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【事業内容】
・地域現況整理（人口，高齢化，観光施設，地域公共交通など）
・市民ニーズの把握（市民アンケート）
・利用者ニーズの把握（路線バス，乗合タクシー利用者アンケート）
・民生委員児童委員の意見把握（民生委員児童委員アンケート）
・事業者意向の把握（バス・航路・タクシー事業者）
・路線バス利用者実態把握（福山市：ＩＣカードデータ分析，笠岡市：ＯＤ実態調査）
・地域公共交通網形成計画作成に向けた課題把握
・地域公共交通ビジョン，施策の基本方針の策定

【結果概要】
・地域公共交通の現況を把握し，課題・問題点を整理することができた。それらを踏まえて，持続可能な地域公
共交通網の形成に向けたビジョン，基本方針について検討した。
・今後，協議会の検討を経て，地域公共交通の問題解決のための具体的な施策を検討し，協議会に諮るため
の計画素案を作成する。
・協議会での検討，パブリックコメントを経て，福山・笠岡地域公共交通網形成計画として最終的に取りまとめ
る。

A

地域公共交通ビジョンの実現に向けて，次の
とおり基本方針を定める。

【施策の基本方針】
①様々な交通の連携強化による効率的で利
用しやすい地域公共交通網の構築
②利用者の需要に応じた持続可能な運行（運
航）方法への見直し
③多様な運行方法による過疎化・高齢化に対
応した移動手段の確保
④多様な関係者と連携して多様な機会を活用
した積極的な利用促進施策の推進

○県境を跨ぎ通勤・買物・通院等の生活移動が多い両市は協
働で地域間移動の利便性を高め、一層の交流促進を図る必要
がある。利用ニーズに適したバス路線の再編や新たな公共交
通の導入等の方向性を導くべく、現況把握、課題問題点整理等
を行った。これをもとに地域公共交通網形成計画をとりまとめる
予定であり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実施され
ている。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき、様々な交通の連携強化による効率的で利用し
やすい地域公共交通網の構築、多様な関係者と連携して多様
な機会を活用した積極的な利用促進施策の推進等の取り組み
に期待する。

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29年2月24日

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

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
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尾道市地域公
共交通協議会

【事業内容】
・地域の概況や公共交通に関する現状の整理
・尾道市のまちづくりの方向性の整理
・移動実態やニーズ等の把握
・公共交通に関する問題点、課題の整理
・協議会等の運営支援
・打合せ協議
・業務報告書の作成

【結果概要】
・地域公共交通のあり方、ニーズに合った交通システム、また地域公共交通の維持（利用促進）を検討していく
地域公共交通網形成計画の策定のために必要な調査事業を実施した。
・尾道市のまちづくりの方向性や利用実態及びニーズの把握・分析を行うため、人口や公共交通等に関する基
礎的情報の収集を行うとともに、先進地事例等の収集による幅広い地域公共交通の情報整理を行った。
・ 将来のまちづくりと連携・連動した計画を提案するため、尾道市のまちづくりに関する各種計画を把握し、現在
策定中の都市計画マスタープラン等と連携した尾道市のまちづくりの方向性を整理を行った（次年度以降も継
続する）。
・地域公共交通の利用実態調査として、利用者調査、事業者調査を行い、利用者ニーズの把握、公共交通の
実態（利用現状）を分析することで、尾道市の地域公共交通の現状把握ができた。
・利用者調査については、ニーズ把握としてアンケート及びヒアリング調査、利用者数、移動経路調査として路
線バス、航路への乗り込み調査を行ったことで、多くのデータによる利用者傾向の把握ができた。
・事業者調査については、ヒアリングを中心に運営、運行課題等の聞き取り調査を行い、運営に関する課題の
把握ができた。
・高齢者、学生、観光客など、今後の計画策定に必要不可欠となる実態調査を行ったことで、住民、また地域ご
との移動の実態や意向（ニーズ）をもとにした地域公共交通の課題整理ができた。
・都市機能や地域特性を踏まえ、各区間の顕在・潜在する移動ニーズや将来まちづくりに応じた地域公共交通
網の再構築、地域特性に応じた交通システムを検討していくため、調査内容を分析・整理し、来年度の計画策
定に繋がる課題整理を現在行っている（最終報告として３月末までに整理予定）。
・委託業者による業務支援としては、協議会審議資料や議事録作成、その他、必要に応じて各種資料作成な
ど、事務局の運営支援が適切に実施された。
協議会は今年度４回開催としており、現在３回実施済みである。第２回の開催においては、地域公共交通網形
成計画を策定するための勉強会を開催し、今後の計画策定における情報共有を行った。
最終的に、３月末を目途に成果報告書を作成する予定としている。

Ａ

本協議会では、平成２８年度に調査業務、平
成２９年度に計画策定業務を行うこととしてい
る。
平成２８年度に、地域公共交通の課題を洗出
し、平成２９年度において地域公共交通の方
向性や目的を明確にし、地域公共交通のあり
方を地域公共交通網形成計画として定めてい
くこととしている。
協議会が主体となり計画策定を進めていくが、
住民、地域主体の公共交通のあり方、交通シ
ステムを検討していくため、事業者、地域と積
極的な意見交換を十分に行う予定である。
また、尾道市では本計画とともに都市計画マス
タープランも策定段階であり、まちづくりの方向
性として都市計画マスタープランで構築する都
市像、まちづくり拠点（交通拠点）をベースにし
た交通体系を検討していくこととしている。

本計画では、高齢者や学生等の交通弱者に
対する利便性や安全性の向上を大きな視点と
して地域公共交通のあり方を検討する。地域
公共交通のあるべき姿から導き出す検討事項
は以下のとおりである。
①交通体系の再構築の検討
②新たな交通システムの検討（住民、地域の
実態に応じた交通手段の検討）
③地域公共交通の維持・継続（支援、利用促
進の施策検討）

○あらゆるモードが混在し、島嶼部への航路も多く、今年度、来
年度の２年間で網計画をとりまとめる方針。本年度はニーズ把
握、アンケート調査、全バス系統全便及び全航路乗り込み等に
よる交通の実態調査といった基礎調査を実施。
　来年度は本年度のデータを分析し、協議会での議論を重ね、
地域公共交通網形成計画をとりまとめる予定であり、本調査事
業で実施すべき内容は確実に実施されている。

○平成29年度の網形成計画策定に期待する。

安芸高田市公
共交通協議会

【事業内容】
・現計画及びシステムの評価
・現状の課題の整理分析
・移動実態（ＯＤ調査）及びニーズ把握調査
・地域公共交通網計画の策定に向けた検討

【結果概要】
・アンケート調査・利用実態調査・ヒアリング調査を随時実施し、移動実態及び地域交通の現状やニーズを分
析。
・現状を踏まえ、問題点を抽出し、今後取り組むべき課題を整理。
・今後協議会での報告・検討を経て、平成29年３月までに調査結果を取りまとめる。（なお、、平成29年度から協
議会の検討を経て、平成30年３月までに安芸高田市地域公共交通網形成計画を策定。）

A
・現在の安芸高田市新公共交通システムを
ベースに、利用者の利便性を向上し、かつ、持
続可能性が高まるよう改善する。

○旧計画である連携計画に基づき、朝夕の定期定路線と昼間
のデマンドを組み合わせた交通再編（新交通システム）を行って
いる。今回はこのシステムの利便性や効率性を向上し、網計画
として策定するための基礎調査であり、来年度はこの調査結果
を用いて計画原案等の協議を重ね、計画を策定する予定であ
り、本調査事業で実施すべき内容は確実に実施されている。

○平成29年度の網形成計画策定に期待する。
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鳥取県東部地
域公共交通活
性化協議会

【事業内容】
・地域の現況調査（地勢、人口・高齢化、施設分布、まちづくりの方向性等）
・公共交通に関する意向調査（住民・高等学校・民生委員アンケート
・公共交通の現状調査（利用状況、運行状況等）
・ヒアリング調査（医療機関、商業施設、自治体の福祉・教育・観光部局）
・調査結果に基づく改善の方向性及び地域公共交通の将来像、基本的な方針、目標等の検討
・目標達成のために実施する事業の検討

【結果概要】
・基礎的データの分析や現況調査等により、地域の公共交通の状況を整理した。
・住民、高等学校及び民生委員等へのアンケートにより、住民の移動実態や公共交通に対する需要を把握する
ことができた。
・調査結果に基づき、目指すべき公共交通体系の将来像を明らかにするとともに、それを実現するための基本
方針、目標、具体的な事業等について検討し、協議会に諮るための計画素案を策定した。
・今後の協議会の検討を経て、地域公共交通網再編実施計画を策定し、「人々の暮らしと交流を支える、鉄道
やバスを中心とした持続可能な鳥取県東部地域の公共交通」の実現を目指す。

A

公共交通関連学習会（高齢者を対象とした乗
り方教室等）の開催や、公共交通による通勤
の促進等により、自動車に過度に依存した生
活からの転換を図る。また、広報紙等を活用し
た住民への情報提供や、交通事業者相互間
の連携による利便性向上策の検討等により、
公共交通の利用促進を図る。
広域的な公共交通ネットワークの形成に向
け、市町間バス路線や若桜鉄道といった幹線
の機能向上、若桜鉄道の鉄道事業再構築事
業、住民の需要やニーズを踏まえた効率的な
バスサービスの提供、タクシーを活用したドア
ツードア型サービスの提供等に取り組む。
公共交通による観光客の周遊促進のため、観
光交通としての利便性向上と、観光客に対す
る情報発信を行う。
公共交通の利用環境改善に向け、交通結節
点における乗り継ぎの改善、駅やバス停等の
利用環境の改善、円滑な移動のための環境
整備等を推進する。
公共交通の維持・存続のための仕組みを構築
するため、関係主体による意見交換を定期的
に開催するほか、公共交通サービス従事者の
確保・育成、地域内の公共交通の利用実態の
定期的・定量的な把握等に取り組む。
なお、平成29年度に、地域公共交通再編推進
事業（再編計画策定事業）及び地域公共交通
調査事業（計画推進事業）の活用を見込んで
いる。

○地域の現況調査、地域住民・高校生・民生委員へのアンケー
ト、医療機関、商業施設、自治体の福祉・教育・観光部局へのヒ
アリング調査等を行い、地域公共交通に関する需要を把握・分
析し、公共交通網の改善へ向けての基本方針・目標を明らかに
したうえで、今年度中に地域公共交通網形成計画の策定を予
定している。特に鳥取県東部では若桜鉄道の再構築事業も見
込んでいる。
　本調査事業で実施すべき内容は確実に実施されている。

○今年度中に網形成計画を策定予定。今後、再編実施計画の
策定も予定されており、持続可能な地域公共交通ネットワーク
が構築されることを期待する。

松江市公共交
通利用促進市
民会議

【事業内容】
（１）松江市地域公共交通総合連携計画の評価
（２）現況把握
　　・上位・関連計画の整理
　　・各種統計データの整理
　　・公共交通データの整理
　　・ニーズ調査
（３）問題点・課題の整理
（４）松江市地域公共交通網形成計画の取りまとめ
　　・基本方針の検討
　　・事業計画の検討
　　・網形成計画の取りまとめ
（５）協議会の開催

【結果概要】
（１）現行計画の評価として「目指そう値」及び「数値目標」を含め、すべての実施項目について検証・評価を行っ
た。
（２）現況把握として、関連計画を洗い出し、整合性を図るとともに、ニーズ調査として、「市民10,000人アンケー
ト」を実施し、ニーズ調査の把握を行った。このアンケートにおいて、各種施策に対する認知度や将来の利用可
能性、満足度などニーズの指標となるデータが取れた。今後、地域別属性別にクロス集計を行い分析を行う。
（３）ニーズ調査や統計データから問題点・課題の洗い出しを行った。
（４）基本方針について、12月開催の第4回松江市公共交通利用促進市民会議において議論・検討を行い方向
性が決定した。また、それぞれ項目ごとの事業計画についても議論を行った。引き続き事業計画の中身を検討
していく。
（５）12月まで計4回会議を開催し、計画の素案を作成した。年度末までに当初の予定よりも1回追加開催し、計6
回の協議会を経て網形成計画として最終的に取りまとめる。

Ａ

【網計画策定に向けた方針】
・第2次計画の評価検証したうえで、公共交通
を取り巻く状況や、ニーズ調査の結果を踏まえ
た追加・修正を行い、実施計画を再設定する。
・「持続可能な公共交通」という視点を重視し、
従来の基本方針大項目（協働・路線見直し・ダ
イヤ見直し・運賃見直し・利用促進）に「持続性
確保」という大項目を追加し、中長期を見据え
た路線バスやコミュニティバスの運行体制のあ
り方の検討を行う。
・“網”計画にふさわしい他の交通モードとの連
携について検討を行う。特に、地域が主体と
なった共助による移動手段の導入の可能性
（例：自治会輸送）やタクシーなど他のモードの
活用・連携について検討を行う。併せて、広域
交通である空路、航路とも連携を図っていく。
・本計画の策定に基づき、計画期間中（平成29
年度～平成33年度）に検討を行い、できるだけ
早い時期に「松江市地域公共交通再編実施計
画」の策定を目指す。

○市が実現目標としている「拠点連携型の都市構造」実現のた
め、前計画である連携計画のうち、特に「目指そう値」、「数値目
標」を中心として検証・評価、さらに「市民10,000人アンケート」に
よるニーズ調査・データ収集を行い、協議会にて基本方針の方
向性を決定した。また、当初より協議会(市民会議)を１回増やす
予定など、コミュニケーションを密にし、計画の精度を上げ、意
志決定を円滑にするなどの工夫も見られる。
　以上の成果をもとに地域公共交通網形成計画をとりまとめる
予定であり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実施され
ている。

○今年度中に網形成計画を策定予定。今後、再編実施計画の
策定も目指すとされており、持続可能な地域公共交通ネット
ワークが構築されることを期待する。
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津山市地域公
共交通会議

【事業内容】
・現在路線などの状況調査
・現況分析と他計画との整理・調整
・問題点・課題点の整理
・住民の意見聴取などの実施（市民アンケートの実施等）
・協議会の開催

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・市民アンケートの実施により、住民の移動実態の調査及び中心市街地への公共交通利用に関する意識調査
等を合わせて実施した。
・アンケート等の結果を踏まえ、3つのコンセプト「みんなに「やさしい」「持続可能な」公共交通」「「まちづくり」と
いっしょに考える公共交通」「「交流」と「にぎわいを創り出せる公共交通」を軸に、地域や利用者に適した交通
モードを検討する。また、需要だけでなく供給側の視点から考えた公共交通についても記載する。
・今後、協議会による検討をすすめ、最終的に「津山市地域公共交通網形成計画」として取りまとめる。

A

・アンケート調査や現況整理に基づき、【3つの
コンセプト】
〇みんなに「やさしい」「持続可能な」公共交通
〇「まちづくり」といっしょに考える公共交通
〇「交流」と「にぎわい」を創り出せる公共交通
を軸に、地域や利用者に適した交通モードを
設定する。
・供給側の事業者の視点（運転手の高齢化に
伴う運転手確保の問題）から、公共交通の維
持方策を考える。
・高齢者（特に免許返納者）や子育て世代を対
象とした公共交通利用促進・確保について設
定する。
・立地適正化計画における、拠点誘導のコンセ
プトも踏まえた公共交通について設定する。
・上記の設定に基づき、平成29年度以降、公
共交通の再編、維持確保等を検討していく。

○3つのコンセプトにある「まちづくり」「交流」「にぎわい」等を
キーワードに、立地適正化計画策定との調和を考慮しつつ網形
成計画を策定するべく、基礎データ整理、現況調査、アンケート
等の基礎調査を行い、検討されている。
　その成果をもとに地域公共交通網形成計画をとりまとめる予
定であり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実施されて
いる。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき、供給側の事業者の視点（運転手の高齢化に伴
う運転手確保の問題）から考えた公共交通の維持方策、高齢
者（特に免許返納者）や子育て世代を対象とした公共交通利用
促進・確保等の取り組みに期待する。

倉敷市地域公
共交通会議

倉敷市地域公共交通網形成計画策定事業
【事業内容】
・上位計画・関連計画との連携
・地域公共交通の役割と課題の整理
・網形成計画策定の背景の整理
・基本的な方針・計画の目標の検討
・目標達成のための施策・事業の検討
・計画の達成状況の評価方法の検討

【結果概要】
・上位計画におけるまちづくりの方向性を整理し、同時期に検討中の立地適正化計画との調和を図ることがで
きた。
・現況調査やニーズ等の把握、まちづくりの方向性を踏まえ地域公共交通の課題が整理できた。また、地域公
共交通網形成計画策定の必要性や位置づけについて整理できた。
・今後の地域公共交通のあり方や、生活交通の確保・維持に関する基本的な方針、目標が設定できた。
・目標に対応した各種事業および実施主体、スケジュールについて整理できた。
・目標の達成状況や事業の実施状況の評価・検証する仕組みを検討し、協議会に諮るための計画素案を作
成。
・今後、パブリックコメントを実施し、協議会の検討を経て、生活交通確保維持改善計画として最終的にとりまと
める。

A

地域・地区間を結ぶ鉄道、路線バス（幹線）
は、支線との接続が円滑に行われるよう、便
数の確保や最適なダイヤ設定等利便性の高
いサービス提供を目指す。また、地域内交通
であるコミュニティタクシーについては普及や
利用を促進するために導入しやすく、維持もし
やすい制度を検討し、タクシーを活用できるしく
みづくりについても検討する。あわせて、本市
の玄関口であるＪＲ倉敷駅や幹線支線が接続
する交通拠点において、拠点の機能を強化す
るための環境整備を行う。

○集約クラスター型の都市の実現のため、まちづくりと公共交
通が一体となった公共交通網を目指しており、検討中の立地適
正化計画との調和を考慮しつつ、ニーズや課題の整理がなされ
ている。
　その成果をもとに地域公共交通網形成計画をとりまとめる予
定であり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実施されて
いる。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき幹線・支線の連携強化、コミタク利用促進、タク
シー活用、拠点機能強化、さらには観光にも配慮した取り組み
に期待する。

玉野市地域公
共交通会議

【事業内容】
・地域概況、公共交通に関する現状の整理
・移動実態、ニーズの把握
・関係者ヒアリングによる意向等の把握
・公共交通に関する問題点・課題の整理
【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・各種アンケート調査（市民、石島島民、シータク登録者）により、住民の公共交通への改善要望、利用満足度、
移動需要等を把握することができた。
・関係者ヒアリングにより、まちづくり、観光、福祉など各分野と公共交通との連携における課題や方策を把握し
た。
・今後、利用促進方策等を踏まえ計画素案を作成し、協議会の検討を経て、パブリックコメントを実施し、地域公
共交通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A

各種調査結果を踏まえ、①持続可能で利便性
の高い地域公共交通網の構築、②誰でも利用
しやすい利用環境の整備、③関係者の連携に
よる公共交通の維持・確保を主眼に置き、年
度内に３回程度の協議会での検討を経て、具
体施策や評価指標等を設定し、計画をとりまと
める。

○玉野市地域公共交通計画に基づき、路線バス、コミュニティ
バスのシーバス、デマンド型乗合タクシーのシータク、さらには
石島へのデマンド型海上タクシーによる交通体系の再編が行
われている。これらの実態調査等による現計画の検証を行い、
次期計画としての網計画の策定を行う予定であり、本調査事業
で実施すべき内容は確実に実施されている。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき、持続可能で利便性の高い地域公共交通網の構
築、誰でも利用しやすい利用環境の整備、関係者の連携による
公共交通の維持・確保等の取り組みに期待する。



別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

②事業
実施の
適切性

③計画策定に向けた方針
又は事業の今後の改善点

評価結果
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

美祢市地域公
共交通協議会

【事業内容】
・現状の整理と前計画の評価・検証
・実態調査等
・基本方針の検討等
・計画のとりまとめ

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・高齢者や市内の学校等へのアンケートにより、住民等の時間帯別、場所別の移動需要を把握することができ
た。
・公共交通に関する課題等から、基本方針、計画目標、目標を達成するための事業を検討し、計画素案を作
成。
・今後、パブリックコメント、協議会の検討等を経て、生活交通確保維持改善計画として最終的にとりまとめる。

A

美祢地域、美東地域、秋芳地域を繋ぐ市内主
要幹線の充実を図り、日常生活の移動にかか
る公共交通の利便性の向上に繋げる。また、
小学校・中学校の通学の支援及び市内の高
校への通学環境の充実を図り、安心して通学
できる環境づくりに取り組む。

○基礎的データの整理、現況調査、高齢者・学校等へのアン
ケート、ワークショップ等により、意向、実態、ニーズを把握する
ことにより、下関から美祢地域、秋芳地域への長大路線から、
美祢地域・秋芳地域・美東地域の拠点をつなぐ主要幹線への
転換、既存ミニバス、アンモナイト号の整理統合及び小･中･高
校への通学支援への活用等の方向性を導き出し、地域公共交
通網形成計画をとりまとめる予定であり、本調査事業で実施す
べき内容は確実に実施されている。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき、過疎・高齢化対応、交通再編等による行政負担
の抑制等、持続可能な交通ネットワーク構築に向けた取り組み
に期待する。

長門市地域公
共交通計画策
定協議会

【事業内容】
・現況調査（人口、高齢化、地形、公共交通等）
・市民等アンケート、乗降調査の実施
・課題整理、地域に適した交通の検討
・網形成計画素案作成

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・地域へのアンケートや乗降調査の実施により、住民の時間帯別、場所別の移動需要を把握することができ
た。
・地域に適した交通モード、ルート、ダイヤ並びに利用促進について検討し、協議会に諮るための計画素案を作
成した。
・今後の協議会の検討を経て、最終的にとりまとめる。

Ａ

◆三隅、長門、日置、油谷地区の交通拠点
（結節点）を、それぞれ長門三隅駅、長門市
駅、長門古市駅、人丸駅とし、公共交通空白
地域に整備する交通手段については、基本的
に各地区の交通拠点を起終点とする。
◆バス路線は、各地区の交通拠点の設定に
合わせて、交通資源の適性配分、他のフィー
ダー交通との役割分担、利便性の観点から見
直す。
◆中心市街地を中心に運行する上川西線を、
中心市街地の主要施設を結び、だれもが利用
しやすい路線に再編する。
◆路線バスに関する案内機能を長門市駅、道
の駅（観光・交流拠点）を中心に充実させるとと
もに、全ての公共交通に関する情報を掲載し
たＪＲ・バス総合時刻表の作成・配布を行い公
共交通の利用を促進する。

○JR主要４駅を４地区の交通拠点と位置付け、そこをフィー
ダー起終点として公共交通空白地域をできる限りカバーする方
針。また、観光面でも相乗り観光タクシーの検討なども視野に
入れている。また、車載の乗降センサーを用いた調査・集計な
どによる緻密な調査等を行い、地域公共交通網形成計画をとり
まとめる予定であり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実
施されている。

○今年度中に網形成計画が策定される予定であり、今後、同
計画に基づき拠点の明確化・強化とともに交通資源を適正配
分、中心市街地の路線再編等の取り組みに期待する。


