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福山・笠岡地域公共交
通活性化協議会

公共交通マップの作成【福山・笠岡地域】
・マップの内容としてバス全ての系統の起点・経由地・終
点，便数を一覧で記載し，福山駅発着の便には共通路線
番号を掲載することとした。
・交通結節点についてはバス停や駅等を記載した配置図
を掲載することとした。
・２月までに内容の校正を終了させ，３月中の印刷を予定
している。

A

・公共交通の情報は継続的に提供することが必要なた
め，毎年度掲載内容を更新し，引き続き利用者の利便
性の向上を図る。
・今後はマップだけでなく，公共交通間の乗継情報を提
供するため，総合時刻表を作成し情報提供ツールの充
実を図る。

マップ作成において、単に系統図一覧ではなく、共通路
線番号を掲載するなど利用者に配慮している点につい
ては評価出来る。改善点において乗継情報を提供する
ことが、検討されているが、今回作成した成果物が住民
がバスを利用するにあたって役立つ物であったかという
モニタリング等を行うことを次年度以降検討していただく
ことを期待します。

高齢者等を対象とした公共交通乗り方教室の開催
・地域の会合等に参加する高齢者を対象として、公共交
通の安全面などに関する講習及び「公共交通の乗り方教
室」を実施し、乗り降りの方法や乗車マナー等についての
理解を深めた。（11月鳥取市城北地区、１２月八頭町中私
都地区、隼地区、鳥取市湖山西地区ほか）
・また、地域のイベントにあわせて「公共交通の乗り方教
室」を実施し、子ども、保護者等へも公共交通への理解を
深めた。（10月智頭町はたらくのりもの展）

A

・高齢者、子ども、保護者等には、改めて公共交通への
理解を深めていただくとともに、直接的な働きかけによる
利用促進が図れた。
・アンケート結果に基づき、実施内容を見直すなど、改善
を図っていく。（車両が確保できない場合もあったため、
今後は乗車体験を実施する。）
・各自治体、交通事業者、関係団体等と連携しながら、
引続き公共交通の利用促進を図っていく。

バスの利用方法がわからないという方々が増加傾向に
ある中で、今回のような乗り方教室の開催を行うことで
公共交通の利用促進に向けた取り組みを行ったことは
評価します。

今回地域のイベントに合わせて実施をされているが、多
くの自治体では通学利用等を目的とし、教育機関と連携
をしながら実施をしているケースも増えているので、次年
度以降の実施の参考にしていただきたいと思います。

関係市町の広報紙等を活用した情報提供
・地域住民の利用促進を図るため、網形成計画に基づき
実施する様々な事業や公共交通に関する情報を、各市町
が発行する広報紙に掲載した。（第１回：１２月他、第２回
３月予定）

A
・各市町村の広報紙等を活用し、引続き公共交通に関
する情報提供を実施していく。

協議会として地域の公共交通の維持確保に向けた取り
組みを住民に理解していただくため、引き続き、効果的
な広報活動を実施していただき、利用者増加に向けご尽
力いただくことを期待します。

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３０年　２月１６日

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

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）

鳥取県東部地域公共交
通活性化協議会
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圏域住民及び観光利用者等にわかりやすい情報提供に
よる利用促進事業（総合時刻表の作成）
・圏域住民及び観光客等の公共交通の利用を促進するた
め、圏域の総合時刻表を作成し、駅主要施設等へ配布を
行った（３月予定）。

A

・平成３０年度秋に路線再編を予定しており、路線再編
後にも新たに総合時刻表を作成し、引続き公共交通の
利用促進に取組んでいく。
※地域公共交通再編推進事業（再編計画推進事業）を
活用

再編実施計画に基づく大幅な路線再編を実施する場
合、新たな利用者のみならずこれまで利用されていた
方々にとっても日々の生活における移動に変更が生じる
ことになるため、可能な限り利用者にとってわかりやすい
成果物を作成するよう努力されるとともに、周知期間も
含め、運行開始2ヶ月前には作成を完了するようご尽力
いただきたいと思います。

公共交通に関する情報提供による利用促進の意識啓発
広報の実施（広報紙等による公共交通に関する情報発
信）
・バスの利用状況などを含む、圏域の公共交通に関する
情報を掲載した広報データを作成し、各市町村の広報紙
等を活用し、圏域住民への情報提供を行った（３月予
定）。

A
・各市町村の広報紙等を活用し、引続き公共交通に関
する情報提供を実施していく。

次年度も同様の啓発活動を実施されることになっていま
すが、今回実施した成した広報等が住民に対して効果
的な広報活動でであったかというモニタリング等を行った
上で、次年度の広報活動を実施していただくことを期待
します。

評価検証のための協議会の開催・運営
・計画に基づく事業評価を実施するための協議会を開催
した。

A
・協議会を開催するなど、引続き網計画に基づく事業評
価を実施していく。

協議会を開催することは、必須事項であり、ここで求めら
れるものは評価の結果と次への反映であるため、次年
度以降はその点を踏まえた上で評価シートの記入をお
願いします。

三江線沿線地域公共交
通活性化協議会

沿線市町別のバスマップ、時刻表作成
・地域住民用に三江線代替バスを中心に各市町エリア内
の他路線を含むバスマップ、総合時刻表を作成する。

A

・ダイヤ改正に伴う更新や、内容の充実について引き続
き関係者間で連携・調整を行っていく必要がある。

・紙媒体以外のより効果的な情報提供の在り方につい
て検討・実施していく必要がある。

鉄道廃止に伴う代替交通としてバスが新たに運行される
ことになるが、沿線住民にとってはこれまでの移動手段
が大幅に変更となるため、一定の混乱が生じる可能性も
ある。作成したバスマップや時刻表を運行開始前に、確
実に住民の手元に届くよう努力されると同時に、最低限
広報等でバス利用方法を周知するなどの広報活動を4
月までに実施していただければと思います。

鳥取県西部地域公共交
通活性化協議会
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１．公共交通かわら版の原稿作成
・公共交通への住民の理解を深め、利用促進を図ることを
目的として、H29年7月、8月、9月及び11月発行の「公共交
通かわら版」の原稿を作成した。発行したかわら版は、全
戸配布を行うとともに市内の主要な施設に設置した。
・今後は、H30年2月及び3月に発行予定であり、年間発行
回数は6回の見込みである。

A
井原市地域公共交通網形成計画に基づく事業の実施
状況等を住民に周知するため、次年度以降も年6回を目
標にして「公共交通かわら版」を計画的に発行する。

住民への周知活動として広報活動は重要な事業であ
り、効果的な事業だと思います。

次年度も同様の事業を展開されるとの事ですが、今年
度の事業が効果的であったかという点をきちんと振り返
りをした上で、より効果的な広報活動に努めていただくこ
とを期待します。

２．地域におけるワークショップの開催
・公共交通の理解促進を目的とした説明会を開催した。
（H29年11月：美星地区）
・予約型乗合タクシーの利用方法の周知等を目的とした
説明会の開催に向け、芳井地区の利用登録者（190世帯）
を対象としたアンケート調査を実施した。
・今後は、アンケート調査結果を踏まえた説明会を芳井地
区において開催する予定である。

A
次年度以降も市内各地区において、今年度実施したア
ンケート調査結果等を基に説明会を開催する。

今回実施されたワークショップの取り組みについては、
直接住民との対話が可能となることから、利用促進に向
けた取り組みとしては有効ではないかと思います。

次年度以降も引き続き、実施をされるとのことであり、ア
ンケート調査の結果をもとによりよい説明会が開催され
ることを期待します。

３．フォローアップ調査
・井原市地域公共交通網形成計画に掲げる数値指標の１
つである「乗務員の接遇に不満を感じる人の割合」を算出
するために、H29年12月20日に井原バスセンターと井原市
民病院において、バス利用者から聞き取り調査を実施し
た。

A
次年度以降も継続して主要交通結節点等においてフォ
ローアップ調査を実施する。

聞き取り調査を実施した結果を踏まえて、既存の網形成
計画で掲げた目標を達成するのに、何をすべきかが重
要。次年度以降も引き続きフォローアップ調査を行うとい
う事なので、その点を意識した事業を展開されることを期
待します。

４．井原市公共交通会議運営
・井原市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
法定協議会をこれまでに3回開催した。
・今後は、2月下旬に協議会を実施する予定である。

A
次年度以降も法定協議会を開催し、井原市地域公共交
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。

協議会を開催することは、必須事項であり、ここで求めら
れるものは評価の結果と次への反映であるため、次年
度以降はその点を踏まえた上で評価シートの記入をお
願いしたいと思います。

井原市公共交通会議
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●公共交通マップの作成
・市内の公共交通網と時刻表等が掲載されたA2両面サイ
ズの公共交通マップを作成し、3月に印刷、4月に配布予
定。
・市広報紙の折り込みで全戸配布（14,200枚）、公共施設
や観光施設等へ設置（1,800枚）予定。

A
・ダイヤ改正時には、裏面の時刻表を修正し、市ホーム
ページで改訂版を公表する。

今回作成した成果物が住民がバスを利用するにあたっ
て役立つ物であったかというモニタリング等を次年度以
降行っていただくことを期待します。

●利用の手引きの作成
・平成29年11月1日から運行を開始した瀬戸内市営バス
（牛窓-邑久駅線、西脇-邑久駅線、美和線）と、同日に運
用を開始したタクシー活用制度の利用の手引きを作成し、
配布。
＜瀬戸内市営バスの手引き＞
（１）沿線地域の住民へ配布
　　①牛窓‐邑久駅線：810枚
　　②西脇‐邑久駅線：630枚
　　③美和線：880枚
（２）市関係施設に設置：1,140枚
（３）市営バス車内、運行委託事業者事務所に設置：290
枚
（４）沿線施設（医療機関や店舗）に設置：230枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　3,980枚
＜タクシー活用制度の手引き＞
（１）対象地域の住民へ配布
　　①邑久町尻海・庄田：360枚
　　②邑久町福谷：210枚
　　③邑久町虫明：520枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計1,090枚

A
・瀬戸内市営バスは、運行開始から間がなく利用者が少
ない状況であるため、利用の手引き等を活用して、引き
続き利用促進を行う。

事業の今後の改善点にも記載されているように、通常新
たに運行開始をしたバスについては、最初から乗車され
る方は多くないというケースがしばしば発生しています。

引き続き、広報活動を実施するとともに運行開始からこ
れまでの検証を行っていただき、利用者増加に向けご尽
力をいただくことを期待します。

宇部市公共交通協議会

公共交通マップの作成

鉄道、バス事業者3社の路線をまとめたわかりやすい公共
交通マップを作成し、鉄道・バスの利用促進を図った。
公共交通マップには、わかりやすい主要停留所の平面
図、バス・ワンマン列車の乗り方など、地域住民や来訪者
に必要な情報も掲載した。
これらは、市役所の転入手続きを行う窓口、公共施設、交
通結節点、主要な商業施設や医療機関、高校や大学など
で配布した。

A

鉄道・バスの利用促進のため、継続して公共交通マップ
を作成し、配布していく。
ダイヤ改正等に合わせて、利用者に必要な情報を追加
するなど見直ししていく。

今回作成した成果物が住民がバスを利用するにあたっ
て役立つ物であったかというモニタリング等を行った上
で、次年度の作成を行うことを期待します。

瀬戸内市
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光市

公共交通利用促進冊子の作成
市内の公共交通の利用促進を図るため、「みんなで乗ろう
公共交通－光市公共交通ガイドブック」と題した利用促進
冊子を11,500部作成した。
当冊子を各支所や関係機関に配布し、広く市民に公共交
通の利用について周知する。

A
次年度以降も協議会を定例的に開催し事業の進捗状況
や目標の達成状況を管理し、引き続き当冊子を活用し
た地域での説明会を開催する。

成果物を単に配布するだけではなく、市として公共交通
の利用促進に向け当該ツールどのように活用していくか
が今後重要となります。この事業の目標値として、説明
会の回数を掲げているが、単に回数をこなすだけではな
く、説明会の結果として利用者数がどのように変化した
のかという点についても意識をしていただくことを期待し
ます。

長門市地域公共交通計
画策定協議会

【事業内容】
・ＪＲと市内に3社あるバス事業者の路線を集約したＪＲ・
バス総合時刻表の作成を行う。総合時刻表には、それぞ
れの運行ダイヤのほかバスの路線図や乗り方を分かりや
すく掲載する。また、利用者の居住地域から主要目的地
(商業施設や病院等)への移動ルート(乗継ポイントや乗継
ダイヤ等)を分かりやすく説明するページを設け、利用者
の利便性向上・乗継円滑化を図る。
　作成した時刻表は市内全戸(約15,500世帯)に配布する
ほか、公共施設や中心部の主要商業施設、病院などで配
布する。
【結果概要】
・利用者のニーズをより反映し、分かりやすい掲載を心が
け、協議会に諮るための素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、最終的に取りまとめる。

A

◆インバウンド対応の表記について、検討する必要性が
ある。
◆バス路線・乗合タクシー・デマンド交通等の情報は掲
載しているが、今後の地域に適した移動手段の確保対
策に向け、福祉バス・タクシー事業及び介護関係の移動
サービス事業の情報についても掲載を検討する必要が
ある。

複数モードの乗り継ぎを踏まえた総合時刻表の作成を
行うことで、利用者の利便性向上を目指した施策は評価
できます。

また、作成においては計画策定の際に実施したOD調査
の結果をもとに、利用者の居住地域から主要目的地へ
の移動ルートをわかりやすく説明するページを設けるな
ど、公共交通利用の動向をきちんと踏まえている点につ
いても評価できます。

市街地循環線導入効果の検証
・徳山動物園来訪者等への聞き取り調査を実施し、218人
から中心市街地の賑わい創出やパークアンドライドによる
市街地周遊などについての意見を聴取し、市街地循環線
の導入効果を検証した。

A
・検証結果を基に運行内容を検討するとともに、引き続
き詳細調査を実施し、市街地循環線の導入効果を検証
する。

導入効果の検証結果が記載されていないため、結果を
踏まえた評価が出来ない。次年度以降はその点を踏ま
えた形で評価を行っていただきたいと思います。

八代地区友愛号のちらし（時刻表）の作成
・八代地区と地域拠点間を路線バスからコミュニティ交通
によって実施するため、その運行内容を示したわかりやす
いチラシを配布し周知や利用促進を図った。

A

・作成したちらしは地区住民や利用者に広く配布し、コ
ミュニティ交通の周知や利用促進を図った。
・HPへも掲載し広く周知を図り、継続して情報発信を行
う。

本年7月から実証運行を始めた八代友愛便については
次年度以降本格運行に移行するため、実証運行の結果
とともに、作成した時刻表の利用し易さなども検証した上
で、本格運行に向けご尽力いただくことを期待します。

モビリティ・マネジメント実施のためのツール作成
・事業所等に対するMM等を実施するため、動機づけ資料
やバスマップを作成する。

A
・モビリティマネジメント実施後に自家用車から公共交通
に移行した者の意見を把握し、今後の施策へ反映し既
存事業についても効果的な手法について見直しを行う。

今後の改善点において、記載されているようにモビリ
ティーマネジメント実施後の市民の意識・意見を十分把
握し、次年度の事業展開を行っていただくことを期待しま
す。

周南市地域公共交通会
議


