
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

鳥取県西部
地域公共交
通活性化協
議会

【事業内容】
・地域の概況（人口推移、施設分布状況等）調査
・地域公共交通の状況調査
・公共交通に関する住民意向調査
・現状を踏まえた改善の方向性の検討
・目標達成のために実施する事業の検討

【結果概要】
・地域の基礎的データの調査や現況調査などを整理し分析することで、地域の公
共交通の状況を把握した。
・地域住民、高校生、民生委員等へのアンケートにより、住民の移動動向や公共
交通に対する需要を把握することができた。
・現状を踏まえた改善の方向性を検討し、基本的な方針及び目標を明らかにし
た。
・目標達成のために実施する事業を行政関係者、交通事業者、利用者の代表な
どで提案・検討し、活性化協議会において地域公共交通網形成計画（案）として策
定した。
・今後の協議会の検討を経て、公共交通再編実施計画を策定し、移動利便性の
高い、調和のとれた公共交通環境を形成し、いつまでも安心して住み続けられる
鳥取県西部地域を目指す。

A

鳥取県西部地域において、地域内の市町村
から中心都市である米子市への移動及び市
町村内の集落から生活機能が集積する市町
村中心部への移動について、適正な輸送力を
確保しながら利便性を高めることにより、各市
町村の定住環境確保に資する公共交通網を
構築する。

外国人観光客受け入れに積極的に取り組ん
でいる鳥取県西部地域において、路線バスに
よる観光移動を促進するとともに、福祉施策
等との連携や町作り計画と連動した公共交通
網を形成し、公共交通に係る情報の積極的な
発信により住民への意識啓発を図る。

市町村間移動の検討や情報交換等により鳥
取県西部地域内の連携を深めるとともに、人
口減少や過疎化が進む整備地域内におい
て、引き続き希望する場所で住み続けること
ができるよう地域住民が主体となった運行形
態の検討や路線見直しのルールづくりにより、
住民との協働で支え合う公共交通の構築を目
指す。

○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、学校・商業施設・医療施設へ
のヒアリング調査、パブコメ等を行い、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、H28.3.31に地域公共交通網形成計画
が策定されており、本調査事業で実施すべき内
容は確実に実施されている。

○地域公共交通網形成計画に基づき、H28年度
中に地域公共交通再編実施計画を策定する予
定であり、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。

計画策定

一畑電車活
性化協議会

【事業内容】
・一畑電車と沿線地域の公共交通等の現状と課題等の調査
・一畑電車の収支・経費等今後の経営に関する調査
・一畑電車と沿線地域公共交通との効率的な連携等の検討
・一畑電車沿線地域公共交通網形成計画のとりまとめ

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、一畑電車及び地域の公共交通の状
況を整理し、地域の公共交通の課題を抽出した。
・沿線地域住民、公共交通利用者等へのアンケートにより、沿線全体の移動ニー
ズ、利用頻度等を把握した。
・一畑電車の今後の修繕、設備投資の見通しを把握し、中長期的な需要予測を
行った。
・今後一畑電車が予定している車両更新に伴う編成数の増加を踏まえ、沿線公共
交通網と円滑かつ効率的に連携したダイヤ等について検討を行った。
・上記の調査結果を基に計画素案を作成。
・パブリックコメントを経て、一畑電車沿線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

・地域の基幹路線である一畑電車の利便性の
向上（ダイヤや車両編成の見直し等）や、観光
客の周遊にも配慮した公共交通の接続改善
等により持続可能な公共交通ネットワークの
強化を図る。

・平成２８年度鉄道軌道安全輸送設備等整備
事業の活用を見込んでいる。

○地域及び公共交通の現況調査、松江・出雲両
市の沿線住民及び一畑電車利用者へのアン
ケート、学校・医療機関・交通事業者等へのヒア
リング、パブコメ等を行い、地域の移動需要を把
握したうえで、H28.4.26に地域公共交通網形成計
画が策定されており、本調査事業で実施すべき
内容は確実に実施されている。

○今後は、鉄道を基幹交通とした観光客の周遊
にも配慮した接続改善等による、交通ネットワー
ク強化等により、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。

計画策定

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7月31日

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定・再編実施計画策定）

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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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

江津市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・市内の公的サービス、生活関連サービス等の現況把握
・関係機関へのヒアリング
・現在の路線の利用状況調査（OD調査）
・課題抽出と交通体系の見直し案の検討
・地域公共交通網形成計画のとりまとめ

【結果概要】
・地域の生活機能集積と公共交通の現況を整理し、日常の生活圏域の状況を把
握した。
・ＯＤ調査及びヒアリング調査により、市内の移動実態を把握した。
・調査結果に基づき、公共交通に関する課題を整理し、基本方針を立てた。
・基本方針に沿った目標設定と必要な事業の検討を行い、網形成計画の案を作
成した。

A

基本方針１：安心な暮らしを実現する生活交
通網の構築

中心市街地を結ぶ路線の確保に努め、安心
な暮らしを実現する生活交通網の構築を目指
す。

基本方針２：賑わいを創出する公共交通網の
構築

化に寄与する公共交通、観光振興や広域的
な交流促進につながる交通網の構築を目指
す。

基本方針３：快適な公共交通の利用環境整備

通網の構築に併せ、これらの公共交通が利用
しやすくなるよう、待合環境整備や情報提供
等、快適な公共交通利用環境の整備に努め
る。

基本方針４：市民参加による公共交通の維
持・確保

共助交通の検討など、市民参加による取り組
みにより地域の生活を支える移動手段の維
持・確保を図る。

○地域内の公的サービス・生活関連サービス等
の現況把握、関係機関へのヒアリング、ＯＤ調査
等により地域公共交通の課題を抽出し、交通体
系の見直しを検討したうえで、H28.4.28に地域公
共交通網形成計画が策定されており、本調査事
業で実施すべき内容は確実に実施されている。

○今後は、市民参加による安心・快適かつ賑わ
いのある、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。

計画策定

井原市公共
交通会議

【事業内容】
・地域公共交通網に関する現況調査
・地域住民のニーズ把握調査
・地域公共交通網形成計画の策定
・協議会開催

【結果概要】
・「井原市地域公共交通総合連携計画」の実施に係る効果を検証した。また、公共
交通を取り巻く現状と課題の整理を行った。
・地域住民意見交換会を３地区で各２回開催した。また、井原バスセンターにおい
てアンケート調査を実施した。
・協議会の承認を受け、井原市地域公共交通網形成計画を策定した。

A

・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）
を市の全域に拡大するため、現在、「公共交
通てくてくエリア」に該当しない集落等におい
て、予約型乗合タクシーの運行を検討する。

・バスの路線・ダイヤの重複について、運行経
路の見直しや時刻調整等により解消を図る。

○H23.3策定の井原市地域公共交通総合連携計
画の実施効果の検証を行い、さらに井原・芳井・
美星の３地区で各２回の地域住民意見交換会、
バス利用者ヒアリングの実施により公共交通を
取り巻く現状と課題の整理を行ったうえで、
H28.3.8に地域公共交通網形成計画が策定され
ており、本調査事業で実施すべき内容は確実に
実施されている。

○今後は、バス路線・ダイヤ重複の解消、交通
空白地域へのデマンドタクシー運行などにより、
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。

計画策定

瀬戸内市地
域公共交通
会議

【事業内容】

連計画の整理、公共交通の運行状況）

民団体）

【結果概要】
・地域の概況整理、路線バスのＯＤ調査、アンケート調査、ヒアリング調査から公
共交通を取り巻く課題の抽出を行った。
・牛窓、鹿忍、美和、裳掛、知尾、敷井エリアで住民意見交換会を開催し、新たに
導入する移動手段の検討を行った。
・協議会の承認を受け、瀬戸内市地域公共交通網形成計画を策定した。

A

ア（牛窓、鹿忍、美和、裳掛、知尾、敷井、長
船北、邑久、前島）に地域内交通（市営バス、
市営デマンド交通、コミュニティ交通、公共交
通空白地有償運送、自治会輸送、タクシー活
用制度のいずれか）を導入する。

会を開催した牛窓、鹿忍、美和エリアでは、市
営デマンド交通を導入する。

○地域の概況整理、路線バスＯＤ調査、住民・民
生委員・高校生・保護者へのアンケート、交通事
業者・周辺市・医療施設・商業施設・住民団体等
へのヒアリング、交通不便地域６エリアで各２回
の住民意見交換会、パブコメ等で公共交通の課
題抽出や新たな移動手段の検討等を行い、
H28.3.24に地域公共交通網形成計画が策定され
ており、本調査事業で実施すべき内容は確実に
実施されている。

○今後は、交通不便地域９エリアへのデマンド交
通等を利用した地域内交通の導入等による、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。

計画策定
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三次市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・地域における交通の現況と課題整理
・市街地循環バス乗降調査
・住民自治組織，各交通事業者，ＮＰＯ法人,市民タクシー利用組合ヒアリング
・民生・児童委員，医師会，高齢者運転免許自主返納事業利用者アンケート
・実施事業の選定
【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。
・住民自治組織へのヒアリングや，各種アンケート調査により，地域の交通に関す
るニーズや利用促進への課題について把握することができた。
・交通事業者への調査により利用者の属性，現状の課題，ニーズ等を把握するこ
とができた。
・調査結果から実施事業の選定を行い，交通会議で承認を得た。

A

三次市街地における路線バスの再編，市民タ
クシー制度の改正，市民バス運行方法の見直
し等を行い，公共交通空白地の削減を図る。
住民自治組織単位で随時，地域内交通検討
会を設置し，地域の特性に合わせた交通ネッ
トワークの構築を図る。

○地域の現況調査、民生/児童委員・医師会・高
齢者等へのアンケート、乗降調査、住民自治組
織・各種バス事業者・NPO法人・市民タクシー利
用組合等へのヒアリング、既存アンケート結果等
からニーズや課題を抽出・整理・検討したうえで、
H28.3.28に地域公共交通網形成計画が策定され
ており、本調査事業で実施すべき内容は確実に
実施されている。

○今後は、循環バスと路線バスとの重複解消、
デマンド交通の活用、交通空白地への市民タク
シー利用等により、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。

計画策定

安芸太田町
地域公共交
通会議

【事業内容】
・現況の整理
・移動状況、ニーズ調査
・問題点、課題点の整理
・地域公共交通網形成計画案のとりまとめ
・住民意見交換会開催
・協議会開催

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、本町の地域公共交通、スクールバ
ス、ボランティア輸送、タクシー助成などの状況を整理した。
・地域へのアンケートにより、日常生活の移動実態及びニーズ、高齢者の運転免
許証返納意向などを把握した。
・地域に適した交通を維持・確保するため、運用基準（見直し基準：案）を定め、そ
れに即した再編により、地域に適した公共交通を維持・確保するため、安芸太田
町地域公共交通網形成計画（案）を策定した。
・今後、地域公共交通会議での検討を経て、平成28年度に本計画として策定し、
公表する。

A

安芸太田町地域公共網形成計画（案）では、
①町民の生活を守る持続可能な公共交通網
の形成、
②広島市への円滑な移動環境の整備、
③まちづくりや観光振興に寄与する公共交通
を基本方針とし、10年後も持続可能な地域公
共交通を目指している。
平成28年度以降、必要に応じて、地域公共交
通再編実施計画の策定や地域公共交通ネット
ワークの再編に取り組むため、確保維持事業
の活用を見込んでいる。

○地域の概況整理、廃止代替バスのＯＤ調査、
住民アンケート調査、寺領/安野地域での住民意
見交換会等により、地域公共交通の現況と課題
を抽出・整理し、交通網の再編に向けた検討した
うえで、地域公共交通網形成計画素案を作成さ
れており、H28年度中には計画策定予定となって
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。

○網形成計画策定後は、町内バスとあなたくの
統合・小型車両での運用を視野に入れた再編事
業等により、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。

計画策定

江田島市公
共交通協議
会

【事業内容】
・江田島市の公共交通をとりまく現状と課題の整理
・住民移動の実態及びニーズ等の把握のための各種アンケート調査
　（住民，航路利用者，予約型乗合タクシー利用者，主要観光施設来訪者）
・地域での意見交換会の開催
・ヒアリング調査（交通事業者，商業施設，観光協会，医療施設）
・市民のニーズに沿った公共交通網の検討
・地域公共交通網形成計画の策定

【結果概要】
・基礎的データの整理，現況調査等により，地域公共交通の状況と課題を整理し
た。
・各種アンケートなどにより，住民の移動実態や公共交通に対するニーズ等を把
握することができた。
・地域公共交通網の形成に当たって各交通手段の役割分担の方向性を示すとと
もに，課題解決のための目標及び事業計画を協議会に諮るため，計画素案を作
成した。
・計画素案について，広く市民から意見等を伺うためパブリックコメントを実施し
た。
・江田島市公共交通協議会での協議を経て，江田島市地域公共交通網形成計画
を取りまとめた。

A

地域公共交通網形成に当たっての基本方針
　協働と交流をベースに地域の「まとまり」と
「つながり」を守る公共交通ネットワークをつく
ります

○地域に暮らす人々の生活確保，その満足度
を高めるために必要なサービス水準を担保す
る地域公共交通網を形成するため，江田島市
内を運行する陸上交通及び周辺隣市とを結ぶ
海上交通について，必要な改善を行い，最適
な公共交通ネットワークを構築する。

○公共交通ネットワーク構築の推進及び管理
については，活性化再生法の改正（平成26年
（2014年）11月）により，地方自治体（江田島
市）が中心となって，事業者，住民などの多様
な主体で構成する江田島市公共交通協議会
が担う。

○地域の「まとまり」と「つながり」を守る最適な
公共交通ネットワークをつくり，より生活しやす
い市民満足度の高いまちづくりへの貢献を図
る。

○公共交通の現状と課題の整理、住民・航路利
用者・予約型乗合タクシー利用者・主要観光施
設来訪者等へのアンケート、地域での意見交換
会、交通事業者・商業施設・観光協会・医療施設
へのヒアリング等によりニーズ等を把握し、各交
通手段の役割分担の方向性を示し、目標を設定
したうえで計画素案を作成し、パブコメと協議を
経て、H28.3.30に地域公共交通網形成計画が策
定された。本調査事業で実施すべき内容は確実
に実施されている。

○今後は、協働と交流、まとまりとつながりを
キーコンセプトとして、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。

計画策定



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

坂町地域公
共交通会議

【事業内容】
・地域における交通の現状と課題
・公共交通に関する住民・利用者の意向調査
・地域に適した交通の検討
【結果概要】
・基礎データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・住民及び利用者へアンケート調査を行い、住民の時間帯別、利用場所別の移動
需要を把握することが出来た。
・地域に適したルート、ダイヤについて検討し、協議会等に諮るための計画案を作
成。
・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た。

A

坂地区内の交通空白地域の解消や小屋浦地
区の利便性の向上を主眼において、適切な
ルート、ダイヤを設定する。
なお、平成２８年度確保維持事業（地域内
フィーダー系統）の活用を見込んでいる。

○現況調査、住民アンケート、乗降調査、各地区
での住民グループインタビュー、学校・商業施
設・医療施設へのヒアリング等により地域の課題
を整理し、具体的なバス運行ルート・効率的・経
済的な運行形態の導入等を検討したうえで、
H28.3.31に地域公共交通網形成計画が策定され
ており、本調査事業で実施すべき内容は確実に
実施されている。

○今後は、コミュニティバスのルート見直しや既
存系統の分離増便等のサービス改善等により、
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。

計画策定

大崎上島町
公共交通連
携協議会

【事業内容】
○大崎上島町地域公共交通網形成計画策定事業
・現状の把握
・住民ニーズの把握
・事業者意向の把握
・計画のとりまとめ
・協議会開催
【結果概要】
・町内全世帯を対象に公共交通の現況把握、要望等を調査するためアンケート調
査を実施し、基礎データや公共交通の状況を整理した。
・公共交通関係事業者（バス・フェリー・高速船）を対象
にヒアリング調査を実施し、課題等を整理した。
・現状把握や、課題等を分析した上で、将来にわたり持続可能な地域公共交通網
の形成に向けた計画素案を策定した。
・計画素案について、計3回の協議会において議論し、計画をとりまとめた。

A

現行に運営される地域公共交通が維持継続
できる仕組みづくりを図ると共に、計画策定あ
たり、3つの目標を設定し、その目標達成のた
めに、5分野の事業について実施する。
【計画目標】
①高齢者等が安心して利用できる地域公共交
通の確保・充実を図る。
②町民の生活移動を支援できる環境の持続を
図る。
③住民同士で生活移動を支え合う意識を醸成
する。
【計画事業】
1.陸上交通の運行及び改善事業
2.海上交通の運航及び改善事業
3.乗り継ぎ・待合い環境の改善事業
4.地域公共交通利用促進事業
5.観光交通利用促進事業

○現況調査、全世帯を対象とした住民アンケー
ト、陸上・海上交通事業者を対象としたヒアリング
により、町内での公共交通需要のいっそうの高ま
りの可能性を把握し、H28.3.31に地域公共交通
網形成計画が策定されており、本調査事業で実
施すべき内容は確実に実施されている。

○今後は、高齢者等の交通確保・充実、町民の
生活移動支援環境の持続、住民同士の支え合
いによる生活移動の確保等の意識の醸成等を
進め、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。

計画策定

北広島町地
域公共交通
会議

【事業内容】
・地域の概況整理
・移動状況、住民ニーズ、等の調査、整理、分析
・課題整理
・地域公共交通網形成計画素案策定
・交通会議開催

【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。
・地域へのアンケートにより、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、ダイヤについて検討し、協議会に諮るための
計画素案を作成。

A

今後の協議会の検討を経て、北広島町地域
公共交通網形成計画として最終的にとりまと
め、広い面積を有する本町において住民の移
動手段として、既存の交通モードを調査結果
に照らし合わせ移動の利便性を強化できるよ
う、ルート・ダイヤを検討設定する。
既存の施設、交通モードを再検討し再編を行
うため、今後PDCAサイクルによる事業の検証
を行う中で、確保維持事業の活用を検討す
る。

○現況調査、全町域を対象とした住民アンケー
ト・民生委員アンケート、乗降調査・高速バスの
利用実態調査、学校・商業施設・医療施設への
ヒアリング等により検討課題を明確にしたうえ
で、地域公共交通網形成計画素案を作成されて
おり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実
施されている。

○今後は、網形成計画の速やかな策定ととも
に、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。

計画策定



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

宇部市公共
交通協議会

【調査事業の内容】
・現況調査（人口、高齢化率、人口密度、施設、地域公共交通）
・センサーによる路線バス乗降調査
・乗継拠点の調査
・地域公共交通網形成計画の作成

【調査結果の概要】
・現況調査により、将来の地域公共交通網について検討できた。
・センサーによる乗降調査で、長大路線の課題が明らかになった。
・乗継拠点の調査により、バス路線の再編を検討した

A

①便利で「使える」地域公共交通網の形成す
る。
　・地域公共交通を人口集積、異動実態や
ニーズに合ったものに再編、改善し、市民の
生活や地域の活性化に貢献します。

②関係者の連携により地域公共交通を維持
する。
　・市民、交通事業者、行政が協働、連携し、
みんなの力で地域公共交通を維持します。

○現況調査、画像認識センサーを用いた路線バ
ス乗降調査、乗継拠点の調査等を通じて路線バ
スの時間帯別利用特性・課題を明らかにしたうえ
で、H28.3.31に地域公共交通網形成計画が策定
されており、本調査事業で実施すべき内容は確
実に実施されている。

○今後は、関係者の連携により便利で使える交
通網を形成・維持し、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。

計画策定

周南市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・社会経済状況と公共交通の実態把握
　（地理的条件、人口分布、施設配置等の把握、公共交通機関の状況の整理等）
・移動実態調査及び利用者ニーズ把握
　（周南市全域対象アンケート、乗降調査、交通事業者、交通関係部門ヒアリング
等）
・公共交通網の効果的な見直し案の検討
　（各種調査結果による課題整理、基本方針・目標設定・実施事業の検討等）
・地域公共交通網形成計画の策定

【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等により、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。
・利用しやすく持続可能な公共交通ネットワークの形成に向け、基本理念、基本方
針を策定し、本計画期間中に達成すべき目標と評価指標及び目標値を設定した。
・目標を達成するため実施する事業を検討し、前期5年間に実施する17事業を計
画に位置づけた。
・今後の協議会の検討を経て、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

・平成27年度周南市地域公共交通網形成計
画を策定し、計画に位置づけた事業を着実に
実施する。
・平成28年度より地域公共交通再編実施計画
策定に着手する。

＜事業内容＞
　・路線バスの見直しと利用不便への対応
　・移動ニーズに合わせた路線バスの経路再
設定
　・市街地循環線の導入
　・各交通手段間の乗継ダイヤの調整
　・ＧＰＳを用いた車両位置確認システムの導
入
　・わかりやすい情報提供の実施

○現況調査、市域全体対象アンケート・乗降調
査・ヒアリング等の移動実態調査によるニーズ把
握、課題整理のうえ、H28.3.31に地域公共交通
網形成計画が策定されており、本調査事業で実
施すべき内容は確実に実施されている。

○今後は、網形成計画に基づき、H28年度中に
地域公共交通再編実施計画策定に着手する予
定であり、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。

計画策定

山陽小野田
市地域公共
交通会議

【調査事業の内容】
・人口分布、人口増減、高齢化、立地施設（公共施設･医療機関など）の現況調査
・バス乗降調査
・市民アンケートの実施
　（公共交通の利用状況、ニーズ把握など）
・地域公共交通網形成計画案の作成

【調査結果の概要】
・GISを活用し、高齢者率、人口増減、バス停別の利用者数や公共交通不便地区
の抽出など市内地区ごとの現状を把握した。
・市民の鉄道・バスの利用頻度、公共交通サービスの改善点等について実態把握
を行った。
・市全体の公共交通の現状及び課題を整理し、まちづくりに寄与する持続可能な
公共交通サービスを実現するため、本市が目指す公共交通役割や交通ネット
ワークの将来像・方向性について検討を行った。
・地域公共交通会議を5回開催し、山陽小野田市地域公共交通網形成計画（素
案）を作成、パブリックコメント実施を行い、計画を策定した。

A

①効果的、効率的な公共交通網
　地域資源を活かし、幹線・支線それぞれが
地域移動ニーズに合った、持続可能な公共交
通網を整備します。

②わかりやすく利用しやすい公共交通
　既存の利用者をつなぎとめるとともに、新た
な利用者を開拓するため、わかりやすく利用し
やすい公共交通の環境を整備します。

③みんなで支える公共交通
　市民、企業、沿線施設、交通事業者、行政
等、公共交通により利便を受ける全ての主体
が協働･連携し、みんなの力で公共交通を支
えます。

○現況調査、厚狭地域でのデマンド交通運行に
ついての住民・利用者アンケート、市民へのアン
ケート、乗降調査、交通事業者・商業施設へのヒ
アリング等により移動実態・ニーズを抽出し、課
題を整理したうえでH28.3.29に地域公共交通網
形成計画が策定されており、本調査事業で実施
すべき内容は確実に実施されている。

○今後は、効果的・効率的、わかりやすく利用し
やすい、みんなで支える公共交通を目指し、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。

計画策定



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

高梁市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・公共交通需要量調査の実施
・モデル地区実証運行計画の策定
・地域公共交通再編実施計画の策定
・協議会の開催
【結果概要】
・町内会長、民生委員等へアンケート調査を行い、交通空白地域潜在需要量を推
計した。また、乗降調査を行い、利用状況を把握した。
・松原地区を対象にアンケート調査、ヒアリングを実施し、路線バス見直しを検討
するとともに、利用者目線からの問題点を把握し、再編実施計画に反映させた。
・交通空白地域における運航基準の見直しを図るとともに、低利用路線から高利
用路線へのシフトを行うなど、交通資源の適正配分を行った。
・３回の会議を行った。

A

・利用の少ない「井原線」、「一の瀬線」を廃止
し、「地頭線」、「市街地循環線」をそれぞれ増
便し、交通拠点を中心とする交通網の充実、
及び市街地での移動性の向上を図り、路線バ
ス全体としての機能の向上を目指す。

○現況調査により人口・主要施設の分布・少子
高齢化の状況・交通サービスの状況等を整理
し、空白地域の状況と公共交通の需要量を把
握、松原地区を対象とした住民アンケート・ヒアリ
ング結果を整理し、効率的かつ持続可能な公共
交通体系の導入について検討、医療機関・交通
事業者等へのヒアリング結果を整理し、既存の
交通資源を活用した運行形態を検討したうえで、
地域公共交通再編実施計画素案が策定されて
おり、本調査事業で実施すべき内容は確実に実
施されている。

○今後は、通院・買物を基本に据えた生活圏を
踏まえ「備中高梁駅」、「成羽病院周辺」、「川上
町地頭地区」の３箇所を交通拠点とした生活交
通ネットワークの形成に向け交通体系を再編す
ることを内容とする公共交通網再編実施計画に
ついてＨ２８年中に認定を受け、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。

再編計画策定

東広島市地
域公共交通
会議

１　バス路線再編計画の検討
【事業内容】
①バス運行に係る現状と将来動向の分析
②再編作業の考え方と系統別対応方針の検討
③再編方針の設定
④バス路線再編計画の検討
⑤路線再編後の効果分析
【結果概要】
①バス運行に係る現状と将来動向について、ICカード及び過年度成果の交通
データを用いて分析した。しかしながら、分析に要するデータ整理に時間を要し、
以降の作業着手が遅れる結果となった。（作業期間3ヶ月⇒6ヶ月）
②バス事業者とのワークショップ（以下「WS」という。）やバス交通分科会（以下「協
議会」という。）を通じて、幹線をベースに系統単位での対応方針（幹線・支線の分
割、系統廃止等）を定めた。なお、再編方針に設定に当たっては、WSでの検討に
不測の日数を要したため、以降の作業着手が遅れる結果となった。（検討期間2ヶ
月⇒4ヶ月）
③系統単位での再編方針に基づき、幹線の具体的な区間を設定するとともに、必
要に応じて新たな支線の配置を検討し、交通結節点の適切な配置箇所を明らか
にした。なお、交通結節点の整備及び市街地循環路線に設定については、この結
果を受けて個別・詳細に検討する。
④「バス路線再編計画の検討」及び⑤「路線再編後の効果分析」については、1-
①の作業並びに1-②の検討に不測の日数を要したことから、年度内において着
手・完了ができなかった。

B

・H27年度成果をもとに、支線を含む全市的な
バス路線再編の具体的方針を検討、設定す
る。
・前述の設定を踏まえ、交通結節点の整備や
市街地循環路線の導入等、相互に関連する
施策について、個別の具体的検討を進めると
ともに、適宜フィードバックを行い、全体として
の整合を図る。
・バス路線再編計画の検討については、具体
的な運行計画案（経路、バス停、ダイヤ等）に
ついて計画検討する。
・効果分析に当たっては、「需給ギャップの解
消、最小化」「事業効率性の向上」などを視点
に評価する。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

○バス路線再編計画の検討、交通結節点整備
の検討、市街地循環路線の運行計画の検討、拠
点停留所の検討、関係者の合意形成、路線バス
再編後の重点MM実施対象の検討、地域公共交
通再編実施計画の策定を行ったが、ICカード履
歴取得・データ検証/整理に不測の日数を要した
こと、バス再編方針の設定について、全事業者
の合意が得られず関係各協議に遅れが生じたこ
と等により作業が遅延し、一部検討ができなかっ
たことにより、再編実施計画素案の作成に至らな
かった。

○今後は、H27年度中に実施できず、一旦打ち
切った検討作業について、H28年度中に行い、同
年度中に再編実施計画の策定・大臣認定申請を
行い、持続可能な地域公共交通ネットワーク構
築が推進されることを期待する。

再編計画策定
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２　交通結節点整備の検討
【事業内容】
①配置する機能の整理
②利用者アンケート調査の実施
③志和：広島方面への高速バス拠点における需要予測
④レイアウト・概算事業費の検討
【結果概要】
①ICカード等のデータを用いて、バス運行の現況を見定めた上で、交通結節点の
配置場所を設定した。
②交通結節点と関連する既存路線の利用者並びに住民を対象にアンケートを実
施し、当該交通結節点に付与する機能のうち、端末交通に関する施設（支線バス
乗り場、タクシー乗降場、P&BR駐車場、駐輪場）の必要量の実態を把握した。
③志和エリアの交通結節点については、広島方面に向かう高速バスの新たな
P&BR拠点となる可能性があり、自家用車や鉄道からの転換も想定されることか
ら、P&BR利用の意向を問うSP調査を実施した。
④「レイアウト・概算事業費の検討」については、1-①の作業並びに1-②の検討に
不測の日数を要したため、当該年度での着手・完了することができなかった。

・H27年度成果をもとに、交通結節点の候補地
について現地調査により活用可能と考えられ
る具体的場所を複数抽出する。
・候補地選定の後、既往成果をにより設定さ
れた必要機能・施設規模を満たすよう、施設レ
イアウトを検討（概略平面図の作成）するととも
に、概算事業費を算定し、その実現可能性や
事業スケジュール等を検討するための判断材
料とする。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

３　市街地循環路線の運行計画の検討
【事業内容】
①事前調査
②運行を検討する地区の設定
③候補路線・運行本数の設定
④利用者数の予測
⑤車両の設定
⑥事業費・運賃収入・公的財政負担の試算
⑦候補路線の比較・路線選定、バス停位置及びダイヤ設定
⑧導入後の効果分析
【結果概要】
①事前調査として、形成計画に定める市街地循環路線の運行エリアと同じエリア
を運行する大規模小売店舗の無料送迎バス利用者に対して移動実態調査を行
い、中心市街地への来訪状況や属性等の基礎データを把握した。
②事前調査結果を踏まえ、主要エリア（施設）や交通結節点・幹線との接続性、将
来の利用意向、移動状況等を鑑み、市街地循環路線の運行を検討するエリア・主
なターゲットを設定した。
④SP調査により把握した市街地循環路線の利用意向及び過年度成果で整理した
人口分布から、市街地循環路線の便・日あたりの利用者数の試算を行った。
③「候補路線・運行本数の設定」⑤「車両の設定」⑥「事業費・運賃収入」⑦候補路
線の比較・路線選定、バス停位置及びダイヤ設定」⑧「導入後の効果分析」につ
いては、1-①の作業並びに1-②の検討に不測の日数を要したため、年度内にお
いて着手・完了ができなかった。

・候補路線の設定に当たっては、H27年度成
果をもとに設定した運行地区や道路幅員等を
勘案して設定するとともに、運行本数の設定
に当たっては、路線長から算出する1便に要す
る運行時間と1日の運行時間帯から設定し、
効果分析の結果を見定めながら、必要に応じ
てフィードバックしていく。
・車両の設定に当たっては、SP調査による利
用者数と路線の道路幅員から車両サイズを設
定する。
・事業費については、既存データ、文献等を参
考に整理するとともに、WSの中でも情報収集
を行う。
・運賃収入については、予測した利用者数と
SP調査の分析結果を踏まえ算出する。
・事業費、運賃収入をもとに公的財政負担の
試算を行い、その結果を踏まえながら事業主
体・運行事業者（行政・住民・地域関係者・交
通事業者の役割分担）、資金調達方法を整理
する。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

４　拠点停留所の検討
【事業内容】
①拠点停留所の選定
②バス停の現状と利用特性の調査・分析
③配置する機能の整理
④周辺の既存施設との連携・活用の可能性検討
【結果概要】
①ICカードデータを活用し、「利用者数が多い」、「周辺に主要な生活機能（商業、
医療等）が集積している」、「既存バス路線のクロスポイントとなる」など要件を満た
すバス停を選定した。
②「バス停の現状と利用促成の調査・分析」③「配置する機能の整理」④周辺の既
存施設との連携・活用の可能性検討」については、1-①の作業並びに1-②の検討
に不測の日数を要したため、年度内において着手・完了ができなかった。

・H27年度成果で選定した拠点停留所をもと
に、バス停の現状と利用特性の調査・分析の
ため、現地調査によりバス停及び周辺の現状
を整理するとともに、バス事業者や周辺主要
施設へのヒアリング調査等により利用特性を
把握する。
・配置機能の整理に当たっては、前述のバス
事業者や周辺主要施設へのヒアリング調査結
果等を踏まえ、必要となる機能について精査
する。
・周辺の既存施設等との連携・活用可能性の
検討に当たっては、新たな空間の確保あるい
は機能設置のほか、バス停に近接する施設
等の敷地や付属施設の活用なども視野に入
れて検討する。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。
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５　関係者の合意形成
【事業内容】
①交通事業者との合意形成
②住民との合意形成
【結果概要】
①再編方針の設定や交通結節点の候補エリアなど、計画の実現性や持続可能性
を確保するため、WSを実施した。なお、独占禁止法の規定に抵触しないよう、本
作業においては行政が個々の交通事業者と個別に協議し、同法への接触を回避
するよう配慮した。
なお、②「住民との合意形成」については、1-①の作業並びに1-②の検討に不測
の日数を要したため、年度内において着手・完了ができなかった。

・住民との合意形成に当たっては、協議会の
母体である「東広島市地域公共交通会議」で
の協議過程や取組み状況を、「公共交通だよ
り（仮称）」として整理し、東広島市ホームペー
ジへの掲載、主要施設での掲示を行う。
・「東広島市地域公共交通再編実施計画（素
案）」を市広報誌やホームページ等で公表する
とともに、以降に検討により取りまとめた最終
案に対する意見募集（パブリックコメント）を行
う。また、主に、再編対象となる路線沿線地域
を中心として、住民説明会を実施する。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

６　路線バス再編後の重点MM実施対象の検討
【結果概要】
1-①の作業並びに1-②の検討に不測の日数を要したため、年度内において着
手・完了ができなかった。

・バス路線再編と併せて重点的に実施するモ
ビリティ・マネジメントの内容（エリア、系統、手
法等）について検討する。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

７　地域公共交通再編実施計画の策定
【結果概要】
1-①の作業並びに1-②の検討に不測の日数を要したため、年度内において着
手・完了ができなかった。

・WSや協議会での審議結果を踏まえながら、
「東広島市地域公共交通再編実施計画」の成
案を取りまとめる。
・上記の検討項目については、平成28年度に
おいて継続して検討作業を行う。

８　協議会の運営支援
【結果概要】
東広島市地域公共交通会議のもとに、バス交通に特化した協議を行う協議会を
設置するとともに、WSの結果を審議し、以降の作業に反映させた。

・検討状況を協議会並びに母体である東広島
市地域公共交通会議へ上程・審議し、その意
見をバス再編計画へフィードバックする。


