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①真庭市公共交通時刻表の作成
　各種交通機関や路線相互の乗継ぎを見直し、他地域や
都市間の双方向の移動の利便性を向上に取り組み、分
かり易い乗り継ぎ案内などを追加した時刻表を作成す
る。

②地域公共交通マップの作成
　市コミバスの運行路線をはじめ、各種交通機関の路線
とそれらの結束点を視覚的に分かり易いものにした公共
交通マップを関係機関と連携し作成する。

Ｂ

・今後もアンケート調査等で利用者の移動の
ニーズを把握し、必要な情報を、無駄なく分かり
易く提供する。
・地域の活性化に向け、関係者がそれぞれ工夫
し、全体の協力連携のもとに交通機能が向上す
るよう取り組む。

　定期的にアンケートを実施し、利
用者利便制の向上にむけた情報
提供ツールを作成にとり組んでい
ることは評価できる。
　今後は、作成したツールの配布
方法や利用実態についての検証も
実施し、より効果的な活用と改善
に継続的にとり組んでいただき、更
なる利用促進に繋がることを期待
する。

全市版公共交通マップの更新・配布 Ｂ
今年度作成する持続可能な維持・更新に向け
た仕組みづくりについて体制を構築する。

熊山地域を対象としたモビリティ・マネジメントの実施 Ａ

結果の検証を行い、改善点が判明し次第、順次
対応していく。昨年度と今年度取り組めなかっ
た地域でモビリティマネジメント（ＭＭ）等を実施
する。

地域による移動手段の確保の取組へのサポート制度の
検討

Ｂ

制度案について検討を行っている最中ではある
が、各地域における担い手の有無の把握、いな
い場合の担い手の育成の仕方も含め、協働の
進め方について総合的に検討を行う必要があ
る。

赤磐市地域公共交
通会議

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：地域協働推進事業

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

　公共交通マップの作成について
持続可能な仕組みの検討や地域
住民向けワークショップにより公共
交通を利用する意識の醸成を図っ
たことは評価できる。
　マップについては、配布方法や利
用実態についての検証も併せて実
施し、持続可能な維持・更新体制
を早期に構築されることを期待す
る。
　ＭＭについては引き続き改善点
の検証を行いながら地域の拡大を
図られることを期待する。
　地域協働による移動手段確保へ
のサポート制度については、マップ
やＭＭと連携し、制度が早期に構
築され、持続的な利用促進にとり
組まれることを期待する。
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備考

公共交通マップの作成
・携帯しやすいサイズ・折り方とし，表面は陸上交通の概
要，裏面は海上交通の概要を示すとともに公共交通機関
の乗り方等も記載する予定。

A

・路線バス及び離島航路の利用促進を図るとと
もに，公共交通の理解を深めていただけるよ
う，内容及び配布方法等について検討してまい
りたい。

公共交通ノベルティの作成
・クリアファイルや付箋といった普段使いやすく目にしや
すいノベルティを作成し，MMや利用促進活動への協力謝
礼として市内高等学校や老人クラブ等へ配布する。

A
・啓発効果が十分に図られるよう，MMの内容及
び配布方法等について検討してまいりたい。

企画切符の作成
・７月～９月までの間の土日祝日において，笠岡～美の
浜線を道の駅ベイファームまで延伸運行を行った。
・企画切符は，沿線沿いの美術館や博物館での団体料
金割引や道の駅での買い物に特典が付与されるものとし
た。
・美の浜線（土日祝）の前年利用者数から３倍となるな
ど，多くの方にご利用いただくことができ，路線バスへの
意識づけを図ることができた。

A

・今回の結果を受けて，利用需要が高いと判明
したため，平成２８年度は期間を拡大し，４～１０
月の土日祝日の運行を予定している。今後も利
用促進に向けてさらなる周知に努めてまいりた
い。

公共交通乗り方教室の開催
・小学校生を対象とした乗り方教室を開催
・笠岡市交通安全フェスティバルにおいて乗り方教室を開
催
・保育園児を対象とした乗り方教室及び写生大会を開催

A

・継続的に実施することが有効であるため，市
内の他の地域においても，同様の手法によって
継続的に実施していく。
・今年度実施できなかった小学校を優先的に調
整し、次年度は早い時期から実施する。
・併せてバス事業者と連携し、児童向けの教育
ツールの充実を図る。

乗換案内WEBシステム作成
・路線バス，離島航路のダイヤ及び乗り場案内を表示す
るとともに，目的地となる市内観光スポット等の紹介動画
を再生するデジタルサイネージを笠岡駅前広場に設置し
た。

A
・ダイヤ変更をはじめ，欠便，欠航情報やイベン
ト情報といったリアルタイム情報の発信にあた
り，こまめな運用を行ってまいりたい。

笠岡市地域公共交
通活性化協議会

　乗り方教室の実施や企画切符の
発行、案内システム等多面的に情
報発信にとり組んでいることは評
価できる。
　マップについては、実際の使用の
有無等の実態も把握し、内容、配
布方法の検討に反映し、より効果
的、継続的な取り組みとなることを
期待する。
　企画切符については、効果を検
証し一過性とならないようにＰＲ効
果を持続させていくことを期待す
る。
　乗り方教室については、参加者
の感想等を把握、改善点の検証を
行いながら継続的な実施を期待す
る。
　案内システムについては、リアル
タイムに正確な情報を発信するの
みならず、利用者が必要としている
情報や要望の把握に努め、継続的
に有効活用できる仕組みの構築を
期待する。
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住民対象ＭＭの実施【小鯖地域・山口市】
・小鯖地域のバス停から300m圏内の世帯1,304世帯を対
象に、アンケートやコミュニケーションを通じて公共交通に
対する意識・行動の転換を図ることをねらいとして、ＭＭ
を実施。事前・事後アンケートにより意識の変容を確認。
①第１回セミナー(10月）自治会長等を対象に学識者の講
演、意見交換会を開催。
②事前アンケート(10月）バスの利用実態、車に対する意
識調査を実施。
③第2回セミナー(12月）アンケート結果の公表、ワーク
ショップを実施。
④事後アンケート(1月）MMによる意識、行動の変化を調
査。

Ａ
・MMの実施により、公共交通への関心が高ま
り、今後交通事業者と地域、行政の意見交換会
を開催する予定である。

携帯用時刻表の作成
・山口市の地域住民や観光客が、湯田温泉・山口駅周辺
から萩市・津和野町・美祢市（秋吉）・防府市の間を、公
共交通を利用して移動するために、５市町を結ぶ路線バ
ス・列車の時刻表、観光案内等を掲載した携帯用時刻表
を作成する。
・配布先：観光案内所、各事業者、萩市、防府市、美祢
市、津和野町　他
・配布部数：１０，０００部

Ａ
・移動目的となる観光情報等を掲載し、利用に
つながるよう工夫する。

山口市ノーマイカーデーの実施【山口市】
・公共交通を利用するきっかけづくりとして、ノーマイカー
デーの日にバス半額割引や協賛飲食店の特典サービス
を受けることができる「山口市ノーマイカーデーのるトク
カード」をノーマイカーデー参加事業所・団体、個人に随
時配布。
・参加者：市内45事業所・団体　5,351人、個人47人
・事業所・団体の実施率：約10％
・公共交通利用率：約3％

Ａ

・実施率及び公共交通利用率向上のため、メー
ル等での呼びかけの仕方に工夫をする。
・昨年度の実施率、公共交通利用率から大幅に
下がっているのは、分母を実施予定者数から従
業員数に変更したため。
・公共交通フェスタにおいて優良事業所・団体を
表彰予定。
・毎年度４月までに周知を図る必要があること
から、今年度は３月にチラシ、ポスター等を作製
する。

山口市総合時刻表の作成【山口市】
・発行部数：21,000部（平成27年10月改訂版）
・変更点
①のりば案内を大きく、見やすくした。
②交通情報の検索サイト案内のページを大きく掲載し、
見やすくした。
・配布場所：バス車内、駅構内、公共施設、観光案内所、
病院等

Ａ

・配布施設からの配布部数の追加要請や、市
民から継続発行を要望する声もあがることか
ら、利用者の利便性を高める為に、可能な限り
時刻表を必要とする人数に応じて、適正な部数
を配布する必要あり。
・市民、来訪者の多様なニーズに対応した分か
りやすい時刻表にする必要があることから、
ニーズを把握しながら、今後も内容の充実に努
める。

山口市公共交通委
員会

　地域住民を対象とした公共交通
利用意識の醸成、情報提供ツール
の作成及びノーマイカーデー実施
など、継続的な利用促進を図って
いることについては評価できる。
　今後は、ツールの作成とあわせ
て利用実態の把握、配布や使用方
法も検討し、ツールがより効果的に
活用されるとともに、ＭＭ等にも継
続的に取り組み、持続的な利用促
進が行われることを期待する。
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・市職員向けモビリティマネジメント（コミュニケーションア
ンケート等）の実施

Ａ

 今後、企業向けや転入者向けのモビリティマネ
ジメント、公共交通教室の実施を予定している。
 今年度の取組を活かして、交通事業者等との
連携をさらに深め、事業実施する。

・総合時刻表・公共交通マップの作成 Ａ

 今後、あらたなニーズを加えた総合時刻表・公
共交通マップの作成を予定している。
 今年度の取組を活かして、交通事業者等との
連携をさらに深め、事業実施する。

モビリティマネジメントの実施【長門市・ブルーライン交通
他】
・バスの乗り方教室　市内小学校１校の６年生に実施２月
末予定
・路線バスの見直し及び公共交通フィーダー導入検討地
区における主要な利用者及び関係自治会長との懇談1か
所に実施）

[参考：年度ごとの目標]
平成26年度：MM実施4地区→結果：１地区
平成27年度：MM実施3地区→結果：１地区
平成28年度：MM実施2地区

B

・MMは継続的に実施することが非常に有効で
あるため、同地域において引き続きMMを実施。
・当初の路線バスの見直し地区を中心にワン
ショットTFPを、次年度以降は残りの予定地区で
事業実施を推進する。

長門市総合時刻表の作成【長門市】
・昨年度の時刻表作成後のニーズを把握した28年４月版
総合時刻表を作成(17,000部)し、市内全世帯に配布する
とともに、公共機関等で配布（予定）

A
利用者の意見聞取り等による、時刻表の使い
勝手向上の取り組みの検討。

長門市地域公共交
通計画策定協議会

岩国市地域公共交
通活性化再生法協
議会

　小学生を対象とした乗り方教室
の実施、地域のニーズを反映させ
た時刻表の作成について継続的に
とり組んでいることは評価できる。
　今後は、ＭＭの効果検証を行
い、改善点を反映した上で、対象
の拡大を図るとともに、時刻表につ
いては確実に利用者の手元に届く
ような配布方法の検討、実際の使
用状況や改善要望等の追跡調査
を行い、より効果的な活用方法を
検討し、利用促進につなげていくこ
とを期待する。

　企業等への働きかけに先駆けて
自治体職員へのＭＭを実施し、総
合時刻表・マップを作成しており、
利用促進のための新たな取り組み
を行っていることは評価できる。
　今後は、市職員ＭＭの結果検証
による改善点を反映した上で、対
象を拡大していき、継続的かつ効
率的な取り組みとなるよう期待す
る。
　また、マップ等については、確実
に利用者の手元に届くような配布
方法の検討、実際の使用状況や
改善要望等の追跡調査を行い、Ｍ
Ｍとも連携し、より効果的な活用方
法を検討し、利用促進につなげて
いくことを期待する。


