フリー乗車券などの他にも夏バ
スなど車内のデコレーションをすることで
利用者を楽しませる工夫もしており高く評
価できる。

また、バスの方向表示に系統番号をいれ
バスをわかりやすく利用してもらう改善も
行っており、今後の利用者増加に期待し
たい。

学生フリー定期をはじめとするバ
スのお得な情報を盛り込んだリー
フレットを作成・配布した。
また、路線ごとに系統番号を決め
ＬＥＤ方向幕に表示、さらに系統番
号入りの路線図を作成・配布、ポ
ケット時刻表のＨＰへの掲載、各イ
ベントでの乗り方教室の実施等に
より、利用者の利便性の向上を
図った。

Ａ

Ａ
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協議会における事業評価結果

備考

石見交通㈱
小浜江崎線

医光寺～日赤・温泉～江
崎港（須佐駅前）

バス教室、イベント参加を行い
バスＰＲに努めた

Ａ Ａ
引き続き、利用促進につながるようＰＲ
に努めたい。
ニーズに合ったダイヤ改正を行う

※島根件の記載と同様

宇部市交通局
新山口線（特急）

宇部新川駅～山口宇部
道路～新山口駅

Ａ

宇部市交通局
新山口線（普通）

宇部新川駅～サンパーク
あじす・東岐波商業団地
前～新山口駅新幹線口

Ａ

宇部市交通局
阿知須線

宇部新川駅～今村～サ
ンパークあじす

Ａ

宇部市交通局
阿知須線

宇部新川駅～今村・ミス
ターマックス宇部店～サ
ンパークあじす

Ａ

宇部市交通局
小野田線

小野田営業所～大学病
院前～常盤町二丁目

Ａ

宇部市交通局
小野田線

小野田営業所～記念会
館前～常盤町二丁目

Ａ

宇部市交通局
西ヶ丘日赤線

西ヶ丘～ゆめタウン宇部
～日赤前

Ａ

中国ジェイアールバス
（株）
D-64系統

新山口駅新幹線口～東
萩

Ａ Ｂ

中国ジェイアールバス
（株）
D-79系統

秋吉～洞・バイパス・大
田中央・県庁～山口

Ａ Ａ

中国ジェイアールバス
（株）
D-109系統

防府～ゆめタウン山口・
県庁～・湯田温泉通～山
口大学

Ａ Ａ

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

宇部市においては、オリエンテーリングや
乗り方教室などによる利用促進のほか、
バスモニターを募集し利用者の声を収集
しサービス向上に努めており、引き続きこ
れらの取組を実施してもらいたい。

H28.3.26にダイヤ改正を実施し、
列車、バスとの接続を考慮したダ
イヤ編成を行った。

補助を受けていることを表記した
時刻表を、山口市報配布時に折り
込みを行い、沿線の地域住民に
配布した。

やまぐちバス博などのイベント参
加、各自治体などの依頼によるバ
ス乗り方教室の実施など、地域と
協力した取り組みを行い、生活交
通路線の維持を図った。

平成28年10月に、路線再編を行い、新
たに総合医療センターに乗り入れを
行った。引き続き、乗り継ぎ利便の向
上、適正な所要時分となるよう、ダイヤ
改正を実施する。また、山口市報へ補
助路線が含まれているという一文を記
載した時刻表を折り込むなど、地域住
民への路線周知を図っていく。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

利用する系統が補助系統であることを利
用者に認識してもらうことで積極的な公
共交通の利用を促す意識啓発につなが
ることを期待したい。

また、２８年１０月に補助系統の路線再編
を行い、競合箇所の効率化、需要が見込
める医療センターの立ち寄りなど今後の
利用者増加を期待したい。

路線維持のため、バス停車表の
停留所掲示や時刻冊子の配布な
ど、PRに取り組んだ。
また、バスオリエンテーリングや乗
り方教室を実施し、生活交通の維
持に取り組んだ。

Ａ

引き続き、バス利用促進につながるよ
う、時刻表の改善や各種チラシを配布
することで情報提供を行う。また、経費
面では職員の退職者を嘱託職員で補
充するなど経費削減を行う。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会
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備考

防長交通（株）
徳山駅前～快）新岩国
駅～岩国駅前
徳山駅前～快）～柳井
駅前
徳山駅前～防府駅前
柳井駅前～上関
柳井駅前～イオン・平生
～上関
徳山駅前～バイパス・自
由ヶ丘団地入口～兼清
大畠駅～周防久賀～伊
保田港
大畠駅～周防久賀～町
立橘病院前
大畠駅～大島庁舎前・
沖浦～町立橘病院前
徳山駅前～バイパス・
夢ヶ丘団地～ゆめプラザ
熊毛
徳山駅前～新南陽駅～
コアプラザかの
徳山駅前～湯野～柚木
河内
堀～中山～防府駅前
堀～和字～防府駅前
県庁前～西京橋・新山
口駅・長浜～秋穂荘
新山口駅新幹線口～新
山口駅・大田～東萩駅
前
新山口駅新幹線口～十
文字～秋芳洞
青海大橋～快）～東萩
駅前
萩商工高校前～萩セン
ター・東萩駅・越ヶ浜～
奈古駅前

山口県生活交通
確保維持改善協
議会

車両減価償却費
ノンステップバス　27両導
入

平成23年度導入分＝4両
平成24年度導入分＝4両
平成25年度導入分＝4両
平成26年度導入分＝6両
平成27年度導入分＝3両
平成28年度導入分＝6両

計画通り低床車両の導入が図れ
るよう努めた。

Ａ Ａ
今後も計画通り車両代替を進めてい
く。

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるよう
バス停等の整備についてもあわせて関
係する道路管理者等と調整をすすめて頂
きたい。
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備考

サンデン交通（株）
国道線
西市線
秋芳洞線
北浦線
仙崎線

車両減価償却費
ノンステップバス　10両導
入

平成24年度導入分＝2両
平成25年度導入分＝2両
平成26年度導入分＝2両
平成27年度導入分＝2両
平成28年度導入分＝2両

計画通り低床車両の導入が図れ
るよう努めた。

Ａ Ａ
引き続き計画的な導入を促進し、目標
達成に向けて取り組んでいく。

船木鉄道（株）
本山線
宇部線

車両減価償却費
ノンステップバス2両導入
平成27年度導入分＝１
両
平成28年度導入分＝１
両

計画通り低床車両の導入が図れ
るよう努めた。

Ａ Ａ
今後も引き続き、計画どおりノンステッ
プバスの導入を進めていく。

宇部市交通局
新山口線
阿知須線
小野田線

車両減価償却費
ノンステップバス導入
平成23年度導入数＝３
両
平成24年度導入数＝２
両
平成25年度導入数＝１
両
平成26年度導入数＝１
両
平成27年度導入数＝３

計画通り低床車両の導入が図れ
るよう努めた。

Ａ Ａ
今後も引き続き、計画どおりノンステッ
プバスの導入を進めていく。

中国ジェイアールバス
（株）
D64系統
D79系統
D109系統

車両減価償却費
ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入
平成26年度導入分＝０
両
平成27年度導入分＝３
両
平成28年度導入分＝０
両

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ導入

計画通り低床車両の導入が図れ
るよう努めた。

Ａ Ａ
計画通り低床車両の導入が図れるよ
う努めていく。

山口県生活交通
確保維持改善協
議会

補助対象系統の運行に必要な車両につ
いて計画どおりに低床車両を導入してお
り評価できる。

乗合バス車両のバリアフリー化に関する
現行目標は平成３２年度までにノンステッ
プバス割合が７０％となっているため、今
後もノンステップバスを中心とした車両の
導入に努めて頂きたい。

また、ノンステップバスの導入にあたって
は、これらの車両が有効活用できるよう
バス停等の整備についてもあわせて関
係する道路管理者等と調整をすすめて頂
きたい。


