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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引き続
き関係自治体と検討する。 A 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引き続
き関係自治体と検討する。 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引き続
き関係自治体と検討する。

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引き続
き関係自治体と検討する。

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引き続
き関係自治体と検討する。

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引き続
き関係自治体と検討する。

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引き続
き関係自治体と検討する。
H29.3.4にダイヤ改正を実施

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引き続
き関係自治体と検討する。

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引き続
き関係自治体と検討する。 A 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引き続
き関係自治体と検討する。 A A

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。

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、関係自治体・事業者等における地
域公共交通再編実施計画の策定に係る
協議を実施する中で、引き続き路線維持
のための検討、再編等による利便性の向
上、実態に即した路線の接続設定などを
検討していただきたい。

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
便が向上している。今後も本システムを活
用して、利用増加に繋がる施策を展開し
てもらいたい。

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30年2月16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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芸陽バス(株)
瀬野･広島系統

宮の前～海田～広島バ
スセンター

路線番号付与は、ようやく定着しつ
つある。インバウンド対策としても
有効だった。

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

路線番号付与は、ようやく定着しつ
つある。インバウンド対策としても
有効だった。

A A

芸陽バス(株)
畑賀系統

奥畑～国信橋～広島バ
スセンター

H29年度の調査でも黒字計上であ
り、この路線の収支状況は改善さ
れている。

A A
当路線は、黒字計上のため、H30補助
年度より補助対象外路線となった。

芸陽バス(株)
阿戸系統

海上側～一貫田～広島
バスセンター

路線番号付与は、ようやく定着しつ
つある。インバウンド対策としても
有効だった。

A A

競合事業者に合わせる形で、H29.11に
広島市デルタ地区でエリア運賃導入
済。今後、共通定期券導入等のICカー
ド機能向上を予定しており、バス事業
者全体で利用者数の底上げを目指
す。

芸陽バス(株)
西条･広島

西条駅前～瀬野駅～広
島バスセンター

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

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

H29.3.4にダイヤ改正を行ったが、
H29.10.1西条市街地循環線新設
の影響が大きく、今後再検討が必
要。

A A

H29.10.1より経路変更しており、とり急
ぎ利用状況を確認する。春の新幹線時
刻改正（があると思われる）に合わせて
ダイヤ見直しを実施したい。

競合事業者に合わせる形で、H29.11に
広島市デルタ地区でエリア運賃導入
済。今後、共通定期券導入等のICカー
ド機能向上を予定しており、バス事業
者全体で利用者数の底上げを目指
す。

路線番号付与は、ようやく定着しつ
つある。インバウンド対策としても
有効だった。
寺家駅新設されたが、この影響よ
り沿線企業の人員減少の方が深
刻である印象。

競合事業者に合わせる形で、H29.11に
広島市デルタ地区でエリア運賃導入
済。今後、共通定期券導入等のICカー
ド機能向上を予定しており、バス事業
者全体で利用者数の底上げを目指
す。
遅延が多い区間については、実態に
合ったダイヤへ変更する。

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。

路線番号付与が定着したことや、経路変
更やダイヤ改正で利便の増進が図られて
おり、今後も実態に沿った運行ダイヤとな
るよう把握を努め、各自治体と連携をして
利用促進の検討を行って頂きたい。
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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

各自治体で独自に時刻表作成・配
布など実施いただいた。

A A
三原市敬老優待制度の利用者が減少
傾向で、制度の新規利用者を確保の
ため告知等を強化したい。

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

経路変更を実施済。引き続き利用
者定着を目指す。

A A

路線開設から約15年が経過し、沿線需
要と合わなくなっている地区も見受けら
れる。本郷デマンドタクシーのエリアを
踏まえた上で経路変更等も考慮した
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

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

A A

芸陽バス(株)
豊栄･広島系統

豊栄～久芳・高美が丘～
広島バスセンター

ダイヤ改正については協議途中で
あり実施できていない。

A A

ダイヤ改正の実施。
現行時刻では生活路線としては実際
の利用で使いづらい面があり、必要に
応じて、増便も検討したい。

今年度もチラシを作成いただき、当
社全路線のバス車内でポスター、
吊り下げ広告を行った。
ダイヤ改正は、航空便の頻繁な変
更を確認しつつ、バスダイヤ側は
必要最小限の変更としている。

広島県生活交通
対策協議会

（再掲）
各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

路線番号付与が定着したことや、経路変
更やダイヤ改正で利便の増進が図られて
おり、今後も実態に沿った運行ダイヤとな
るよう把握を努め、各自治体と連携をして
利用促進の検討を行って頂きたい。

西条－広島空港線の新設の影響もあ
り、白市駅－広島空港側の利用者数
が減少傾向だが、白市駅－ネオポリス
団地側は利用者数が増加傾向で推移
している。以前の頻繁にダイヤ改正し
ていた時には利用が定着しなかったた
め、ダイヤ改正を最小限とする方針は
引き続き変更せず、利用者定着を目指
す。
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芸陽バス(株)
豊栄･西条系統

豊栄～上戸野～西条駅
前

東広島市で独自に路線図作成・配
布など実施いただいた。

A A

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

H29春にダイヤ改正を実施した。高
美が丘循環線と重複しないよう、
時間帯で役割分担している。

A A

芸陽バス(株)
白市・空港系統

白市駅～河内インター～
広島空港

今年度もチラシを作成いただき、当
社全路線のバス車内でポスター、
吊り下げ広告を行った。

A A
H29.10.29より運行形態を見直し増便し
た。沿線利用者から喜ばれており、引
き続き利用者定着を目指す。

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

特に平日通勤時間帯の定時性に
課題が残る。

A A

通勤利用者が減少傾向である反面、
路線全体の利用者数は増加傾向であ
り、日中の利用が増加傾向と予想す
る。特に経由地である矢野地区の利用
を確保すべく列車時刻等を見た上でダ
イヤを再検討したい。

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

H29年度の調査でも黒字計上であ
り、この路線の収支状況は改善さ
れている。

A A
当路線は、黒字計上のため、H31補助
年度より補助対象外路線となる予定で
ある。

広島県生活交通
対策協議会

沿線の賀茂北高校で募集定員を絞る
動きがあり、路線全体の利用バランス
が大きく崩れる可能性がある。引き続
き見守りたい。

（再掲）
各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

路線番号付与が定着したことや、経路変
更やダイヤ改正で利便の増進が図られて
おり、今後も実態に沿った運行ダイヤとな
るよう把握を努め、各自治体と連携をして
利用促進の検討を行って頂きたい。
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(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府中
市バス接近システムを活用し、PR
に努めた。

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府中
市バス接近システムを活用し、PR
に努めた。

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

H28.10.1にダイヤ改正を実施した。
（1便当たりの利用者は向上した。）

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

H28.10.1にダイヤ改正を実施した。 A A

(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

他モードとの連絡に着目したダイ
ヤ設定を行った。（他モードの時刻
変更にあわせて実施）

A A
他モード（鉄道・航空）との連絡に着目
したダイヤ設定を行い、利用促進に努
める。

鞆鉄道(株)
尾道系統

福山駅前～松永～尾道
駅前

29.4/1土日祝ﾀﾞｲﾔ改正 A B 系統見直し

鞆鉄道(株)
洗谷常石系統

福山駅前～洗谷～常石 29.4/1土日祝ﾀﾞｲﾔ改正 A A 幹線・支線の検討

鞆鉄道(株)
瀬戸千年系統

福山駅前～瀬戸～千年
橋

29.4/1土日祝ﾀﾞｲﾔ改正 A A 幹線・支線の検討

鞆鉄道(株)
小立千年系統

福山駅前～小立団地～
千年橋

（ダイヤ改正）実施せず B B 幹線・支線の検討

鞆鉄道(株)
瀬戸常石系統

福山駅前～瀬戸～常石 （ダイヤ改正）実施せず B B 幹線・支線の検討

鞆鉄道(株)
阿伏兎系統

福山駅前～瀬戸～阿伏
兎

29.4/1土日祝ﾀﾞｲﾔ改正 A A 幹線・支線の検討

鞆鉄道(株)
福山内海系統

福山駅前～瀬戸～内海
農協

29.4/1土日祝ﾀﾞｲﾔ改正 A A 幹線・支線の検討

広島県生活交通
対策協議会

利用実態に沿った運行計画（時刻・回
数）、および効率的な運行により、収支
率改善に努める。

各系統は２８年６月の大雨に起因した河
川の氾濫により一時的運休を生じたが、
迂回により早期に運行を再開するなど天
災の中、地域公共交通の役割を充分に果
たしたことは評価できる。

今後も利用ニーズの把握に努め、関係自
治体等と協議を行いながら、各ダイヤの
見直しを図り、加えて、多方面からの利用
促進を図る等の対策についても、検討を
行っていただきたい。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

利用者目線に立った運行を心がけ、関係
自治体との協議を進めながら、利便性や
サービスの向上に努めることで、地域に
信頼される公共交通機関となることを目
指して頂きたい。
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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

運行ルートの見直しについて、まだ
一部の車両において物理的に難し
いため引き続き代替えを行い目標
をクリアする。また乗り方教室につ
いても両市において達成した。

A A

車両の代替えにより経路変更への取
組が平成30年度内に実施できるよう予
定し利便性の向上により増収に向けて
路線維持を行いたい。

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

乗合バスの走行キロが減となった
ため経費については昨年度より
アップしたが、収入については微
増した。
自治体と協力し更なる利用促進を
行い路線の維持確保を行う。

A A

貨客混載、通学定期券の運賃制度等
新たな制度の導入目標を掲げ増収対
策と利用促進により路線維持とPRを発
信したい。
また便数の調整を行い無駄な経費を
削減目標としたい。

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

（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周
知を図る）掲示物を設置した

A A 商業施設へバス停の新設

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、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)
１３主系統

小用～大柿支所前～深
江

船の時刻改正がなかったため，現
行ダイヤを維持した。

A A

江田島バス(株)
1４主系統

小用～大君～深江
船の時刻改正がなかったため，現
行ダイヤを維持した。

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。
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、低床車両を導入したので利用者が
増えることを期待する。

広島県生活交通
対策協議会

引き続き，船との接合等を考慮して，必
要に応じ，ダイヤの見直しを検討する。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

地域へのPRや乗り方教室を行い、利用促
進を図っており、今後も継続的に自治体と
協力し路線を維持していただきたい。
また、病院への通院利用者のため、低床
車両への代替えも今後達成していただき
たい。
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備考

さんようバス(株)
１系統

太田―明石港・大串―太
田

平成29年4月1日から、島内のJA
小売店の店舗閉鎖に伴って、島民
の買物の利便をより充実するよう
行政からの要望を踏まえて4月1日
より時刻改正を行った。
併せて、島内の一部主要港との時
刻調整を行った。
行政と協議を行い、行政の料金補
填を頂くこととなり、12月1日より一
乗降100円の一律料金の実施によ
り、路線バス利用をしやすくするか
たちで、運行している。

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、バス時刻を合わせること
が現状難しく、大崎上島循環線の運行開始
から、春夏時期と秋冬時期の路線運行最終
便の終発時刻を季節で調整し、バス利用の
効率化を図っていますが、現状中学校・小
学校（１校）のスクール利用、高齢者などの
病院の通院・買い物利用があり、島内のＪＡ
小売店が閉店（Ｈ29年3月末）することから、
買物の利便性を上げるため平成29年4月1
日時刻改定し、一部港との時刻調整を行っ
た。
Ｈ29年12月1日から行政と協議して行政が
差額負担して頂いて、一乗降100円の島内
一律運賃が始まり、町営のｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽも
200円一律から100円一律に料金改定し、路
線バスと町営ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽの相互利用での
利便性を向上させるよう運行を開始した。
この一律料金実施によって、港の旅客船と
の時刻合わせも、路線バスと町営コミュニ
ティーバスの相互利用で、利便性を上げ改
善したい。　行政と協議しながら、相互乗継
などで利用できるメリットがあることを高齢
者の多いので島民に周知することが重要に
なってきます。

適切に運行されており評価できる。

他モードとの乗り継ぎについては、旅客に
とっての利便性を確保する上では必要不
可欠であり、関係者と協議の上、利便性
の向上を図るよう努めていただきたい。

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

高齢利用者の乗降利便性確保の
ため，ノンステップバス導入

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

高齢利用者の乗降利便性確保の
ため，ノンステップバス導入

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)
C164系統

西条～庚～広島国際大
学

平成29年3月4日のJR列車ダイヤ
改正にあわせ、利便性の向上を図
るため、列車接続を考慮したダイ
ヤ改正を実施した。また、沿線関
係自治体とも連携しながら、生活
交通の維持を行った。

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。

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効果的であり、今
後、利用者が増加することを期待したい。
他モードとの乗り継ぎが円滑となるよう引
き続き関係者と協議の上確実に実施され
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。

東広島市において地域公共交通再編実
施計画が認定されたところであるので、今
後も引き続き、関係自治体等と協議のう
え、利用者利便、利用促進に取り組んで
もらいたい。
なお、ホームページの改良やコミュニティ
バスとの連携を図るなどの利用者利便の
増進策は有効な対策と考えられるので、
今後も継続して対策を講じていただきた
い。

平成29年3月4日のJR列車ダイヤ
改正にあわせ、利便性の向上を図
るため、列車接続を考慮したダイ
ヤ改正を実施した。また、沿線関
係自治体とも連携しながら、生活
交通の維持を行った。
他社バスとの競合区間における停
車は未調整のため、実施できてい
ない。

広島県生活交通
対策協議会

観光客に乗車してもらう様に周知をす
る

利用実態に即し、利便性の向上を考慮
したダイヤ設定を検討し、関係自治体
と路線維持について協議を行う。
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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
運送収入は1%増加したものの、収
支率55％を確保できなかった。

A A

ＩＣカード対応車両の増車で利用者の
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
運送収入は1%増加したものの、経
費も増加し、収支率70％を確保で
きなかった。

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

取組中
（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り組み
たい）

A A 現段階で駅の整備中

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

補助路線の沿線住民に対し、利用
促進を行なった。

A B
平成30年4月1日のダイヤ改正をおこな
い，市域住民の利用状況（実態調査
等）を把握して利用促進に努める。

計画どおり適切に運行されており評価で
きる。

市域住民の情報を的確に把握し、また、
観光などのファクターも活用しながら、利
用促進を進めていただき、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。

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。

他県と隣接する自治体間の地域交通を維
持していく点で管内では他に無い路線で
あり、関係自治体と十分な協議を行い、利
用者増に向けた対策を講じていただきた
い。

広島県生活交通
対策協議会
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備考

広島電鉄(株)
湯来

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両

引き続き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)
津田

新規　ノンステップ１両
既存　ワンステップ3両

引き続き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

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両
　　  　ワンステップ2両

引き続き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）
瀬野・広島，東雲，畑賀，
阿戸，安芸南

既存　ノンステップ2両
　　　　ワンステップ5両

運行する車両について見直しを行
い変更を実施済だが、来年度以降
補助対象路線でなくなる路線が予
想されており、再度見直しを実施し
たい。

A A

車両減価償却費
広島市都市圏での利用状況が好転しており、補
助路線の黒字化が数路線で確認されている状
態。補助走行率等を確保するため、状況に応じて
車両配置等を見直す。
停留所縁石が高い箇所があり、低床車であるが
故に歩道側へ寄せることが困難な個所がある。
道路補修の際などに合わせて改善をお願いした
い。

芸陽バス（株）
西条・広島，空港，白市・
空港

新規　ノンステップ3両
既存　ノンステップ1両
　　　　ワンステップ5両

平日一部の便を除き、各便を低床
車で運行できており、車いす利用
者などから好評である。大きな荷
物を持たれているお客様からも好
評であるため継続したい。

A A

車両減価償却費
広島空港へのアクセスの一端を担って
おり、車いす利用者のアクセス確保の
面からも、引き続き低床車での運行を
継続する。

芸陽バス（株）
西条・竹原，竹原・三原，
三原・本郷

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ2両
　　　　ワンステップ7両

車両代替が進み、予備車運行時を
除き、ほぼ低床車での運行が可能
となった。
お客様から好評であり、引き続き
継続したい。

A A

車両減価償却費
引き続き市・町の時刻表配布等で協力いただき、
利用促進に努めたい。
（すなみ荘）道路形状が複雑であり大型低床車で
の運行が困難であり、住宅密集地である都合、道
路形状の修正は現実的ではない。便により利用
者が多い時間帯があり、経路見直し（すなみ荘を
経由しない便の設定）等を含めて検討したい。

芸陽バス（株）
西条・豊栄

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両
　　　　ワンステップ2両

現在、（予備車での運行時を除き）
全便低床車で運行が可能となった
ため、時刻表へ低床車情報の記載
は行っていない。
高齢のお客様が多い地区であり、
低床車での運行が好評であり、引
き続き継続したい。

A A
車両減価償却費
引き続き市・町の時刻表配布等で協力
いただき、利用促進に努めたい。

広島県生活交通
対策協議会

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％となっており、現行制
度では補助金の活用が困難との声も聞く
ところではあるが、高齢化の進む中、バス
の低床化による移動円滑化に取り組むこ
とは、公共交通機関として必要であり、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
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。
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備考

（株）中国バス
福山～中国中央病院～
市出張所

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ3両

低床車両の運行率が高まり、利用
者から好評を得ている。

A A

（株）中国バス
甲山～三原

新規　ノンステップ2両
既存　ノンステップ5両

低床車両の運行率が高まり、利用
者から好評を得ている。

A A

（株）中国バス
福山～目崎車庫

既存　ノンステップ3両
引き続き、低床車両により運行し
たい。

A A

（株）中国バス
三原～広島空港

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両

低床車両の運行率が高まり、利用
者から好評を得ている。

A A

鞆鉄道（株）
新川線

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ4両
　　　　ワンステップ2両

不要なバスの廃車と代替 B A
車両減価償却費
車両の平均車齢の年引き下げ

備北交通（株）
三城線

新規　ノンステップ2両
既存　ノンステップ5両

計画どおりH28.11月に2両の中型
低床車両を導入した。

A A

車両減価償却費
平成30年度において同様2両の低床車
両を導入し庄原市内の運行路線につ
いて見直しを検討している再編を行い
たい。

江田島バス（株）
小用～大柿高校，小用
～深江

新規　ノンステップ2両 計画通り2台購入した。 A A

車両減価償却費
バス購入については江田島市と連携し
ながらバス購入を図り乗客の増員を図
る。

中国ジェイアールバス（株）
西条～広～呉
西条～交叉点～呉
賀茂医療センター口～庚・
交叉点～呉

新規　ノンステップ2両
既存　ワンステップ12両

引き続き低床車両の導入の促進を
図りたい。

A A
車両減価償却費
引き続き補助制度を活用した低床車両
の導入の促進を図りたい。

（株）井笠バスカンパニー
井原～福山

新規　ノンステップ1両
既存　ノンステップ1両

－ A A
車両減価償却費
今後も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％となっており、現行制
度では補助金の活用が困難との声も聞く
ところではあるが、高齢化の進む中、バス
の低床化による移動円滑化に取り組むこ
とは、公共交通機関として必要であり、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

車両減価償却費
低床車両での運行が利用者から好評
を得ており、今後も車両代替を進めて
いきたい。



別添２

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

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30年2月16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

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。

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、
WiFi環境を整えていくことも今後の訪日外
国人利用者の増加につながるものである
ため、過疎高齢化への対策と平行しなが
ら今後も関係者と協議し、取組を進めても
らいたい。

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。



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

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、
WiFi環境を整えていくことも今後の訪日外
国人利用者の増加につながるものである
ため、過疎高齢化への対策と平行しなが
ら、今後も関係者と協議し、とりくみを進め
てもらいたい。

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。



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

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

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％となっており、現行制
度では補助金の活用が困難との声も聞く
ところではあるが、高齢化の進む中、バス
の低床化による移動円滑化に取り組むこ
とは、公共交通機関として必要であり、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。



別添２

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

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 A

一畑バス（株）
恵雲系統

一畑バス本社～恵雲連絡所 A A

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 A

一畑バス（株）
御津系統

一畑バス本社～御津 A A

一畑バス（株）
玉造系統

松江しんじ湖温泉～玉造温
泉

A A

一畑バス（株）
玉造系統

松江しんじ湖温泉～玉造温
泉

A A

一畑バス（株）
須佐系統

上塩冶車庫～須佐連絡所 A B

一畑バス（株）
日御碕系統

上塩冶車庫～宇竜 A B

一畑バス（株）
大社系統

上塩冶車庫～大社連絡所 A A

一畑バス（株）
大社系統

上塩冶車庫～大社連絡所
（北回り）

A A

一畑バス（株）
大社系統

出雲市駅～大社連絡所（イ
オン経由）

A A

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30年2月16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

引き続き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。又、定期券利用の促進
を図る。
　
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。
　
バス検索システムを利用した利用促進
に努める。

路線・系統の見直しを行い、適正
な便数・ダイヤを設定することによ
り、経費削減を図った。
　
バスカード利用の促進（とってもお
得バス事業）を図り、バスカード収
入の増加に努めた。

島根県生活交通
確保対策協議会

路線・系統の見直しを行い、適正
な便数・ダイヤを設定することによ
り、経費削減を図った。
　
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。

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。

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、地
域商業と連携した「とってもお得バス利用
事業」を実施しており、バス利用への付帯
サービスにより利用促進を図る有効な手
段であり、引き続き継続していただきた
い。

観光客の二次交通としての役割りを、これ
まで以上にバスが担っていく必要が生じ
ており、地域を結ぶバスの役割として、引
き続き関係自治体と協議を行い積極的に
利用促進策を講じることを期待する。



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 B

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 A

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 A

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。

松江市一斉ノーマイカーウィークに協
力し、普段バスを利用しない親子にバ
スに対して関心をもってもらうことで利
用促進を図った。

揖屋地区文化祭にてバスの乗り方教
室を開催し、バスカードの利用方法等
をバス車内で実演し、利用促進を図っ
た。

バスネットが利用できるQRコードを停
留所時刻表に載せることで、PRと利便
性の向上を図った。

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。

※鳥取県の記載と同様

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。

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、バス教室
やイベント参加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、観光地を有する地域でもあることか
ら、観光振興策とも一体となった、地域を
つなぐ二次交通としての利用促進も図っ
ていただくことを期待する。



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

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。

島根県生活交通
確保対策協議会

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％となっており、現行制
度では補助金の活用が困難との声も聞く
ところではあるが、高齢化の進む中、バス
の低床化による移動円滑化に取り組むこ
とは、公共交通機関として必要であり、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

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

（株）井笠バスカンパニー
笠岡～矢掛系統

笠岡～矢掛
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んだ。

Ａ Ｂ

他モードの乗継を確保するとともに、運
行実態を反映した時分設定に見直し、
定時制を確保することにより、利便性を
高める。

（株）井笠バスカンパニー
井原～福山系統

井原～福山

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
用促進に取り組んだ。

Ａ Ｂ

ＩＣカード対応車両を増車し、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

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ん
だ。

Ａ B
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
促進に取り組む。

（株）井笠バスカンパニー
新倉敷～寄島系統

新倉敷～寄島
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んだ。

Ａ B

他モードの乗継を確保するとともに、運
行実態を反映した時分設定に見直し、
定時制を確保することにより、利便性を
高める。

（株）井笠バスカンパニー
篠坂～福山系統

篠坂～福山
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んだ。

Ａ B
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％を目指す。

下津井電鉄（株）
A-2岡山線系統

天満屋～ＪＲ児島駅

当該系統を含む関係系統の運行
時刻の旅客への周知策としてバス
ロケーションシステムを導入し、全
バス停に２次元バーコードを設置し
た。

Ａ Ａ

利便性向上とキロ程短縮に向けた経
路変更の検討。
バスロケを活用した、停留所間の運行
時間の見直しによる定時運行に近いダ
イヤ作成の実施検討。次年収支率
77.00％を目標とする。

下津井電鉄（株）
D-19茶屋町系統

倉敷駅～下電興除車庫

２９年度より補助系統として新設。
前年度から類似系統を統廃合し、
当該系統の運行回数を増回。収支
改善に努めた。

Ａ Ａ

バスロケを活用した、停留所間の運行
時間見直しによる、定時運行に近いダ
イヤ作成実施の検討。次年度収支率
85.0％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前

エコドライブの積極的な実施。各月
燃料表を作成掲示しエコドライブの
徹底に努めた。

Ａ Ａ

キロ程短縮に向けた共同運行会社と
の協議実施の検討。また、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。

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30年2月16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。

収支率の目標を達成できていないが、前年
度と比べ燃料費の上昇の要因が大きくや
むを得ない部分もあり、運送収入自体は増
えている系統もあるので一定の評価はでき
る。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、地域公共交通網形成計画
を策定（Ｈ29.3.31）され、現在、再編実施計
画の策定にむけて取組がすすめられてい
るところであるから、両県を跨がる系統を
運行する事業者として、路線の維持確保に
向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してアイドリング
ストップ等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る。
また、バスロケを活用して運行の最適化を
図っていることも同じく評価できる。

今後も引き続き関係自治体と協力しながら
地域交通の確保に努めると共に、利用促
進を行っていただきたい。
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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

中鉄バス（株）
４０佐山リハビリ系統

天満屋BC～リハビリセン
ター前

乗降調査により利用状況の把握に
努め、運行ダイヤの見直しを実施
した。

Ａ Ｂ

高校生の利用状況に即した運行ダイ
ヤの見直しを実施する。
また、バスロケーションシステムを導入
する等し、利便性の向上を図っていく。

中鉄バス（株）
４４大井系統

天満屋BC～大井
乗降調査により利用状況の把握に
努め、運行ダイヤの見直しを実施
した。

Ａ Ｂ
バスロケーションシステムを導入する
等し、利便性の向上を図っていく。

中鉄北部バス（株）
５３・５４石越系統

津山～石越

乗降案内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、利便性の向上を図った。ま
た、列車接続の改善を図るべく、ダ
イヤの見直しを実施した。

Ａ C
通学予定の中学3年生に対し、バスの
通学利用をPRする等して利用促進に
努める。

中鉄北部バス（株）
５５・５６奥津系統

津山～奥津温泉

乗降案内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、利便性の向上を図った。ま
た、列車接続の改善を図るべく、ダ
イヤの見直しを実施した。

Ａ C
通学予定の中学3年生に対し、バスの
通学利用をPRする等して利用促進に
努める。

中鉄北部バス（株）
５８・６０・８５系統

津山～行方

乗降案内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、利便性の向上を図った。ま
た、列車接続の改善を図るべく、ダ
イヤの見直しを実施した。

Ａ Ａ
奈義町が役場前に整備を進めている
観光施設にバスを乗り入れる等し、よ
り一層の利便性の向上を図る。

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、運行計画の見
直しを検討したが実施には至って
いない。本年4月から三咲町が通
学定期購入費補助制度を創設し、
一定の増収効果が見られた。

Ａ C
通学予定の中学3年生に対し、バスの
通学利用をPRする等して利用促進に
努める。

中鉄北部バス（株）
１４５（高）勝山系統

岡山～勝山

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継の利便性
をPRした。

Ａ Ｂ
バスロケーションシステムを導入する
等し、利便性の向上を図っていく。

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。

ダイヤの見直しによって輸送量が増えてい
るので引き続きニーズの把握やバスロケ
の導入により利便性を向上させるなど利用
促進に取り組んで頂きたい。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

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、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おり、評価できる。他路
線との接続をより良くし、利用促進に努め
てもらいたい。
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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

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、高校生を中
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）
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54％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 C
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路線
の維持を図りたい。

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。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

補助系統は通学や通院、県内中心地との
接続等、重要な目的を持つ路線のため、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いる
ことから、今後も引き続き、計画に沿った事
業の実施に向けて関係者と連携して取り組
んで頂きたい。

岡山県
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事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
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⑤目標・
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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８１％と減少し
た。また、老朽化車両の入れ替え
は実現していない。

Ａ B

引き継き、美作市交通体系合理化に協
力して収益の改善に努める。また、老
朽化が原因となっている修繕費の削減
を目指して、来年度は車両の入れ替え
を計画している。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。
車両の導入に関しては、経営状況にも左
右されるが、バスの低床化に取り組むこと
は、公共交通機関として必要であり、利便
性を向上させ、利用者サービスにつながる
ものであるため、車両更新に努めていただ
くよう期待したい
また、湯郷温泉も経由するなど駅から観光
地への2次アクセスとしても活用ができるよ
う新規利用者増加に向け取り組んで頂きた
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

岡山市・瀬戸内市との連携で、地
域住民の移動確保を図った。
H29.3月にバスロケーションシステ
ムを導入し利便性を向上に努め
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）
７６牛窓南線系統

西大寺～西大寺駅・神崎
～牛窓

岡山市・瀬戸内市との連携で、地
域住民の移動確保を図った。
H29.3月にバスロケーションシステ
ムを導入し利便性を向上に努め
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。H29.3月
にバスロケーションシステムを導入
し利便性を向上に努めた。

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。H29.3月
にバスロケーションシステムを導入
し利便性を向上に努めた。

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、沿線地域への
通院・通学の利用促進を図る。

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。

バスロケーションシステムを導入し、利便性
が向上したことは評価できる。今後、バスロ
ケーションシステムをさらに活用して利用促
進に繋がることを期待する。

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、交通結節点等の協
議、見直し等により、利用しやすい公共交
通となるよう、引き続き関係自治体と協議
をし、交通体系を維持していくことをいただ
くよう期待したい。
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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％となっており、現行制度で
は補助金の活用が困難との声も聞くところ
ではあるが、高齢化の進む中、バスの低床
化による移動円滑化に取り組むことは、公
共交通機関として必要であり、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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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）～新岩国
駅～岩国駅前系統

徳山駅前～快）新岩国駅
～岩国駅前系統

Ａ Ｂ

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 Ｂ

防長交通(株)
徳山駅前～防府駅前系
統

徳山駅前～防府駅前 Ａ A

防長交通(株)
柳井駅前～上関系統

柳井駅前～上関 Ａ C

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 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 C

防長交通(株)
大畠駅～周防久賀～周
防油宇系統

大畠駅～周防久賀～周
防油宇

Ａ C

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 A

防長交通(株)
大畠駅～大島商船・大島
庁舎前・沖浦～町立橘病
院前系統

大畠駅～大島商船・大島
庁舎前・沖浦～町立橘病
院前

Ａ B

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 A

防長交通(株)
徳山駅前～新南陽駅・夢
求の里～コアプラザかの
系統

徳山駅前～新南陽駅・夢
求の里～コアプラザかの

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。

利用促進のため、乗り方教室の実施、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、バス利用者増につながる
取組を行っている点は高く評価でき、今後
も各種イベントを検討・協議して利用促進
を図ることを期待する。

今後もバス利用促進につながるよう、
ダイヤ改正等を行い、関係市町と連携
して利用しやすいバスを目指していく。
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、学生フリー乗車
券等ＰＲに努めていく。

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計画する。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

H29.3.4に列車との接続便について
ダイヤ改正を実施した。
関係自治体と連携して利用しやす
いダイヤ改正を実施した。

各イベントでのバス展示、バス乗り
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。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
平成30年2月16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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適切性

⑤目標・
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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～ソレーネ・湯
野～柚木河内系統

徳山駅前～ソレーネ・湯
野～柚木河内

Ａ Ｂ

防長交通(株)
堀～中山～防府駅前系
統

堀～中山～防府駅前 Ａ B

防長交通(株)
堀～和字～防府駅前系
統

堀～和字～防府駅前 Ａ C

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 B

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 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 C

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 C

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 B

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。

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、乗り方教室の実施、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、バス利用者増につながる
取組を行っている点は高く評価でき、今後
も各種イベントを検討・協議して利用促進
を図ることを期待する。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

H29.3.4に列車との接続便について
ダイヤ改正を実施した。
関係自治体と連携して利用しやす
いダイヤ改正を実施した。

各イベントでのバス展示、バス乗り
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。
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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 B

サンデン交通（株）
国道線

下関駅～小月局前～フジ
グラン宇部 Ａ B

サンデン交通（株）
国道線

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

Ａ A

サンデン交通（株）
仙崎線

下関駅～小月駅～大泊 Ａ B

サンデン交通（株）
西市線

下関駅～下大野～豊田
町西市 Ａ A

サンデン交通（株）
秋芳洞線

下関駅～小月駅～秋芳
洞 Ａ B

サンデン交通（株）
秋芳洞線

下関駅～ゆめ・小月駅～
秋芳洞

Ａ 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 Ａ
地域の拠点病院である【山口労災病
院】への乗り入れを実施し、さらなる収
支率の改善を目指す。

船木鉄道（株）
宇部線

船木～宇部市役所 Ａ
地域交流拠点施設と連携した施設割
引券の配布を実施し、収支率の改善を
目指す。

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
地域の拠点病院である【山口労災病
院】への乗り入れを実施し、収支率の
改善を目指す。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

利用促進について、学生利用への対策を
様々な方法で実施していることも評価でき
る。

今後も引き続き利便性の向上とバス利用
促進の方策を検討し、関係市町と連携し
てより利用しやすいバス路線として維持し
ていただくことを期待したい。

Ｈ28.10.1にダイヤ改正を実施し、運
行系統の整理等を行い効率的な
運行に努めた。
また、新入生お試し券(１００円券）
の配布による新入生のバス利用促
進を図り、予約定期券販売が対前
年4.7％増となった。
その他、小児運賃一律50円キャン
ペーン、高齢者向け乗り放題パス
への免許返納者向け割引の設定、
各イベントでの乗り方教室の実施
等により、バス利用促進をＰＲし
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。

利用者ニーズを把握し関係市町村とも協
議しながら、コミュニティ交通との連携を図
りつつ、路線維持の方策を検討していた
だくことを期待したい。

利用客の多い停留所へのベンチ
の設置、壊れたベンチの取り換
え等を行った。
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。

引き続きバス利用促進につながるよう
に努め、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、
新たに「関門”ノスタルジック”海峡バス
チケット」｢休日おでかけ２ｄａｙパス｣な
ど利用者に便利な割引切符の販売に
より、利用者の拡大に力を入れていく。

バスロケーションシステムとそれに連な
るデジタルサイネージの導入を予定
し、利便性向上とバス利用促進を図
る。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

B
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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 B
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

※島根県の記載と同様

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 B

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 B

中国ジェイアールバス
（株）
D-74系統

山口～昭和町・ゆめタウ
ン山口～防府

Ａ Ｂ

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

中国ジェイアールバス
（株）
D-128系統

湯田温泉駅～山口・県
庁・野田～萩・明倫セン
ター

Ａ B

観光イベントなどによる利用者の増加
が見込まれるため、東萩駅までの路線
延長を行うとともに、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るとともに、バス
乗り方教室やイベントへの参加を通じ
て地域と連携し、生活交通路線野維持
を行う。

山口県生活交通
確保維持改善協

議会

Ａ

A

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
線周知を図るとともに、バス乗り方教室
やイベントへの参加を通じて地域と連
携し、生活交通路線野維持を行う。

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、地域公共交通再編実施
計画が認定されたところであるので、今後
も引き続き、関係自治体等と協議していた
だき、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、新規需要開拓
を目的とした取り組みも継続していただ
き、さらなる利用促進を図っていただきた
い。

H28.10.1に路線再編を実施し、総
合医療センター乗り入れを行い、
H29.3.4のダイヤ改正で、列車、バ
スとの接続を考慮したダイヤ編成
を行った。

ダイヤ改正時に補助を受けている
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、周知を行った。

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。

各系統は計画どおり適切に運行されてお
り、評価できる。

２８年１０月に補助系統の路線再編を行い
ダイヤ改正により、列車とバスの接続を良
くしたことなど利便性の向上を図っており、
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。

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、生活交通路線
の維持に取り組んだ。

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イベントへの
参加、乗り方教室の実施等により、ＰＲ
に努める。
また、バスロケーションシステムの導入
により、利用者の利便性の向上を図
る。
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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

平成３１年９月末までに６０％以上とい
う目標に向けて、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％となっているおり、現
行制度では補助金の活用が困難との声も
聞くところではあるが、高齢化の進む中、
バスの低床化による移動円滑化に取り組
むことは、公共交通機関として必要であ
り、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。

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～大島商船・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・夢
求の里～コアプラザかの
徳山駅前～ソレーネ・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　29両導
入

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
平成29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
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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
平成29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

ノンステップバスの保有化率を平成３３
年までに50％以上にする目標は達成し
たので、平成３３年までに保有化率
65％以上とする目標に上方修正し、引
き続き計画的な導入を促進し目標達成
を目指す。

船木鉄道（株）
本山線
宇部線
厚狭線

車両減価償却費
平成27年度導入分＝１両
平成28年度導入分＝１両
平成29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両
平成28年度導入数＝３両
平成29年度導入数＝２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。

中国ジェイアールバス
（株）
D74系統
D109系統
D128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
平成28年度導入分＝１両
平成29年度導入分＝0両

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％となっており、現行制
度では補助金の活用が困難との声も聞く
ところではあるが、高齢化の進む中、バス
の低床化による移動円滑化に取り組むこ
とは、公共交通機関として必要であり、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。


