
第三者評価委員会資料（中部様式）
作成の手引き

【令和２年度改訂版】

第三者評価委員会資料（中部様式）
の作成に当たっては、本手引きの
留意事項を良く読んで下さい

国土交通省中部運輸局
【監修】中部運輸局第三者評価委員会
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参考資料



【地域公共交通確保維持事業のうち陸上交通における地域内フィー
ダー系統及び離島航路、地域公共交通バリア解消促進等事業、地
域公共交通調査等事業】

 上記事業を実施する協議会は、これ以降に定める｢２．中部様式の作成についての留

意事項｣、｢３．中部様式の作成について｣をご覧頂き、中部様式を作成して下さい。

 複数事業を実施する場合（地域内フィーダー系統と地域公共交通調査等事業を実施し

ている場合等）は、事業ごとに中部様式を作成せずにまとめて作成してください。

なお、地域公共交通調査等事業のみ実施の場合は、中部様式（調査事業）を作成し

て下さい。対象が少ないことから本手引きは中部様式（調査事業）の作成方法には詳

しく触れておりませんが、中部様式の作成方法を参考として作成して下さい。

【陸上交通における地域間幹線系統】

 地域公共交通確保維持事業のうち陸上交通における地域間幹線系統を行う協議会につ

いては、「任意様式」に以下の内容を記載して下さい。

• 計画の適切性（地域公共交通計画（旧法地域公共交通網形成計画）との整合性

等）

• 広域の交通網（県単独補助路線を含む。）に対する効果

• 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会、地域公共交通確

保維持改善事業費補助金交付要綱に基づく協議会の活用状況（生活交通確保維

持改善計画の見直し等）

• 地域公共交通計画を策定した自治体の協議会については、計画に設定された目

標の達成状況

• 地域公共交通利便増進実施計画（旧法地域公共交通再編実施計画）の認定を受

けている自治体の協議会については、公共交通の利便性及び効率性の向上のバ

ランスをとりつつ、公共交通網の持続性、可能性を向上させていること

• 事業者との協調

【その他追加資料】

• 輸送量が補助下限に近い系統（１５～２０人）、収支率が低い系統（２５％以

下）については、地域間幹線分析シート（別添見本様式に準じて記載）

• 第三者評価委員会の場において「交通圏」単位の協議会をグループ化し評価・

意見交換を行うため、交通圏ごとの概要をまとめた任意様式の資料（参加対象

の交通圏に限る。）

１．補助対象事業ごとの作成資料について
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【自己評価と第三者評価の関係】

 中部様式は各協議会における取り組みや事業の効果についての自己評価を記載するも

のです。協議会におけるこれまでの取り組みや事業が、地域にもたらした影響につい

て振り返り、得られた効果について整理することで、効果的な事業実施が行えたかど

うかを確認するとともに、今後の改善につなげることを意識して下さい。

 第三者評価委員会では、各協議会の自己評価結果に対して、有識者および中部運輸局

幹部が客観的に評価を実施するとともに、今後の改善につなげてもらうためのアドバ

イスを行います。

 自己評価と第三者評価の両方を継続的に行うことによって、各協議会における取り組

みが段階的に改善していくことを目指しています。

【中部様式の体裁について】

 第三者評価委員会では、各協議会に割り当てられる時間はわずか（説明は数分程度）

です。資料は必要最低限のボリュームとして、原則として各項目につきスライド1枚

に収まるようにして下さい。

 必要であればスライド数を増やすことはかまいませんが、その場合でも以下の枚数

（いずれも表紙は枚数に含みません）に収まるようにして下さい。

• 中部様式 4枚（標準）→最大8枚まで

 原則としてフォントサイズは16ポイント以上として下さい（補足的な説明等は小さな

サイズでもかまいません）。

 文章で記載することは極力避け、箇条書きや体言止めで簡潔に説明して下さい。また、

適宜図表を活用してわかりやすくして下さい。

【発表時間を守るために】

 第三者評価委員会の場において記載内容を全て説明することは時間的に不可能です。

当日の発表において説明を行う部分はあらかじめ文字色を変えるなどし、その他の部

分は口頭による説明は行わないようにして下さい

２．中部様式の作成についての留意事項
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第三者評価委員会資料（中部様式）の作成についての留意事項

【中部様式の記載内容について】

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金を受給している協議会を対象としていますが、

第三者評価委員会では、補助金対象事業のみを議論の対象とするのではありません。

協議会の取り組み全てを対象として議論します。

 協議会の取り組み全てを対象とする理由は、国が補助金によって各自治体の取り組み

を支援することが、地域公共交通計画に基づくその他全ての事業の効果的な実施や、

地域公共交通ネットワークをよりよいものとすることに役立っているかどうかという

観点から評価を行うためです。

 このため、補助金対象路線のみについて様式に記載するのではなく、協議会で取り組

んでいる事業全体のあらましが分かるように記載した上で、その中で補助金対象路線

がどのような役割を担っているのかを記載して下さい。

 この様式は第三者評価委員会のみではなく、協議会の取り組みを広く市民に紹介する

資料として活用していただくことも想定しています。記載内容は、わかりやすく簡潔

にして下さい。

 中部様式と本省様式および地域公共交通計画との関係は下図の通りですので、作成の

参考として下さい。

地域公
共交通
計画

中部
様式

本省
様式

①地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の
活性化及び再生の推進に関する基本的な方針
②計画の区域
③計画の目標
④③の目標を達成するために行う事業・実施主体
⑤計画の達成状況の評価に関する事項
⑥計画期間
⑦その他計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項

地域公共交通計画の概要について簡潔に記した上で、「⑤計画の達成状況
の評価に関する事項」に関連することを記載するとともに、地域公共交通
計画に基づく事業のうち、特に直近の1年間に取り組んだ内容をアピール

地域公共交通計画に基づく事業のうち、国補助を受けられる要件を満たす
もののみを抜粋し、個別の状況について記載

要約

抜粋
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３．中部様式の作成について

表紙

協議会名を記載
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設置年月日を記載

確保維持計画の策定
日を記載



1.直近の二次評価の活用・対応状況

 前回の二次評価において受けたアドバイスを踏まえ、その後の施策にどう反映したかを
記載して下さい
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二次評価の結果を踏まえて改善を行ったポイントにつ
いて記載
改善が未実施の場合や、実施しない場合についてはそ
の理由について記載

今後対応する予定がある場合、その
時期や内容について記載

★作成のポイント★
二次評価の結果が有効に活用されたかどうかが分かるように記載しましょう



2.協議会が目指す地域公共交通の姿 （Plan）

 地域公共交通計画の内容を要約して記載して下さい（計画が未策定の場合には現状及
び今後予定している公共交通ネットワークの内容）

• フィーダー補助を受けている路線のみについて記載するのではなく、公共交通
ネットワーク全体（域内の鉄道・民間路線バス等を含む）も含めて、地域内の公
共交通を網羅的に記載して下さい

• 特に、鉄道や地域間幹線系統補助を受けている路線バスは、地域の基幹的な路線
であるのみならず、フィーダー補助の要件としても重要であるため、その位置づ
けなどについても記載して下さい

 協議会が地域公共交通に係る施策について、「何を」「いつまでに」「どうやって」
実施しようとしているのかを中心に記載して下さい

• 対象地域の特性や概要、取り組みの背景については可能な限り簡潔に記載して下
さい

• 具体的な記載内容としては、地域公共交通計画のうち、「基本的な方針」「目
標」「期間」などについて要約したものとなります

 地域の公共交通の状況がわかるように、主要な公共交通ネットワークの分かるような
概要図を掲載することが望ましいです

• コミュニティバスのみの路線図など、公共交通ネットワークが分からないものは
望ましくありません

• 地域間幹線系統補助を受けている路線バスやフィーダー補助を受けている路線は
図面上で色を変えたり引き出し線を入れて明示するなど、一目で分かるようにし
て下さい

対象地域の特性、概要、公共交通の取り組み背景等を
簡潔に記載して下さい

計画の基本的な方針・目標・期間等を要約して記載して下さい

公共交通
ネットワーク

概要図
補助対象路線のみや、
コミュニティバスの
みではなく、公共交
通ネットワーク全体

が分かるもの

★作成のポイント★
地域の公共交通ネットワーク、地域公共交通計画や取り組みの概要が1枚で分
かるようにしましょう。
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3.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 (Do)

 計画の目標を達成するために実施している事業について簡潔に紹介して下さい

• 必ずしも全ての事業を掲載しなくてもかまいません、主要なものや特徴的なものだ
けを掲載しても良いです

• 事業のうち、直近に実施した内容については、強調して表現するなどしてわかりや
すくして下さい

• 図表に整理したり、事業実施の状況を示す写真を活用するなどしてわかりやすくま
とめることが望ましいです。

• 事業のうち「地域間幹線系統」に関係するものについては、そのことが分かるよう
にして下さい

• 事業のうち「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」を受給しているものに
ついては、公共交通ネットワークの中での位置づけなどについても言及して下さい。
また、地域間幹線系統との接続状況（利用実態、ダイヤ設定の工夫、結節点整備の
状況等）についても記載して下さい

 協議会において評価年度において特に工夫して取り組んでいる事業や、アピールしたい
点について記載して下さい

• 評価年度において特に頑張った事業について具体的な内容、苦労した点、事業の効
果について記載することが望ましいです

• 他の自治体や協議会の取り組みの参考となる事例紹介としての性格もありますので、
取り組みの中で特に力を入れているもの、効果の大きかったものなどについて紹介
していただけるとありがたいです

 計画に位置づけられた事業のほか、地域公共交通に関して近隣市町村との連携や意見交
換を行っている場合や、交通事業者と連携して行っている利用促進施策などがあれば記
載してもかまいません

地域公共交通計画に位置づけられている事業のうち、
主なものについて記載して下さい

（必要に応じて表にまとめるなどして下さい）

これまで実施した事業のうち、特に力を入れたものや特徴的なもの、
効果が大きかったもの（アピールポイント）の概要とその実績につい
て記載して下さい（実施の様子が分かる写真や事業の概念図なども必
要に応じて挿入し、わかりやすく記載して下さい）
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★作成のポイント★
主要な事業・重要な事業の実施状況を紹介して下さい。
評価年度において特に頑張った事業（アピールポイント）について具体的な
内容、苦労した点、事業の効果について記載しましょう



4.計画の達成状況の評価指標とその結果 （Check）

 評価指標、評価基準については、地域公共交通計画を策定済みの場合は、同計画の評価
に関する事項と整合を取る必要があります。従って、計画策定済みの協議会におかれて
は、以下の点を記載して下さい

① 地域公共交通計画における評価に係る事項（同計画の概括的な評価及び当該補助事業の
評価に係る事項）

② 地域公共交通確保維持改善計画における評価に係る事項

③ ①と②の関係性（当然、②は①に包含される形となります）

例：地域公共交通計画では－バスの利用者数：〇〇人（平成27年度）から××人（平成32年
度）としているが、補助対象のＡ系統については、同計画の目標値算定の中で、■人（平
成27年度）から×人（平成29年度）になると見込んでいるため、確保維持改善計画でのＡ系
統の目標値については×人（平成29年度）とした。

④ ②の目標の直接の評価（本省様式と同内容）と、地域公共交通計画の目標の評価（補助
事業に係る部分）

 評価指標の設定根拠、数値目標の具体的な算出方法についても記載することが望ましい
です

 本項目の評価指標は、フィーダー補助の本省様式（別添1-1）の「⑤目標・効果達
成状況」と同一であることが一般的です

 個別路線の評価指標と異なる場合は、評価体系を示すなどして、評価指標が異な
る理由について明記することが望ましいです

 単に数値を示すのではなく、その数値についての考察を記載することが重要です

• 数値目標を達成したかどうかではなく、達成できた理由は何か、あるいは、達成
できなかった理由は何か、をきちんと考察し、記載して下さい

• 達成できている場合も達成できていない場合も、実績を踏まえて、今後の地域公
共交通の改善にどのようにつなげていくつもりかを記載して下さい

地域公共交通計画における評価体系や考え方、目標値の設定
根拠等についての説明を記載して下さい

評価指標、目標値、実績値等を
わかりやすく記載して下さい

（必要に応じて図表に整理するなどして下さい）
（国補助事業（フィーダー系統等）に関するものついては、

印をつけるなどして、他と区別して下さい）
（地域公共交通計画における評価と確保維持改善計画における評価

が異なる場合には、その関係性を記載して下さい）
自己評価を行った会議（公共交通会議・法定協議会）

の日時等も明記して下さい
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★作成のポイント★
地域公共交通計画における評価体系とその結果を記載しましょう。その際、
国補助事業には印をつけるなど、区別の付くようにしましょう。

自己評価結果に関する考察および
結果を受けての今後の方針を記載して下さい



Tips 良い評価方法・悪い評価方法

【悪い例】
目標値として利用者数を設定している。H29年度にお
いては、コミバスAコースの利用者数目標値30,000人
に対して、実績値は31,000人であり目標を達成した。
また、コミバスBコースの利用者数目標値20,000人に
対して、実績値は18,000人であり目標の達成には至ら
なかった。

【改善例】
目標値：年間利用者数（過去増加率を元に設定）

コース 目標値 実績値 達成状況

A 30,000人 31,000人 達成

B 20,000人 18,000人 未達成

◆目標達成状況についての考察
Aコース：沿線町内会による利用促進イベントを実施
した結果、利用者数が増加
Bコース：沿線小学校の統廃合により、通学利用の生
徒が減少
◆今後の方針
A・B両コースとも町内会と連携した利用促進を実施
Bコースについては目標値の見直し
上記自己評価について△月■日の地元協議会で検討
の上、○月×日の公共交通会議で協議した

この例が悪い理由
 文章で書いてあり、目標値・実績値・達成状況
が分かりにくい

 目標値の設定理由が不明
 いつの会議で検討したのか記載がない
 達成・未達成の理由の考察がない
 達成状況を踏まえた今後の方針がない
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評価の目的は数字を出すことではなく、その数字に至る経緯を把握し、今後
の改善につなげることです。
具体的にどのような記載をすれば良いかを以下に示します。

改
善

目標値・達成状況を一覧表
に整理

目標値の設定理由を明記

達成・未達成の理由を考察
して記載

達成・未達成の理由を踏ま
えた方針を記載

検討の経緯を記載

改善のポイント



5.自己評価から得られた課題と対応方針 （Act）

 1年ないし、これまでの取り組みの中で明らかになってきた課題を整理した上で、今後、
どのように対応していくかということについて、具体的に記載して下さい

• 昨年度の実態を踏まえて、今年度に実施中もしくは実施予定の事業があれば、そ
の内容やスケジュールも含めて記載して下さい

 特に４．の評価の中で、地域公共交通計画策定時と比較して、進捗状況が芳しくない自
治体におかれては、同計画の目標達成に向けて必要となる取組について記載して下さい

自己評価結果およびその考察から明らかとなった課題や
今後も引き続き取り組みを進めていく内容について、

スケジュールも含めて記載して下さい

確保維持改善計画の目標のみならず、
地域公共交通計画の目標を達成するために必要な取組についても

記載して下さい
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★作成のポイント★
前ページ（Check）の結果を踏まえ、今後の改善に向けた方針を記載しましょ
う。


