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・公共交通マップの作成【東広島市全域】
（概要）
　公共交通の認知度向上と利用促進に向けたバスマップ等の公共交通関連情報を発信し
た。
　情報媒体は、東広島市が市内の全世帯及び主要施設に配布する「東広島市くらしのガイ
ド」（12月配布）及び大学（広島大学、近畿大学工学部、広島国際大学）の新入生に対して
配布する「ひがしひろしまぐるーりマップ」のページ内に掲載する予定としている。
　情報内容は、市内のバスマップに加えて、バスの乗り方、乗換検索サイト、バスロケー
ションシステム、ICカード利用による割引、環境定期券制度の情報等を掲載した。
（結果）
・東広島市くらしのガイド
　12月：「東広島市くらしのガイド」配布（95,000部）
・ひがしひろしまぐるーりマップ
　2月（予定）：市内大学の新入生を対象に約6,000部を配布

A

・主要施設、停留所、路線ルートの情
報を縮尺地図にデザインする予定とし
ていたが、掲載スペースに制約があ
り、縮尺を考慮することができなかっ
た。
・今後の改善点としては、公共交通の
認知度向上に向けて本事業を継続しつ
つ、加えて、路線沿線の主要施設、
サービスレベル、運賃等を記載するな
ど、実用的なバスマップの作成に取り
組む。

・公共交通の認知度向上と利用促進に
向けたバスマップ等の配布を行ってお
り、事業が着実に取り組まれている点は
評価。
・今後も本取組みを継続的に行い、ま
た、内容についてもより実用的なものと
なるよう見直していくということで、これら
の取組みの効果により、さらなる利用促
進が図られることを期待。

・市内事業所を対象としたモビリティ・マネジメントの実施【東広島市役所本庁舎勤務職員】
（概要）
　モビリティ・マネジメント推進の率先行動として、かつ、公共交通の利便性が比較的高い
地域に立地する大規模事業所として、簡易ＴＦＰを実施中である。
　当初はWEBによる簡易TFPを予定していたが、同じく都市拠点内の大規模事業である広
島大学と事業の歩調を合わせることとし、WEBから紙媒体での簡易TFPに変更した。
　12月：事前交通行動調査（紙媒体700名）
　　1月：市役所専用バスマップ、動機付け冊子の配布
　　　（所属回覧及び庁内ネットワークによる電子データ配布）
　　1月下旬(予定）：事前調査集計結果の配布他
　　2月（予定）：事後調査票配布
　　3月（予定）：事前・事後調査比較集計

A

・簡易TFPの実施時期が冬季となった
ことから、情報発信においては、その効
果を最大限発揮できる適切なタイミン
グを図る必要がある。
・今後、モビリティ・マネジメントを展開
する上で、市役所の率先行動が重要で
あり、動機付け冊子などの個人的アプ
ローチに加え、現行の通勤手当や旅費
制度の改正といった組織的アプローチ
やパッケージ展開を検討することが有
効と考え、本年度の調査結果を市役所
内で共有し、継続的なモビリティ・マネ
ジメントの展開に向けた検討資料として
いく。

・東広島市役所を対象としたモビリティ・
マネジメントに取り組んでおり、事業が
着実に取り組まれている点は評価。
・本取組みにおける改善点や今後の取
組みの方向性についても検討がされて
おり、これらの取組みの効果により、さら
なる利用促進が図られることを期待。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（地域公共交通調査等事業）

平成28年2月19日

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）

協議会名 ①事業の結果概要

協議会における事業評価結果

備考

東広島市地域公
共交通会議
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・市内事業所を対象としたモビリティ・マネジメントの実施【広島大学東広島キャンパス（学
生）】
（概要）
　当初は、WEBによる簡易TFPを予定していたが、大学内でのその他WEB調査の回答率が
低い状況から、大学関係者と協議の結果、WEBによる簡易TFPを取り止め、広島大学専用
バスマップを作成し、学生情報サイト「MOMIJI」及び大学ホームページの交通アクセス画面
に掲載した。
　学生情報サイト「MOMIJI」においては、個人ログイン画面の掲載により、アクセス数やダ
ウンロード数に加えて、学年や学部など個人属性を把握し、次年度以降のモビリティ・マネ
ジメントを効果的に進めるためのデータを取得することとした。
（結果）
　1月上旬：情報サイト「MOMIJI」及び大学ホームページ広島大学専用バスマップを掲載
　3月（予定）：アクセス・ダウンロード数及び属性集計

B

・バスマップの掲載情報やデザインに
ついて、学生の視点から評価・改善し
ていく必要がある。
・当該取組みにおける取得データによ
り、主なターゲットとする学年や情報発
信のタイミング、WEB以外の情報媒体
を検討していく。
・取得データを関係者と共有するととも
に、地域公共交通網形成計画に定め
る各種施策とモビリティ・マネジメントを
パッケージ化し、事業を継続していく。

・当初予定していた事業内容とは異なる
ものの、次年度以降のモビリティ・マネジ
メントを効果的に進めるためのデータ取
得が行えたということで、これらのデータ
を主なターゲットの絞り込み等に活用す
ることで、今後実施されるモビリティ・マ
ネジメントがより効果的で持続的な活動
となることを期待。

・市内事業所を対象としたモビリティ・マネジメントの実施【広島大学東広島キャンパス（教
職員）】
（概要）
　学生と同様、当初はWEBによる簡易TFPを予定していたが、大学関係者との協議の結
果、紙媒体による簡易TFPに事業内容を変更した。
　配布対象者は、大学の協力を得て、広島大学東広島キャンパスに勤務する教職員約
2000名⇒交通用具（自家用車、自転車、バイク）通勤者1200名⇒広島大学への最終アクセ
ス手段として路線バスでの通勤が可能なエリアに居住する教職員の順に条件抽出し、約
600名を簡易TFPの対象として調査票を配布した。
（結果）
　12月：
　　・事前調査票
　　・広島大学専用バスマップ・時刻表
　　・動機付け冊子の配布
　　　（600名）
　　1月下旬(予定）：第１回調査集計結果の配布
　　2月（予定）：事後調査票配布
　　3月（予定）：事前・事後調査比較集計

A

・簡易TFPの実施時期が冬季となった
ことから、情報発信においては、その効
果を最大限発揮できる適切なタイミン
グを図る必要がある。
・取得データを関係者と共有するととも
に、地域公共交通網形成計画に定め
る各種施策とモビリティ・マネジメントを
パッケージ化し、事業を継続していく。

・広島大学東広島キャンパスの教職員
を対象としたモビリティ・マネジメントに取
り組んでおり、事業が着実に取り組まれ
ている点は評価。
・本取組みにおける改善点や今後の取
組みの方向性についても検討がされて
おり、これらの取組みの効果により、さら
なる利用促進が図られることを期待。

東広島市地域公
共交通会議
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・黒瀬地区の地域公共交通（コミュニティバス）を対象としたモビリティ・マネジメントの実施
（概要）
　住民主体で運行する「黒瀬さくらバス」の利用促進を目的に簡易TFPを実施した。
　当初は、黒瀬さくらバスの一部ルートの沿線居住者に対し、簡易TFP調査票を郵送により
配布・回収する予定であったが、利用者の多くが高齢者という実態や運行ルート上の停留
所に地区集会所が設定されている実態を踏まえ、地区集会所に集まる高齢者に対して直
接的コミュニケーションにより、簡易TFPを実施することに変更した。
　具体的には、市、黒瀬さくらバス運行協議会、東広島市社会福祉協議会の３者が協働
し、東広島市社会福祉協議会が推進する地域サロン活動に集まる高齢者を訪問し、バス
マップによる運行ルートや乗車方法の説明、動機付け冊子の配布など直接的コミュニケー
ションを図った。
　また、活動日程の都合で訪問が困難な地域サロンについては、サロン世話人を通じて参
加者に対して調査票を手交、郵送回収とすることで、簡易TFP参加率を高める取組みをお
こなった。
（結果）
　10月～12月：
　　・事前調査票の配布回収　・バスマップ及び動機付け冊子
　　（直接訪問：15箇所（217名））（世話人を通じた配布：7箇所（284名））
　1月～2月（予定）：
　　直接訪問サロン
　　・事前調査集計の報告　・黒瀬さくらバス利用例の提案　・事後調査票の配布回収
　　世話人を通じたサロン配布
　　・黒瀬さくらバス利用例の提案　・事後調査票の配布及び郵送回収
　3月（予定）：事前・事後調査比較集計

A

・簡易TFPの実施時期が冬季となった
ことから、情報発信においては、その効
果を最大限発揮できる適切なタイミン
グを図る必要がある。
・取得データを関係者と共有するととも
に、地域サロン活動の中で黒瀬さくら
バスを利用してもらえるような提案や、
直接的コミュニケーションにより聴取し
たニーズ等を運行に反映させつつ、運
行改善とコミュニケーションをパッケー
ジ化し事業を継続していく。

・黒瀬地区の地域公共交通を対象とした
モビリティ・マネジメントに取り組んでお
り、事業が着実に取り組まれている点は
評価。
・本取組みにおける改善点や今後の取
組みの方向性についても検討がされて
おり、これらの取組みの効果により、さら
なる利用促進が図られることを期待。

・モビリティ・マネジメント推進分科会の運営補助
（概要）
　上記のフォローアップを目的として、本市の法定協議会である東広島市地域公共交通会
議の下に（仮称）モビリティ・マネジメント推進分科会を設定し、PDCAサイクルによる事業推
進と進捗管理により評価を行う予定としている。
　今年度の検討に当たっては、学識者として山口大学大学院の鈴木准教授からアドバイス
を受けた後、実施対象機関と協議しながら事業を展開している。
　当初は、早期に分科会を立ち上げて事業内容の検討を行う予定としていたが、実施方針
や手法については、本体である東広島市地域公共交通会議において議事としている。
　今年度の事業結果をまとめ、３月中に本分科会を立ち上げる。
10月22日：第3回東広島市地域公共交通会議
　　　　　　　議事：H27年度モビリティ・マネジメント実施
3月（予定）：第4回東広島市地域公共交通会議
　　　　　　　議事：H27年度モビリティ・マネジメント結果
3月（予定）：（仮称）モビリティ・マネジメント推進分科会

B

・分科会の立上げ、運営に当たって
は、市、交通事業者に加えて、広島大
学など、本取組みに賛同・協力してもら
える団体を徐々に増やしながら推進し
ていく。
・分科会においては、取組みや検討メ
ンバーを幅広く設定してしまうと、議論
のまとまりがなくなるため、実施対象エ
リアや構成メンバーを絞り、効果的な事
業推進が可能となるメンバー構成とし
ていく。

・当初の計画どおりに早期の分科会設
置が達成できていないことから、当該分
科会が確実に設置されるよう取り組んで
ほしい。
・分科会の設置後はPDCAサイクルによ
り、各種モビリティ・マネジメントの効果
的かつ継続的な実施、そしてこれにより
さらなる利用促進が図られるよう期待。

東広島市地域公
共交通会議
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形成計画事業実施に伴う詳細調査業務（委託）
・地域公共交通の利用動向の整理
　路線バス，ふれあい号及び公共交通補完事業の利用動向を整理した。
　また，ふれあい号については10月19日に会議を開催し，タクシー事業者に対するヒアリン
グを行い，利用者の特性，地区中心地における乗降の状況、予約受付の状況等を把握し
た。
　さらに，地域公共交通の利用促進に係る各種事業の実施を支援した。
(2) ふれあい号利用者に対するアンケート調査の実施・分析
　見直し後のふれあい号の利用状況と要望を把握するために，11月中にふれあい号利用
者に対してアンケート調査を実施した。
　主な調査内容：身体状況，ふれあい号の利用状況，見直し内容の評価、改善要望，今後
の利用意向，補完事業意向への要望等
(3) 公共交通補完事業利用者に対するアンケート調査の実施・分析
　公共交通補完事業の利用状況と要望を把握するために，11月中に公共交通補完事業利
用者に対してアンケート調査を実施した。
　主な調査内容：身体状況，利用開始時期、改善要望，ふれあい号の利用意向等
(4) ふれあい号の運行及び公共交通補完事業の検証
　地域公共交通の利用動向の整理，ふれあい号利用者及び公共交通補完事業利用者に
対するアンケート調査結果を踏まえて，ふれあい号の運行及び公共交通補完事業を検証
した。

Ａ

・詳細調査については，引き続き実施
する必要がある。
　中国バスの利用動向
　高校生へ対するアンケート調査
　道の駅バス停利用状況
　公共交通補完事業（タクシーチケット）
の利用方法の検討
　乗合タクシー事業の検討

・計画に基づき事業を実施し、今後も継
続的に取り組むこととしている点は評
価。
・今後は、当該調査結果の分析を基に
より効果的な取組への見直等がなさ
れ、網形成計画の目標が達成されるこ
とを期待。
・また、ふれあい号の見直しを行った地
域や、ふれあい号の路線廃止に伴い、
公共交通補完事業へ移行した地域にお
いては、丁寧な調査を行っていただき、
地域住民にとって身近で利便性の高い
地域公共交通であり続けられるよう取り
組んでほしい。

公共交通協議会開催
・法定協議会を開催し，形成計画の達成状況の評価等を行う。
・１２月１７日幹事会開催
・１２月２４日協議会開催
・３月開催日未定　幹事会・協議会開催

Ａ
・次年度も法定協議会を開催し，形成
計画の達成状況の評価等を行う。

・網形成計画を着実に実行に移していく
ためには協議会で評価を行っていく仕
組みが極めて重要であり、引き続き、協
議会において議論を重ね、ＰＤＣＡサイク
ルの確実な実施により網形成計画の目
標が達成されることを期待。
・残りの事業についても確実に実施され
るよう取り組んでほしい。

公共交通カレンダー作成
・ふれあい号の路線ごとに，路線バス等への乗継時刻表を入れた分かりやすい交通カレン
ダーを作成し，自治振興会を通じ各路線の乗車可能世帯へ配付する。（乗車エリア外の世
帯へは配付しない。）
（油木地区600枚　神石地区679枚　豊松地区465枚　三和地区802枚）
・２月中に印刷し，３月に配付する予定。

Ａ
・次年度も公共交通カレンダー作成・配
付し，利用促進を図る。

・公共交通カレンダーには地区毎の必
要な情報を入れ、地域にとって分かりや
すいものとなるよう工夫しようとしている
点は評価。
・今後も効果的に活用されるよう、配布
後の利用状況やふれあい号の利用促
進につながっているかなどのフォロー
アップを行い、一過性のものや形骸化し
た取組みとならないよう、継続的な改善
が図られることを期待。

神石高原町地域
公共交通協議会
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１．デマンド交通利用案内等チラシの作成
・平成28年の3月より試験運行を予定しているデマンド交通の運行対象区域の住民に対し
て、デマンド交通の利用促進等を目的としたチラシを作成・配布する。
⇒運行開始時期が当初想定よりも遅くなったため、1月末の住民説明会にてチラシの配布
（約200部）し、2月中旬の広報配布に併せて全戸を対象にチラシ（約300部）を配布予定で
ある。
・タクシー救援事業周知チラシ作成
タクシー救援事業のメニュー内容の利用方法の周知を目的としたチラシを作成・配布する。
⇒現在内容について、タクシー事業者との検討をすすめており、3月頃にチラシの作成・配
布を予定している。

Ａ

・本年3月よりデマンド運行が実施され
るため対象地域に対して随時デマンド
交通の利用促進を図る。
・デマンド交通の試験運行期間が平成
28年3月～8月までの間予定しており、
継続して利用促進を実施する。
・タクシー救援事業の次年度以降につ
いては、市内のタクシー事業者の拡大
を狙い、事業者との調整を進めていく。

・試験運行開始前から、デマンド交通の
利用案内チラシを作成し、利用促進を図
ろうとしている点は評価。
・チラシを配布したことによる効果等の
検証を基に、さらなる利用促進を効果的
に実施していくことを期待。

２．地域におけるワークショップの開催
○公共交通理解促進のための住民意見交換会の開催
・地域公共交通の利用促進のための検討、周知または理解促進を目的とした住民意見交
換会を、地域ブロックごとに開催する（4ブロック）。
⇒平成28年2月より温泉津・仁摩ブロックにて意見交換会を実施予定。西部・中央ブロック
も3月初旬ごろを目途に実施を予定している。

○デマンド交通利用方法説明会の開催
・試験運行を予定しているデマンド交通の運行対象区域の住民に対して、デマンド交通の
利用方法の周知等を目的とした説明会を開催する。
⇒デマンド交通実施予定の井田地区において、現在までに自治会長を中心に説明会を3回
実施している。今後は、住民を対象とした説明会を地域内にて運行開始までの間に随時実
施予定としている。

Ａ

・次年度以降についても残りの3ブロッ
ク（高山、三瓶、東部）について見直し
実施計画を策定し、公共交通理解促進
のための住民意見交換会の開催を開
催予定である。

・公共交通の理解促進に向け住民意見
交換会を地域ブロック毎にきめ細やか
に実施している点は評価。
・地域に根付いた公共交通となるために
は、地域の理解が不可欠であることか
ら、継続的にワークショップを開催するこ
とを通じ、地域住民の公共交通への理
解促進が図られることを期待。
・また、デマンド交通利用方法説明会に
ついては、今後、住民を対象とした説明
会を試験運行開始までに随時開催され
るとのことであるが、不慣れな方にも予
約方法等の情報が分かりやすく、丁寧
に伝わるよう配慮し、利用の抵抗感を減
らすことで、より効果的な利用促進が図
られることを期待。

３．計画の達成状況等の評価・検証
○フォローアップ調査
大田市地域公共交通網形成計画に掲げる目標と評価指標（計画書p60～p61）のうち、年
度ごとに検証を行う項目について、調査を行う
⇒2月より随時ヒアリング調査を予定している。

○法定協議会開催
・地域公共交通網形成計画に掲げる事業の推進や進行管理、目標の達成状況の評価・検
証を行うための協議会（地域公共交通活性化・再生法に基づく法定協議会）を年4回程度
開催する。
⇒12月までのところで3回協議会を開催しており、2月下旬を目途に第4回協議会を実施予
定としている。

Ａ
・次年度以降についても継続してフォ
ローアップ調査を実施する予定であ
る。

・網形成計画を着実に実行に移していく
ためには協議会で評価を行っていく仕
組みが極めて重要であり、引き続き、協
議会において議論を重ね、ＰＤＣＡサイク
ルの確実な実施により網形成計画の目
標が達成されることを期待。

大田市地域公共
交通協議会


