
・鉄道：ＪＲ芸備線
・４条バス路線：備北交通㈱、㈲西城交通、㈱中国バス
・乗合タクー：石田タクシー、比和観光、口和タクシー、高野交通
アラキタクシー、駅前タクシー、西城タクシー

・自家用有償旅客運送（３地域） ・高齢化率43.3％

平成17年３月に１市６町が合併
人口 37,000人（平成27年度国勢調査）
面積 1246.49平方キロメートル

地域公共交通の現状

○庄原市の概要

具体的な課題・問題点

地域公共交通の現況

・過疎化、高齢化への対応
・生活交通維持確保に係る行政負担の抑制
・中心地と拠点を結ぶ移動手段の確保
・市民ニーズに即した多様な利用促進
・バス停、車両など公共交通の利用環境の改善・整備

・現況調査（人口、高齢化、地形）
・市民アンケート（全市域対象）
・ヒアリング調査（学校・商業施設・医療施設・観光施設）
・公共交通計画の作成（地域内幹線、フィーダー系統）

調査事業の実施

調査事業の概要

交通会議の構成員

庄原市 広島県 中国運輸局広島運輸支局 学識経験者 住民または利用
者の代表 備北交通㈱ ㈲石田タクシー 私鉄中国地方労組備北支部
商工団体 観光団体

別添４
令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価

庄原市地域公共交通会議
（地域公共交通調査事業（計画策定事業））の概要



調査事業の結果の概要

地域住民の意見の反映協議会における検討

地域公共交通網形成計画等の計画策定
に向けた方針等

庄原市地域公共交通会議の開催状況 ５回開催
・第１回（R02.7.20）

調査の進め方の確認
フィーダー系統確保維持計画を協議

・第２回（R02.10.30）
調査の進め方の確認
MaaS推進事業による予約型バス運行実験事業を協議

・第３回（R02.9.28）（書面協議）
庄原市が行う自家用旅客有償運送の更新の登録について協議

・第４回（R02.12.4）（書面協議）

庄原-広島空港線予約型バスの運行について協議
・第５回（R03.1.8)（書面協議）

フィーダー系統確保維持計画事業評価を協議
地域公共交通調査事業（計画策定事業）評価を協議

・市内全域の自治振興区を訪問し、地域住民と民生委員から要望
等ヒアリングを行った。

・本年度１月に市民3,000人、高校生、大学生を対象にアンケー
ト調査を実施する。

事業実施の適切性

・高齢者率、人口減少の推移を調査し、今後の地域公共交通需要がある地域を把握した。
・地域の課題を整理し、効率よく経済的な運行形態の導入を検討した。
・住民、利用者、高校生、大学生アンケートを実施し、具体的なバス運行ルート等の検討を行う。

●事業が計画どおり適切に実施されている。
・計画策定に必要な調査を行っていく。

・持続可能な交通モードの提供
・拠点の強化による移動の利便性の向上と効率化
・移動需要の創出および利用促進

・データに基づいた利用者ニーズへの対応

・交通資源の柔軟な活用

・公共交通の供給力の確保

・行政負担も考慮した公共交通の組織マネジメントの形成



・航路：竹原航路、安芸津航路、明石-小長航路、今治-木江-大三島航路、
白水-契島-生野島航路、大長-大崎上島-竹原航路(高速船)

・4条バス路線：民間バス（さんようバス）、町営バス（おと姫バス）
・福祉移送サービス：大崎上島町社会福祉協議会（町全域）

平成15年4月に３町が合併
人口 7,992人（平成27年10月現在）
面積 43.11平方キロメートル

地域公共交通の現状

大崎上島町の概要

具体的な課題・問題点

・人口減少・高齢化の進行による利用者数の減少
・地域や家族で移動を支える環境の変化（核家族化の進展等）
・近所の生活施設やサービスの減少
・地域公共交通（バス）の利用意識の低さと将来への不安
・サービスを支える町の負担増加

・公共交通の現状把握 ・住民のニーズ調査、事業者意向調査
・課題の抽出 ・掲載内容の検討
・協議会開催 ・計画（案）のとりまとめ

調査事業の実施

調査事業の概要

大崎上島町公共交通連携協議会の構成員

広島県 大崎上島町 さんようバス(株) 山陽商船(株) 大崎汽船(株)
尾道地区旅客船協会 学識経験者 大崎上島町議会 大崎上島町連合区長会
大崎上島交通問題協議会 大崎上島町商工会 大崎上島町社会福祉協議会
大崎上島町地域女性連合会 大崎上島町観光協会 中国運輸局 竹原警察署

別添４

令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
大崎上島町公共交通連携協議会 （計画策定事業）の概要

地域公共交通の現況



調査事業の結果の概要

地域住民の意見の反映協議会における検討

地域公共交通網形成計画等の計画策定
に向けた方針等

協議会の開催状況 3回開催
・第１回（1月）

事業評価について
・第２回（2月12日）（予定）

アンケート結果等について、素案確
認
・第３回（3月）（予定）

計画の承認

・本年度12月4日に町内3,517世帯を対
象にアンケート調査を実施し、1,351世
帯から回答を集計（世帯数での回収率
38.4％）。

事業実施の適切性

・人口、社会経済指標や各公共交通の利用者数、運航経費等の基礎データや公共交通の状況を整理した。
・公共交通の町民アンケート調査や交通事業者へのヒアリングを実施し、公共交通に対する課題やニーズを広く収集し、
計画内容の検討資料としてまとめた。

・素案を作成後、今後の協議会の検討を経て、内容を精査しとりまとめる。

●事事業が計画に位置づけられたとお
り、適切に実施された

今後は、町民アンケートにおいて得た各公共交通の
ニーズ及び各公共交通事業者に実施したヒアリング
の内容を鑑みた上で、デマンド方針に切り替える等、
より利便性の高い交通形態について検討し、計画内
容を精査する



・４条バス路線：中鉄北部バス 津山ごんごバス西循環線３系統、
幹線系統１、ﾌｨｰﾀﾞｰ系統２

自家用有償旅客運送：町営バス5路線（越畑線、中谷線、公保田線、郷線、
中谷富往復線）、津山富線共同バス1路線

乗合タクシー：富‐勝山線、富‐箱線2系統、福祉バス：3地域3系統

地域公共交通の現状

具体的な課題・問題点

地域公共交通の現況

・過疎化、高齢化の進展で免許証返納者の増加が進展するとともに、
利用者数の減少
・生活交通維持確保に係る行政負担の増加。
・町民ニーズに即した中心地と拠点を結ぶ多様な移動手段の確保
・バス停、車両など公共交通の利用環境の改善・整備

・現況調査（人口、高齢化、地形）
・町民アンケート（全町地域対象、町民、利用者ニーズ
の把握）

・公共交通計画の作成（地域内幹線、フィーダー系統、
乗合タクシー、その他移動手段確保のための制度設計

・交通会議の開催支援

調査事業の実施

調査事業の概要

別添路線図のとおり

別添４

令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
鏡野町地域公共交通会議 （鏡野町地域公共交通計画策定事業）の概要

鏡野町の概要
・平成17年3月に2町2村が合併
・人口 12,847人（平成27年度国勢調査）
・面積 419.69㎢

交通会議の構成員
町民の代表者 バス事業者 タクシー事業者
輸送事業者の運転手団体 議会議員 学識経験者
岡山運輸支局 津山警察署 岡山県 鏡野町

高齢化率：３７．５％



調査事業の結果の概要

地域住民の意見の反映協議会における検討

地域公共交通網形成計画等の計画策定
に向けた方針等

協議会の開催状況 ６回開催予定
第１回(R2.3.19日）計画策定の可否
第２回(R2.7.28） 調査事業の実施
第３回(R2.11.17）調査の進め方の確認

アンケート調査の実施
第4回(R3.1月～3月 計画案の協議
第5回(R3.3月～5月 計画案の作成、パブ

コメ
第6回(R3.6月 計画の決定、公表、

周知

素案ができている場合、策定しようとする計画
において目指す公共交通の将来イメージ図等を貼付

（現段階では作成できていない）

・令和2年6月と11月に乗降調査を実施。
・本年度１２月に町内の2千人及びバスを
実際に利用している方230人を対象にア
ンケート調査を実施し、結果を分析して
計画案に反映させる予定。

事業実施の適切性

・高齢者率、人口、免許証返納者数、バス利用者数の推移等を調査し、現状の問題と課題を整理したうえで、町民やバス利用者を対象とした
アンケート調査に着手したところである。

・アンケート調査の回収、分析、効率よく経済的な運行形態の導入を検討する計画案の提示が未完了のため、今後は早急にアンケート調査の
結果を基に計画案を作成し、交通会議で協議し、パブコメを経て計画を決定する。

・調査事業の進捗が当初計画より遅れて
いるが、内容は計画どおり実施してい
る。

・地域公共交通計画策定に必要な調査を
実施中。

現在は現状の問題と課題を整理したうえで、ア
ンケート調査に着手している段階であるが、令
和2年内に回収後は早急に分析をして計画案に
反映し、交通会議で協議を行いながら年度内を
めどにパブコメまでは完了する予定。



別添４
令和2年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価

瀬戸内市地域公共交通会議（計画策定事業） の概要

岡山県
瀬戸内市

瀬戸内市の概要

平成16年11月に３町が合併
人口 36,975人（平成27年国勢調査）
高齢化率 33.0％
面積125.45平方キロメートル

地域公共交通の現況

鉄道：JR赤穂線（市内に3駅）
航路：前島フェリー
４条バス路線：両備バス7路線 宇野バス1路線 備前市営バス1路線
79条バス路線：瀬戸内市営バス 6路線
タクシー事業者：７事業者

瀬戸内市地域公共交通会議の構成員

瀬戸内市 両備ホールディングス㈱ 宇野自動車㈱ 東備バス㈱ (有)邑久交通
(有)谷タクシー (有)ツルヤタクシー 長船タクシー 安全タクシー(有) (有)ネイ
チャーワールド自動車 商工会 観光協会 老人クラブ連合会 PTA連合会 生活
交通網を作る会 学識経験者（岡山商科大学） 西日本旅客鉄道㈱岡山支社 一般
社団法人瀬戸内市緑の村公社（航路事業者） 中国運輸局岡山運輸支局 岡山県
備前市 瀬戸内警察署 備前県民局

具体的な課題・問題点

(1)瀬戸内市営バスの利用者数低迷と併せて、民間路線バスの利用者数減少に歯止め
がかからない状況であり、このまま放置すると市内の公共交通網全体の持続可能
性が危ぶまれる。高齢者の運転による事故抑制の観点からも、官民を問わず全て
の公共交通モードが更に連携を深め、路線やダイヤの調整による乗り継ぎ環境の
向上や情報発信等に積極的に取り組み、公共交通ユーザー全体数の底上げを図る
必要がある。

(2)瀬戸内市営バスの運行後も公共交通不便地域が存在している中で、タクシー活用
事業の実証結果を踏まえ、制度の検証と新たな導入地域の検討や、新たなモビリ
ティの導入の検討を行う必要がある。

調査事業の概要

1. 地域の概況整理
2. 移動状況の調査・分析
3. ニーズ調査・分析
4. 前計画の精査
5. 具体的な計画の検討
6. 計画（案）のとりまとめ
7. 地域公共交通会議の開催

調査事業の実施



協議会における検討

事業実施期間中に地域公共交通会議を４回開催
第1回（令和2年9月11日）
⇒計画の概要、策定までのスケジュール

第2回（令和2年12月10日）
⇒調査結果の報告、問題点・課題の整理、基本方針

第3回（令和3年1月末予定）
⇒計画書素案の提示、将来像、評価指標、個別事業案

第4回（令和3年3月中旬予定）
⇒地域公共交通計画策定、次年度の事業スケジュール

調査事業の結果概要

地域の概況整理（最新データへ更新）、各種アンケー
ト調査、事業者及び関係者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。

瀬戸内市地域公共交通網形成計画（前計画）の評価指
標を基に、事業の評価・検証を行い、新計画策定を念
頭に公共交通を取り巻く課題の抽出を行った。

瀬戸内市地域公共交通会議の承認を受け、瀬戸内市地域
公共交通計画を策定予定。

地域住民の意見の反映

市民を対象としたアンケート調査
・市民3,900人を対象にアンケート調査を実施し、
1,819人から回答を得た。

パブリックコメントを実施
・2月にパブリックコメントを実施予定。

事業実施の適切性

事業が計画どおり適切に実施され、地域公共交通計画策
定に必要な調査ができた。

地域公共交通計画等の計画策定に向けた方針等

計画の将来像
公共交通が支える持続可能で活気のあるまち

計画の基本的な方針
便利で「使える」公共交通
交通不便地域が再び増加しないように配慮しながら、移動実態やニーズに合ったものに移動サービスを改善す
るとともに、利用環境の改善や情報提供によって、利用しやすい公共交通を整備します。

人とまちを元気にする公共交通
地域資源を活かして、地域の特性に応じた公共交通を整備し、定住人口・交流人口・関係人口増加に貢献する
地域公共交通をつくります。

いつまでも存続する公共交通
市民、交通事業者、行政が協働・連携し、みんなの力で公共交通を維持します。
福祉分野、観光分野、教育分野、危機管理分野など、分野を横断した公共交通の存在意義・効果を考慮した施
策を展開します。

検討中

▼瀬戸内市地域旅客運送サービスの将来イメージ



令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
（地域公共交通調査事業） 周南市地域公共交通会議

・鉄道：ＪＲ山陽新幹線 ＪＲ山陽本線 ＪＲ岩徳線
・航路：周防灘航路 大津島航路
・４条バス路線：防長交通㈱ 62系統数、廃止代替路線 4系統
・コミュニティ交通：鹿野地区等乗合タクシーふれあい号、大津島コミュニティバス

大道理もやい便、八代友愛号、須金すまいる号（市町村運営有償運送）
・タクシー営業所数：12ヶ所
・高齢化率 約32％

平成15年4月21日に2市2町が合併
人口 142,482人（2019年12月末現在）
面積 656.29平方キロメートル

地域公共交通の現状

周南市の概要

具体的な課題・問題点

•路線バス事業者の運転士の高齢化や運転士不足により、特に山間部や市街地周辺等の路線の減便
や廃止が発生し、交通不便地区の増加がしており、交通事業者の経営効率化に考慮しつつ多様化す
る住民の移動ニーズにも対応した路線の再構築と利便性の向上を図る必要がある。

•バス事業者に限らずその他の運行事業者においても担い手不足が進行しており、持続可能な公共
交通ネットワークの構築が急務となっている。

・地域概況の更新、目指す街まちづくりの方向性の更新、公共交通の現況整理
・市民の移動実態や改善ニーズ等の把握
（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）

・公共交通網の問題点、課題の整理
・目標や評価指標の検討、計画に位置付ける事業の検討
・地域公共交通計画案の策定

調査事業の実施

調査事業の概要

周南市地域公共交通会議の構成員

市民・利用者代表，学識経験者，交通事業者及び労組代表者、地方自治体（県・市）、警察、道路管
理者、山口運輸支局、福祉関係事業者

地域公共交通の現況



調査事業の結果の概要

地域住民の意見の反映協議会における検討

生活交通確保維持改善計画の計画策定に
向けた方針等

・各種調査から、公共交通事業者の収支悪化や運転手不足、交通不便地域の存在等の問題点が明らかとなった。
・この結果を踏まえ、前計画の基本理念を踏襲しつつ、幹線・支線の役割分担を明確にし、様々な輸送手段の組み合わせを検
討し、まちづくりや観光、福祉、教育などの施策と連携した持続可能な公共交通ネットワークの再構築の方策を示した。

協議会の開催状況 5回開催
・第１回（5月29日）【文書協議】

計画策定支援業務の選定に関すること
・第２回（8月21日）策定スケジュール、調査内容等
・第３回（11月19日）

調査結果と交通課題の抽出
解題解決に向けた事業に関する意見交換等

・第４回（1月中旬）
地域公共交通計画（素案）の審議

・第５回（3月中旬）
地域公共交通計画の承認、事業評価

・市民アンケート調査（R2..8～.9）
配布4,000世帯、回収1,127世帯（回収率28.2%）

・大津島住民アンケート（R2.10）
配布165世帯、回収96世帯（回収率58.2%）

・高校生webアンケート調査（R2.10～11）
配布1,573部、回収276部（回収率17.5%）

・行政関係/交通事業者ヒアリング（R2.7～10実施）
行政関係10箇所、交通事業者7事業者

令和２年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価
（地域公共交通調査事業） 周南市地域公共交通会議

事業実施の適切性

・各種調査結果により地域における公共交通の現状、市民の意向等を整理し、利用しやすく持続可能な公共交通ネットワークの形成のために、計画期間中に達成すべき
新たな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、後期5年間に実施する事業を計画に位置づけた。

●持続可能な公共交通ネットワークの形成に向け、
新たな地域公共交通計画（素案）策定に必要な各種
調査が実施できた。

公共交通ネットワークの将来イメージ


