
別添２

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標
・効果
達成
状況

⑥事業の今後の改善点 評価結果

三次町循環　 　4.6㎞
南畑敷町循環　10.2㎞

市主催のイベントで時刻表等を掲載し，利用を呼
び掛けた。

A B
停留所周辺の施設とタイアップして利用を促す等，さらなる
利便性の向上を図る。

赤名線　１日　４往復
　（車両減価償却費等国庫補助金）

関係自治体や運行事業者と協議を行い，三江線
代替交通との接続を考慮したダイヤに変更した。

A B
関係自治体や運行事業者と協議を行い，接続路線との乗
り継ぎを考慮しながら，ダイヤ改正の検討を行う。

下高野線①　１日　３往復
下高野線②　１日　１往復

関係自治体や運行事業者と協議を行い，利用実
態に応じて路線の再編を行った（H30.10.1から系
統及び時刻を変更）。

A A
再編後の利用状況を観察するとともに，沿線地域の住民
（地域内交通検討会）の意見も聞きながら，利便性向上と
利用促進を図る。

作木線①　　 1日　３往復
作木線②　　 1日　２往復

H30年度新規 A A
利用状況を観察するとともに，沿線自治体や運行事業者と
連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等により利便性向
上を図る。

有限会社君田交通 1日　5往復 H30年度新規 A B
利用状況を観察するとともに，作木町内生活交通検討会
や運行事業者と連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等
により利便性向上を図る。

作木町上地区　週２回

作木町中地区　週２回

作木町下地区　週２回

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

平成31年2月25日

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

中国運輸局

・平成30年4月より運行が開始された三江線代替
交通の作木線については、一定数の利用者にご
利用頂いているが、引き続き利用者増加に向
け、ダイヤ調整等を行うことで利便性確保に努め
て頂きたいと思います。

・赤名線については三江線代替交通と接続して
いる路線であり、運行開始にあたって事前にダイ
ヤ調整を行うなど、利用者に対する配慮を行って
いる点については評価します。

三次市地域公共
交通会議

特定非営利活動法人
元気むらさくぎ

作木町内を運行している市民バスとの棲み分け
などについて，運行主体と協議を行った。

備北交通株式会社

A A
他の交通手段への乗換等，作木町内生活交通検討会や
運行事業者と連携しつつ，利便性の向上及び利用促進を
図る。
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協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

玖島・友和線 A B

所山線 A B

浅原線 A B

飯山・中道線 A B

吉和線

・高齢者の介護予防事業や小学生のプール利用
時にデマンドを活用してもらうことで、昨年度から
継続して利用者数が増加している。

・ 予約受付の一部を担う吉和支所や運行事業者
と、利用促進策や運行内容の改善について検討
した。

A A

・ 引き続き地域内の行事や福祉事業及び観光施設等と連
携し、運行事業者との協働のもと、利用の促進を図る。

・ 今後人口も減少傾向にあることから、地域のＮＰＯ法人
による運行等を視野に入れるなど、運行体制を含めた見
直しを検討する。

府中市役所～道の駅びんご府中～府
中市民病院～府中市役所

・循環バスの新規路線をまちなかの交通不便地
域へ乗り入れることにより、公共施設・医療施設・
商業施設への利便性向上を図った。
・道の駅を交通結節点した他路線への接続もス
ムーズに行われ、利用者利便向上が図られ目標
に達した。計画に掲げた毎年500人増を目票に
利用促進を図る。
・日頃公共交通機関にふれる機会の少ない小学
生、幼稚園児等に利用促進としてバスの乗り方
教室を実施した。

A A
年間利用者数は19,529人で、目標の19,000人に達した。
効果として掲げた道の駅を交通結節点した他路線への接
続もスムーズに行われ、利用者利便向上が図られた。

府中市役所～見晴団地～府中高校～
道の駅びんご府中～府中市役所

H30年度新規 A B

H29.10～H30.3の実証実験を経てH30.4～本格運行を開始
し、利用者数は4,390人で、目標の5,750人には達しなかっ
た。
しかし、通院・買物・公共施設等高齢者を中心とした交通
弱者の日常の移動手段を確保することができた。

府中市地域公共
交通活性化協議
会

株式会社中国バス

・道の駅を交通結節点に位置づけ、交通ネット
ワークを再構築し、目標を達成したことは評価で
きます。

・今後も、モビリティマネジメントの実施や地域と
連携して利用促進等に取り組むことで更なる利
用者の増加につなげ、より持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを大いに期待します。

廿日市市公共交
通協議会

・利用状況の検証やイベント時の周知活動等の
地域と連携した利用促進に取り組んでおり、これ
らの取り組みによる効果が発現することを期待し
ます。

・再編実施計画の認定を受け、交通再編に取り
組んでいることから、本取り組みとともに、利用者
のニーズに合わせた利用促進に取り組むことで、
利用者の増加、運行の効率化につなげ、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネットワークが
構築されることを期待します。

・ 一定の稼働率を維持しているものの、年度ごとに利用者
数のばらつきが見られるため、利用状況を引き続き分析
し、利用促進の方法についても併せて検討する。
・ 今後も対面でのＰＲの機会を増やすとともに、分かりや
すいチラシや説明用動画を用いるなど、工夫しながら周知
を図る。

佐伯交通有限会社
・最近の利用状況を検証し、目標値の見直しを
行った。玖島・友和線については沿線人口数を
考慮して目標値を5％増に設定した。
・効率的な利用促進策については、十分に検討
することができていない。

有限会社津田交通
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協議会における事業評価結果

備考

有限会社高宮中央交通 高宮甲田区域

織田産業株式会社 美土里区域・吉田八千代区域

有限会社吉田タクシー 吉田八千代区域

沖田　正 美土里区域・吉田八千代区域

有限会社甲立タクシー 甲田向原区域

岩本　薫 甲田向原区域

升岡　秀治 甲田向原区域

①徳納（保）宅横～小林鍼灸院

②下谷橋～中山歯科

③山崎倉庫跡～中山歯科

④和木ストアー～中山歯科

⑤村上店～中山歯科

三原市地域公共
交通活性化協議
会

地元のニーズに応じた対応を速やかに新たな施
策として講じている部分については評価出来る。
引き続き住民の皆様からの声を聞いていただき
ながら要望の実現に向けご尽力頂きたいと思い
ます。

・利用実態や要望に対応した運行内容の見直し
や周知活動等に取り組んでおり、これらの取り組
みによる効果が発現することを期待します。
・今後もニーズに対応した運行内容への見直し
や利用リーフレットの配布等の利用促進に取り組
むことで利用者の増加につなげ、目標の達成、そ
れによる持続可能な交通ネットワークが構築され
ることを期待します。

B

・利用者数も増加していることから現在の運行を継続する
とともに，今後も町内会長連合会，タクシー事業者，市が
協働して普及・利用促進を継続して取組む。
・必要に応じてサービス内容の改善を行い，より効果的な
運行を図る。

A B

地元ゆめタウンと協力をしながら利用促進策を講
じるなど、新たな取り組みにより利用者増加を目
指している点については評価できるため、引き続
き積極的な利用促進策を官民一体となって進め
ていただきたいと思います。

・商業施設と連携し、乗車補助券を配布する取り
組みを実施することで利用促進を図った。

・今後も引き続きアンケート調査を行い、利用者のニーズ
を把握し、地域の実情に適した運行を検討する。
・高齢者大学や健康フェスタ等の各種イベントでお太助ワ
ゴンの利用方法等を伝えることで登録者数増と利用促進
を図る。

安芸高田市公共
交通協議会

改訂した利用リーフレットを地域の全世帯へ配布
するなど，利用促進に取り組んだ。

地域からの要望に応じ，高齢者の移動負担を軽
減するよう，経路の一部変更及び停留所の新設
を実施した。

・引き続き，利用実態等から評価・検証を行うとともに，利
用者のニーズ把握に努め，必要に応じ運行内容の見直し
を行うなど活性化を図る。
・特に利用が低い系統について運行内容の見直しを検討
する。
・地域から運行内容に対して要望があれば，要望内容の
実施について検討する。

A A

①船木路線
②北方路線
③南方路線

三原市

双葉運輸株式会社
株式会社エフ・ジー
おかの交通株式会社

A
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備考

江田島北部線（江田島町）
大須～切串～小用

A

江田島北部線（朝夕便）
（江田島町）
大須～切串～小用

A

城山　賢二
沖美北部線（沖美町・能美町）
美能～高田～中町

・航路との接続を改善できるようなダイヤを検討
し，H30.10.1からダイヤ改正を実施した。

A

有限会社能美タクシー
沖美南部線（沖美町・能美町・大柿町）
～H29.3.31：三吉～是長～中町～大君
H29.4.1～：三吉～是長～中町

・航路との接続を改善できるようなダイヤを検討
し，H30.10.1からダイヤ改正を実施した。

A

黄金山町24番前～宮の脇集会所前・池
田整形外科前・東本浦（もみじ銀行前）
～黄金山町24番前（7.7㎞）

黄金山町24番前～マルショク前・大学
病院南～黄金山町24番前（8.1㎞）

フレスタ口田南店前～コープ高陽・矢口
駅～フレスタ口田南店前（8.8㎞）

フレスタ口田南店前～コープ高陽・矢口
駅～上矢口上（10.0㎞）

上平原～ＪＲ安芸中野駅前～安芸市民
病院(往路8.9km,復路9.0km)

ひまわり・ダイキ前～ＪＲ安芸中野駅前
～安芸市民病院(往路11.1km,復路
11.1km)

下城ハイツ上～伊藤内科～下城ハイツ
上（6.9km）

下城ハイツ上～Aシティ中央～下城ハ
イツ上（13.5km）

アルゾ前～DCMダイキ・河戸帆待川駅
前～アルゾ前(8.1km)

アルゾ前～DCMダイキ・河戸帆待川駅
前～アルゾ前(12.0km)

全ての運行につき、行政・運行事業者・地元住民
が、お互いの役割分担を認識しながらそれぞれ
独自の取組を行っており、利用者数を増やしてい
るため、今後も、ニーズに対応した運行内容への
見直しや地域と連携して周知活動等の利用促進
に取り組むことで、利用者の増加につなげ、目標
の達成、それによる持続可能な交通ネットワーク
が構築されることを期待します。

有限会社カープタクシー

有限会社やぐちタクシー

　新規利用者の獲得、利用者の利便性向上のた
め、運行ルートの抜本的な見直し、ダイヤ改正を
行った。

新規利用者の獲得、利用促進のため、イベント
実施について検討した。

A B

株式会社江田島タクシー

B

引き続き、計画に基づいた適切な運行を継続するととも
に、周知活動を行うなど、利用促進に努める。

A

江田島市公共交
通協議会

・江田島北部線，江田島北部朝夕便：稼働率が目標を下
回る便を中心として，市民の移動ニーズに対応したダイヤ
改正を検討する。
・沖美北部線，沖美南部線：運行地域住民に対し，利用促
進のためのＰＲを実施し，利用者の更なる増加を目指す。
・フィーダー系統を利用したことがない人，特に利用の仕方
が分からない人に，広報誌などを活用して，その仕組みや
利用方法を分かりやすく説明し，利用者の増加につなげ
る。
・出前講座の取組を行い，宣伝・広報活動も兼ねて積極的
に住民の声を取り入れ，より使いやすく，便利なものに改
善する。

主に新規利用者の獲得を目指した利用促進を継続すると
ともに、ルート・ダイヤの改正など、運行計画の抜本的な見
直しを実施する。

地域の移動手段として定着するよう、計画に基づ
いた適切な運行を実施した。

・運行区域に時刻表の配布を行った。また，港へ
のチラシ設置と掲示を行った。

引き続き、地域の足として定着するよう、計画に基づいた
適切な運行を継続するとともに、周知活動を行うなど、利
用促進に努める。

A B

１５周年記念イベントなどマスコミを活用した周知を行い、
利用促進に努める。

A
引き続き、計画に基づいた適切な運行を継続するととも
に、周知活動を行うなど、利用促進に努める。

・ニーズに対応した運行内容の見直し、時刻表の
配布やバリアフリーに対応した新車両の導入に
取り組んでおり、これらの取り組みによる効果が
発現することを期待します。
・一方で利用が伸びている地域もあることから、
今後もニーズに対応した運行内容への見直しや
周知活動等の利用促進に取り組むことで利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによる持続
可能な交通ネットワークが構築されることを期待
します。

広島市陸上交通
地域協議会

株式会社フォーブル

有限会社カオル交通

H30年度新規

H30年度新規

A B

有限会社中野タクシー A B

③-4



別添２評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標
・効果
達成
状況

⑥事業の今後の改善点 評価結果

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

①渋・長貫～ショージ線～黒瀬支所線

②渋・長貫～黒瀬支所線

③八畝ヶ畑～黒瀬支所線

④洋国団地～黒瀬支所線

⑤楢原～黒瀬支所線

⑥上条～黒瀬支所線

市街地循環線の運行（2系統）
①内回り
②外回り

H30年度新規 A B
路線沿線の協力店舗と連携した利用促進を実施し、系統
の維持確保ができるよう、利用者の定着を図っていく。

芸陽バス株式会社
市街地循環線の運行（2系統）
①内回り
②外回り

H30年度新規 A B
路線沿線の協力店舗と連携した利用促進を実施し、系統
の維持確保ができるよう、利用者の定着を図っていく。

下高野線①　１日　３往復

下高野線②　１日　１往復

坂町地域公共交
通会議

坂町
坂・北新地線
（車両減価償却費補助　１台）

　「今後も、ニーズに対応した運行内容への見直
しや周知活動等の利用促進に取り組むことで、
利用者の増加につなげ、持続可能な交通ネット
ワークが構築されることを期待する」とされた点
については、ダイヤ改正と運行日増加といった運
行内容の見直しを行った。今後はさらに利用促
進に取り組み、利用者の増加につなげたい。

Ａ Ａ

平成29年度に実施したアンケート調査をもとに改善策を講
じ、平成30年4月から見直した運行形態にて運行実施して
いる。今後は、現在の運行形態における利状況に注視し、
地域内フィーダー系統確保維持計画及び次期公共交通網
形成計画策定に反映させる。
　また、人口減少に伴う利用者の減少も考えられ、坂町循
環バスが移動手段の選択肢になっていない人も多く存在
していることから、坂町循環バスの情報提供を町内外に発
信するとともに、公共交通に関する住民の認知と意識の向
上を図る。

今年度より地元の要望に応じ、週3便を5便に増
便し、平日毎日運行となったが、計画よりも利用
者数が多く住民からも好評を得ている点について
は評価できます。

引き続き、地元の要望を踏まえながらより利便性
が高い移動手段となるようご尽力いただくことを
期待します。

庄原市地域公共
交通会議

バスを利用することで地元商店街の各店舗で割
引きを受けられるなど、独自の取組を展開し、利
用者の定着を図っている点については評価出来
る。引き続き協賛店舗の増加等を目指すなど、
新たな取り組みを講じていただくことを期待しま
す。

・利用者を確保するため、引き続き周知・利用促進へつな
がる取り組みを実施する必要がある。
・今後も継続して調査を行い、実態を分析する必要があ
る。
・地元運行協議会で利用状況の分析を行い、利用促進の
取り組みを進めるとともに、地域のニーズに応じたルート、
ダイヤ、停留所の位置の改善を検討する。

新たにフリー乗降区間を設けるなど、利用者ニー
ズに対応した変更を行うなど、前回の評価の反
映を行っている点については評価出来る。
引き続き、利用状況の分析等を行いながら地域
のニーズに即した取組を実施していただくことを
期待します。

平成30年10月より、下高野線②を廃止するなど
利用状況に応じて新たな施策を講じてきた点に
ついては評価出来る。残りの1系統につき、沿線
地域の住民の意見も聞きながら、利便性の向上
と利用促進を図ることを期待します。

備北交通株式会社
関係自治体や運行事業者と協議を行い、利用実
態に応じて路線の再編を行った。（H30.10.1から
系統及び時刻を変更）

A A
再編後の利用状況を観察するとともに、沿線地域の住民
の意見も聞きながら、利便性の向上と利用促進を図る。

中国ジェイアールバス株式会
社

東広島市地域公
共交通会議

自己評価において、「引き続き利用促進に取り組
み利用者増に努める必要がある」とした点につい
ては、地域行事における車両の展示・ＰＲの実施
し、利用促進に努めている。

二次評価において、「今後も、利用状況の把握・
分析により、ニーズに対応した運行内容の見直
しや利用促進に取り組むことで、利用者の増加
につなげ、目標の達成、それによる持続可能な
交通ネットワークが構築されることを期待する。」
とされた点については、平成30年6月に利用者
ニーズに対応したバス停の移設、フリー降車区
間の追加を実施した。

BＡ
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備考

①米里線（越路～市立病院）

②米里線（越路～桜谷口）

③浜村青谷線（浜村～青谷）

日ノ丸ハイヤー株式会社 雨滝・上地線 B

・雨滝上地線
　利用者数は目標値に届かなかったが、目的地付近への
運行が可能なため、区域運行への評判は良い。座談会・
意見交換会などを通して、減少の原因や利用者のニー
ズ、利用実態を把握するとともに、改善・広報等の利用促
進に取り組む。

必要に応じて、ＰＤＣＡサイクルに基づく、住民要望を踏ま
えたダイヤ改正やルート改善等のサービスの見直しを行
い、利用者の利便性向上を図る。

小学生の通学にあわせた便数設定を新たに行う
など、今年度については新たな改善策を講じてき
た点は評価出来る。

引き続き地元と協議を進めながら効果的な利用
促進策を検討いただくことを期待します。

隠岐の島町地域
公共交通会議

隠岐の島町
五箇循環線
五箇支所～五箇支所（循環線）

車両を小型化し、利用者の要望を踏まえ小型車
両の特性を生かした路線の見直しを図り平成29
年10月から運行を開始した。また利用促進とし
て、運行する五箇地区区長会での説明、地区内
でのチラシの配布などを行った。

A B

車両の小型化による、特性を生かした路線の見直しやチラ
シの配布など利便性向上対策を実施してきたが、利用者
数は1,425人となり、平成27年度から増加傾向にあった路
線が3年ぶりに前年を下回っており、また数値目標であっ
た、「利用者数月150人以上」も月平均118.75人で下回っ
た。

・利用者は増加傾向にあるものの1便あたりの利
用者が少ないことから、利用実態の把握・分析を
行い、効果的な改善策に取り組むことで、利用者
の増加につなげ、それによる持続可能な交通
ネットワークが構築されることを期待します。

・米里線
　実績が目標値を下回っており、利用者も減少傾向にあ
る。座談会・意見交換会などを通して、減少の原因や利用
者のニーズ、利用実態を把握するとともに、改善・広報等
の利用促進に取り組む。

・浜村青谷線
　実績が目標値を下回っており、利用者も減少傾向にあ
る。座談会・意見交換会などを通して、減少の原因や利用
者のニーズ、利用実態を把握するとともに、改善・広報等
の利用促進に取り組む。

いずれの地域も少子高齢化に伴い、人口減少が
進み、バスの利用者が減っているが、それ以外
の要因の有無等もしっかりと把握をしていただ
き、効果的な措置を講じる努力を引き続きおこ
なっていただくよう期待します。

鳥取市生活交通
会議

（H29二次評価結果）
　ニーズに対応した運行内容の見直しや周知活
動等の利用促進に取り組むことで、利用者の増
加につなげ、目標の達成、それによる持続可能
な交通ネットワークが構築されることを期待す
る。

（反映状況）
・事業者、各支所の交通担当者、地区公民館長
等との意見交換会を通じた、利用状況・ニーズ等
の把握
・JRとの接続に係るダイヤ改正を実施し、時刻表
を配布
・バス停の時刻表の張り替え、時刻表・運賃・運
行ルート等を市HPに掲載
・テレビ・ラジオ・市報での公共交通のより一層の
利用促進

日本交通株式会社 B

A
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備考

松川波積線
①川平駅～久坪～上津井～波積診療
所
②上津井～久坪～川平駅（平成30年3
月まで）

サービス水準の見直しの一環で、運転手に気づ
いた点等、利用者の状況を確認した。また、三江
線の沿線を中心に説明会を行い、公共交通に対
する意識を高めた。

A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの成果が見ら
れなかったため、住民との連携に一層努めていく。

・利用者への啓蒙活動、利用実態の把握に取り
組んでおり、今後の検討により、効果的な取り組
みにつながることを期待します。

有福千田線
有福本明～堂庭～千田～跡市バス停

サービス水準の見直しの一環で、運転手に利用
者の状況を確認し、地元協議も行った。

C C
この路線による需要は極めて少なくなったことを踏まえ、地
元との協議を進め、近隣の路線とあわせて見直していく。

2年連続で利用者が0人となっており、当該系統
のあり方について今一度ご検討をいただくようお
願いします。

川平線
後谷～奥谷～川平駅口

サービス水準の見直しの一環で、運転手に気づ
いた点等、利用者の状況を確認した。また、三江
線の沿線を中心に説明会を行い、公共交通に対
する意識を高めた。

A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの成果が見ら
れなかったため、住民との連携に一層努めていく。

・利用者への啓蒙活動、利用実態の把握に取り
組んでおり、今後の検討により、効果的な取り組
みにつながることを期待します。

鹿賀線
鹿賀団地～川越～桜江総合センター
（平成30年４月～）

H30年度新規 A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの成果が見ら
れなかったため、住民との連携に一層努めていく。

江津川平線
川平～千金～ゆめタウン江津前
（平成30年４月～）

H30年度新規 A A
乗り込み調査で出た意見などを反映し、住民と連携しなが
ら、目標数の維持に努める。

田津線
岡田谷～大貫橋～桜江総合センター
（平成30年４月～）

H30年度新規 A B
集落の人口減少の影響もあり、目標どおりの成果が見ら
れなかったため、住民との連携に一層努めていく。

吉田ルート
（吉田～菅谷）

・自治会長会等の地域組織と連携し、周知による
利用促進を図り、合わせて利用者ニーズの把握
による運行内容の改善に努めた。

A A
 ・地域組織と連携し、運行内容改善に努め、利用促進を
図る。

田井ルート
（吉田～川手）

・自治会長会等の地域組織と連携し、周知による
利用促進を図り、合わせて利用者ニーズの把握
による運行内容の改善に努めた。

A A
 ・地域組織と連携し、運行内容改善に努め、利用促進を
図る。

飯南町
赤名吉田線
（１日４往復）

利便性を図るため新たなダイヤ改正に向けて計
画策定を行う。

A B
利用者数の増加、利便性を図るため、ニーズの掘り起こし
及びダイヤ改正等を検討する。

備北交通株式会社
赤名線
（１日４往復）

関係自治体や運行事業者と協議を行い，三江線
代替交通との接続を考慮したダイヤに変更した。

A B
引き続き，ニーズの掘り起こしを行う。また，関係自治体や
運行事業者と協議を行い，接続路線との乗り継ぎを考慮し
ながら，ダイヤ改正の検討を行う。

飯南町地域公共
交通会議

江津市地域公共
交通会議

江津市

・ニーズに対応した運行内容への見直し、時刻表
の全戸配布や周知活動等に取り組み、目標を達
成したことは評価できます。今後も、運行改善や
周知活動等の利用促進に取り組むことで更なる
利用者の増加につなげ、より持続可能な交通
ネットワークが構築されることを大いに期待しま
す。

雲南市
雲南市地域公共
交通協議会

・赤名線については三江線代替交通と接続して
いる路線であり、運行開始にあたって事前にダイ
ヤ調整を行うなど、利用者に対する配慮を行って
いる点については評価できます。

三江線代替交通として平成30年4月よりスタート
したが、田津線および鹿賀線については利用状
況が芳しくないため、定時定路線を見直し、デマ
ンド運行に移行するなど次年度の再編実施計画
の変更に向け、今一度地域で検討をしっかりとし
ていただくようお願いします。
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備考

作木線①　　往４１．０ｋｍ
　　　　　　    復４１．２ｋｍ

H30年度新規 A A
町内のイベントと連携し、観光利用を促す。モビリティマ
ネージメントを実施する。

作木線②　　往４８．１ｋｍ
　　　　　　    復４８．３ｋｍ

H30年度新規 A A
町内のイベントと連携し、観光利用を促す。モビリティマ
ネージメントを実施する。

宇都井口羽線　１７．３ｋｍ H30年度新規 B C
町内のイベントと連携し、観光利用を促す。モビリティマ
ネージメントを実施する。合わせて、利用促進のため、ダイ
ヤの改正を行う。

引城区域運行 H30年度新規 C C
町内のイベントと連携し、観光利用を促す。モビリティマ
ネージメントを実施する。

江平上ヶ畑区域運行 H30年度新規 C C
町内のイベントと連携し、観光利用を促す。モビリティマ
ネージメントを実施する。

系統名：系統２　川本美郷線
（上野～石見川本）
　平日　１往復
　土日祝日　３往復

H30年度新規 A A
利用状況を観察するとともに，沿線自治体や運行事業者と
連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等により利便性向
上を図る。

系統名：系統６　川本美郷線
（石見川本～浜原駅前）
平日　５往復

H30年度新規 A A
利用状況を観察するとともに，沿線自治体や運行事業者と
連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等により利便性向
上を図る。

・平成30年4月より運行が開始された三江線代替
交通の作木線については、一定数の利用者にご
利用頂いているが、引き続き利用者増加に向
け、ダイヤ調整等を行うことで利便性確保に努め
て頂きたいと思います。

平成30年4月1日より、三江線代替交通として運
行開始された系統であり、運行開催直後から、学
生を中心に数多くの利用者にご利用頂いている
点については代替交通としての機能が果たされ
ていると考えます。

今後は、学生以外の利用者をどう増やしていくか
という観点から改善点でも掲げている各種取組
について進めて頂き、利用者増加につなげていく
ことを期待します。

邑南町地域公共
交通会議

備北交通株式会社

邑南町

川本町地域公共
交通会議

大和観光株式会社

三江線代替交通として平成30年4月より運行がス
タートしたが、利用者数が極めて少ないため、次
年度に行う再編実施計画の見直しの中で、当該
系統の必要性についてしっかりと議論をしていた
だくようお願いします。
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備考

備北交通株式会社
系統名：系統9　作木線
（道の駅ＧＲ大和～三次中央病院）
1日2往復

H30年度新規 A A
利用状況を観察するとともに，沿線自治体や運行事業者と
連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等により利便性向
上を図る。

・平成30年4月より運行が開始された三江線代替
交通の作木線については、一定数の利用者にご
利用頂いているが、引き続き利用者増加に向
け、ダイヤ調整等を行うことで利便性確保に努め
て頂きたいと思います。

大和観光株式会社

系統名：系統2　川本美郷線
（上野～石見川本）
　平日　１往復
　土日祝日　３往復

H30年度新規 A B
今後の通学利用を見込み、中学生を対象としたモビリティ
マネジメントを実施する。また休日の利用促進を観光利用
の拡大をメインに検討していく。

大和観光株式会社
系統名：系統3　川本美郷線
（上野～ゴールデンユートピアおおち）
平日　7.5往復

H30年度新規 A B
更なる利用促進に向けて、老人会、自治会を対象としたバ
スの乗り方教室を開催する。また、現行のダイヤについて
検討を行う。

大和観光株式会社
系統名：系統6　川本美郷線
（石見川本～浜原駅前）
平日　5往復

H30年度新規 A A
利用状況を観察するとともに，沿線自治体や運行事業者と
連携しながら，必要に応じてダイヤ調整等により利便性向
上を図る。

駅ゝタクシー有限会社
系統名：系統8　明塚線
（明塚地域　区域運行）
1日2往復（予約時のみ運行）

H30年度新規 A B
現在の利用者、未利用者にたいして更なる利用促進の啓
発と、乗り合わせを積極的に進めていきたい。

利用対象者が１名ということで、次年度に行う再
編実施計画の変更の際に、当該運行のあり方に
ついてしっかりと議論をして頂くことを期待しま
す。

平成30年4月1日より、三江線代替交通として運
行開始された系統であり、運行開催直後から、学
生を中心に数多くの利用者にご利用頂いている
点については代替交通としての機能が果たされ
ていると考えます。

今後は、学生以外の利用者をどう増やしていくか
という観点から改善点でも掲げている各種取組
について進めて頂き、利用者増加につなげていく
ことを期待します。

美郷町地域公共
交通会議
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（１）津山西循環線
　（津山～マルナカ院庄店～津山）

A B
H30.11月から鏡野町と共同で市域をまたぐ路線として延伸
し、その効果検証を開始しており、この結果を反映させより
利用者増加を目指す。

（２）マルナカ西循環線
　（マルナカ院庄店～津山～マルナカ院
庄店）

A B
（１）の運行の結果を反映させるとともに、さらに利用周知
を図り利用者増加を目指す。

（３）小循環線
　（津山～志戸部～津山）

A C
観光路線としての経路や運行時間などの見直しを検討し
ていく。

（４）加茂支所線
　（イオン津山店前～めぐみ荘）

A C

（５）勝北支所線
　（イオン津山店前～新野桜橋）

A C

（６）（奥津川）勝北支所線
　（イオン津山店前～奥津川）

A B

（７）津山東循環線
　（津山～イオン津山店前～津山）

A B
利用周知活動を進めるとともに、H31.3にイオン津山店～
津山中央病院間の道路開通に合わせ、利便性の高い運
行ルートや時刻設定を検討し、利用者維持を目指す。

特定非営利活動法人エコビ
レッジあば

（８）阿波区域

○NPOより、地域だよりを配布し利用促進・啓発
している。
○NPOより、阿波地域内でのイベントなどへのお
出かけ時に、阿波区域運行を利用するよう阿波
の地域団体などに働きかけをしている。

A A

運転手の高齢化・運転手確保に関して、根本的な解決に
いたっていない。また、サービスに対する運転手対価につ
いても、低すぎるといった意見もある。
引き続き、他の同様運行の事例を参考にしたり、視察を行
い運転手確保の方策を研究・検討していく。

津山市地域公共
交通会議

中鉄北部バス株式会社

○循環線ごとに、接続する幹線路線やその他枝
線についても、乗降調査をH29.7月、H30.4月に実
施。加えて、津山西循環線については、乗りこみ
による利用者実態調査をH30.10月に実施した。
　これに基づき乗り継ぎの状況や、利用者ニーズ
の把握を行い、津山西循環線については、隣接
する鏡野町と共同で市域をまたぐ路線として延伸
し、その効果検証を始めた（H30.11月～）。
○すでに設置済みの「バス電光掲示板」をさら
に、「市役所」「アルネ津山店」に、簡易版のバス
到着案内を「吹屋町バス停」に設置し、利便性の
向上に努めた。
○H30.5月に、中鉄北部バス10周年記念として、
小循環線、東循環線車内等で公共交通の利用
啓発活動を実施。
○H30.7月から８月に、ごんごバスの一日フリー
乗車券を販売し、利用者確保に努めた。
○H30.11月に商店街内で公共交通啓発活動を
実施。
○「網形成計画」中に記載の「2種免許取得支援
事業」を、H30年度より、「津山圏域定住自立圏」
の枠組みで実施。（H30.11月時点で9名の申請
有）これによる効果を路線維持確保につなげて
いく。

・乗降調査等によりニーズを把握し、鏡野町との
共同運行による延伸路線の検証を始めるなどの
取り組みは評価できます。
・さらにバスロケの設置、フリー乗車券の販売な
ど利便性の向上・利用者確保のための取り組み
により、効果が発現することを大いに期待しま
す。
・阿波区域については、周知活動等の利用促進
の取り組みにより、目標が達成できています。
・今後、ニーズに対応した運行内容の見直しやバ
スロケ表示機の設置等の利便性向上に取り組む
ことで、利用者の増加につなげ、目標の達成、そ
れによる持続可能な交通ネットワークが構築され
ることを期待します。

今後、利用周知活動を進めるとともに、利用・移動動態を
調査する。また、H31.3月にイオン津山店～津山中央病院
間の道路開通に合わせ、利便性の高い運行ルートや時刻

設定を検討する。
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備考

新見市地域公共
交通会議

備北バス株式会社 上市横見～石蟹

利用者のニーズに合うよう、運行形態、ダイヤの
見直しを随時行った。
また、新たな利用者の掘り起こしを行うため、新
見市の広報誌等で利用促進を図った。
　さらに、全世帯に時刻表配布も行った。

A A

今後も引き続き啓発活動や乗降調査等を行いながら、潜
在的な利用者の掘り起こしを行う。
また、より一層の利用者の確保を行うため、利用者ニーズ
を活かした運行形態、ダイヤの見直しを行うことによって、
持続可能な運行を実施する。

・利用者ニーズに合わせて運行内容を見直すと
ともに、全世帯へ時刻表の配布を行い、目標を達
成したことは評価できます。
・潜在的な利用者は確保できているので、今後も
乗降調査等の実施により、ニーズに対応した運
行内容への見直しや利用促進に取り組むこと
で、新たな利用者の獲得につなげることを期待し
ます。

双葉タクシー株式会社 ③山田・東児エリア

生活路線維持・確保の観点から、次年度運賃改
定に向けた運賃見直しの検討を行った。
新規利用者獲得に向けた利用促進を積極的に
実施し、通学に不便を感じている地域の高校生
の利用が大幅に伸びた。

下電観光バス株式会社 ④田井・中央（宇野・築港）・玉エリア

生活路線維持・確保の観点から、次年度運賃改
定に向けた運賃見直しの検討を行った。
地区要望等を踏まえ、エリア内乗り場の移設を
検討し、エリアに接続する離島航路と乗合タク
シーの連携（フィーダー）強化を行った。

真庭市地域公共
交通会議

真庭市

■フィーダー系統
1)平成30年４月以前
　①蒜山～久世（1日：13便）
　②新庄～久世（1日：８便）
　③北房～久世（1日：12便）
2)平成30年４月以降
　①蒜山～久世（1日：12便）
　②新庄～久世（1日：８便）
　③北房～久世（1日：12便）
■減価償却費補助
1)平成30年８月まで
　対象車両：３台
　使用ルート：蒜山久世　２台
　　　　　　　　 北房久世　１台
2)平成30年９月から
　対象車両：４台
　使用ルート：蒜山久世　３台
　　　　　　　　 北房久世　１台

市内各高校の通学時間、鉄路及び民間路線バ
スとの乗継ぎに合わせて、運行時間の調整と利
用者に分かりやすい運行計画の策定を行った。

平成30年４月より、利用者の要望により、
①蒜山久世、新庄久世ルートの最終便の「夏時
間」・「冬時間」を統一。
②蒜山久世ルートの最終便を「中国勝山駅」から
「真庭市役所」まで延伸。
③北房久世ルートは、運行路線上の国道313号
線制限速度の変更により、運行時間の短縮。

A A

市内高校生の登下校対応を基本に、JR姫新線と民間路線
バスとの接続及び運転免許証を保有しない市民や高齢者
の通院等、日常生活利用にも配慮した効率的で利便性の
高い、地域公共交通網形成の維持・確保を今後も検討し
ていく。

・利用者ニーズに合わせて運行内容を見直し、今
年度は運行時間の統一・ルートの延伸など利用
者の要望に沿った改良を行ったことは評価すべ
き点である。
・利用者人数はわずかながら減少したが、豪雨
災害や猛暑の影響も受けつつも目標を達成した
ことから、今後も利便性の向上・運行の効率化を
図ることで、公共交通利用促進につなげることを
期待します。

玉野市地域公共
交通会議

旭自動車株式会社
①玉原・和田・日比エリア
②荘内・八浜エリア

生活路線維持・確保の観点から、次年度運賃改
定に向けた運賃見直しの検討を行った。
エリア内の一部商店と連携し、運賃割引サービ
スを実施するなど、継続的に利用促進の取組を
行った。

A A

・シータクの予約データや準天頂衛星の測位データにより
利用者の移動実績を分析し、シーバス・シータクがより効
率的な運行ができるよう各運行エリアの範囲の見直しを検
討する。
・コールセンターにおけるシータク予約による受電件数は
増加傾向であり、またシータクが利用者に一定程度浸透し
たことによる要望の多様化などにより、オペレーターによる
利用者１人あたりの対応時間が長くなる傾向があることか
ら、コールセンターオペレーターの業務が多岐にわたり、
人員不足等が問題になっているため、効率的なコールセン
ター運営の在り方を検討する。
・交通体系の再編から6年が経過し、公共交通手段として
市民に定着しつつある一方、利用者の固定化も懸念され
ることから、引き続き新規利用者獲得に向けた積極的な利
用促進に取り組む。

・運賃見直しの検討、エリア庄店内の運賃割引
サービスなど地域と連携した利用促進に取り組
み、目標を達成できたことは評価できます。
・時期フィーダー計画策定にあたっては、より意
欲的な目標設定がなされることを期待します。
・コールセンターにおけるシータク予約について、
予約環境を改善を検討し、さらなる利用者促進に
つながることを期待します。
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備考

(1)デマンド大島中線
大島中地区～笠岡駅～笠岡市民病院
を結ぶデマンド型乗合タクシー

A A
利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発を行い，さら
なる指標の改善を図ってまいりたい。

(2)デマンド尾坂線
尾坂地区～笠岡駅～笠岡市民病院を
結ぶデマンド型乗合タクシー

A C
地元の市民団体と協働で，利用促進，マイバス意識の醸
成に向けた啓発を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(3)美の浜線
美の浜地区～笠岡市民会館～笠岡駅
を結ぶ路線バス

A B

利用しやすい時刻表に改定するとともに，笠岡市交通交流
センターの利用啓発を含めて，地域住民の利用促進及び
マイバス意識の醸成に向けた啓発を行い，利用定着を
図ってまいりたい。

(4)大島線
大島地区～笠岡市民会館～笠岡駅を
結ぶ路線バス

A B
ダイヤ改正による利便性向上及び，利用促進に向けた啓
発を行い，指標の改善を図ってまいりたい。

(5)神島寺間線
神島（寺間・外浦地区～笠岡市民会館
～笠岡駅を結ぶ路線バス

A A
離島航路との接続を考慮した，ダイヤの調整等を行い，利
用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発を行い，指標
の維持を図ってまいりたい。

(6)神島見崎線
神島（見崎・寺間・外浦）地区～笠岡市
民会館～笠岡駅を結ぶ路線バス

A B
離島航路との接続を考慮した，ダイヤの調整等を行い，利
用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発を行い，指標
の維持を図ってまいりたい。

(7)神島外浦線
神島（外浦）地区～笠岡市民会館～笠
岡駅を結ぶ路線バス

A B
離島航路との接続を考慮した，ダイヤの調整等を行い，利
用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発を行い，指標
の維持を図ってまいりたい。

(8)城見台線
城見台団地～総合スポーツ公園～笠
岡市民病院～笠岡駅を結ぶ路線バス

A B
ダイヤ改正による利便性向上及び，利用促進，マイバス意
識の醸成に向けた啓発を行い，指標の改善を図ってまい
りたい。

(9)今井循環線（※東西廻の平均値）
今井地区～富岡地区～笠岡駅を結ぶ
路線バス

A B
ダイヤ改正による利便性向上及び，利用促進，マイバス意
識の醸成に向けた啓発を行い，指標の改善を図ってまい
りたい。

(10)広東線
広東地区～金浦地区～笠岡駅を結ぶ
路線バス

A B
ダイヤ改正による利便性向上及び，利用促進，マイバス意
識の醸成に向けた啓発を行い，指標の改善を図ってまい
りたい。

(11)尾坂線
尾坂地区～笠岡駅を結ぶ路線バス

A C
ダイヤ改正による利便性向上及び，利用促進，マイバス意
識の醸成に向けた啓発を行い，指標の改善を図ってまい
りたい。

(12)大井ハイランド・尾坂線
尾坂地区～大井ハイランド団地～笠岡
駅を結ぶ路線バス

A B
ダイヤ改正及び経路の変更によるによる利便性向上及
び，，利用促進，マイバス意識の醸成に向けた啓発を行
い，指標の向上を図ってまいりたい。

笠岡市地域公共
交通活性化協議
会

株式会社井笠バスカンパニー

・福山・笠岡地域公共交通活性化協議会で作成
した「福山&笠岡公共交通マップ」を交通安全フェ
スティバルで配布したほか，笠岡市交通交流セ
ンター（美の浜バスターミナル），笠岡諸島交流セ
ンター（旅客船ターミナル）へ備え付け利用者の
利便性向上を図った。

・市民団体等と協働して乗り方教室を実施したほ
か，バスに親しむことを目的としてバスの洗車体
験や整備工場見学会を実施するなどして気運を
高めた。

・事業者による季節に合わせたバスのPR（菜の
花やひまわりのバスラッピング，ハロウィンバス
やクリスマス・サンタバスなど）を行い，マイバス
意識の醸成を図った。

・網形成計画に記載されている事業は，今後とも
広島県福山市をはじめ各関係団体と協力して着
実実施していく。

・福山・笠岡の公共交通マップを配布や乗り方教
室、季節のバスラッピングなどマイバス意識の醸
成を目指した公共交通の利用促進に取り組んで
おり、これらの取り組みが今後も持続的に効果を
発揮することを期待します。

・目標達成状況や利用状況の分析をすることで
利用者促進に向けた改善策を見いだし、目標の
達成、さらには持続可能な交通ネットワークが構
築されることを期待します。
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別添２評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標
・効果
達成
状況

⑥事業の今後の改善点 評価結果

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

真備地区ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ事業
西ルート（区域運行）
（真備町妹，尾崎，服部，箭田，市場，
有井，川辺，岡田，辻田地区の一部）

B

真備地区ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ事業
東ルート（区域運行）
（真備町市場，箭田，有井，岡田，辻
田，川辺地区の一部）

B

真備地区ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ事業
南ルートA（区域運行）
（真備町市場，箭田，有井，岡田，辻
田，川辺，下二万，上二万地区の一部）

真備地区ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ事業
南ルートB（区域運行）
（真備町上二万，船穂町船穂地区の一
部）

有限会社竹内タクシー

赤磐市吉井地域でのデマンド型市民バ
スの運行
 (系統名 是里線、中山線、滝山線、河
原屋線)

有限会社荒嶋建設

赤磐市吉井地域でのデマンド型市民バ
スの運行
 (系統名 西勢実線、中勢実線、暮田・
平山線)

中鉄北部バス株式会社 上齋原～マルナカ線

路線バスの利用を促進するため、町広報誌、
ケーブルテレビを通じて呼びかけを行い、また、
夏季、冬季の運行が変わる時期には、広報誌へ
の折込を行い、利用を呼び掛けた結果、利用者
が年間244人増加した。

A B

有限会社中田石油店 富～箱線乗合タクシー

富地域は小さな区域であり、事業者の口コミでの
宣伝により、運行回数が97回から144回と大きく
伸びてきているが、1回当たりの利用者は2.53人
から2.27人と少なくなっている。乗り継ぎ場所に
は建物がなく、夏季など高齢者には身体的に厳
しいとの声もあるため、地元が設置しているス
クールバス用の待合施設の利用を地元と調整
し、対応ができた。

A C

倉敷市地域公共
交通会議

株式会社日の丸タクシー

H30年7月18日に真備地区全域を対象とした地元
住民主体の運営委員会を開催し，調査結果，利
用状況を報告するとともに，今後の要望や利用
促進について協議検討することにしていたが，7
月6日の豪雨災害により中止になった。また，コ
ミュニティタクシーも同日から休止になり，被害が
少なかった南ルートの船穂方面行きが8月1日か
ら再開しているが，他のルートは休止のままであ
る。11月18日に本年1回目の運営委員会を開催
し，1月からのコミュニティタクシーの再開を決議
した。12月13日にコミュニティタクシー再開につい
て各委員にチラシとともに周知した。

A

ジャンボタクシーで運行している，西ルート・南ルートの3便
（13：30）について，利用者が少ないため，時刻変更，車両
をセダン型するなどして，利用促進及び経費節減を図る。
集会等で要望がある場合は，パンフレットを持参し，利用
説明を行う。
今後も地元運営委員会と連携して継続的な広報活動，利
用促進活動に取り組んでいく。
1月から再開するコミュニティタクシーの運行状況を把握・
検証した上で車両・ルート・便数・時刻を柔軟に変更すると
とに要望等によりニーズを把握した新設された建設型仮設
住宅への停留所の増設などにより利用促進に努める。
市のホームページや広報誌等により更なる情報発信に努
める。

・豪雨災害の影響により甚大な被害を受け、コ
ミュニティタクシーの運休を余儀なくされていた
が、再開後、建設型仮設住宅へ停留所を増設す
るなど、利用者のニーズに沿った取り組みを行っ
ていることは評価できます。

・今後、運行状況を把握・検証した上でルートや
ダイヤを柔軟に変更するなど利用促進に努め、
確保維持改善計画に掲げた目標を達成すること
を期待します。

A

赤磐市地域公共
交通会議

利用促進として市の広報紙への公共交通利用促
進記事を掲載し、住民への周知を図り新規利用
者の掘り起こしをねらうとともに、聞き取りの結果
として、地域住民からの、医療機関への接続に
ついての要望について検討し、平成３０年１０月
からの路線延伸に向けた事業者への聞き取り、
調整等を実施した。

A B

　運行開始時に比べ幹線（路線バス）の便数が減少し、接
続回数が減少している。利用者や地域住民の意見として、
医療機関へのアクセス改善を求めるニーズが多かった。
　これらの声を受け、乗り継ぎすることなく直接医療機関へ
つなぐよう、平成３０年１０月より路線変更を実施している。
今後は利用者増につながるよう運行ダイヤ等についても
検討したい。
　また、本年度策定の赤磐市地域公共交通網形成計画の
中にも記載している項目として、住民の経費負担に対する
意識として、「現状並みの市の負担で、適宜改善を加えな
がら現状程度のサービスを維持するべき」という回答が多
数を占めていることも、今後の再編に向けた一つのヒントと
したい。

・利用者や地域住民からの意見として医療機関
へのアクセス改善を求めるニーズがあったことか
ら、乗り継ぎすることなく直接医療機関へアクセ
スできるように路線再編を実施していることは評
価できます。今後も利用者促進に向け、ダイヤを
利用者ニーズに柔軟に対応するなどさらなる改
善に期待します。

鏡野町地域公共
交通会議

・町民の外出支援として定着させるとともに新規利用者の
発掘を検討する。町としては今後、網計画を策定すること
により、社会福祉協議会の高齢者用サロン等の利用や高
齢者の外出支援等、路線の見直しを検討していく。
・本系統を含め、町全体の公共交通の利便性の向上を図
るとともに、町外への利便性の向上を図るため、津山市と
連携し、平成30年11月から津山ごんごバス西循環線の鏡
野町への運行を開始した。フィーダー系統も含め、より使
いやすい、快適な交通機関とするべく取り組む。
・夏季・冬季の時間変更の際の折込広告は引き続き行い、
利用促進と合わせ広報に努める。
・町北部地域では人口減少が著しく進んでいるため大幅な
利用者の増加は望めないが、運転免許証の返納制度な
ど、今後、運転免許を保有しない高齢者が増えてくると見
込まれるため、平成31年秋を目途に、福祉バス等との連
携を含め、町内全体の公共交通の再編成を検討する。

・利用促進のために広報誌、テレビを通じて呼び
かけを行っていること、また津山市との連携によ
り共同の路線バス運行を開始したことにより、年
間利用者が増加していることは評価できます。

・今後も引き続き地域のニーズを把握・検証する
ことで利用者促進に取り組み、持続可能な公共
交通の再編成を期待します。
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別添２評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地方運輸局等における
二次評価結果

③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

④事業
実施の
適切性

⑤目標
・効果
達成
状況

⑥事業の今後の改善点 評価結果

協議会名 ①補助対象事業者等 ②事業概要

協議会における事業評価結果

備考

・総社南校北～宮前線

・総社駅～妙仙寺線

ゾーン弓削

ゾーン竜山

ゾーン誕生寺

ゾーン神目

ゾーン全間

山中・堀越外地区
　乗降場所の事業者との新たな事業連携を検討
した。

A B
　乗降場所の事業者にとってもある程度の利益をもたらす
ものであり、引き続き乗降場所の事業者との新たな事業連
携を行っていく必要がある。

豊田前・西厚保地区
　スクールバスとしての運行以外の利用を拡大
するため、利用方法等の周知を実施。

A A
　次期再編に向けてスクールバス以外の利用を拡大する
ため、利用方法等の調整を図っていく。

川東・西分地区
　乗降場所の事業者との新たな事業連携を検討
した。

A B
　次期再編に向けて、運行事業者等と調整し、ダイヤ改正
等の見直しを検討していく。

美東地域北部 A B

美東地域南部 A B

秋芳地域南部
　一部店舗が実施する利用者への片道運賃の
負担について、他店でも同様の取組が出来ない
か働きかけを実施。

A A
　次期再編に向けて、運行事業者等と調整し、ダイヤ改正
等の見直しを検討していく。

秋芳地域北部
　運行事業者やバス事業者等と調整し、ダイヤ
改正等の運行形態の変更を実施。

A B
　運行事業者やバス事業者と調整し、ダイヤ改正等の見
直しを検討していく。

美祢市地域公共
交通協議会

美祢構内タクシー株式会社
・運行内容の見直しや商業施設との連携等の利
用促進に取り組んでおり、これらの取り組みによ
る効果が発現することを期待します。

・一部の系統では利用者が増えている。一方で
利用者数があまり変わらなかったり、少しである
が減少している系統もあります。

・再編実施計画の認定を受け、交通再編に取り
組んでいることから、本取り組みとともに、今後も
利用者のニーズをしっかりと把握し、それに対応
した運行内容の見直しや地域と連携して利用促
進に取り組むことで、利用者の増加につなげ、目
標の達成、それによる持続可能な交通ネットワー
クが構築されることを期待します。

美祢第一交通有限会社
　一部店舗が実施する利用者への片道運賃の
負担について、他店でも同様の取組が出来ない
か働きかけを実施。

　一部店舗で利用者に対する運賃負担を行っている。こう
した取組が地域ぐるみで他の店舗でも行われるよう引き続
きPRしていく。

有限会社秋芳タクシー

吉備中央町地域
公共交通会議

中鉄バス株式会社

・持続可能な交通ネットワークを構築することを
目的とした網形成計画を平成30年3月に策定。計
画に掲げた施策と当該フィーダー路線とを連携さ
せた施策を実施していく。

A B

平成30年3月に地域公共交通網形成計画の策定を完了し
たことにより、その計画に掲げた施策と当該フィーダー路
線とを連携させた施策を行い、さらなる利用者の掘り起こし
を目指す。

・７月の豪雨災害の影響を受けつつも、それ以外
の月は利用者を維持し目標を達成できたことは
評価できます。
・年々利用者数も増加していることから、時期
フィーダー計画策定に当たってはより意欲的な目
標設定がなされることを期待します。
・今後、網形成計画に掲げた施策とフィーダー路
線とを連携させた施策に取り組むことでより持続
可能な交通ネットワークが構築されることを期待
します。

久米南町地域公
共交通会議

株式会社エスアールティー

利用状況の把握を行うため、利用実績（月報）に
基づく分析を行っている。また２０歳以上の住民
を対象としたアンケート調査や、デマンド交通の
利用登録者を対象としたアンケート調査を行うた
めの準備を行った。
Ｈ31年度生活交通確保維持改善計画の策定に
当たっては、目標をより実態に即したものへと変
更した。

A A

・乗合率向上のため、地域の行事に合わせた利用の提案

・20歳以上の町民を対象としたアンケート調査の実施と、
利用登録者を対象とした利用実態調査の実施

・利用実態とニーズに対応した新たな運行形態の検討

・利用実績に基づく分析を行い、その結果デマン
ド交通の利用者数が増加し目標を達成できてい
ることは評価できます。

・今後はアンケート調査も併せて行うということか
ら、引き続き利用状況の把握に努め、より持続可
能な交通ネットワークが構築されることを期待し
ます。
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地方運輸局等における
二次評価結果
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協議会における事業評価結果

備考

欽明路・上谷線
（玖珂駅～上谷東）

C

谷津上線
（玖珂駅～谷津上回転場）

C

臼田線
（玖珂駅～臼田回転場）

A

上市北・千束線
（玖珂駅～玖珂千束）

C

玖西循環線
（玖珂駅～玖珂駅）

A

叶木線
（六呂師口～岩国駅）

A

二鹿線
（北河内駅～岩国駅）

C

持ケ峠線
（小川津～岩国駅）

C

杢路子線
豊田総合支所～上杢路子

A

一の俣線
豊田総合支所～佐野

A

今出線
豊田総合支所～地吉

A

一の瀬線
豊田総合支所～中の瀬

A

樅の木・保木線
バスターミナル～樅ノ木

　アンケート調査結果及びJRや路線バスのダイ
ヤ改正を考慮し、生活バスのダイヤ改正を行っ
た。
　自治会を通じてチラシ及び時刻表を配布した。
また、イベント（文化産業祭）開催時にバス教室
を実施し、新たな利用者の確保に努めた。

A Ｂ
　自治会へチラシの各戸配布、イベント時に啓蒙活動を行
い、更なる利用促進を行う。また、アンケート調査結果に基
づき、利用しやすい運行について検討する。

人丸タクシー株式会社
粟野・滝部線
油タンク前～ももとせ滝部診療所

　11月と2月にコミュニティタクシー運行委員会を
開催したほか、地元粟野地区の自治会長と協力
し各戸訪問し利用促進に努めた。

C C

下関市地域公共
交通会議

下関市

　生活バスのワンコイン(100円)化に係るチラシを
作成し、自治会を通じて回覧を行った。また、地
域の敬老会の会場にてワンコイン(100円)化につ
いて説明し利用促進を図った。

B
　自治会へのチラシ回覧やイベント時のＰＲ活動を行う。ま
た、アンケート調査結果に基づき、利用しやすい運行ダイ
ヤ等について検討を行う。

・自治会を通じてのチラシの回覧、配布や運行内
容の説明等を行っており、これらの取り組みによ
る効果が発現することを期待します。

・今後、H30年3月に策定された網形成計画とあ
わせて、利用者のニーズに対応した運行内容の
検討や更なる利用促進に取り組むことで、目標
の達成、それによる持続可能な交通ネットワーク
が構築されることを期待します。

岩国市地域公共
交通活性化再生
法協議会

岩国市

　JR岩徳線への乗り継ぎに適したダイヤ設定を
行うことが利用者ニーズに即した運行となること
から、引続きJR岩徳線のダイヤに合わせた運行
ダイヤとなるよう調整を行った。
　また、利用者への周知については、時刻表の
全戸配布や主要施設等に設置するとともにホー
ムページ等への掲載も行っている。
　なお、岩国市地域公共交通活性化再生法協議
会において作成している岩国市総合時刻表なら
びに岩国市公共交通マップも活用し周知を図っ
た。

A

　見直し前より上回る利用があり、また前年度より１運行当
たりの利用者数が若干減少しているものの、当該系統を
維持することで、隣接市や市中心部への移動手段の確
保、高齢者の外出促進、地域住民の活動機会の増加など
地域活性化に繋がっているものと考えられる。
　このため、今後も引続きJR岩徳線・広域路線バスへの乗
り継ぎに適したダイヤの設定及び啓蒙活動等の利用促進
を行う。
　また、利用状況に即した運行体系となるよう、引き続き利
用者ニーズの把握に努め、利用促進を図る施策を講じて
いくことで、1運行あたりの利用者数の向上及び持続可能
な運行を目指す。

・昨年度よりも、全系統での1運行当たりの利用
者数は若干減少しているものの、目標は達成で
きている。

・前年から連続して目標を達成できていない系統
もあるが、乗り継ぎ利便性を考慮したダイヤ改正
や時刻表の全戸配布等の利用促進に取り組ん
でおり、これらの取り組みによる効果が発現する
ことを期待します。

・今後、H30年3月に策定された網形成計画とあ
わせてニーズに対応した運行内容の見直しや周
知活動等の利用促進に取り組むことで、利用者
の増加につなげ、目標の達成、それによる持続
可能な交通ネットワークが構築されることを期待
します。

いわくにバス株式会社

　岩国市地域公共交通活性化再生法協議会に
おいて作成している岩国市総合時刻表ならびに
岩国市公共交通マップを活用し周知を図った。
　また、いわくにバス㈱においてtwitterを活用し
て、運休や迂回情報等の発信を行い、利用者の
利便性の向上に努めた。
  利用者の要望について、運行事業者等と調整
し、叶木線と持ヶ峠線において、事業者変更と合
わせて週２回運行の実現に向けた検討を行っ
た。

A

　今後も引続きＪＲ岩国駅への接続を行い、利用者への啓
蒙活動等の利用促進を行う。
　また、利用者からの要望についても、運行事業者等と調
整を行い、利便性の向上に努めることで、持続可能な運行
を目指す。
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別添２評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

地方運輸局等における
二次評価結果
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協議会における事業評価結果

備考

有限会社嘉川タクシー 二俣瀬線

　地域支援員や事業者へのヒアリングにより、利
用者ニーズの把握、利用モデルケースの提案、
近隣行事の紹介などの外出機会の創出に努め
た。
　チラシを見やすくし、全戸配布を行った。
後継運転手については、事業者の変更により対
応予定。

Ａ Ａ
　利用実態と利用者ニーズの把握に努め、事業者の変更
に合わせて、運行内容の見直しを検討していく。

船木鉄道株式会社 吉部・万倉線
　地域住民や事業者へのヒアリングにより利用
者ニーズの把握に努めた。 Ａ C

　引き続き利用実態と利用者ニーズの把握に努め、接続
する路線バスと一体的な利用促進や見直しを検討する。

西宇部線

　 「イベントなどの周知活動を継続する。」とした
点については、地域内の専門学校とのコラボイ
ベントやクリスマスキャンペーンを継続した。チラ
シ等を全戸配布や回覧した。

Ａ B
　イベントなどによる周知活動を継続し、修理室の改善、利
用者数の増加を図る。

厚南線
　集会や地域のイベントで変更内容の周知を
行った。

Ａ C
　平成30年10月に利用実態に合わせ運行内容の見直しを
行った。
　集会等で変更内容を周知し、新規利用者の獲得を図る。

中央交通(株) 原線
　平成29年10月から本格運行したため、前回の
事業評価なし。

A A 　周知活動を継続する。

東部市内循環線（めぐりーな） 　「変更内容を周知し、新規利用者の獲得を図
る。」とした点については、市広報紙、総合時刻
表、ホームページなどで情報提供を行った。

Ａ Ａ
　平成30年10月は、変更による固定客の減少を防ぎ、周
知に専念するためルート及びダイヤを変更しなかった。
新規利用者獲得のため、周知活動を継続する。

市街地循環線
　平成29年10月から本格運行したため、前回の
事業評価なし。

A A
　運行ルートやダイヤを周知し、新規利用者の獲得を図
る。

黒石線
　再編特例により、平成29年10月から補助対象
となったため、前回の事業評価なし。

A A
　都市拠点、地域拠点を高頻度・等間隔運行で結ぶ主要
幹線として、　今後も利用動向や要望を踏まえて改善を
図っていく。

中央交通(株) 桃山線
　平成30年4月から本格運行したため、前回の事
業評価なし。

A C
　利用実態と利用者ニーズの把握に努め、運行内容の見
直しを検討する。

宇部市地域公共
交通確保維持改

善協議会

宇部市交通局

・前年と比較し、新たに目標を達成できた系統が
ある一方で、目標を達成することができなかった
系統もある。

・前年度の改善点を踏まえチラシの配布やヒアリ
ングなど、地域と連携して利用促進に取り組んで
おり、これらの取り組みによる効果が発現するこ
とを期待します。

・再編実施計画の認定を受け、交通再編に取り
組んでいることから、本取り組みとともに、利用者
のニーズに合わせた利用促進に取り組むことで、
利用者の増加、運行の効率化につなげ、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネットワークが
構築されることを期待します。

宇部市地域公共
交通確保維持改

善協議会

・前年と比較し、新たに目標を達成できた系統が
ある一方で、目標を達成することができなかった
系統もある。

・前年度の改善点を踏まえチラシの配布やヒアリ
ングなど、地域と連携して利用促進に取り組んで
おり、これらの取り組みによる効果が発現するこ
とを期待します。

・再編実施計画の認定を受け、交通再編に取り
組んでいることから、本取り組みとともに、利用者
のニーズに合わせた利用促進に取り組むことで、
利用者の増加、運行の効率化につなげ、目標の
達成、それによる持続可能な交通ネットワークが
構築されることを期待します。

宇部山電タクシー株式会社
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協議会における事業評価結果

備考

【福賀小前系統】
道の駅阿武町～福賀小前

　勉強会や個別ヒアリングにより、利用者等の意
見や現状を見極め、時刻表の全戸配布やウェブ
サイトでの情報発信を行い、利用促進に取り組
んだ。
　また、道の駅での買い物などに併せたバスの
時刻設定を行い、利用促進を図った。

A A
　道の駅阿武町での温泉入浴や買い物、食事などの利用
や、ふるさと祭りなどの町内行事とタイアップし、子どもや
高齢者などの日中の利用増に取り組む。

【宇生賀系統】
道の駅阿武町～宇生賀

　勉強会や個別ヒアリングにより、利用者等の意
見や現状を見極め、時刻表の全戸配布やウェブ
サイトでの情報発信を行い、利用促進に取り組
んだ。
　また、道の駅での買い物などに併せたバスの
時刻設定を行い、利用促進を図った。

A B
　主な利用者である学生などの利用者ニーズを把握し、登
下校時のダイヤ設定の見直しを検討する。

特定非営利活動法人
ゆうゆうグリーン俵山

俵山公民館～俵山地区～俵山公民館
　運行事業者による運行区域内住民への周知。
ダイヤ見直し・回数券等割引制度の検討につい
ては、引き続き継続協議。

A A
　平成31年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、ダ
イヤ等の見直しを検討する。

特定非営利活動法人
むかつく

久津・上小田～向津具地区～久津・上
小田

　運行事業者による運行区域内住民への周知。
ダイヤ見直し等の検討については、引き続き継
続協議。

A A
　引き続き、きめ細やかな周知活動を行ない、利用者数の
維持・増加を図っていく。

冨士第一交通有限会社
長門山電タクシー有限会社
新日本観光交通株式会社

大が迫～真木・湯本温泉・市役所～斉
木病院

　運行事業者による運行区域内住民への周知。
需用把握については、平成30年度に実施し、今
後見直し検討する。

A B
　平成30年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、ダ
イヤ等の見直しを検討する。

人丸駅～津黄・後畑～人丸駅 　運行事業者による運行区域内住民への周知 A C
　平成31年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、ダ
イヤ等の見直しを検討する。

人丸駅～日置地区～人丸駅 　運行事業者による運行区域内住民への周知 A B
　平成30年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、ダ
イヤ等の見直しを検討する。

Ⅰ系統（柳井駅便）

　平成２９年度から運行形態（運行日数、料金）
の見直しを行い、継続して実施した。
広報等を活用して、利用者の掘り起こしを行っ
た。

A Ａ
　目標を上回る実績を残せた。今後65歳以上人口が急速
に減少するが、更なる利用者の掘り起こしを行い、現水準
の維持を目指す。

Ⅱ系統（大畠駅便）

　平成２９年度から運行形態（料金）の見直しを
行い、継続して実施した。
広報等を活用して、利用者の掘り起こしを行っ
た。

A C

　平成29年度から料金の引き下げを実施したが、利用者
数の改善には繋がっていない。
引き続き、利用者数増に向けた広報の手法を検討するとと
もに、隣接地区のフィーダー系統導入の進捗に合わせ、系
統の見直しを検討する。

柳井市地域公共
交通会議

柳井三和交通有限会社

・運行内容の見直しや周知活動等の利用促進に
取り組み、一部の系統は前年から引き続き目標
を達成できている。

・一方で前年から引き続き著しく利用の少ない系
統もあることから、今後利用者のニーズに合わせ
た系統見直しや周知活動等の利用促進に取組
み、利用者の増加につなげ目標の達成、それに
よる持続可能な交通ネットワークが構築されるこ
とを期待します。

阿武町地域公共
交通会議

防長交通株式会社

・勉強会や個別ヒアリングにより利用者のニーズ
を見極めており、これらの取り組みによる効果が
発現することを期待します。

・今後これらの取組で得た利用実態などを検討
し、効果的な改善策に取り組むことで利用者の増
加につなげ、目標の達成、それによる持続可能
な交通ネットワークが構築されることを期待しま
す。

長門市地域公共
交通計画策定協
議会

・住民への周知など利用促進の取組が行われて
いる。

・一部の系統では連続して利用者の目標人数を
達成できており、ほとんどの系統で利用者数は
増加している。

・一方で利用者数が減少している地域もあること
から、アンケート結果を踏まえニーズに対応した
運行内容の見直しや更なる利用促進に取り組む
ことで、利用者の増加につなげ、目標の達成、そ
れによる持続可能な交通ネットワークが構築され
ることを期待します。

人丸タクシー株式会社
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備考

山陽小野田市地
域公共交通会議

新興タクシー株式会社
松ヶ瀬・平沼田・不動寺原線
湯の峠・陽光台・山川線

　利用者からのニーズに基づき、医療機関への
乗り入れを開始したほか、併せてダイヤの改正
を行い、利便性の向上を図った。また、対象自治
会へのパンフレット配布や、利用者への聞き取り
調査により、事業周知及びニーズ把握に努め
た。

A Ｂ

　引き続き、事業周知や利用者からの聞き取り調査等によ
り、利用者の増加を図る。また、平成３１年１月からの運行
エリア拡大が、既存の利用者にとっての著しいサービス低
下とならないよう、十分な状況把握に努める。

・目標を達成できなかったものの、利用者のニー
ズに基づいた運行内容見直しにより、利便性を
向上させた点は評価できます。

・今後も、利用者のニーズを十分に把握し更なる
利用者の増加につなげ、より持続可能な交通
ネットワークが構築されることを期待します。

城南・西・東田布施系統 A

麻郷・麻里府系統 A

大道理・須々万線
（大道理～夢求の里交流館～高原病
院）

　地域イベントのお知らせと合わせ、もやい便の
PRを実施し、新たな利用者の掘り起こしに努め
ている。
　安全性や利便性を考慮した車両の導入を行っ
た。
　運行内容については、地元協議会との意見交
換を踏まえ、協議会による利用促進を実施し、利
用者の増加が見られたことから、現状の運行を
継続することとした。

A Ａ
　利用者の増加に伴い、乗りこぼしが発生しており、運行
便数の見直しを検討する。
　回数券導入の検討など、更なる利用促進に努める。

八代・高水線
（大藤谷～鶴いこいの里～
ゆめプラザ熊毛）

　住民アンケートを実施し、利用状況やニーズを
把握するとともに、アンケート結果を全世帯へ
フィードバックしている。
　学生の利用促進を図るため、地元コミュニティ
が回数券購入に対する助成を行っている。

A B

　アンケート結果に基づいた運行時間の見直しを行う。
　地区内移動が円滑に行えるような運行内容の見直しを
検討する。
　隣接自治体が路線バスからコミュニティ交通への転換を
検討していることから、接続の見直しを検討する。

周南市地域公共
交通会議

周南市

・地域と連携した広報活動等の利用促進に取組
み、目標を達成したことは評価できます。

・今後も利用者のニーズ把握に努め、引き続き運
行内容の見直しやさらなる利用促進に取り組む
ことで、より持続可能な交通ネットワークが構築さ
れることを期待します。

田布施町有償運
送運営協議会

社会福祉法人田布施町社会福
祉協議会

　地域住民にとって不可欠な公共交通となるた
め、広報などの周知を行い、利用者の拡大に努
めた。

C

　ＨＰ、民生委員等を通じての情報提供や高齢者が集まる
「いきいきサロン」等での情報提供を行ったことで登録者、
利用者ともに徐々に増えている。また、平成29年10月から
経由地を追加し、平成30年4月から運転免許証自主返納
者への支援も開始したことで、利便性が高まり、利用者も
増えた。
　引き続き社協だより等での広報、関係者への情報提供
に努める。地域の方々から利用料金や運行時間について
のご意見もいただいており、さらに利用しやすくなるよう努
めていく。

・運行内容の見直しや高齢者が集まるサロン等
で情報提供などの利用促進に取り組んでおり、こ
れらの取り組みによる効果が徐々に発現してい
ます。
・目標を達成できていない状況が続いています
が、地域住民からの意見も得ていることから、こ
れらの検証により利用者の増加につなげ、目標
の達成、それによる持続可能な交通ネットワーク
が構築されることを期待します。

③-18


