
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　 　1日8循環
南畑敷町循環　1日8循環

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
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った。

A A
引き続き，関係自治体や運行事業者と協議を行い，利用
状況を勘案しながら，再編・ダイヤ改善の検討を行う。

下高野線　1日4往復
関係自治体や運行事業者と協議を行
い，利用実態に即して路線の再編を行っ
た。（系統の統合）

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
運行事業者と連携し，利用状況を観察し
ながら，ダイヤ調整による利便性向上を
検討した。

A A
引き続き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
よる利便性向上を図る。

作木線②　　 1日　２往復
運行事業者と連携し，利用状況を観察し
ながら，ダイヤ調整による利便性向上を
検討した。

A A
引き続き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
よる利便性向上を図る。

有限会社君田交通 川の駅三次線　1日　5往復

作木町内生活交通検討会で提言された
意見をもとに，運行事業者と連携しなが
らダイヤ改善を行い，利便性を向上させ
た。

A B
引き続き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）

令和2年2月20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

・運行事業者と協力し「乗り放題パス」の発売
で利用促進を行ったり、地域内生活交通検
討会の設立を行うなど、地域と連携した利用
促進に取り組んでいます。

・今後も、利用者のニーズに対応した運行内
容の検討や、地域と連携して利用促進の取
組を進めていく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。

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

運行主体と協力し，作木町内で運行の
PRを積極的に行ったほか，IT技術を用い
た運行管理システム及び予約アプリの導
入（実証実験）により，利便性向上を模索
した。

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。

備北交通株式会社
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備考

玖島・友和線 Ａ A

所山線 Ａ B

玖島～玖島分れ～友和学校ロータリー（申
請番号3）

新規事業のため、前回の事業評価なし A B
目標を達成していないため、対面でのPRを増やすなど、利
用促進の方法について検討が必要。

玖島～友和学校～佐伯中学校前～さいき文
化センター～津田（申請番号4）

新規事業のため、前回の事業評価なし A A 目標を達成。さらにPRを増やし、収益率増加を目指す。

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、地域住民の利用促進を図った。

・ 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。

はつかいち桜まつりにて、PRを行い、利用
促進を図った。

Ａ B

・ 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。

津田～吉和間自主運行バス 新規事業のため、前回の事業評価なし Ａ B

・目標は達成していないが、一定の利用者数がおり、効果を
あげている。今後、対面でのPRの機会を増やすとともに、ダ
イヤの改正を行い、乗継ぎのしやすさを向上させ、利用の促
進を図る。

佐伯交通有限会社

有限会社津田交通

〈評価の反映：運行の効率化、運行内容の
見直し及び利用促進〉

・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。

はつかいち桜まつりにて、PRを行い、利用
促進を図った。

〈評価の反映：運行の効率化、運行内容の
見直し及び利用促進〉

・最近の利用状況を検証し、目標値の見直
しを行った。浅原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。

はつかいち桜まつりにて、PRを行い、利用
促進を図った。

・ 玖島・友和線は目標を達成。所山線は、利用者数・稼働
率ともに全体的に減少傾向にあるため、効果的な利用促進
の方法について検討が必要。

・ ＰＲの機会を増やし、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とともに、市の乗合バ
ス型と連携をとり、利用しやすさの向上を目指す。

・地域住民の意見、要望の聞き取りや小学生
のプール利用時にデマンドを活用頂く取り組
み等地域住民の利用促進を図る取組も行っ
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。

・H31年1月28日より再編実施計画に基づい
て市自主運行バスの運行を開始しており、運
行の効率化と一定の利用者確保を達成して
いる点については評価できます。

・また、今後再編実施計画の変更も予定され
ていることから、本取り組みとともに、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、利用者数は全体的
に減少傾向にあるため、効果的な利用促進の方法について
検討が必要。

・ ＰＲの機会を増やし、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とともに、市の乗合バ
ス型と連携をとり、利用しやすさの向上を目指す。

廿日市市公共
交通協議会
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備考

府中市役所～
道の駅びんご府中～
府中市民病院～
府中市役所

A B

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

A B

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

岩本　薫

升岡　秀治

・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。
・引き続き高齢者運転免許自主返納支援制度担当課で
ある危機管理課と連携し、免許返納後の利用促進を図
るとともに、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。

・市役所総合窓口課や高齢者運転免許自主
返納支援制度担当課など、他の課と連携し
て利用促進の取り組みを進めている点は評
価できます。

・今後も、商業施設や運転免許証自主返納
支援制度担当課等、地域で連携して利用促
進の取り組みを進めることで、利用者の増
加、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。

・右まわり便については左まわり便の運行開始により旅
客の散逸を招き、目標数値を下回ったと推察されるが、
利用者は昨年度と比較して増加しており、高齢者等の移
動手段として定着している。令和2年度は年間利用者数
を16,500人を目標に修正し、利用促進を図る。
・左まわり便については前年比600人以上の増加となり、
新規路線の利用が伸びている状況である。令和2年度も
継続して年間利用者10,500人と設定する。
・今後も、高齢者以外にも利用を促進するためにモビリ
ティマネジメントの実施を続ける。

・平成30年4月から運行を開始している左回
り便の導入で、交通不便地域の解消をは
かっており、目標には達していないものの、
ある程度の利用者に利用いただいている点
については評価できます。

・今後も、住民のニーズにあわせて交通手段
の導入や運行内容を検討していくとともに、
モビリティマネジメントの実施や地域と連携し
た利用促進等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します。

・道の駅を交通結節点とした他路線への
接続もスムーズに行われ、利用者の利
便性向上が図られた。
・日頃公共交通を利用する機会の少ない
幼稚園児等とその家族に利用促進策と
して循環バスの飾り付けを行い、無料乗
車券の配布を実施した。
・商業施設1箇所と連携し循環バスの利
用で買い物料金の割引が可能となる特
典を、引き続き実施した。
・利用者からのヒアリングにより、新規路
線を走行する車両の構造的な不便（IC
カード非対応、乗降口の段差の高さな
ど）が明らかになったため、上記の点を
解消した車両の導入を検討した（令和2
年度事業に於ける導入へ変更）。

A B
・運転免許を自主返納する高齢者への
支援制度として、乗車回数券の配布を行
い、利用促進を図った。

府中市地域公
共交通活性化
協議会

株式会社中国バス

安芸高田市公
共交通協議会

甲田向原区域
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備考

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

有限会社久井交通 八幡路線 新規事業のため、前回の事業評価なし A B
・利用者は徐々に増加している状況にあり，町内会，タク
シー事業者，市が協働で利用PRなどの普及・利用促進
を継続して行う。

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

・広報紙に公共交通の利用促進に関す
る連載記事を掲載し，フィーダー系統の
利用方法などの周知を行った。
・公共交通を守り・育てるため、公共交通
に関する出前講座を行った。

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

・広報紙に公共交通の利用促進に関す
る連載記事を掲載し，フィーダー系統の
利用方法などの周知を行った。
・豪雨災害による県道通行止めに伴い，
利用者の移動ニーズに対応した折り返し
運行を実施した。

A

・ニーズに対応した運行内容の見直しや、出
前講座、時刻表の配布等、利用促進の取り
組みも行っており、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。

・利用者が増加してきている地域もあるとの
ことなので、引き続き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
れることを期待します。

・路線バスとコミュニティ交通の概要を掲
載した時刻表を作成し，新聞折込により
各戸へ配付し，利用促進に取り組んだ。
・地域における生活支援に取組む組織と
運行サービス等について意見交換を行
い，ニーズ把握に努めた。

A A

・利用者数も年々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。

・利用者のニーズを把握する意見交換や、新
聞折込による時刻表配布等の利用促進の取
り組みを行っており、本郷地区では目標を達
成し、利用者数も年々増加しています。

・今後も利用実態、要望に応じた運行内容の
見直しや周知活動等の利用促進の取り組み
を進めることで、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。

・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を見
直すなど活性化を図る。
・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。
・三原市地域公共交通網形成計画で定めた地域コミュニ
ティ交通の見直し基準の収支率10％を下回ったことか
ら，区域運行の乗合タクシーへの転換を検討する。

A B

江田島市公共
交通協議会

三原市地域公
共交通活性化
協議会

・広報紙に公共交通の利用促進に関す
る連載記事を掲載し，フィーダー系統の
利用方法などの周知を行った。
・公共交通を守り・育てるため、公共交通
に関する出前講座を行った。

・路線バスとコミュニティ交通の概要を掲
載した時刻表を作成し，新聞折込により
各戸へ配付し，利用促進に取り組んだ。
・地域における生活支援に取組む組織と
地域が望む交通サービス等について意
見交換を行い，ニーズ把握に努めた。

三原市

株式会社江田島タクシー

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

①船木路線
②北方路線
③南方路線

・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：利用者数が増加していることから，現在の
運行を継続するとともに，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。
・沖美南部線：災害による通行止めの影響により，今回
は利用者数が減少したが，近年は利用者数が増加して
きていることから，現在の運行を継続するとともに，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。
・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。

B
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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㎞）

有限会社カープタクシー
黄金山町24番前～池田整形外科前～黄金
山町24番前（9.5㎞）

　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。

A 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。

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11.3km,復路11.3km)

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)

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

路線沿線の協力店舗と連携して市街地
循環線運行開始1周年記念イベントを実
施し、利用促進を図った。

A B
路線沿線の協力店舗と連携して公共交通利用のイベン
トを実施し、利用促進を図っていく。

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

路線沿線の協力店舗と連携して市街地
循環線運行開始1周年記念イベントを実
施し、利用促進を図った。

A B
路線沿線の協力店舗と連携して公共交通利用のイベン
トを実施し、利用促進を図っていく。

・路線沿線の協力店舗と連携してイベントを
行ったり、バスを利用することで協力店舗で
特典を受けられるなど、独自の取り組みで利
用定着をはかっている点について評価できま
す。

・今後も住民のニーズに応じた運行内容の検
討や、地域と連携した利用促進の取組を進
めることで、利用者の増加、それによる目標
の達成と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。

A B

A B

A

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。

Ａ

・協賛商業施設との運賃割引制度や町内会
負担の無料乗車日の設定など、行政・運行
事業者・地域で連携して利用促進の取り組み
を進めており、利用者数を増やし目標を達成
している系統もある点について評価できま
す。

・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。

利用者を確保するため、引き続き地元運行協議会による
利用ニーズ調査を実施し、その結果を運行内容へ反映
させていく。

有限会社やぐちタクシー
　15周年記念イベントを開催し、地域と連
携して利用促進活動に取り組んだ。

　新規利用者の獲得、利用者の利便性
向上のため、運行ルートの一部見直し、
ダイヤ改正を行った。

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

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

　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する
とともに、新規利用者獲得及び利用促進
のため、無料運行を3日間行った。

　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する
とともに、新型車両を導入し、新規利用
者獲得及び利用促進を図った。

有限会社中野タクシー

地元運行協議会による利用状況調査を
実施して利用者ニーズを把握した。調査
結果をもとに既存ルート上にバス停を新
設し、利便性の向上を図った。

・住民自治組織を母体とした運行協議会が主
体となり、イベントに合わせた利用促進の取
り組みや住民のニーズに応じた運行内容の
変更等を行っており、目標を達成している点
について評価できます。

・引き続き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、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。

引き続き周知活動を行うなど、利用促進に努めるととも
に、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。

A 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。

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。
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備考

庄原市地域公
共交通会議

備北交通株式会社 下高野線　１日　３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
の意見も聞きながら、利便性の向上と利用促進を図る。

・H30年10月１日から利用実態に応じて路線
を再編しており、再編前から引き続き目標を
達成している点については評価できます。

・今後も、利用状況に応じた運行内容の検討
や、運行事業者と連携したバス教室モビリ
ティマネジメント等の利用促進の取組を進め
て頂き、利用者の増加、それによる持続可能
な公共交通ネットワークが構築されることを
期待します。

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）

平成30年4月に見直した運行形態につい
て、満足度や新たな課題を整理するた
め、町民やバス利用者を対象としたアン
ケートを令和元年９月に実施した。課題
を整理し、さらなる改善策を検討中であ
る。

Ａ B

平成30年4月に見直した運行形態で現在運行実施してい
るが、これに対する満足度や新たな課題を把握するた
め、令和元年９月にアンケートを実施した。大きな課題は
ないが、地域住民及び利用者の循環バスに対するニー
ズが多様化している状況である。引き続き循環バスを運
行し、併せて今後は、さらなる改善策を検討し、第2次坂
町地域公共交通網形成計画及び地域内フィーダー系統
確保維持計画に反映させる。策定した計画に則って、坂
町循環バスの利用促進を図り、将来に渡って存続可能
な公共交通とする。

・地元の要望に基づいて平成30年4月から見
直した運行形態で運行を実施しており、新た
な課題把握のため継続してアンケート調査を
実施している点は評価できます。

・引き続き住民のニーズの検証とそれに応じ
た運行内容の検討、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。

尾道市地域公
共交通協議会

中国交通株式会社

区域運行型
①菅野・上川辺地区
②河内・今津野地区
③綾目・大和地区

新規事業のため、前回の事業評価なし A B
・地域団体や社会福祉協議会と連携することで、利用者
は少しずつ増加傾向にあり、、引き続き制度の周知に努
めていく。

・町内放送での周知や高齢者への登録支援
等、地域団体や社会福祉協議会など地域で
連携して利用促進に取り組んでいる点につ
いて評価できます。

・利用者が増加傾向にあるとのことなので、
引き続きニーズに応じた運行内容の検討や
地域と連携した利用促進に取り組むことで、
利用者の増加、目標の達成、それによる持
続可能な公共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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備考

③浜村青谷線（浜村～青谷） B

　利用者の利用状況やニーズを把握したうえで減便が行
われたが、減便後の利用者が大きく減少している。
　利用者の意見を参考に、より利便性の高いダイヤにつ
いて検討する。

日ノ丸ハイヤー株式会社 雨滝・上地線

（H30二次評価結果）
　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よう期待
します。

（反映状況）
　地元より上地方面への増便の要望を
受け、運行事業者である日ノ丸ハイヤー
㈱と検討したが、ダイヤが合わず実現で
きなかった。

B
　ダイヤ改善や路線延長等の要望事項について、地元・
事業者等と協議を行う。 引き続き地元と協議を進めながら、効果的な

利用促進策を検討していただき、持続可能な
公共交通となることを期待します。

路線定期上長田線　大木屋～入蔵・あご牛・
赤谷～丸合西伯店

路線不定期上長田線デマンド　丸合西伯店
～入蔵・あご牛・赤谷～大木屋

路線定期　東長田線　金山～久蔵・八金・二
桝～丸合西伯店

路線不定期　東長田線デマンド　丸合西伯
店～久蔵・八金・二桝～鎌倉入口

路線不定期　上長田東長田デマンド　丸合
西伯店～鎌倉入口～大木屋

小型車両2台 新規事業のため、前回の事業評価なし A A
小型車両の機動力を活かし谷部集落まで利
用者のニーズを取り入れながら利用促進に
努めることを期待します。

A

B
　実利用者数が５名程度と非常に少なく、新たなニーズ
の発掘に取り組む必要があるため、地域住民と意見交
換会を行う。 人口減少がとまらずバス利用者の減少が進

む中で、需要の掘り起こしやニーズ把握に基
づく利用促進に取り組まれています。引き続
き持続可能な公共交通について効果的な措
置を講じる努力をおこなっていただくよう期待
します。

A B

乗り継ぎ結節点の追加やダイヤ設定の見直しを検討す
る。
引き続き地元集落との連携を密にし利用促進の啓発に
努めます。

上長田線以外では、目標を達成することがで
きなかったが、原因の究明に取り組まれ、乗
り継ぎ結節点のダイヤ見直しや、地元集落と
の連携により利用促進をしながら持続可能な

公共交通機関となるよう期待します。

鳥取市生活交
通会議

日本交通株式会社

①米里線（越路～市立病院）

②米里線（越路～桜谷口）

（H30二次評価結果）
　いずれの地域も少子高齢化に伴い、人
口減少が進み、バス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。
（反映状況）
　アンケートや意見交換会を通じて、通
勤時に毎日利用していたが、仕事を辞め
たため利用しなくなったという意見を得ら
れた。減便が行われた浜村青谷線につ
いて、改めて利用状況やニーズを把握
し、JRとの接続に係るダイヤ改正、時刻
表の配布、バス停の時刻表の張り替えな
ど、乗合タクシーの広報や利用促進に取
り組んだ。

南部町地域公
共交通会議

南部町

新規事業のため、前回の事業評価なし

③-7



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

大山線
（伯耆大山駅～美濃・尾高～本宮）

新規事業のため、前回の事業評価なし A C

福万線
（伯耆大山駅～上新印～日下）

新規事業のため、前回の事業評価なし A C

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
に利用者の状況を確認した。

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、新規利用者の拡大等に向けて住民と
の連携に一層努めていく。

利用状況を注視し、サービス水準の見直しや
新規利用者の拡大等住民との連携に取り組
んでいることが、今後効果的な運行につなが
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、タクシー活用などを検討しながら
見直していく。

近年の利用状況から、当該系統のあり方に
ついて早期に見直しを行ってください。

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
に利用者の状況を確認した。

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、新規利用者の拡大等に向けて住民と
の連携に一層努めていく。

利用状況を注視し、サービス水準の見直しや
新規利用者の拡大等住民との連携に取り組
んでいることが、今後効果的な運行につなが
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～）

サービス水準の見直しの一環で乗り込
み調査を実施したほか、運転手に利用
者の状況を確認し、地元協議も行った。

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、新規利用者の拡大等に向けて住民と
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～）

サービス水準の見直しの一環で乗り込
み調査を実施したほか、運転手に利用
者の状況を確認し、地元協議も行った。

A A
乗り込み調査で出た意見などを反映し、新規利用者の拡
大等に向けて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～）

サービス水準の見直しの一環で乗り込
み調査を実施したほか、運転手に利用
者の状況を確認し、地元協議も行った。

A 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、
令和２年３月末で廃止する。

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、地域で検討し
てきたことを次年度の再編実施計画の変更
に反映させ、持続的で効果的な公共交通とな
るよう期待します。

江津市地域公
共交通会議

江津市

米子市地域公
共交通会議

日本交通株式会社

・ニーズにあったダイヤになるように検討する。
・外出機会を創出するための高齢者の移動に対する支
援策を検討する。
・フィーダー路線の利用を促すチラシを作成して配布す
る。
・利用者への聞き取り調査を実施し、ニーズの把握を行
い運行改善に努める。

大山線については、目標に対して、厳しい結
果となっています。福万線については、目標
まであとわずかでした。今後の改善点で触れ
られている事柄について積極的に取り組ま
れることを期待します。運行内容の見直しも
含め協議会での丁寧な議論をお願い致しま
す。
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備考

吉田ルート
（吉田～菅谷）

田井ルート
（吉田～川手）

飯南町
赤名吉田線
（１日４往復）

利用者数の目標を達成するため、ニーズ
の掘り起こし、ダイヤ改正等を行い利便
性の向上を図る。

A A
引き続き、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。

ダイヤ改正等を行い利便性を向上させなが
ら、新規利用者の掘り起こしを図るなどして
利用者数を上げていることは高く評価できま
す。今後も利用者増加に努め持続可能な公
共交通網が構築されることを期待します。

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 A
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。

三江線代替交通との接続を考慮したダイヤ
改正など利用者の利便向上とニーズの掘り
起こしを行い目標を達成していることは高く評
価できます。引き続き、利用者数を確保しな
がら地域の公共交通としての役割を果たされ
ることを期待します。

作木線①　　往４１．０ｋｍ
　　　　　　    復４１．２ｋｍ

作木線②　　往４８．１ｋｍ
　　　　　　    復４８．３ｋｍ

宇都井口羽線　１７．３ｋｍ A C
利用者ニーズに対応した運行となるよう運行を見直し、
利便性を向上する。

引城区域運行 A A
目標以上の利用はあったが、利用者ニーズを満たす運
行になっていないため、運行を見直し利便性を向上す
る。

江平上ヶ畑区域運行 A C
利用者ニーズに対応した運行となるよう運行を見直し、
利便性を向上する。

A B
 ・地域組織と連携し、運行内容改善に努め、利用促進を
図る。

飯南町地域公
共交通会議

邑南町地域公
共交通会議

備北交通株式会社
運行事業者と連携し，利用状況を観察し
ながら，ダイヤ調整による利便性向上を
検討した。

雲南市地域公
共交通協議会

雲南市

・次期フィーダー計画策定に当たり、平成
３１年度計画より意欲的な目標設定を
行った。
・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。

邑南町
利用者調査を実施し、利便性向上となる
よう運行の見直しの参考とした。

今年度もバス時刻表を市内全戸へ配布する
など利用促進に取り組まれており、利用者数
について目標値を上回る結果となっていま
す。今後も地域との連携や運行内容の改善
等により満足度の向上や利用者増加につと
め、持続可能な公共交通網が実現されること
を期待します。

三江線代替交通として平成30年4月より運行
していますが、利用者数が極めて少ない系
統においては、次年度に行う再編実施計画
の見直しの中で十分な議論をし、利用者ニー
ズに対応しつつも持続可能な運行となること
を期待します。

A A
引き続き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
よる利便性向上を図る。

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、運行事業者と
の連携やダイヤ調整による利便性向上に取
り組むなどして目標の利用者数を獲得してお
り評価できます。今後も利用状況を注視しな
がら持続可能な公共交通として存続すること
を期待します。
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備考

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

沿線自治体や運行事業者と連携し、利
用状況を観察しながら、ダイヤ調整等に
より利便性向上を図った。学生を対象と
したモビリティマネジメントは今年度未実
施。令和2年4月から新ダイヤでの運行を
実施。

A A

系統名：系統６　川本美郷線
（石見川本～浜原駅前）
平日　５往復

沿線自治体や運行事業者と連携し、利
用状況を観察しながら、ダイヤ調整等に
より利便性向上を図った。令和2年4月か
ら新ダイヤでの運行を実施。

A A

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

運行事業者と連携し，利用状況を観察し
ながら，ダイヤ調整による利便性向上を
検討した。

A A
引き続き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
よる利便性向上を図る。

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、目標を上回る利
用者となっています。引き続き利用者増加に
向け、地域・利用者・事業者が連携して利便
性確保に努めてください。

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

沿線自治体や運行事業者と連携し、利
用状況を観察しながら，ダイヤ調整等に
より利便性向上を図った。学生を対象と
したモビリティマネジメントは今年度未実
施。令和２年４月から新ダイヤ運行実
施。

A A

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

沿線自治体や運行事業者と連携し、利
用状況を観察しながら，ダイヤ調整等に
より利便性向上を図った。老人会・自治
会対象のバスの乗り方教室は未実施。
令和２年４月から新ダイヤ運行実施。

A A

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

沿線自治体や運行事業者と連携し、利
用状況を観察しながら，ダイヤ調整等に
より利便性向上を図った。令和２年４月
から新ダイヤ運行実施。

A A

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）

未利用者に対し更なる利用促進を啓発
し、利用者については乗り合わせを積極
的に進めた。

A B
令和２年度よりタクシー利用助成への切り替えを行う。免
許返納者と合わせ利用促進を啓発していく。

運行形態にかかわらず地域のニーズを満た
す運行となることを期待します。

川本町地域公
共交通会議

大和観光株式会社

美郷町地域公
共交通会議

令和２年度より新ダイヤとなることを鑑み、事業者と連携
して利用状況を引き続き観察する。また未実施だった学
生へのモビリティマネジメント事業を実施する。

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、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。

令和2年度より新ダイヤとなることを鑑み、沿線自治体や
運行事業者と連携して利用状況を引き続き観察する。ま
た、未実施だった学生へのモビリティマネジメント事業を
実施する。

三江線代替交通として平成30年4月より運行
していますが、利用状況を把握しつつダイヤ
調整等による利便性向上を図っており目標
は達成されています。今後は学生を対象とし
たモビリティマネジメントの実施やダイヤ調整
等によりさらなる利便性向上に向けて取り組
むことを期待します。
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(1)津山西循環線
　（津山～マルナカ院庄店
　　　　　　～PLANT５～津山）

A Ａ
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、大きな効果があった。更なる利用周知を継続して
いく。

（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 Ａ
系統(1)の延伸による相乗効果もあり、利用者が増加し
た。更に利用周知を継続していく。

（３）小循環線
　（津山～志戸部～津山）

A C
定常利用者は復元傾向にあるため、今後は観光路線と
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 Ｃ

（７）津山東循環線
　（津山～イオン津山店前～津山）

　・公有民営補助（車両更新）
　　車両３台　更新
　　　（令和元年7月1日から
　　　　　　　　　　　　運用開始）

A B

R元.7月より「公有民営型」による東循環線車両を更新し
た。利用者は、更新後（R元.7月～9月）は前年に比べ
2,436人増加。
乗り心地に対する要望・苦情は更新後は無くなった。
より周知を図り、更なる利用者増を目指す。

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 Ｃ

運転手の高齢化により、登録運転手が大幅に減少。そ
のためニーズに対応できる運転手が足らず、利用者の
減少に繋がった。
また、「特定人間関係に依存」するところもあり、運転手
減少は大きな影響を残した。
他の同様運行の事例を参考にしつつ、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

〇循環線が、接続する幹線路線やその
他枝線についても、乗降調査をR元.6月
に実施。加えて、H30.11月～R元.9月の
津山西循環線の鏡野町延伸結果に関し
ての乗降調査を毎日実施した。中でも、
新規設定バス停については、詳細調査
を実施し、利用動態を検証した。
〇H31.4月からR元.５月に、ごんごバスの
一日フリー乗車券を販売(実績83枚）し、
利用者確保に努めた。
〇Ｈ30.11月に商店街内で公共交通啓発
活動を実施。
〇「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
年度実績14名、H31.4月～R元.9月で5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。
○H31.4月に市内高校に「帰宅用バス時
刻表」を配布。
○「バス乗り方教室」を希望する連合町
内会にてR元.5月に実施。今後も継続予
定。
〇R元.7月から津山東循環線車両につい
て「公有民営型」補助制度を活用した、車
両更新、低床化を実施。
○R元.8月に市内図書館にて、「バス・タ
クシーの現在展」を実施。その中で、バス
協会協力による、市内幼稚園児バス塗り
絵を展示。

・乗降調査、一日フリーバス乗車券、バス・タ
クシーの現在展等、利用促進のための試行
に幅広く取り組んでいる点については評価で
きます。

・鏡野町との共同運行による延伸路線によ
り、目標値を大きく上回る利用があったことか
ら、新規路線の効果があったと言えます。

・しかし、(3)～（6）系統と（8）系統では利用者
が減少していることから、なぜ減少している
のか理由を調査し、利用促進活動を継続して
いく必要があります。

・（8）阿波区域については、運転手高齢化に
よる減少についても記載されています。利用
者獲得のためのイベントのみならず、運転手
確保のための取組にも今後力を入れていた
だくことを期待します。

沿線上のスーパー、団地に対応する経路変更をR元.10
月から実施。今後、更なる利用周知活動を進めるととも
に、利用・移動動態を調査し、引き続き利用者ニーズに
即した運行経路・時刻を検討していく。
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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。

A Ｂ

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。

・ＪＲ線の接続時間に合わせた時刻に変更す
るなど利用促進に努めている点は評価でき
ます。
・今後も乗降調査等継続して行い、新規利用
者の開拓を進めていくことを期待します。

双葉タクシー株式会社 ③山田・東児エリア

下電観光バス株式会社 ④田井・中央（宇野・築港）・玉エリア

真庭市地域公
共交通会議

真庭市

■フィーダー系統
1)平成31年４月以前
　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）
2)平成31年４月以降
  ※時刻表変更
　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)対象車両：４台
　使用ルート：蒜山久世　３台
　　　　　　　　 北房久世　１台

利便性の向上・運行の効率化のため、バ
ス停位置の変更・運行時間の調整・利用
者に分かりやすい運行計画の策定を
行った。
また、運転免許返納者への支援方法を
変更・小中学生の利用促進のため夏休
み期間の乗り放題パスポートの発行を
行った。
【平成31年４月より】
①蒜山久世ルートの１１便ダイヤ改正。
蒜山振興局バス停位置の変更。
②新庄久世ルートの７便ダイヤ改正。
③北房久世ルートの３便ダイヤ改正。
④おかやま愛カードでの運賃減免。（い
ままでは免許返納時に回数券を交付）
【夏休み期間中】
⑤小中学生乗り放題パスポート発行。

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。

・利便性向上、運行効率化のため、バス停位
置の変更、運行時間の調整等行った点につ
いては評価できます。

・さらに、運転免許返納者への支援や小中学
生を対象とした夏休み乗り放題パスポートの
発行など、交通弱者をターゲットとした施策を
進めていったことにより、今年度は目標を大
きく上回る結果となったと言えます。

・有効的な施策は今後も継続し、さらなる利
用者促進に取り組んでいくことを期待します。

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、シータ
ク運賃の値上げを実施した。シーバスの
乗降調査及びシータク配車システムの
データを活用し、利用者の移動状況を分
析することにより、効率的な運行形態の
検討を行った後、一部シーバスの路線を
新設し、実証運行を開始した。

A Ｂ

・平成29年3月に策定した｢玉野市地域公共交通網形成
計画｣に基づき、市民からの要望、シータクの時間帯別
の流動分析やシーバスの乗り場別の乗降実態、居住地
の分布状況、道路幅員、地理的要素等を踏まえた最適
な交通体系(シーバスとシータクの運行配分など)への大
幅な見直しの実施を検討する。
・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。

・シーバスの状況調査、シータク配車システ
ムのデータを活用し、利用者の移動状況を分
析するなど画期的な施策に取り組んでいる
点は評価できます。
・交通分析の検討により、新たな路線の実証
運行も開始していることから、今後どのような
効果が出てくるかを期待します。
・シーバス、シータクの利用者数は増加して
いることから、地域のニーズに合った運行を
続けていることが分かります。
・今後、利便性の向上や外出機会の創出な
どが課題としてあげられているため、引き続
き利用者アンケートに取り組むなど検証が必
要だと考えます。
・コールセンター運営の在り方については、
前年度からの懸念事項であるため、早急な
対応を求めます。
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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
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④事業
実施の
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⑤目標
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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

(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 B

前年より増加したが，今後，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，ま
た，ダイヤ改正等の検討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

ダイヤ改正によって便数が増え，利便性は向上したが，
目標値の達成には至らなかった。便の効率化を検討す
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 Ａ
さらなる利便性向上及び，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。また，(6)(7)の系統と同路
線のため併せて利用の動向を注視したい。

(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。また，(5)(7)の系統と同路
線のため併せて利用の動向を注視したい。

(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。また，(5)(6)の系統と同路
線のため併せて利用の動向を注視したい。

(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 A
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
ダイヤ改正によって，便数の減少とともに利用者が減少
した。大井ハイランド尾坂線と統合に向け，検討・協議を
進めていきたい。

(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 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&笠岡総合時刻表」を，
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）のほか市内の公共施設
へ備え付け，利用促進及び利便性向上
を図った。また，警察に協力してもらい，
運転免許返納者にも配布した。

・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。

・ダイヤ改正により、前年度より乗車密度が
上がった系統がある点は評価できます。

・一方で、利便性は向上したものの目標値の
達成には至らなかった系統も多々あることか
ら、引き続き利用促進に向けフォローアップ
を実施していくことを期待します。

・特に尾坂線は昨年度から引き続き目標・効
果達成状況が芳しくない状況が続いていま
す。大井ハイランド尾坂線と統合の検討がな
されているとのことなので、利用者の意見を
取り入れながら、関係者との協議を進めてい
くことを期待します。
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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)

倉敷市地域公
共交通会議

株式会社日の丸タクシー

昨年7月6日の豪雨災害による運行事業
者の被災等によりコミュニティタクシー
は，運行休止となり，南ルートの船穂方
面行き以外の東・西・南（吉備真備駅行
き）は，昨年12月まで運行休止となった。
H30年11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，真備地区の状況等を報告し，コミュ
ニティタクシーの再開を決議し，建設型
仮設住宅への立ち寄りについて検討す
ることとなった。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。 本年5月29日運営委員会
において現況の利用者数等の説明を行
い，８月30日の運営委員会において，各
地区の現状について情報交換を行うとと
もに，利用者促進のために，フリー乗降
区間を明示したチラシの作成及び予約
時間を1時間前から30分前にすることを
決議し，10月1日からチラシの配布及び
予約時間の変更を実施している。

A

本年8月の運営委員会で地域ごとのニーズや現況の把
握を実施し，地区により被害状況がまちまちであり，川辺
地区，箭田地区など利用者が減少している地区もある
が，早期の復興を目指し現行の運行形態を維持すること
となった。
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。
また，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。
さらに，今後開設される災害公営住宅への立ち寄りを検
討する。
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。

・豪雨災害後、運営委員会を設立し、状況報
告や運行形態の協議を行うなど迅速な対応
を行った点について評価できます。

・早期復興が第一であり、被害状況とともに
地域のニーズも異なってくるため、引き続き
状況把握、利用促進活動など利用客回復に
努めることを期待します。

B

　新規利用者の掘り起こしをねらい、利
用促進として市の広報紙への公共交通
利用促進記事を継続して掲載し、住民へ
の周知を行った。医療機関へのアクセス
改善のニーズに応えるべく、平成３０年１
０月より路線延伸を実施した。また、予約
利便性の向上の観点から、平成３１年４
月より午後の便については当日予約を
受け付けることとした。その他、利用者
ニーズを把握するため、地元区長との意
見交換会を実施した。

A B

　地元区長との意見交換会では、初回利用時の登録が
一つのハードルとなっており、利用者が固定される傾向
にあるとの声があった。まずは、利用促進に向けた啓発
を継続して実施し、デマンド型市民バスの利用者の実人
数拡大に努めることが重要であると認識している。
　地域住民のニーズをヒントとして、持続可能な交通手段
確保に努めることで、ひいては地域を活性化することに
寄与していきたい。
　赤磐市地域公共交通網形成計画により設定した平均
輸送人員等の定量的な基準に基づき、バス路線の増
便、減便、運行形態の変更等を検討していく予定であ
る。

・利便性向上のため、路線延伸や予約受付
時間の延長を行った点や、地元との意見交
換会を実施した点は評価できます。

・一方で、年間利用者数は前年に比べて減
少傾向にあるため、どのように実人数を拡大
していくかが課題です。

・広報誌や時刻表配布等のPRはもちろん、
住民が利用したくなるようなイベントを企画す
ることも有効であると考えます。

赤磐市地域公
共交通会議
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備考

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74
人増加した。

A B

津山ごんごバス西循環線
鏡野町延伸部分の乗降調査を毎日実施
し、新規設定バス停については、詳細調
査を実施し、利用動態を検証した。

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、昨年度は運行回数
が97回から144回と大きく伸びてきている
が、今年度については106回と大きく減少
した。ただし、1回当たりの利用者は2.2人
から2.7人と微増している。また、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

・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

鏡野町地域公
共交通会議

中鉄北部バス株式会社

・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、令和2年度中に、福祉バス等との連携
を含め、町内全体の公共交通網計画の策定を目指す。
・ごんごバス西循環線においては平成30年11月から実
証実験運行として鏡野町内へ延伸し、大きな効果があっ
たが、更なる利用周知の継続に努める。

・広報活動を継続して行ったことにより利用
者が増加した点や、乗降調査を毎日実施し
ている点は評価できます。

・津山ごんご西循環線については、二市町に
またがる延伸であり利用者数が目標より大き
く上回っていることから、利用者のニーズに
応じた良い例だと言えます。

・富～箱線については、昨年度運行回数が
増えているのに対し、今年度は大きく減少し
ています。その原因を追求し、運行回数・利
用者増加を目指していただきたいと考えま
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

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った。また利
用状況の把握を行うため、利用実績に基
づく分析を行っている。
これらを踏まえ利用者利便と生産性の向
上を図るため、運行形態の変更を検討し
た。

A C
・利用者数の増加と乗合率の向上を図るため、利用実態
とニーズに対応した新たな運行形態への変更を行う。

・アンケート調査、利用実績に基づく分析を
継続的に行っている点は評価できます。
・前年度は利用者数が増加し、目標を達成で
きているところ、今年度はヘビーユーザーの
減少により目標を大きく下回る結果となって
います。
・来年度からは運行形態や配車システムが
新しく変わるため、広報活動により力を入れ
ていただき、新規利用者獲得に努めることを
期待します。

吉備中央町地
域公共交通会
議

中鉄バス株式会社

・本路線を地域住民に周知することと併
せて、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現さ
せ、利用者の増加を目指す。

B C

総社南高校の通学者数により利用者数が大幅に増減す
る状況となっている。このことから、高校生以外の新規利
用者を掘り起こすための施策を積極的に実施し、持続可
能な路線を目指す。

・従来のターゲットである高校生はもちろん、
それ以外の地域住民へも乗降調査等を行
い、ニーズに沿った運行形態を検討すること
が有効であると考えます。
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備考

山中・堀越外地区

運行事業者等と連携し、地域の実情に
応じた運行内容の見直しを検討した。ま
た、福祉部門等と連携し、利用方法等に
ついて市民への積極的な周知を行った。

A B
運行事業者や福祉部門等との連携強化に努め、利用方
法等を市民へ積極的に周知する必要がある。

豊田前・西厚保地区

スクールバス以外の一般利用の利用促
進を図るため、R2.4月の再編について、
運行事業者等と連携し、地域の実情に
応じた運行内容の見直しを検討した。

A B
再編（R2.4月）に向けて、、運行事業者等と連携し、地域
の実情に応じた運行内容等の見直しを行う。

川東・西分地区
R2.4月の再編に向けて、運行事業者等と
連携し、地域の実情に応じた運行内容の
見直しを検討した。

A B
再編（R2.4月）に向けて、運行事業者等と連携し、地域の
実情に応じた運行内容等の見直しを行う。

田代・奥分地区

再編（H30.10月）内容について福祉部門
等の関係機関と連携し、市民への積極
的な周知を行った。また、地域の実情に
応じた運行内容等の見直しを検討した。

A B
再編（H30.10月）内容について、引き続き、福祉部門等と
連携し、利用方法等を市民へ積極的に周知する必要が
ある。

美東地域北部

　運行事業者等と連携し、地域の実情に
応じた運行内容の見直しを検討した。ま
た、福祉部門等と連携し、利用方法等に
ついて市民への積極的な周知を行った。

A B
福祉部門等との連携強化に努め、地域の実情に応じた
運行内容を検討するとともに、利用方法等を市民へ積極
的に周知する必要がある。

美東地域南部

再編（H30.10月）内容について福祉部門
等の関係機関と連携し、市民への積極
的な周知を行った。また、地域の実情に
応じた運行内容等の見直しを検討した。

A B

再編（H30.10月）内容について、引き続き、福祉部門等と
連携し、利用方法用等を市民へ積極的に周知するととも
に、地域の実情に応じた運行内容の見直しを検討してい
く必要がある。

秋芳地域南部
R2.4月の再編に向けて、運行事業者等と
連携し、地域の実情に応じた運行内容の
見直しを検討した。

A B
再編（R2.4月）に向けて、運行事業者等と連携し、地域の
実情に応じた運行内容等の見直しを行う。

秋芳地域北部

再編（H30.10月）内容について福祉部門
等の関係機関と連携し、市民への積極
的な周知を行った。また、地域の実情に
応じた運行内容等の見直しを検討した。

A A
再編（H30.10月）内容について、引き続き、福祉部門等と
連携し、利用方法等を市民へ積極的に周知し、利用促
進を図る必要がある。

美祢市地域公
共交通協議会

美祢構内タクシー株式会
社

・住民意見交換会等で地域住民の意見を運
行内容の見直しに反映させている点や、福
祉部門など、他の部門と連携の上、市民へ
の積極的な周知を行っている点について評
価できます。

・また、令和2年4月に再編実施計画の変更を
予定していることから、本取り組とともに、今
後も利用者のニーズに対応した運行内容の
検討や、地域住民、運行事業者、協賛店舗
等地域で連携して利用促進の取り組みを進
めることで、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期待します。

美祢第一交通有限会社

有限会社秋芳タクシー

・住民意見交換会等で地域住民の意見を運
行内容の見直しに反映させている点や、福
祉部門など、他の部門と連携の上、市民へ
の積極的な周知を行っている点について評
価できます。
・また、令和2年4月に再編実施計画の変更を
予定していることから、本取り組とともに、今
後も利用者のニーズに対応した運行内容の
検討や、地域住民、運行事業者、協賛店舗
等地域で連携して利用促進の取り組みを進
めることで、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期待します。
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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）

C

二鹿線
（北河内駅～岩国駅）

A

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

　自治会を通じてチラシ及び時刻表を配
布し、イベント（文化産業祭）開催時には
バス教室を実施し、新たな利用者の確保
に努めた。
 また、H30年3月に策定された網形成計
画に合わせ、生活バスの再編案検討に
着手した。

A Ｂ

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
市総合時刻表および公共交通マップも活
用し周知を図った。

A

　２つの路線において目標の数値を上回る利用があり、
当該路線を維持することで、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、今後も引き続き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、利用状況に即した内容での運行便数に変更する
ことで1運行あたりの利用者数の向上を図ることにより、
持続可能な運行を目指す。

・各系統ごとでみると、目標を達成できていな
い系統もあるが、全系統では目標を達成する
ことができています。

・複数年度連続して、系統ごとの目標を達成
できていない系統もあるが、利用者数も増え
てきており、時刻表の全戸配布、住民意見の
運行内容への反映等、利用促進の取り組み
を行っていることから、これらの効果が発現し
目標を達成することを期待します。

・今後も、利用者のニーズに対応した運行内
容の見直しや、時刻表や公共交通マップの
活用、利用者への啓蒙活動等の利用促進に
取り組むことで、さらなる運行の効率化と、利
用者の増加、目標の達成、それによる持続
可能な公共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
時刻表及び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、叶木線と持ケ峠線において、
事業者変更と合わせて週２回運行とし、
より利便性を向上させることができた。

A

　平成31年１月に利用者からの要望として、運行便数を
増加したことで、一定の利用者数は増加した。
　今後さらに利用者数の増加を図るため、本年度中に実
施した利用者アンケートをもとに、運行曜日、時間を運行
事業者等とともに調整し、より利便性の高い運行となるよ
うに努める。

下関市地域公
共交通会議

下関市

　地域の敬老会会場にて、生活バス利用
についての説明を行い、チラシや時刻表
の配布を実施した。
　また、H30年3月に策定された網形成計
画に合わせ、生活バスの再編案検討に
着手した。

A

自治会へのチラシ配布や、イベント時の意識啓発活動を
行い、更なる利用促進を図る。
　また、網形成計画に合わせ、地域のニーズを踏まえた
運行態様や運行経路、運行本数、車両の大きさ等の見
直しを行い、生活バス路線の再編に取り組む。

・網形成計画に基づいて生活バスのワンコイ
ン化を実施したり、自治会やイベントを通じて
のチラシ、時刻表配布などの利用促進に取り
組むことで、利用者の増加と目標の達成につ
なげている点について評価できます。

・今後も、地域のニーズを踏まえた運行内容
の検討や、自治会へのチラシ配布、イベント
時の意識啓発活動など地域と連携して利用
促進に取り組むことで、更なる利用者の増加
と、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。

③-17



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

有限会社嘉川タクシー
（～平成31年3月）

宇部市交通局
（平成31年4月～）

二俣瀬線

　地域支援員や事業者へのヒアリング、
ワークショップにより、利用者ニーズの把
握に努めた。
　平成31年4月の事業者の変更に合わ
せて、運行区域、運行日、運行時間・便
数の見直しを行った。

Ａ B
　利用モデルコースの提案などを通じて利用促進を図
る。

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、令和元年
10月に降車場所を追加した。引き続き接
続する路線バスとの一体的な見直しを検
討している。

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 C
　イベントなどによる周知活動を継続し、収支率の改善、
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
　交管より、集会等で周知し、新規利用者の獲得を図
る。

中央交通(株) 原線
　自治会単位で、きめ細やかな周知活動
を実施した。

A A
　令和元年10月に実施した地域住民からの要望による
系統新設などの見直し内容を周知する。

東部市内循環線（めぐりーな） 　「周知活動を継続する。」とした点につ
いて、市広報誌、総合時刻表、ホーム
ページなどで情報提供を行った。

Ａ Ａ
運行内容が定着し、利用者が増加しているので、周知活
動を継続する。

市街地循環線
　「周知活動を継続する。」とした点につ
いて、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 　利用者が増加しているので、周知活動を継続する。

黒石線
　「利用動向や要望を踏まえて改善を図
る。」とした点について、市民要望を受
け、夕方のダイヤを見直した。

A C
　宇部市地域公共交通再編実施計画に基づき都市拠
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る。

中央交通(株) 桃山線
 利用実態に合わせ、令和元年10月に運
行内容の見直しを実施した。

A A
お買い物ツアーなどの企画で、新規利用者の獲得を図
る。

宇部第一交通（株） 東岐波線 新規事業のため、前回の事業評価なし A C
　令和元年10月に実施した利用実態に合わせた見直し
内容を周知する。

道の駅阿武町（齋藤医院前）～宇生賀

利用者の意見や現状をヒアリングなどに
より見極め、ダイヤの見直しや町内交通
時刻表の作成、住民自らによる交通支
援体制構築の検討などを行い、利用促
進と持続可能な交通ネットワーク構築へ
の試みを行った。

A B
通勤、通学、通院などの朝夕の利用者ニーズを把握する
とともに、ダイヤの見直しや公共交通の情報発信などの
事業PRも行う。

道の駅阿武町（齋藤医院前）～福賀小前

利用者の意見や現状をヒアリングなどに
より見極め、ダイヤの見直しや町内交通
時刻表の作成、住民自らによる交通支
援体制構築の検討などを行い、利用促
進と持続可能な交通ネットワーク構築へ
の試みを行った。

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、学生ボランティア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引き
続き取り組む。

宇部市地域公
共交通確保維
持改善協議会

・要望に応え降車場所を追加したり、系統を
新設したりするなど、利用者のニーズに応え
る形で運行内容の見直しを行っている点につ
いて評価できます。

・一方、前年度に続いて目標を達成できてい
ない系統も有りますが、地域のイベントや学
校との連携等、地域で連携した取り組みを
行っているので、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。

・再編実施計画の変更認定を受けていること
から、本取り組みとともに、今後も利用者の
ニーズに合わせた運行内容の検討や地域で
連携して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

宇部市交通局

・要望に応え降車場所を追加したり、系統を
新設したりするなど、利用者のニーズに応え
る形で運行内容の見直しを行っている点につ
いて評価できます。
・一方、前年度に続いて目標を達成できてい
ない系統も有りますが、地域のイベントや学
校との連携等、地域で連携した取り組みを
行っているので、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。
・また、再編実施計画の変更認定を受けてい
ることから、本取り組みとともに、今後も利用
者のニーズに合わせた運行内容の検討や地
域で連携して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。

阿武町地域公
共交通会議

防長交通株式会社

・道の駅阿武町での買い物や、ふるさと祭り
等地域のイベントに合わせて利用促進を図っ
ており、地域に密着して利用促進に取り組ん
でいる点について評価できます。

・利用者意見の随時受付や民生児童委員へ
のヒアリングも行っており、今後これらの取り
組みで利用者のニーズや利用実態を把握
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、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。
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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

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。ダイヤ見直し等の検討について
は、引き続き継続協議。

A A
本年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、運行体
系等の見直しを今後検討する。

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
利用については、目標達成している状況ではあるが、市
全体の公共交通体系の見直しの中で、必要であれば、
運行体系等の見直しを今後検討する。

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

A C
平成30年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、運
行体系等の見直しを今後検討する。

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
　本年度に、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 A
　平成30年度に、地域住民対象にアンケートを実施し、
運行体系等の見直しを今後検討する。

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。
・柳井市のホームページや窓口等での案
内により、地域住民に事業の周知を図っ
た。
・チラシを活用し、民生児童委員、福祉員
による個別利用促進を行った。

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。また、隣接地区のフィーダー系統導
入の進捗に合わせ、運行の見直しを検討する。

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。
・柳井市のホームページや窓口等での案
内により、地域住民に事業の周知を図っ
た。
・チラシを活用し、民生児童委員、福祉員
による個別利用促進を行った。

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。

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

H31年1月から、利用者ニーズに基づき
デマンド型交通運行エリアを拡大し、公
共交通不便地域に対する交通手段の確
保を図った。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
努め、利用者の確保を図る。また、運行エリアの拡大に
伴う移動需要の変動に対応するため、ダイヤ改正や増
便の必要性等を検討し、サービス水準の維持に努める。

・実際に運行車両に乗車し利用実態の把握
に努めたり、運行事業者と意見交換を行い利
用者のニーズを把握につとめ、それらを踏ま
え運行内容の改善を図っている点について
評価できます。
・今後も、利用者のニーズ把握に努め、必要
に応じて運行内容を見直し、チラシを利用し
た住民への意識啓発活動やデマンド交通の
PRなど、地域と連携して利用促進の取り組
みを進めていただき、利用者の増加と目標の
達成、それによる持続的な公共交通ネット
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

・時刻表の全戸配布や利用者ヒアリング、向
津具・俵山地区においては戸別訪問等の利
用促進の取り組みを進めており、利用者の
増加させ、目標を達成している点について評
価できます。

・一方で目標を達成できていない系統もある
ことから、今後アンケート結果の検証を進め
ていく上で、利用実態やニーズに合わせた運
行体系の見直しと、引き続き利用促進の取り
組みを進めていただき、利用者の増加、目標
の達成とそれによる持続可能な公共交通
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

柳井市地域公
共交通会議

柳井三和交通有限会社

・ホームページや窓口での案内、民生児童委
員や福祉員による個別利用促進など、積極
的に利用促進に取り組んでいる点について
評価できます。

・一方、引き続き目標を達成できていない系
統もあるが、R2年3月に網形成計画の策定を
予定していることから、本取り組みとともに、
利用者のニーズに合わせた運行内容の検討
や更なる利用促進に取り組むことで、利用者
の増加と目標の達成、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。
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備考

城南・西・東田布施系統
評価内容を踏まえ、福祉関係会議での
周知、広報の活用等有償運送を広くPR
した。

A

麻郷・麻里府系統
評価内容を踏まえ、福祉関係会議での
周知、広報の活用等有償運送を広くPR
した。

A

大道理・須々万線
（河内～夢求の里交流館～高原病院）

・地元協議会との意見交換を踏まえ、平
成31年4月から1便増便し、乗りこぼしの
発生を抑制を図った。
・平成31年4月から回数乗車券や障がい
者割引などを導入し、さらなる利用促進
を行った。

A Ａ

・目的地である須々万地区では、ここ数年間で、ドラッグ
ストアや個人病院などが相次いでオープンしており、そう
した施設への乗り入れを含めた乗降場所の見直しを行
う。

八代・高水線
（大藤谷～鶴いこいの里～
ゆめプラザ熊毛）

・アンケート結果を踏まえ地元協議会と
の協議により、午前中を充実させた運行
時間や地区内の乗降ルールの見直しを
行い、利便性の向上を図った。
・地元協議会と連携した「買い物ツアー」
を実施し、新規利用者の掘り起こしを
行った。
・隣接自治体が導入した路線バスに代わ
るコミュニティ交通へ接続するため運行
ルートの見直しを行った。

A B

・利用者などから要望があるスーパーへの乗り入れを検
討する。
・利便性の向上を図るため地区内のミーティングポイント
の見直しを検討する。
・隣接自治体のコミュニティ交通へ接続したルートの利便
性をＰＲし、新規利用者の獲得を図る。

光市地域公共
交通協議会

西日本バスネットサービス
株式会社

光駅～光市役所～光駅 新規事業のため、前回の事業評価なし A B

目標値は達成できなかったが、病院乗入れ後1便あたり
の利用者数（11.4人/便）は路線変更前の同時期の利用
者数（10.7人/便）と比較し改善傾向にあるため、当路線
の運行を継続し、利用者数の把握に努める。　今後も、
利用者が増加するよう、沿線施設への時刻表の配布や
山口県及び光市の実施するノ―マイカーデー（バス利用
料半額）に協力する

・目標の達成はできていないものの、住民の
要望に応じ総合病院等の周辺施設を経由す
るように路線を変更するなど、住民のニーズ
に応じた運行内容の調整を行っており、利用
者数も改善傾向にあります。
・今後も、利用状況や住民のニーズ把握に努
め、既存の利用促進の取り組みを進めるとと
もに、沿線施設と新たな連携施策の検討な
ど、更なる利用促進の取り組みも進めること
で、利用者の増加と目標の達成、それによる
持続可能な公共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

C

　民生委員等福祉関係者を介した対象者への情報提供
や、平成30年4月から実施している運転免許証自主返納
者への支援により、登録者数は徐々に増加しているが、
一方で稼働率は前年度を下回っている。
　今後は、引き続き実施する社協だより等での広報、関
係者への情報提供に加え、ポスター・チラシ・回覧等での
周知を行う。
　さらに、対象者の一部に向けてアンケートを実施するこ
とで、サービス利用につながっていない原因を分析し、今
後の運営に反映する。

・昨年度に引き続き目標を達成できなかった
ものの、民協だよりや、高齢者ふれあいいき
きサロンでの周知など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、対象者の一部に向けてアンケートを
実施するとのことなので、住民のニーズや利
用状況を把握し、引き続き運行内容の検討、
利用促進の取り組みを進めていくことで、利
用者数の増加と目標の達成、それによる持
続可能な公共交通ネットワークが構築される
ことを期待します。

周南市地域公
共交通会議

周南市

・利用者の意見や実際の利用状況、昨年度
の評価結果を反映させており、利用実態に応
じた運行内容の変更、様々な利用促進の取
り組みを進めている点について評価できま
す。

・特に、地域と連携して新規利用者を掘り起
こす「買い物ツアー」など独自の取り組みを
行っており、これらの取り組みの効果が発現
することを期待します。

・今後も利用者のニーズや利用状況の把握
に努め、引き続き地域と連携した利用促進
や、運行内容の検討に取り組むことで、利用
者の増加と、目標の達成、それにより持続可
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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