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二次評価結果

②事業
実施の
適切性
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又は事業の今後の改善点

評価結果

圏域住民及び観光利用者等にわかりやすい情報提供による利用促進事業（圏
域の交通マップ・総合時刻表の作成）
・圏域住民及び観光客等の公共交通の利用を促進するため、圏域の交通マッ
プ・総合時刻表を作成し、駅主要施設等へ配布を行った（３月予定）。
＜配布予定先＞
　鳥取市2,000部、岩美町750部、若桜町750部、
　智頭町750部、八頭町750部

A

・平成３１年度は、秋に鳥取市循環バス「くる梨」の路線再編、年度内には若桜
鉄道の行き違い施設の完成に伴う鉄道・路線バスの時刻調整等が予定されて
いるため、路線再編後の新たなバスマップの作成を検討する。

・引き続き、交通マップ・総合時刻表を活用し、圏域住民や観光利用者等の公共
交通の利用促進を図っていく。

・圏域の交通マップや総合時刻表を作成・配布するなど利用者に配慮している
点について評価できる。

・来年度は路線再編が検討されているが、今回作成した成果物の地域住民か
らの評価も踏まえながら、交通マップ・時刻表の改正を進めていくことを期待す
る。

鉄道とバスを共通に利用できる企画乗車券や定期券の導入に向けた調査検
討
・鉄道とバスを共通に利用できる企画乗車券や定期券の導入に向け、若桜鉄
道若桜線、日本交通若桜線、八頭町営バス、若桜町営バスの利用実態の分
析及び共通乗車券を導入した場合の利用者数の推計や導入にあたっての必
要経費の試算等を行い、関係者間で協議を行った。

A

・平成３１年度は、引き続き、鉄道とバスを共通に利用できる企画乗車券や定期
券の導入検討を進めるとともに、あわせて利用者の実質的な負担軽減となるよ
うな方策も検討する。
・なお、事業者間の合意など、共通乗車券の導入にあたっての条件が整ったも
のから順次導入を進めるとともに、実施にあたっては、事前広報による周知等も
行っていく。

・鉄道・バスの共通企画乗車券の導入を検討しており、住民の公共交通利用
を促進している点は評価できる。

・今後は導入に向けて具体的な計画を立てるとともに、実施が決定した際には
十分な広報を行うことを期待する。

圏域バスマップ作成（多様な情報提供と内容の充実）
・圏域住民及び観光客等の公共交通の利用を促進するため、圏域のバスマッ
プを作成し、乗り方教室（10/21中部復興祭）や駅主要施設等へ配布を行った。
＜配布先＞
　鳥取県900部（乗り方教室、バスターミナル等）、
　倉吉市1,000部、湯梨浜町500部、三朝町500部、
　北栄町500部、琴浦町600
　※駅や観光施設等には各市町が配布

A
・平成３１年度秋に路線再編を予定しており、路線再編後にも新たにバスマップ
を作成し、引続き公共交通の利用促進に取組んでいく。
※地域公共交通調査事業（計画推進事業）を活用

・バスマップ作成だけではなく、バスの乗り方教室を行うなど積極的な事業を
行っていることは評価できる。

・路線再編を実施する場合、地域住民の移動に変更が生じることになるため、
可能な限り利用者にとって分かりやすい成果物を作成することを期待する。

利用促進チラシ作成（高校生のバス利用促進、企業・事業所のバスの利用促
進）
・高校生及び企業を対象に利用促進を目的としたチラシの作成・配布を行い、
公共交通の利用促進を図る。（３月予定）。
＜配布先＞
　対象予定学校：中部圏域高校９校に全体で2500部
　対象予定企業：中部圏域企業２３社に全体で250部

A

・高校入学前の学校説明会の場を利用し、高校生向けに公共交通の利用促進
を図ったものであり、引き続き、同様の取組を進めていく。

・エコ通勤に関心がある企業・事業所を対象に公共交通の利用促進を図ったも
のであり、引き続き、同様の取組を進めていく。
(平成29年度に地域公共交通網形成計画策定に向けて実施した企業・事業所ア
ンケート調査の回答企業）

・通勤・通学として公共交通を利用する可能性が高い高校生・会社員をター
ゲットとし、利用促進のための広報活動を行っていることは評価できる。

・引き続き同様の取組を進めていくこととなっているが、対象となる配布先を増
やしたり、今回の事業が効果的であったかどうかモニタリングを行うなど改善を
図っていくことを期待する。

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３１年　２月２５日

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

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）

鳥取県東部地域公共交
通活性化協議会

鳥取県中部地域公共交
通協議会
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公共交通マップの作成【倉敷市】
　市内にある鉄道，バス，コミュニティタクシーのすべての路線を事業者合意の
もと，取り決めたナンバリング，カラーリングを，倉敷市内全域・主要地域を拡
大したマップに英語表記を含め反映し，あわせて公共交通の利用方法など基
本的な情報を盛り込んだ公共交通マップを作成する。
　市内の公共交通のルート，乗り方，パークアンドライド，サイクルアンドライド，
所要時間，生活関連施設（病院・商店・郵便局等）や立ち寄り先等を掲載するこ
とにより，地域住民，市内への転入者，来訪者，移住検討者，公民館利用の高
齢者，大学・高校などの学生，バス教室を受講する児童等に配布し，普段，公
共交通を利用しない人にも「使える公共交通」をＰＲし，公共交通の利用促進を
図る。

A

・紙媒体の提供だけでなく，地図データを圧縮軽量化したり，全体図，詳細図等
項目を分割したりして，公共交通を利用しようとする人の目的に応じてウェブ上
で快適に見てもらえるわかりやすい公共交通マップに改良する。
・地図データを地域の交通事業者や希望する関係者に無償で提供し，公共交通
利用促進のため，アプリ開発等自由に使ってもらえるよう配慮する。
・市のホームページや市内の乗換情報案内板に，本公共交通マップと連動する
ＱＲコードを表示させ，誰でもいつでも公共交通マップにアクセスできるよう工夫
する。

・地域住民だけでなく、外国人観光客向けに英語表記を取り入れたり、事業者
間で合意のもとナンバリング・カラーリングを取り入れた路線図にするなど、全
ての利用者にとって分かりやすい公共交通マップを作成していることは評価で
きる。

・パークアンドライドやサイクルアンドライドなど、公共交通と別のモードを組み
合わせた利用方法はさらなる利用者促進につながるため、今後も広報活動を
続けていくことを期待する。

学校を対象としたモビリティ・マネジメントの実施【倉敷市】
・交通行動の自発的な変容を促すため，市内小学校７校で小学生（５１５人）と
保護者を対象としたバス教室及びコミュニケーションアンケートを９月から１０月
にかけて実施した。
・次世代を担う倉敷市内の小学生等を対象に，公共交通（鉄道・バス等）の乗り
方やマナー，料金の支払い方など公共交通の基本的な知識を学ぶ教室を実
施し，公共交通の利用促進を図る。

A

・バス教室は小学生と保護者から非常に高い人気があり，アンケートにおいても
高評価を得ている。この高評価・高い興味を，将来の公共交通の利用促進に繋
げていくため，まずは保護者と一緒に公共交通をさらに利用してもらうよう，バス
教室においても公共交通マップ等を配布し利用促進を図っていく。

・バス教室が小学生・保護者ともに非常に人気が高いとのことであるため、こ
の場を有効活用してバスについて関心を深めていただき、引き続き活動を続
けていくことを期待する。

福山・笠岡地域公共交
通活性化協議会

福山・笠岡地域総合時刻表の作成
・福山市内及び笠岡市内にある路線バスの全路線の時刻表を集約したポケッ
トハンドブック型の総合時刻表を作成する。これは乗継の利便性の向上，公共
交通の利用意識の向上を目的として作成し，市内への転入者や主要な乗継拠
点などで配布する。
・３月末に発行。（２０，０００部）

A

・乗りたい便の時刻，乗継情報など，利用者が必要な情報の表示を工夫し，分
かりやすさの向上を図る。
・公共交通の情報は継続的に提供することが必要なため，定期的に掲載内容を
更新し，引き続き利用者の利便性の向上を図る。

・ポケットハンドブック型とすることによって、手に取りやすく持ち運びしやすい
仕様となるので、有効的な取り組みであると言える。一方で文字のスペースが
限られてしまうため、誰にでも見やすい構図・文字の大きさとするなど、利用者
に配慮した成果物を期待する。

尾道市地域公共交通協
議会

バス及び航路の一元的な情報提供を目的とした公共交通マップを作成してい
る。
　作成したマップは、転入手続きを行う市役所窓口、交通拠点である駅や港の
ほか、交通事業者、医療機関などに配布し、市民に対し広く周知を図り、公共
交通の利用促進に繋げていく。

A

　本年度作成した公共交通マップは、ホームページに掲載するなど、引き続き情
報発信に努めていく。
　今後は、公共交通マップの情報を活用し、現在、公共交通を利用されていない
方や、公共交通への依存度が高くなると考えられる高齢者を対象に、公共交通
に対する意識啓発を行うモビリティマネジメントの活動に繋げていくよう考えてい
る。

・地域住民にとってどのような情報が公共交通マップに必要か利用者にアン
ケートをとるなど、バスマップを配布するだけにならないよう、引き続き情報発
信を進めていくことを期待する。

光市地域公共交通協議
会

島田駅周辺地域ワークショップの実施
市民の公共交通を守り支える意識を醸成するため、島田駅周辺地域にて公共
交通の利用促進や地域の公共交通のあり方に関するワークショップを開催。
第1回目を12月19日に開催。講師を招聘し、公共交通に関する事例紹介等も
含めた講演を行うとともに、「島田駅周辺の公共交通について」と題し、ワーク
ショップを行った。今後、3月までに4回程度実施予定。

A

・開催時期については、当初年度中旬を予定していたが、平成30年7月豪雨によ
り開催予定地が被災したため、第1回目を12月開催とした。
・参加者の公共交通利用率が2割と低いため、参加者に特に利用してもらうよう
な取組みが必要。

・ワークショップを開催して市民に公共交通の関心を高めてもらうことは重要で
あり、有効的な活動であると言える。開催後にアンケートをとるなどして、市民
の意見を調査・分析し、公共交通のさらなる利用促進につなげていくことを期
待する。

倉敷市
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【見直し路線の広報チラシの作成】
・見直し路線の広報チラシを作成
・作成した広報チラシを市内全世帯、各公民館や病院等に配布（約10,000部）
し、利用促進を図った。

A
・市民に少しでも分かりやすく情報提供するため、なるべく簡単な単語の使用や
必要な情報を絞り込んで伝えるなど工夫する。

【バスブックの作成】
・再編を踏まえた路線バス、JR美祢線、ジオタク（旧ミニバス）の運行等を集約
し、市内の公共交通網が記された公共交通時刻表及び目的別、地域別に内容
を記載した公共交通ガイドを新規に作成した。
・作成した時刻表及びガイドブックを市内全戸配布、各公民館や病院等に配布
（約10,000部）し、利用促進を図った。

A
・時刻表等については、少しでも早い時期から広報を実施する。
・シンプルかつ複雑な文書を極力避けたものを作成するなどより分かりやすい情
報提供を行う。

【周知チラシの配布及びバスの乗り方教室の実施】
・再編による市全域の内容を記載した周知チラシを作成し、市内全戸配布を
行った。また、ジオタク（旧ミニバス）の再編内容等を記載した周知チラシを作成
し、ジオタク対象エリアに配布。

B
・周知チラシについては、シンプルかつ複雑な文章を避けたものを作成するな
ど、引き続き分かりやすい情報提供に努める。

【地域における意見交換会】
・再編したジオタク（秋芳地域北部、田代・奥分地区）において、住民説明会や
ジオタク利用登録会を実施。
・再編後の現状を把握するため、利用実態調査を実施し、その内容を踏まえた
住民意見交換会の実施。
・多くのジオタク利用登録があり、利用者増に繋がった。

A
・住民説明会や利用実態調査を基に開催した意見交換会から得た情報を検証・
分析し、さらなる利用促進に繋げていく。

・路線再編に伴い地域住民に十分な説明を行い、同時に利用登録を実施する
などスムーズな利用促進活動を行っていることは評価できる。今後は意見交
換会を行うとのことであるので、引き続き検証・分析を進めていただきたい。

【高校生を対象としたモビリティ・マネジメントの実施】
・路線見直し前に、事前にその内容を対象の利用者へ周知。
・高校進学を検討している中学生やその保護者に対し、再編内容を周知。
・美祢青嶺高等学校の生徒やその保護者を対象としたアンケート調査（1月中）
を実施予定であり、その内容についてフィードバックし、利用促進に繋げてい
く。

A
・アンケート調査の結果を検証・分析し、公共交通施策検討の基礎材料とし、さら
なる利用促進を図る。

・高校生だけでなく、その高校進学を検討する中学生に対しても周知を行って
いることは評価できる。

・今後は対象の生徒を増やすなど広報活動を拡大させていくことを期待する。

【事業評価に係る協議会開催】
・計画に基づく事業評価を実施するための協議会（3月頃）の開催。

A ・協議会での意見等を踏まえ、今後の利用促進策を検討していく。
・協議会を開催することは必須事項であり、ここで求められるものは評価の結
果と次への反映であるため、次年度以降はその点を踏まえた上で評価シート
の記入を願いたい。

長門市地域公共交通計
画策定協議会

【事業内容】
・ＪＲと市内3社あるバス事業者の路線を集約したＪＲ・バス総合時刻表の作成
を行う。総合時刻表には、引き続き、利用者の居住地域から主要目的地(商業
施設や病院等)への移動ルート(乗継ポイントや乗継ダイヤ等)を分かりやすく説
明するページを設け、利用者の利便性向上・乗継円滑化を図る。
　作成した時刻表は市内全戸配布(予定)とし、そのほか公共施設や中心部の
主要商業施設、病院などで配布する。
【結果概要】
・利用者のニーズをより反映し、分かりやすい掲載を心がけ、協議会に諮るた
めの素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、最終的に取りまとめる。

B

◆インバウンド対応の表記について、引き続き検討する必要性がある。
◆バス路線・乗合タクシー・デマンド交通等の情報は掲載しているが、今後の地
域に適した移動手段の確保対策に向け、福祉バス・タクシー事業及び介護関係
の移動サービス事業の情報についても、引き続き掲載を検討する必要がある。
◆補助金等の減額も、今後見込まれる中、配布部数について目標達成が益々
困難になっていくことが想定される。
　公共交通情報の周知徹底について、冊子配布以外の方法（「スマホ閲覧」の浸
透及びその普及・啓発など）を早急に検討する必要がある。

昨年も同様の総合時刻表を作成されており、今年度については乗り継ぎポイ
ントを網羅するなど一定の工夫がされており、より利用し易い時刻表になった
と思われる。

引き続き利用し易いツールとなるよう関係者と協議を行いながら創意工夫をこ
らしていただくことを期待します。

美祢市地域公共交通協
議会

路線を再編することで、これまでの利用者にとっても移動に変化が生じること
になるため、このようなツールをいち早く作成し、情報提供に努めた点につい
ては評価します。引き続き多くの方々に利用をいただくよう積極的な利用促進
策を講じていただくことを期待します。
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