
別添２

中国運輸局

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

東広島市地域公
共交通会議

・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）
（１）広島大学学生の通学手段に関する検討を行うため、アンケートを実施した。
（結果）
　目標回収数の800を上回る853件の回答を得ることができた。広島大学が抱える自転車
事故や学内での放置自転車の増加に対する課題について、公共交通の利便性の向上と、
大学内におけるレンタサイクル等の移動手段の確保を合わせて実施することで、自転車利
用の抑制、バス利用の増加に対する効果が期待されるという結果が得られた。

（２）広島大学入学予定者に対して公共交通の認知度向上と利用意識を高めるため、バス
マップを配布する。
（結果）
　（１）のアンケートの中で、昨年度作成したバスマップに対する意見を調査した上で、マップ
を修正した。3月の合格者への配布資料に加えて配布予定。

A

・新入生だけでなく、全学生に対してダ
イヤ改正の都度時刻表を修正したもの
を学生の情報サイト等で通知すること
で継続的に公共交通情報の周知を行
う必要がある。
・合格者だけでなく、オープンキャンパ
スなどの大学を選択するタイミングや
入試の際の居住地を選択するタイミン
グでも、マップを配布し、公共交通の利
便性を周知していく。

バスマップの更新や運行計画の改善を
MMによって得られた意見やニーズを基
に考案されている点は評価。
MMの取り組みが単なる運行計画改善
のための調査となっていないか等にも配
慮しつつ、取り組みによって行動変容率
がどのように変わったか、目的に沿った
有効なものとなっているか等、引き続
き、MMの有効性について評価・検証さ
れることを期待。
コミュニケーション施策のTFPのプログラ
ム形態を変更したということであるが、
しっかりとした目的のもと計画を立て、実
施することも必要。

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



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

・地域公共交通を対象としたモビリティ・マネジメントの実施
（概要）
　市が運行するコミュニティバス「豊栄そよかぜ号」の利用促進を目的にTFPを実施した。
　利用者の多くが高齢者という実態を踏まえ、地域サロン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る、簡易TFPを実施することとしていたが、高齢者への調査の負担と
効果を考慮し、ワンショットＴＦＰに変更した。
　具体的には、市、東広島市社会福祉協議会の２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るとともに、現在の運
行計画に対する意見と、ニーズの調査を実施した。また、お試し乗車券を配布し、周知と実
際の利用体験を促した。さらに、今回のコミュニケーションによって得られたニーズを基に、
運行改善計画案を作成した。
※本事業にかかる経費はコミュニケーショングッズの作成のみ。
　
（結果）
　4月～5月：
　　・コミュニケーショングッズの作成
　6月～8月：
　　・バスマップ及び動機付け冊子・お試し乗車券の配布・利用状況の把握
　　　（直接訪問：２４箇所（約３００名））
　10月～12月：
　　・運行改正計画の確認
　4月（予定）：運行改正

A

・地域サロン活動の中でコミュニティバ
スの上手な利用に関する情報や提案
をサロン間で共有することで、運行地
域全体での利用促進につなげる。

・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
議の下に設置したモビリティ・マネジメント推進分科会を開催し、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。
　今年度の事業結果をまとめ、３月中に本分科会に諮る。
・3月（予定）：モビリティ・マネジメント推進分科会

A
・引き続きモビリティ・マネジメントを実
施し、分科会において事業の進捗管理
を行っていく。

東広島市地域公
共交通会議

バスマップの更新や運行計画の改善を
MMによって得られた意見やニーズを基
に考案されている点は評価。
MMの取り組みが単なる運行計画改善
のための調査となっていないか等にも配
慮しつつ、取り組みによって行動変容率
がどのように変わったか、目的に沿った
有効なものとなっているか等、引き続
き、MMの有効性について評価・検証さ
れることを期待。
コミュニケーション施策のTFPのプログラ
ム形態を変更したということであるが、
しっかりとした目的のもと計画を立て、実
施することも必要。
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地域公共交通網形成計画推進業務（調査委託）

（１）道の駅さんわ１８２ステーションバス停の利用状況調査
　平日、土曜日、日祝日における利用状況調査（各１日）を行った。また、中国バス乗務員
に対するヒアリングを行った。路線バスの平成28年10月1日の減便に伴い利用者数が減少
していることから、運行時刻の見直しを行う必要がある。（中国バスと協議中）

（２）路線バスの運行見直し後のフォローアップ調査
　路線バスの運行見直し後のバス利用状況を調査した。また、中国バスが平成28年10月、
平成29年4月の運行系統の減便、廃止に伴う影響を軽減するため、中国バスと今後の運行
についての協議、調整（7月～12月）を行った。

（３）ふれあい号の運行見直し後のフォローアップ調査
　ふれあい号の運行見直し後の利用状況の調査を行った。利用者数の減少が継続し、平
成29年度に運行継続可能な路線が５路線になったため、平成28年度で運行を廃止し、新
たにふれあいタクシー事業（仮称）を導入することとした。

（４）県立油木高校生に対するバス利用意向調査
　平成28年5月と11月に路線バスの利用状況と運行回数及び運行時刻に対する要望を把
握するために、アンケート調査を行った。５月実施のアンケート調査結果については、平成
28年10月からのバス運行の見直しに反映した。また、11月のアンケート調査結果について
は、平成29年4月の運行見直しに反映する予定である。

A

公共交通協議会の開催

　協議会を開催し、形成計画の達成状況等の評価等を行う。
　・平成28年7月29日第1回協議会開催
　・平成28年12月9日第2回協議会開催
　・平成29年2月　　　第3回協議会開催予定

A

公共交通カレンダーの作成

　ふれあい号の平成28年度での廃止に伴い、平成29年度の交通カレンダーの印刷は行わ
ない。
　その代わり、平成29年度から新規に導入する「ふれあいタクシー事業（仮称）」及び「運転
免許自主返納者支援事業」の周知用チラシを作成し、各世帯に配布する。（配布予定数：
全戸配布：約4,000件）

A

神石高原町地域
公共交通協議会

・今後も，引き続き調査を行う必要があ
る。
  ・中国バスの利用動向
  ・県立油木高校生に対するバス利用
状況調査
　・平成29年年度から実施する「ふれあ
いタクシー事業（仮称）」の利用動向

各種のフォローアップ調査を行い、それ
ぞれ今後の対応や運行計画等の見直し
に反映されている点は評価。
引き続き、きめ細かな調査を行い、事業
内容の検証の際には地域の声が反映さ
れるよう取組まれることを期待。

ふれあい号の廃止に伴い事業内容を一
部変更し、代替事案の検討を行い周知
を図ることとしているが、地域の方にとっ
てわかりやすく丁寧な説明を行われるこ
とを期待。
また、地域公共交通網全体への影響、
各種利用促進策への影響も想定される
ことから、網形成計画全体の見直しを検
討・実施されることも重要。
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一畑電車活性化
協議会

交通事業者の連携による企画乗車券や割引制度の導入に向けた調査

①企画乗車券や割引制度の利用状況に関する調査
交通事業者から提供される資料（企画乗車券の販売枚数、割引制度の利用者数等）をもと
に、一畑電車沿線地域の公共交通に関する企画乗車券や割引制度の利用状況を分析し、
顕在化している需要等について整理した。
平成27年に実施した一畑電車沿線住民・利用者アンケート調査の結果（関係する設問及び
自由意見）をもとに、一畑電車利用者の企画乗車券や割引制度に対するニーズを分析し
た。

②主要交通結節点における乗り継ぎに関する調査
平成27年に実施した一畑電車沿線住民・利用者アンケート調査と、一畑電車の乗降調査
の結果をもとに、主要交通結節点における一畑電車利用者の目的別（通勤、通学、観光
等）及び方面別の乗り継ぎ状況を整理する。

③調査結果を踏まえた利便性向上策の検討
①及び②の調査結果をもとに、交通事業者の連携による企画乗車券や割引制度の導入に
よる利便性向上策を検討する。

A

次年度には、一畑電車の企画乗車券
を見直し、住民の利用促進を目的とし
たMMを実施する予定。
また、企画乗車券や割引制度及び公
共交通機関を利用したお出かけプラン
等を紹介した冊子、ポケット時刻表を作
成することで、効果的な情報提供を実
施する予定。

企画乗車券、割引制度の導入に向け、
交通事業者と連携するとともに、沿線住
民・利用者の声も反映し、地域と連携し
た取り組みが行われている点は評価。
次年度に実施予定の事業についても関
係者の連携により、より効果的なものと
なることを期待。

●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

新たな移動手段が導入された時点で
公共交通マップを更新し、市ホーム
ページや公共施設等で公表・配布す
る。

●地域公共交通会議の開催
・4回開催（7/27、10/28、12/15、2月（予定））し、そのうち第2回～第4回（計3回）で評価を
実施。
・第2回交通会議では、「モビリティマネジメントの実施（事業20）」についての評価を実施。
・第3回交通会議では長船北エリアにおける「住民意見交換会、住民説明会の開催（事業
23）」についての評価を実施。
・第4回交通会議では牛窓・鹿忍・美和エリアにおける「住民意見交換会、住民説明会の開
催（事業23）」についての評価を実施予定。

A
今後も、地域公共交通会議で、事業評
価を実施し、必要に応じて事業の見直
しや改善を行う。

公共交通マップについては、今後とも利
用者や配布先の声を反映させ、利用者
目線に立った分かりやすい情報提供と
なっているか等の評価・検証を行い、必
要に応じ掲載する内容・情報量等を見
直されることを期待。

瀬戸内市地域公
共交通会議
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１．公共交通かわら版の原稿作成
・住民に対して分かりやすい情報を提供するために、２８年６・７・８・９・１１月、２９年１月に
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２９年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

次年度以降も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、
年間６回を目標にして計画的に発行す
る。

２．地域におけるワークショップの開催
・２８年１０月から予約型乗合タクシーを試験運行する運行対象区域の住民を対象にした説
明会を２地区で２回ずつ、計４回開催し、予約型乗合タクシーの利用方法等の説明を行っ
た。なお、予約型乗合タクシーの運行曜日・時刻は１回目の説明会時に配布した住民アン
ケートに基づいて設定した。

A

次年度以降も自宅から概ね徒歩圏内
で公共交通を利用することができる区
域（「公共交通てくてくエリア」）に含ま
れない集落等において、予約型乗合タ
クシーの運行拡大を検討し、試験運行
する運行対象区域の住民に対し、説明
会を実施する。

３．フォローアップ調査
・井原市地域公共交通網形成計画の数値指標の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、２８年１２月８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。

４．井原市公共交通会議運営補助
・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捗管理、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２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、網
形成計画に掲げる事業の推進や進捗
管理、目標の達成状況の評価・検証を
行う。

【地域におけるワークショップの開催】
・町内の小中学校（小学校　3校、中学校　1校）の保護者を対象として、スクールバスの運
行に関する説明会を開催した。
・公共交通への理解促進のための住民意見交換会を町内の4地域（弓削、竜山、誕生寺、
神目）で開催した。

A

公共交通への理解促進を図るため、公
共交通の利用方法等の周知を含めた
地域住民との意見交換会を次年度以
降も各地区で開催する予定である。

【公共交通マップ・時刻表の作成】
・平成28年4月から本格運行しているデマンド交通を含めた町内全域の公共交通マップ・時
刻表を作成し、町内の全世帯に配布する。

A

平成29年1月に、町内の移動手段が混
乗型スクールバスとデマンド交通に再
編されたことから、公共交通の運行経
路・区域や利用方法についての周知を
今後も図っていく必要がある。

【計画の達成状況の評価・検証】
・久米南町地域公共交通網形成計画に掲げる目標と評価指標のうち、年度ごとに検証を行
う項目について評価検証を行う。

A

次年度以降も法定協議会を定期的に
開催し、地域公共交通網形成計画に掲
げる事業の進捗や進行管理、目標の
達成状況についての評価・検証を行う
予定である。

地域公共交通への理解促進のため、説
明会や意見交換会を町内の各小中学
校、各地域においてきめ細かに実施さ
れている点は評価。
今後とも地域と協働した取り組みを積極
的に実施していくことで、網形成計画に
定める目標が達成されることを期待。

公共交通かわら版の発行や、地域住民
を対象とした説明会を頻繁に実施され、
網形成計画に掲げる目標を達成されて
いる点は評価。
計画的に発行回数等を達成することも
重要であるが、例えば、公共交通の情
報を得やすくなったと思う人の割合がど
のように推移したか等、利用促進策が
効果的なものとなっているかどうかを把
握することも重要なので、計画の進捗状
況・達成状況を把握しつつ、必要に応
じ、目標の見直しについても検討される
ことを期待。

久米南町地域公
共交通会議

井原市公共交通
会議


