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評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

三次町循環　 　4.6㎞
南畑敷町循環　10.2㎞

市主催のイベントで時刻表等を掲載
し，利用を呼び掛けた。

A A
今後も停留所周辺の施設とタイアップして利用
を促す等，さらなる利便性の向上を図る。

赤名線　１日　４往復
　（車両減価償却費等国庫補助金）

平成29年度に運行内容の変更を行う
ため，見直しや調整を行った。

A B
引き続き，ニーズの掘り起こしを行うとともに，
関係自治体で協議を行い，運行内容の見直し
を含め，検討を行う。

下高野線①　１日　３往復
下高野線②　１日　１往復

更なる効率化、利用促進を図るため、
乗降調査を実施した。

A B
乗降調査の実施結果の分析を行い、ニーズの
掘り起こしを行う。また、沿線等への利用促進
を引き続き行う。

作木町上地区　週１回

作木町中地区　週１回

作木町下地区　週１回

玖島・友和線 A B

所山線 A A

浅原線 A A

飯山・中道線 A A

吉和線

・ 一部予約電話の受付を担う吉和支
所や運行事業者と、利用促進策や運
行内容の改善について検討した。
・ 地域内の観光施設と連携し、サービ
スエリアでの高速バスとの接続による
観光客のデマンド利用を促進した。

A B

・ 高齢者にも分かりやすいチラシや説明用動
画を用いて利用促進を図るとともに、引き続き
観光施設へデマンド利用を呼び掛ける。
・ 今後人口も減少傾向にあることから、地域の
ＮＰＯ法人による運行等を視野に入れるなど、
運行体制を含めた見直しを検討する。
・ 佐伯地域と併せて、利用状況を検証し目標
値の再設定を行う。

・ 平成25年に玖島線と友田・河津原線を統合
し新設した玖島・友和線について、目標達成の
ため更なる周知を図る。
・ 所山線と飯山・中道線については、沿線人
口が少なく実際の利用者はごく少数に留まっ
ている。今後も路線を維持するために地域と
連携した利用促進を図る必要がある。
・ これまでサロン等で説明を行ってきたが、今
後もさらに対面でのＰＲの機会を増やすととも
に、分かりやすいチラシや説明用動画を用い
るなど、工夫しながら周知を図る。
・ 最近の利用状況の検証を踏まえ、次年度よ
り新たな目標値を設定する。

佐伯交通有限会社

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

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

中国運輸局

・イベント時の周知活動や乗降調査の実
施など利用促進に取り組んでおり、概ね
目標が達成できている。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、乗降調査等の結果を踏まえ、
ニーズに対応した運行内容への見直し
や更なる利用促進により、利用者の増
加につなげ、目標の達成、それによる持
続可能な交通ネットワークが構築される
ことを期待する。

備北交通株式会社

三次市地域公
共交通会議

・夕方の路線定期運行とデマンド運行
の重複解消や、買い物利用のための
一部ルート延伸を目的に、全4路線の
ダイヤ改正を実施し、効率化とともに
利便性向上を図った。（平成27年9月
～）
・一部ルート延伸により、所山線と浅
原線の利用者数が増加した。飯山・中
道線は微減となったが、稼働率は上
昇している。

有限会社津田交通

廿日市市公共
交通協議会

特定非営利活動法人
元気むらさくぎ

乗継対象である三江線で乗降調査を
行った。

A A
他の交通手段への乗換等，利便性の向上に
より，利用促進を図る。

・重複系統の解消による効率化や利用
者ニーズにあったダイヤ改正等の利用
促進に取り組んでおり、概ね目標が達
成できている。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、更なる利用促進に取り組むとと
もに利用状況の検証により効果的・効率
的な事業を推進することで利用者の増
加につなげ、目標の達成、それによる持
続可能な交通ネットワークが構築される
ことを期待する。



別添２

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

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

府中市地域公
共交通活性化
協議会

株式会社中国バス
府中市役所～道の駅びんご府中～府
中市民病院～府中市役所

新たにオープンした道の駅を交通結
節点とすることにより、高速バス、在来
路線バスと乗継を改善した。

A A
交通結節点である道の駅で行われる催しに合
わせ、バス利用のイベントを企画することによ
り新たな利用者の開拓を行う。

・時刻表の配布、利用者が減少する冬
期に向けて利用促進に取り組み、目標
を達成したことは評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、モビリティマネジメントの実施や
イベントにあわせてた周知活動等に取り
組むことにより、更なる利用者の増加に
つなげ、より持続可能な交通ネットワー
クが構築されることを大いに期待する。

備北交通株式会社 美土里区域・高宮甲田区域
有限会社高宮中央交通 高宮甲田区域
織田産業株式会社 吉田八千代区域
有限会社吉田タクシー 吉田八千代区域
沖田　正 吉田八千代区域
有限会社甲立タクシー 甲田向原区域
岩本　薫 甲田向原区域
升岡　秀治 甲田向原区域

二重谷～下川根～式敷駅
二重谷～梶矢橋～高宮中学校
二重谷～下川根～吉田
二重谷～下川根～吉田
二重谷～下川根～吉田
智教寺～大所・横田・本郷～吉田

①徳納（保）宅横～小林鍼灸院

②下谷橋～中山歯科

③山崎倉庫跡～中山歯科

④和木ストアー～中山歯科

⑤村上店～中山歯科

安芸高田市

A B

A A

・アンケートの分析や運行内容の見直し
に取り組んでおり、これらの取り組みに
よる効果が発現することを期待する。
・今後は、網形成計画の策定とあわせ
て、移動実態やニーズの分析により、効
果的な改善策に取り組むことで利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによ
る持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待する。

三原市地域公
共交通活性化
協議会

三原市
利用者の増加と利便性の向上を検討
するため，利用者への聞取りや運行
事業者との意見交換を実施した。

A B

・利用実態等から評価・検証を行うとともに，利
用者のニーズ把握に努める。
・極端に利用が少ない便のダイヤの見直しを
行うなど，利便性の向上を図る。
・利用促進のための広報活動を町内会等との
協働の視点から進めていくことを検討する。

・利用者へのヒアリング、運行事業者と
の意見交換を実施しており、今後の検討
により、効果的な取り組みにつながるこ
とを期待する。
・今後、ニーズに対応した運行内容への
見直しや利用促進に向けた広報・モビリ
ティマネジメントに取り組むことで利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによ
る持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待する。

・今後も引き続きにアンケート調査を行い、利
用者のニーズを把握し、地域の実情に適した
運行を検討する。

・市内道路の整備がなされたことか
ら、利用者の利便性が向上するよう川
根もやい便に美土里経由の吉田便を
設定し、市内中心部までの所要時間
の短縮を図った。

・アンケートで収集した利用者の意見
をより効果的な改善につなげられるよ
う、計画策定に係る調査事業を活用
し、専門性あるコンサルタント事業者
による分析を行っている。

・計画策定に係る調査事業により移動実態や
ニーズを把握し、利用促進や持続可能性が高
まる効果的な改善につながる取組を検討す
る。

安芸高田市公
共交通協議会
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備考

江田島北部線（江田島町）
大須～切串～小用

・運行区域に時刻表の配布を行った。
また、港へのチラシ設置と掲示を行っ
た。
・網形成計画に沿って、航路との接続
を主とした運行計画の変更を検討し
た。

A

江田島北部線（朝夕便）
（江田島町）
大須～切串～小用

・運行区域に時刻表の配布を行った。
また、港へのチラシ設置と掲示を行っ
た。
・網形成計画に沿って、航路との接続
を主とした運行計画の変更を検討し
た。

A

城山　賢二
沖美北部線（沖美町・能美町）
美能～高田～中町

・運行区域に時刻表の配布を行った。
また、港へのチラシ設置と掲示を行っ
た。
・公共交通を守り・育てるため、公共交
通に関する出前講座を行った。
・網形成計画に沿って、航路との接続
を主とした運行計画の変更を検討し
た。

A

有限会社能美タクシー
沖美南部線（沖美町・能美町・大柿町）
三吉～中町～大君

・運行区域に時刻表の配布を行った。
また、港へのチラシ設置と掲示を行っ
た。
・網形成計画に沿って、航路との接続
を主とした運行計画の変更を検討し
た。

A

株式会社江田島タクシー

B
江田島市公共
交通協議会

・時刻表の配布やバリアフリーに対応し
た新車両の導入に取り組んでおり、これ
らの取り組みによる効果が発現すること
を期待する。
・今後、ニーズに対応した運行内容への
見直しや利用促進に取り組むことで、目
標の達成、それによる持続可能な交通
ネットワークが構築されることを期待す
る。

・江田島北部線、沖美北部線：
　稼働率が目標を下回る便を中心として、住民
からのニーズの高い航路との接続を改善でき
るようなダイヤ改正を検討する。
・江田島北部線（大須朝夕便）：
　通勤・通学目的でより利用しやすくなるよう、
運行体系を再度検証し直し、利用者の増加を
目指す。
・沖美南部線：
　路線バスと重複する区域の運行見直しをい、
ダイヤをより柔軟に設定できるようにした上
で、住民からのニーズの高い航路との接続を
改善できるようなダイヤ改正を検討する。
・出前講座の取組みを行い，宣伝・広報活動も
兼ねて積極的に住民の声を取り入れ，より使
いやすく，便利なものに改善する。
・航路との接続だけでなく，島内の病院への通
院のために活かせる路線の工夫を検討する。
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備考

本浦系統1-1 ： 宮の脇集会所～池田
整形外科前～宮の脇集会所（8.0㎞）

本浦系統1-2 ： 宮の脇集会所～広島
厚生病院前～宮の脇集会所（7.0㎞）

本浦系統1-3 ： 宮の脇集会所～池田
整形外科前～宮の脇集会所（5.4㎞）

本浦系統1-4 ： 東本浦（ユアーズ前）～
広島厚生病院前～宮の脇集会所（4.2
㎞）

本浦系統1-5 ： 池田整形外科前～広
島厚生病院前～宮の脇集会所（4.7㎞）

旭町系統2-1 ： 宮の脇集会所～マル
ショク前～宮の脇集会所(4.7km)

旭町系統2-2 ： かすみ一番街～マル
ショク前～宮の脇集会所(2.8km)

系統① ： レッツ前～コープ高陽前・矢
口駅～レッツ前(8.8km)

系統①-2 ： レッツ前～矢口駅～レッツ
前(8.7km)

系統② ： レッツ前～コープ高陽前・矢
口駅～上矢口上(10.0km)

系統②-2 ： レッツ前～矢口駅～上矢
口上(9.9km)

上平原線 ： 上平原～ＪＲ安芸中野駅前
～安芸市民病院(往路8.9km,復路
9.0km)

山王押手上線① ： 瀬野川病院～ＪＲ安
芸中野駅前～安芸市民病院(10．7km)

山王押手上線② ： ひまわり・ダイキ前
～ＪＲ安芸中野駅前～安芸市民病院
(11.1km)

　引き続き、地域の足として定着するよう、計
画に基づいた適切な運行を継続するとともに、
周知活動を行うなど、利用促進に努める。

A B

　地域の移動手段として定着するよ
う、計画に基づいた適切な運行を実施
した。
　また、利用者の利便性を高めるた
め、運行車両の更新を行うなど、利用
促進にも努めた。

有限会社カープタクシー

有限会社やぐちタクシー

有限会社中野タクシー

　新規利用者の獲得、利用者の利便
性向上のため、運行ルートの抜本的
な見直し、ダイヤ改正について、来年
度の実施に向けて、町内会や社協の
代表者ら地域住民と検討を行った。

A A

　関係者による協議を行い、商業施設
等との連携や周知活動を行った。
　また、利用者の利便性を高めるた
め、ルート・ダイヤの改正を実施し、利
用促進に努めた。

B B
　協賛企業等の拡大を図り、連携して周知活
動を行うなど、利用促進に努める。

広島市陸上交
通地域協議会

・地域との連携による利用促進や運行
内容の見直し、新車両の導入に取り組
んでおり、これらの取り組みによる効果
が発現することを期待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、ニーズに対応した運行内容への
見直しや利用促進に取り組むことで利用
者の増加につなげ、目標の達成、それ
による持続可能な交通ネットワークが構
築されることを期待する。

　主に新規利用者の獲得を目指した利用促進
を継続するとともに、ルート・ダイヤの改正な
ど、運行計画の抜本的な見直しを実施する。
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備考

①渋・長貫～ショージ線～黒瀬支所線

②渋・長貫～黒瀬支所線

③八畝ヶ畑～黒瀬支所線

④洋国団地～黒瀬支所線

⑤楢原～黒瀬支所線

⑥上条～黒瀬支所線

下高野線①　１日　３往復

下高野線②　１日　１往復

①米里線（越路～市立病院）

②米里線（越路～桜谷口）

③浜村青谷線（浜村～青谷）

日ノ丸ハイヤー株式会社 雨滝・上地線 新規系統 B

今後も必要に応じて、ＰＤＣＡサイクルに基づく
見直し・改善及び地域と協働の利用促進活動
を行う。

A

住民要望の把握に努め、ダイヤ改正
やルート改善等のサービスの見直しを
行い、利用者の利便性向上に努め
た。また、協議会において定期的な議
論を行なった。

東広島市地域
公共交通会議

中国ジェイアールバス株式
会社

庄原市地域公
共交通会議

備北交通株式会社
更なる効率化、利用促進を図るため、
乗降調査を実施した。

A B

鳥取市生活交
通会議

　自己評価において、「引き続き利用
促進に取り組み利用者増に努める必
要がある」とした点については、地域
行事における車両の展示・ＰＲの実
施、地域サロンでのＰＲを実施し、利
用促進に努めている。
また、Ｈ27.10.1に運行計画を変更し、
利用実態や地域の声に合わせた運行
とした。
　二次評価において、「利用ニーズの
把握と更なる利用促進を図り、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネッ
トワークが構築されることを期待す
る。」とされた点については、地域行事
における車両の展示・ＰＲや地域サロ
ンにおいて、地域の高齢者への直接
のＰＲを実施している。

BＡ

　各系統により利用実績のばらつきが見られ
る。これは、運行ルートの地域特性・居住人口
によるもの（団地：多、農村部：少）と考えられ、
この差は当初から見込まれているものである。
本目標は、黒瀬地域全体で、フィーダーバスを
維持するという目的から設定したものであり、
地域による利用者数の多少はあるものの、6
系統トータルでの目標達成を目指し、引き続き
利用促進に取り組み、利用ニーズに沿った運
行を行い、利用者増に努める必要がある。
　引き続きアンケート調査などにより住民満足
度・ニーズの把握を行い、運行改善等につな
げることで、利用促進を図る必要がある。

・運行内容の見直しや地域行事におけ
る利用促進に取り組んでおり、これらの
取り組みによる効果が発現することを期
待する。
・今後も、アンケート等によりニーズの把
握・分析を行い、効果的な改善策に取り
組むことで利用者の増加につなげ、目標
の達成、それによる持続可能な交通ネッ
トワークが構築されることを期待する。

乗降調査の実施結果の分析を行い、ニーズの
掘り起こしを行う。また、沿線等への利用促進
を引き続き行う。

・運行内容の見直しやバスマップの作成
等の利用促進に取り組んでおり、概ね
目標が達成できている。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、利用実態を把握し乗降調査等の
分析結果を踏まえ、更なる利用促進に
取り組むことで利用者の増加につなげ、
目標の達成、それによる持続可能な交
通ネットワークが構築されることを期待
する。

日本交通株式会社 C

・運行内容の見直しを行っており、これら
の取り組みによる効果が発現することを
期待する。
・ニーズに対応した運行内容への見直し
や利用促進に取り組むことで利用者の
増加につなげ、目標の達成、それによる
持続可能な交通ネットワークが構築され
ることを期待する。
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備考

隠岐の島町地
域公共交通会
議

隠岐の島町
五箇循環線
五箇支所～五箇支所（循環線）

特に高齢者の利用者増につなげるた
め、老朽化した車両の更新にあたり、
利用者や運行事業者の要望を聴取
し、車両に乗降用ハンドレールや乗降
ステップをつけ、高齢者や身障者に利
用しやすくするとともに、地区の子ども
たちが描いた絵を車両側面に貼るな
ど地域から愛される車両の導入を決
定し、平成28年度12月から運行を開
始した。さらに、バスマップについて、
文字を大きくするなど、よりわかりやす
く一新し利便性の向上を図った。

A B

利用者数は前年を上回ったが、今後も引き続
き利用者ニーズの把握及び増便後の各便毎
の利用状況の精査などを行い、持続可能な交
通ネットワークの構築に向け、運行形態の見
直しによる利便性の向上や広報活動、地域に
おける公共交通に対する意識醸成を高める施
策などにより、利用促進を図る。

・時刻表の配布やバリアフリーに対応し
た新車両の導入に取り組んでおり、これ
らの取り組みによる効果が発現すること
を期待する。
・1便あたりの利用者が少ないことから、
今後、利用実態の把握・分析を行い、効
果的な改善策に取り組むことで、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを期待する。

松川波積線

サービス水準の見直しの一環で、運
転手に気づいた点等、利用者の状況
を確認した。また、三江線の沿線を中
心に説明会を行い、公共交通に対す
る意識を高めた。

A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの
成果が見られなかったため、住民との連携に
一層努めていく。

有福千田線
サービス水準の見直しの一環で、運
転手に利用者の状況を確認し、地元
協議も行った。

B C

この路線による需要は極めて少なくなったこと
を踏まえ、運行のあり方について地元協議を
行っているが、広島高速バス廃止の話もあり、
近隣の路線とあわせて見直していく。

川平線

サービス水準の見直しの一環で、運
転手に気づいた点等、利用者の状況
を確認した。また、三江線の沿線を中
心に説明会を行い、公共交通に対す
る意識を高めた。

A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの
成果が見られなかったため、住民との連携に
一層努めていく。

芦谷ルート
（吉田～芦谷）

A C

杉戸ルート
（吉田～杉戸）

A C

菅谷・川尻ルート
（吉田～菅谷）

A B

民谷ルート
（吉田～民谷）

A B

川手・曽木・上山ルート
（川手～曽木・上山）

A B

川手・吉田ルート
（川手～吉田）

A A

雲南市地域公
共交通協議会

雲南市

江津市地域公
共交通会議

　地域組織と連携し、利用者ニーズを反映した
運行エリア設定・ダイヤの見直しを検討する。
　地域組織と連携し、利用促進を図る。

　利用者増加を目指し、自治会長会に
おいて利用状況を説明、利用促進へ
の協力要請を実施した。

江津市

・利用者への啓蒙活動、利用実態の把
握に取り組んでおり、今後の検討によ
り、効果的な取り組みにつながることを
期待する。
・著しく稼働率の低い系統もあることか
ら、今後、ニーズに対応した運行内容へ
の見直しや利用促進に取り組むことで利
用者の増加につなげ、目標の達成、そ
れによる持続可能な交通ネットワークが
構築されることを期待する。

・運行内容の見直しや利用者への啓蒙
活動、利用実態の把握に取り組んでお
り、今後の検討により、効果的な取り組
みにつながることを期待する。
・著しく利用者の少ない系統もあることか
ら、今後、ニーズに対応した運行内容へ
の見直しや地域と連携した利用促進に
取り組むことで利用者の増加につなげ、
目標の達成、それによる持続可能な交
通ネットワークが構築されることを期待
する。
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備考

飯南町
赤名吉田線
（１日４往復）

利便性を図るため新たなダイヤ改正
に向けて計画策定を行う。

A A
利用者数を維持しつつ、利便性の向上を図
り、バス停の増設等改善を行う。

備北交通株式会社
赤名線
（１日４往復）

平成29年度に運行内容の変更を行う
ため、見直しや調整を行った。

A B
利用者数の増加、利便を図るため、関係自治
体と協議を行い、ダイヤの見直しや町内運賃
の統一化を検討する。

加茂支所線
（イオン津山店前～めぐみ荘）

A

勝北支所線
（イオン津山店前～新野桜橋）

A

（奥津川）勝北支所線
（イオン津山店前～奥津川）

A

津山東循環線
（津山～イオン津山店前～津山）

A

小循環線
（津山～鉄砲町～津山）

A

津山西循環線
（津山～マルナカ院庄店～津山）

A

マルナカ西循環線
（マルナカ院庄店～津山～マルナカ院
庄店）

A

特定非営利活動法人エコ
ビレッジあば

阿波区域
　地域だよりや阿波地域協議会等にも
働きかけを行い、利用促進・啓発して
いる。

A A

今後も地域だよりをはじめとした利用促進・啓
発等を推進し、より一層の環境整備を行う。
利用者が不満と感じている点（区域や待機時
間）や今後期待するサービス等について調査・
検討を実施する。
一方で運転手の高齢化が進んでいる、特定の
運転手への依頼が多いなどの問題が生じてお
り、今後の課題として研究・改善が必要であ
る。

飯南町地域公
共交通会議

　平成28年度に、「津山市地域公共交通網形
成計画」を策定中であり、計画に基づき、利用
者や地域住民などの利用推進・利便性向上施
策を実施していく。
　また、平成29年4月には「津山駅北口広場」
の整備に伴い、循環線バスの乗継拠点が移
動するため、ＪＲと各循環線バスのダイヤの整
合を行い、乗継の向上による利用者増を目指
していく。
＿加えて、引き続き幹線系統路線との乗継利
便性向上の方策を検討していく。

B中鉄北部バス株式会社

　循環線だけでなく、接続する幹線路
線やその他枝線についても、乗降調
査などを実施し、乗り継ぎの状況や、
利用目的と動態調査を行い、利用者
ニーズの把握にあたっている。

津山市地域公
共交通会議

・運行内容の見直し、時刻表の配布など
利用促進に取り組んでおり、概ね目標
が達成できている。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、利用実態を把握しニーズに対応
した運行内容への見直しや利用促進に
取り組むことで利用者の増加につなげ、
目標の達成、それによる持続可能な交
通ネットワークが構築されることを期待
する。

・接続する幹線系統も含めた乗降調査
による利用実態の把握や運行内容の見
直し等を行っており、概ね目標が達成で
きている。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、策定中の網形成計画に基づく
利用促進策の実施、、乗継利便性の向
上等に取り組むことで、利用者の増加に
つなげ、目標の達成、それによる持続可
能な交通ネットワークが構築されること
を期待する。
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備考

新見市地域公
共交通会議

備北バス株式会社 上市横見～石蟹

利用者のニーズに合うよう、運行形
態、ダイヤの見直しを随時行った。
また、新たな利用者の掘り起こしを行
うため、新見市の広報誌等で利用促
進を図った。

A B

今後も引き続き啓発活動や乗降調査、アン
ケート等を行いながら、潜在的な利用者の掘り
起こしを行う。
また、より一層の利用者の確保を行うため、利
用者ニーズを活かした運行形態、ダイヤの見
直しを行うことによって、持続可能な運行を実
施する。

・利用者ニーズに合わせて随時ダイヤを
見直すとともに車両更新や時刻表の配
布等に取り組み、概ね目標が達成でき
ている。
・今後も、アンケート結果の分析により、
ニーズに対応した運行内容への見直し
や利用促進に取り組むことで利用者の
増加につなげ、目標の達成、それによる
持続可能な交通ネットワークが構築され
ることを期待する。

①久世～蒜山（１日13便）

②久世～新庄（１日８便）

③久世～北房（１日12便）

減価償却費補助　３台（①③ルート）

①玉原・和田・日比エリア

②荘内・八浜エリア

双葉タクシー株式会社 ③山田・東児エリア
エリア内の商店会と連携し、運賃割引
サービスを実施するなど、利用促進の
取組を行った。

下電観光バス株式会社 ④田井・中央（宇野・築港）・玉エリア
④エリアに接続する離島航路との連
携（フィーダー）を行った。

・乗り方教室の開催や地域と連携した利
用促進に取り組み、目標を達成したこと
は評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、網形成計画の策定とともに、利
用者アンケートや乗降データからニーズ
の把握・分析を行い、利便性の向上と新
規利用者獲得に向けた利用促進に取り
組むことで、より持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを大いに期待す
る。

旭自動車株式会社

エリア内の一部商店と連携し、運賃割
引サービスを実施するなど、利用促進
の取組を行った。
地区要望等を踏まえ、エリア内乗り場
の移設を検討するなど、住民ニーズへ
の対応に努めた。玉野市地域公

共交通会議

真庭市地域公
共交通会議

真庭市

市内各高校の通学時間とJRとの乗り
継ぎに合わせてダイヤの一部を見直
し、①久世～蒜山ルートを1便増便し
た。

A A

高校生の登下校対応を基本に、民間バスや
JRとの乗継や高齢者の通院等の利用にも配
慮し、効率的で利便性の高い地域公共交通の
仕組みをさらに検討する。

・利用者アンケートを実施し、移動ニーズの把
握を行うことにより、地域の実情に応じた運行
の見直しを検討する。
・配車システムのデータを活用し、利用者の移
動状況を分析するなどにより、適正な乗り場の
設置や効率的な運行形態の検討を行う。
・交通体系の再編から約5年が経過し、公共交
通手段として市民に定着しつつある一方、利
用者の固定化も懸念されることから、新規利
用者獲得に向けた利用促進に取り組む。

A A

・利用者ニーズに合わせて運行内容の
見直しや時刻表・交通マップの全戸配布
等の利用促進に取り組み、目標を達成
したことは評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、利用者ニーズを把握し、利便
性の向上・効率化を図ることで、より持
続可能な交通ネットワークが構築される
ことを大いに期待する。
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備考

(1)デマンド大島中線
大島中地区～笠岡駅～笠岡市民病院
を結ぶデマンド型乗合タクシー

A B
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(2)デマンド尾坂線
尾坂地区～笠岡駅～笠岡市民病院を
結ぶデマンド型乗合タクシー

A C
市民有志との協働により体験乗車イベントを
検討するなど，利用促進を図ってまいりたい。

(3)美の浜線
美の浜地区～笠岡市民会館～笠岡駅
を結ぶ路線バス

A A
笠岡市交通交流センターの利用啓発を含め
て，利用促進及びマイバス意識の醸成に向け
た啓発を行い，利用定着を図ってまいりたい。

(4)大島線
大島地区～笠岡市民会館～笠岡駅を
結ぶ路線バス

A B
利用促進に向けた啓発を行い，指標の改善を
図ってまいりたい。

(5)神島寺間線
神島（寺間・外浦地区～笠岡市民会館
～笠岡駅を結ぶ路線バス

A A

離島航路との接続を考慮し，ダイヤの調整等
を検討してまいりたい。
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の維持を図ってまいりたい。

(6)神島見崎線
神島（見崎・寺間・外浦）地区～笠岡市
民会館～笠岡駅を結ぶ路線バス

A B

離島航路との接続を考慮し，ダイヤの調整等
を検討してまいりたい。
また，利用促進，マイバス意識の醸成に向け
た啓発を行い，指標の改善を図ってまいりた
い。

(7)神島外浦線
神島（外浦）地区～笠岡市民会館～笠
岡駅を結ぶ路線バス

A A

離島航路との接続を考慮し，ダイヤの調整等
を検討してまいりたい。
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の維持を図ってまいりたい。

(8)城見台線
城見台団地～総合スポーツ公園～笠
岡市民病院～笠岡駅を結ぶ路線バス

A B
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(9)今井循環線（※東西廻の平均値）
今井地区～富岡地区～笠岡駅を結ぶ
路線バス

A B
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(10)広東線
広東地区～金浦地区～笠岡駅を結ぶ
路線バス

A B
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(11)尾坂線
尾坂地区～笠岡駅を結ぶ路線バス

A B
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発
を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(12)大井ハイランド・尾坂線
尾坂地区～大井ハイランド団地～笠岡
駅を結ぶ路線バス

A A

住宅団地である大井ハイランド住民の利用希
望を分析し，利用促進，マイバス意識の醸成
に向けた啓発を行い，指標の向上を図ってま
いりたい。

・乗り方教室の開催や時刻表の配布等
の利用促進に取り組んでおり、これらの
取り組みによる効果が発現することを期
待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、網形成計画の策定とあわせて効
果的な改善策に取り組むことで、利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによ
る持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待する。

株式会社井笠バスカンパ
ニー

　平成27年度地域協働推進事業で作
成した公共交通マップ等を活用し，乗
り方教室やバス体験イベントなどの開
催を通じて公共交通の積極的なPRを
行った。
　また，事業者による季節に合わせた
バスのPR（菜の花やひまわりのバス
ラッピング，ハロウィンバスやクリスマ
ス・サンタバスなど）を行い，マイバス
意識の醸成を図った。

笠岡市地域公
共交通活性化
協議会
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備考

西ルート
（真備町妹，尾崎，服部，箭田，市場，
有井，川辺，岡田，辻田地区の一部）

B

東ルート
（真備町市場，箭田，有井，岡田，辻
田，川辺地区の一部）

A

南ルートA
（真備町市場，箭田，有井，岡田，辻
田，川辺，下二万，上二万地区の一部）

アンケート結果での利用者の要望を
受け，H28年10月に病院への速達性
を考慮したコース変更を行った。

南ルートB
（真備町上二万，船穂町船穂地区の一
部）

H28年2月,7月及び12月に真備地区全
域を対象とした地元住民主体の運営
委員会を開催し，調査結果，利用状況
を報告するとともに，今後の要望や利
用促進について協議検討を行った。

パンフレット（時刻表）にＪＲ線の乗り継ぎを時
刻を掲載し，南ルートBの利用者の拡大を図
る。（H28年12～1月配布予定）

有限会社竹内タクシー 是里線、中山線、滝山線、河原屋線

有限会社荒嶋建設 西勢実線、中勢実線、暮田・平山線

中鉄北部バス株式会社 上齋原～マルナカ線
町民の外出支援として定着させ、新規
利用者を獲得した。

A A

有限会社中田石油店 富～箱線乗合タクシー
町民の外出支援として定着させ、新規
利用者を獲得した。

A A

・モビリティマネジメントや交通マップの
配布等の利用促進に取り組み、目標を
達成したことは評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、地域ごとのニーズの把握・分析
により、運行内容の見直しや更なる利用
促進に取り組むことで、より持続可能な
交通ネットワークが構築されることを大
いに期待する。

・ダイヤ変更時の時刻表の配布や地域
での利用の呼びかけを行っており、これ
らの取り組みによる効果が発現すること
を期待する。
・今後も、地域と連携した利用促進に取
り組むことで利用者の増加につなげ、目
標の達成、それによる持続可能な交通
ネットワークが構築されることを期待す
る。

・利用者アンケートの実施や運行内容の
見直しを行っており、これらの取り組み
による効果が発現することを期待する。
・今後、網形成計画の策定とあわせて
ニーズに対応した運行内容への見直し
や時刻表配布等の利用促進に取り組む
ことで利用者の増加につなげ、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを期待する。

・満足度は、昨年度の「町民アンケート」におい
て、公共交通に関する満足度が33.1％から
48.9％に上昇しており、目標数値を超えてお
り、マルナカ線系統の利用者は目標数値には
達しなかったものの、富～箱線乗合タクシーの
利用者については、目標数値を達成できたこ
とからも本系統の利用者の満足度は高いと考
えられる。
・町民の外出支援として定着させるとともに新
規利用者の発掘を検討する。又、広報紙等で
利用促進を図る。
・本系統を含め、町全体の公共交通の利便性
の向上、快適な交通機関とする。

鏡野町地域公
共交通会議

株式会社日の丸タクシー

H28年2月,7月及び12月に真備地区全
域を対象とした地元住民主体の運営
委員会を開催し，調査結果，利用状況
を報告するとともに，今後の要望や利
用促進について協議検討を行った。

　現在のパンフレット（時刻表）の時点修正し，
利用者及び施設等に配布する。（H28年12～1
月予定）
　全ルートで利用者の少ない13:30便につい
て，地元運営委員会等と協議し運行内容を改
善する。
　集会等で要望がある場合は，パンフレットを
持参し，利用説明を行う。
　今後も地元運営委員会と連携して継続的な
広報活動，利用促進活動に取り組んでいく。

B

A
倉敷市地域公
共交通会議

乗降調査及び医療機関などでのヒア
リングを実施し、運行計画の改善に向
けた情報収集を行った。

運行開始時に比べ幹線（路線バス）の便数が
減少し、接続回数が減少している。ヒアリング
の結果、医療機関へのアクセス改善を求める
ニーズが多く、乗り継ぎすることなく直接医療
機関へつなぐ便を試験運行することで、運行
計画の改善を図る資料とする。

A A
赤磐市地域公
共交通会議



別添２

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

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

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

・総社南校北～宮前線

・総社駅～妙仙寺線

ゾーン弓削

ゾーン竜山

ゾーン誕生寺

ゾーン神目

ゾーン全間

山中・堀越外地区
乗降場所の事業者との新たな事業連
携を検討した。

A B

乗降場所の事業者にとってもある程度の利益
をもたらすものであり、引き続き乗降場所の事
業者との新たな事業連携を行っていく必要が
ある。

豊田前・西厚保地区
スクールバスとしての運行以外の利
用を拡大するため、利用方法等の周
知を実施。

A B
スクールバスとしての運行以外の利用を拡大
するため、利用方法等の周知徹底が必要。

川東・西分地区 新規系統 A A

乗降場所の事業者にとってもある程度の利益
をもたらすものであり、引き続き乗降場所の事
業者との新たな事業連携を行っていく必要が
ある。

美東地域北部 A A

美東地域南部 A B

秋芳地域南部 A B
一部店舗で利用者に対する運賃負担を行って
いる。こうした取組が地域ぐるみで他の店舗で
も行われるよう引き続きPRしていく。

秋芳地域北部 A C
バス事業者と調整し、ダイヤ改正等の運行形
態の変更を考える必要がある。

有限会社秋芳タクシー

一部店舗が実施する利用者への片道
運賃の負担について、他店でも同様
の取組が出来ないか働きかけを実
施。

一部店舗が実施する利用者への片道
運賃の負担について、他店でも同様
の取組が出来ないか働きかけを実
施。

一部店舗で利用者に対する運賃負担を行って
いる。こうした取組が地域ぐるみで他の店舗で
も行われるよう引き続きPRしていく。

・乗り方教室の開催や時刻表の配布等
の利用促進に取り組んでおり、これらの
取り組みによる効果が発現することを期
待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、網形成計画の策定とあわせて運
行内容の見直しや利用促進に取り組む
ことで、利用者の増加につなげ、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを期待する。

・利用実態の詳細な把握と分析
・住民のニーズを踏まえた運行時刻等の適宜
見直し
・通院先と買い物先を移動する際にも移動でき
ることや、待ち合わせが便利な乗降場所等に
ついての周知
・地域の行事に合わせた利用の提案等による
１便当たりの利用者数（乗合率）の向上
・出前講座のような形で、地区の会合等に出
向いて利用方法を周知する
・利用登録者を対象としたアンケート調査の実
施等による、ニーズとサービスのミスマッチの
状況の検証

新規系統 A A株式会社エスアールティー
久米南町地域
公共交通会議

・運行開始にあわせて、利用案内の全
戸配布や交通マップ・時刻表の作成等
の利用促進に取り組み、目標を達成した
ことは評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、ニーズの把握・分析により、運
行内容の見直しや更なる利用促進に取
り組むことで、より持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを大いに期待す
る。

美祢構内タクシー株式会
社

美祢市地域公
共交通協議会

いさむや第一交通株式会
社

吉備中央町地
域公共交通会
議

中鉄バス株式会社

利用者の少なかった平日昼の便を廃
止し、高校生の部活動終了後の下校
時刻に対応した平日夜の便を増設し
た。

利用者は目標を下回ったが全ての便において
増加傾向にある。しかしながら、一般町民の利
用は少なく、時刻表の配布などの啓発や住民
ニーズ調査等を実施し、利用者の掘り起こしを
行う。

A B

・利用者ニーズを踏まえ運行内容の見
直しや広報による周知等の利用促進に
取り組んでおり、これらの取り組みによ
る効果が発現することを期待する。
・今後、ニーズに対応した運行内容への
見直しや利用促進に取り組むことで利用
者の増加につなげ、目標の達成、それ
による持続可能な交通ネットワークが構
築されることを期待する。
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備考

欽明路・上谷線
（玖珂駅～上谷東）

C

谷津上線
（玖珂駅～谷津上回転場）

C

臼田線
（玖珂駅～臼田回転場）

C

上市北・千束線
（玖珂駅～玖珂千束）

C

玖西循環線
（玖珂駅～玖珂駅）

A

叶木線
（六呂師口～岩国駅）

A B

二鹿線
（北河内駅～岩国駅）

A A

持ケ峠線
（小川津～岩国駅）

C C

杢路子線
豊田総合支所～上杢路子

A

一の俣線
豊田総合支所～佐野

A

今出線
豊田総合支所～地吉

A

一の瀬線
豊田総合支所～中の瀬

生活バス利用者数及び収支率が減少
傾向にあることなどをわかりやすくチラ
シに明記し、該当地域に新たに回覧を
行った。また、地域の集会等で説明会
を実施し、普及活動を行うことで、更な
る利用促進を図った。

A C

自治会へのチラシ回覧やイベント時の啓蒙活
動を行う。また、該当地域の自治会長等に地
域内における啓発を依頼することで、更なる利
用促進を行う。自治会の集会等に参加し、積
極的なＰＲ活動を行う。

樅の木・保木線
バスターミナル～樅ノ木

啓蒙活動を行い、新たな利用者を確
保した。また、チラシの配布を行い、更
なる利用促進を図った。

A Ａ

自治会を通じてチラシの配布、イベント時に啓
蒙活動を行い、新規利用者の確保を図る。ま
た、利用者などの要望を聞き、さらに利用しや
すい運行について検討する。

・チラシや時刻表の配布等の利用促進
に取り組んでおり、これらの取り組みに
よる効果が発現することを期待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、地域と連携した周知活動等、更
なる利用促進や運行効率化に取り組む
ことで、目標の達成、それによる持続可
能な交通ネットワークが構築されること
を期待する。

・乗り継ぎ利便性を考慮したダイヤ改正
や時刻表の全戸配布等の利用促進に
取り組んでおり、これらの取り組みによ
る効果が発現することを期待するが、一
部の系統において不適切な運行があっ
たことから、計画に基づいた適切な事業
実施をしていただきたい。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、ニーズに対応した運行内容の
見直しや利用促進に取り組むことで、利
用者の増加につなげ、目標の達成、そ
れによる持続可能な交通ネットワークが
構築されることを期待する。

岩国市

　JR岩徳線への乗り継ぎに適したダイ
ヤ設定を行うことが利用者ニーズに即
した運行となることから、引続きJR岩
徳線のダイヤに合わせた運行ダイヤ
となるよう調整を行っている。
　また、利用者への周知については、
時刻表の全戸配布や主要施設等に設
置するとともにホームページ等への掲
載を行っている。
　さらに、岩国市地域公共交通活性化
再生法協議会において作成している
岩国市総合時刻表ならびに岩国市公
共交通マップに情報を掲載して周知を
図った。
　なお、玖西循環線において、地域要
望により、新たに一部地区への乗入
やバス停の新設を行うことで利便性の
向上を図った。

岩国市地域公
共交通活性化
再生法協議会

下関市地域公
共交通会議

下関市

　見直し前より上回る利用があり、また前年度
より１運行当たりの利用者数が増加したことか
ら、当該系統を維持することで、隣接市や市中
心部への移動手段の確保、高齢者の外出促
進、地域住民の活動機会の増加など地域活
性化に繋がっているものと考えられる。
　このため、今後も引続きJR岩徳線・広域路線
バスへの乗り継ぎに適したダイヤの設定及び
啓蒙活動等の利用促進を行う。
　また、利用者からの要望についても積極的
に検討し、利便性の向上に努ることで、持続可
能な運行を目指す。

A

いわくにバス株式会社 新規系統

　今後も引続きＪＲ岩国駅への接続を行い、利
用者への啓蒙活動等の利用促進を行う。
　また、利用者からの要望についても、運行事
業者等と調整を行い、利便性の向上に努める
ことで、持続可能な運行を目指す。

生活バス利用者数及び収支率が減少
傾向にあることなどをわかりやすくチラ
シに明記し、該当地域に新たに回覧を
行うことで更なる利用促進を図った。

自治会へのチラシ回覧やイベント時の啓蒙活
動を行う。また、該当地域の自治会長等に地
域内における啓発を依頼することで、更なる利
用促進を行う。自治会の集会等に参加し、積
極的なＰＲ活動を行う。

Ｂ
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備考

人丸タクシー株式会社
粟野・滝部線
油タンク前～ももとせ滝部診療所

定期的にコミュニティタクシー運行委
員会を開催し、ＰＲを継続して行った。

A C

定期的にコミュニティタクシー運行委員会を開
催し、地域内の情報交換を密に行い、新規利
用の可能性が高い住民を対象として重点的に
訪問を行う。特に滝部地域の病院、歯医者に
通院している住民にヒアリングを行い、地域内
での行事等での試乗会と併せて新規利用者
の獲得を図る。

伊藤　正一 小野線
 「潜在需要を掘り起こす。」とした点に
ついては、地域イベントでの周知活動
を行った。

Ａ Ｃ
利用促進、運転手が高齢のため後継問題も含
めて地元と協議する必要がある。

有限会社嘉川タクシー 二俣瀬線
 「利用者ニーズを把握する。」とした点
については、地域住民や事業者への
ヒアリングを行った。

Ａ Ｃ

利用者ニーズの把握、利用モデルケースの提
案、近隣行事の紹介など外出機会の創出によ
る利用促進を行い、収支率、利用者数、稼働
率の改善を図る。
運転手が高齢のため、後継運転手の確保に
努めていく。

船木鉄道株式会社 吉部・万倉線
 「平成27年10月の改正内容を幅広く
周知する。」とした点については、改正
のチラシの全戸配布などを行った。

Ａ Ａ
引き続き利用者ニーズの把握に努め、新規利
用者の獲得を図る。

宇部山電タクシー株式会
社

西宇部線

 「イベントなどの周知活動を継続す
る。」とした点については、地域内の専
門学校とのコラボイベントやクリスマス
キャンペーンを継続し、新たに作成し
た分かりやすいポスター・チラシを周
辺施設に設置したり、会合などで配布
を行った。

Ａ Ｂ
イベントなどによる周知活動を継続し、さらなる
利用者数の増加を図る。

東部市内循環線（めぐりーな）
（沼・工学部回り）
（恩田・空港回り）

　 「乗り継ぎ改善や情報提供を行う。」
とした点については、平成27年10月の
ルートの改正、平成28年4月の山口大
学医学部付属病院への乗り入れ開始
で、乗り継ぎに配慮したダイヤを設定
し、報道発表など情報提供を行った。

Ａ Ｂ
乗り継ぎ改善や情報提供などにより利用者数
の増加に努めるとともに、人件費などの経費
削減を図り、収支率の改善を図る。

厚南循環線

「改正内容を幅広く周知する。」とした
点については、平成27年10月のルー
トやダイヤの改正を、地域住民への説
明や報道発表で幅広く周知を行った。

Ａ Ｃ 平成28年9月末で運行を終了した。

宇部市地域公
共交通確保維
持改善協議会

宇部市交通局

・運行内容の見直しやチラシ配布等等の
利用促進に取り組んでおり、一部の系
統は目標が達成できている。目標が達
成できていない系統についても、これら
の取り組みによる効果が発現することを
期待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、利用者ニーズの把握や地域と連
携した利用促進に取り組むことで、利用
者の増加、運行の効率化につなげ、目
標の達成、それによる持続可能な交通
ネットワークが構築されることを期待す
る。
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備考

【奈古系統】
阿武町役場～筒尾・宇久～阿武町役場

広報あぶ、ケーブルテレビの阿武町
情報コーナーでPR。
路線バスの運行に伴い、河内コースを
廃止し、新たに宇久コースを新設し
た。

A C

【宇田郷系統】
ふれあいセンター～惣郷・井部田・平
原・つづら～ふれあいセンター

広報あぶ、ケーブルテレビの阿武町
情報コーナーでPR。 A A

【福賀１系統】
福賀診療所～宇生賀・伊当～のうそん
センター

広報あぶ、ケーブルテレビの阿武町
情報コーナーでPR。
路線バスの運行に伴い、１日３便→４
便に増便した。

A B

【福賀２系統】
福賀診療所～飯谷・久瀬原～のうそん
センター

広報あぶ、ケーブルテレビの阿武町
情報コーナーでPR。
路線バスの運行に伴い、１日３便→４
便に増便した。

A A

【福賀小前系統】
道の駅阿武町～福賀小前

新規系統 A C

【宇生賀系統】
道の駅阿武町～宇生賀

新規系統 A C

特定非営利活動法人
ゆうゆうグリーン俵山

俵山公民館～俵山地区～俵山公民館
運行事業者による運行区域内住民へ
の周知。運行に合わせた地域行事の
開催を公民館に要請。

A C
戸別訪問等きめ細やかな周知を実施する。ま
た、利用がしやすいダイヤへの見直しや回数
券等割引制度の検討を行う。

特定非営利活動法人
むかつく

久津・上小田～向津具地区～久津・上
小田

運行事業者による運行区域内住民へ
の周知

A A
引き続ききめ細やかな周知活動を行うとともに
利用しやすいダイヤ等の検討を行う。

冨士第一交通有限会社
長門山電タクシー有限会
社
新日本観光交通株式会社

大が迫～真木・湯本温泉・市役所～斉
木病院

運行事業者による運行区域内住民へ
の周知

A B
地域住民に対し再度周知を行い利用促進を図
る。

人丸駅～津黄・後畑～人丸駅
運行事業者による運行区域内住民へ
の周知

A B
地域住民に対し再度周知を行い利用促進を図
る。

人丸駅～日置地区～人丸駅 新規系統 A C
運行事業者による運行区域内住民への周知。
小学生以外の一般利用者の掘り起こしのた
め、需要把握を行い見直しを検討する。

阿武町地域公
共交通会議

阿武町

防長交通株式会社

・運行内容の見直しや時刻表の配布等
の利用促進に取り組んでおり、これらの
取り組みによる効果が発現することを期
待する。
・今後も、ニーズに対応した運行内容の
見直しや更なる利用促進に取り組むこと
で利用者の増加につなげ、目標の達
成、それによる持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを期待する。

平成２８年１０月から齋藤医院前バス停を新設
した。また道の駅とのタイアップ等で利用者増
に取り組む。

引き続き利用促進のＰＲをしていく。

長門市地域公
共交通計画策
定協議会

人丸タクシー株式会社

・総合時刻表の全戸配布やPRチラシの
配布等の利用促進に取り組んでおり、こ
れらの取り組みによる効果が発現するこ
とを期待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後、網形成計画の策定とあわせて
ニーズに対応した運行内容の見直しや
更なる利用促進に取り組むことで、利用
者の増加につなげ、目標の達成、それ
による持続可能な交通ネットワークが構
築されることを期待する。
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備考

Ⅰ系統（水梨－柳井駅） A Ａ

Ⅱ系統（坂川-柳井駅） A Ａ

Ⅲ系統（水梨－坂川-大畠駅）
広報等を活用して、利用者の掘り起し
を行ったが、利用者の増加に繋がらな
かった。

C C
利用者の掘り起こし
1名乗車の解消に向けた広報の手法を検討す
る。

山陽小野田市
地域公共交通
会議

新興タクシー株式会社
松ヶ瀬・平沼田・不動寺原線
湯の峠・陽光台・山川線

利用者から要望のあった医療機関へ
の乗り入れについて、関係機関と調整
中。

A B

事業の分かりやすい周知により、登録者およ
び利用者の増加を図るとともに、利用者及び
地域住民のアンケート結果をもとに、ダイヤ、
乗降場所等の見直しを検討する。

・リーフレットの作成や地域と連携した利
用促進に取り組んでおり、これらの取り
組みによる効果が発現することを期待す
る。
・今後、アンケート結果を検証しニーズに
対応した運行内容の見直しや利用促進
に取り組むことで利用者の増加につな
げ、目標の達成、それによる持続可能な
交通ネットワークが構築されることを期
待する。

城南・西・東田布施系統 A

麻郷・麻里府系統 A

周南市地域公
共交通会議

周南市 大道理もやい便 新規系統 A Ａ

・運行を受託している地域団体とも連携し、利
用者ニーズの把握に努め必要に応じ、利用環
境などの改善を検討する。
・目標設定よりも多くの利用が見られた。引き
続き利用者拡大に向け地域イベントのお知ら
せと合わせ、もやい便をPRを実施する。

・地域と連携した広報活動や利用者ニー
ズの把握に取り組み、目標を達成したこ
とは評価できる。
・次期フィーダー計画策定に当たって
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、利用者ニーズを把握し、運行
内容の見直しや更なる利用促進に取り
組むことで、より持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを大いに期待す
る。

アンケート結果を踏まえ、地区住民の
要望を反映させた制度改正を平成29
年度運行から実施する。
広報等を活用して、利用者の掘り起し
を行い、利用者の増加に繋がった。

利便性確保のため、Ⅰ系統とⅡ系統の統合、
曜日の拡大を中心とした制度改正を平成29年
度運行から実施する。

・チラシを活用した周知活動やアンケー
ト調査による利用実態の把握に取り組
んでおり、一部の系統は目標が達成で
きている。目標が達成できていない系統
についても、これらの取り組みによる効
果が発現することを期待する。
・目標が達成できているところについて
は、より意欲的な目標設定がなされるこ
とを期待する。
・今後も、ニーズに対応した系統の見直
しや利用促進に取り組むことで、利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによ
る持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待する。

・チラシの作成等の利用促進に取り組ん
でおり、これらの取り組みによる効果が
発現することを期待する。
・今後、アンケート結果の検証により、
ニーズに対応した運行内容の見直しや
更なる利用促進に取り組むことで利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによ
る持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待する。

地域住民にとって不可欠な公共交通
となるため、広報などの周知を行っ
た。

田布施町有償
運送運営協議
会

社会福祉法人田布施町社
会福祉協議会

目標を達成できなかったのは、利用対象者に
対する周知が十分でなかったと考えられる。そ
のため、町広報やホームページを活用した周
知行動、自治会長集会など直接対象者に伝え
られる場での周知などを行い、利用登録者の
拡大に努める。

C

柳井三和交通有限会社
柳井市地域公
共交通会議


