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地方運輸局等における
二次評価結果

②事業
実施の
適切性

③計画策定に向けた方針
又は事業の今後の改善点

評価結果

三原市地域
公共交通活
性化協議会

【事業内容】
・地域内の公共交通に関する現況調査
･関連計画の整理
・市民，利用者，町内会長，民生委員アンケートの実施
・現行計画の検証，課題の把握・整理
【結果概要】
・地域公共交通に関する現況調査などにより，地域公共交通に係る現状と課題を整理した。
・各種アンケートを実施し，現在の地域公共交通に対する満足度や市民等が望む移動サービス等を
把握した。
・市民協働による利便性が高く持続可能な地域公共交通体系の維持・充実に向けた取組方針を検討
し，計画素案を作成。
・今後の協議会の検討を経て，第２期三原市地域公共交通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A

　地域公共交通利用者の減少や交通事業者におけ
る乗務員不足など，厳しい事業環境においても，既
存の地域公共交通サービスの持続を図るとともに，
「三原市立地適正化計画」で位置付けた拠点間の
移動手段を確保する。
　また，新たな地区への地域コミュニティ交通の導入
や関連技術の進展への対応等を図り，市民協働に
よる利便性が高く持続可能な地域公共交通体系の
維持・充実を図る。

今回の事業では、三原市の第２期網形成計画策定に向
けた調査として、地域公共交通に関する現状と新たな課
題について整理できています。

新たな課題として挙げられている、交通事業者の乗務員
不足、自然災害、新たな関連技術の進展などに対応し
た、持続可能な網形成計画を策定することを期待します。

坂町

【事業内容】
・地域特性、まちづくりに関する計画の整理
・地域公共交通の現状整理
・公共交通に関する住民、バス利用者の意向調査
・既存網計画の進捗状況と評価・検証
・公共交通の課題整理と改善の方向性整理

【結果概要】
・基礎的データの整理、既存のまちづくり計画と地域公共交通の状況を整理した。
・町民、坂町循環バス利用者、接続する民間バス利用者を対象に公共交通に関するアンケート調査
を実施した。
・アンケート結果を整理し、坂町循環バスの継続運行、バス待合環境改善、分かりやすい時刻表や路
線図等の要望を把握した。
・既存網計画の実施状況や評価・検証を実施し、現状の課題と改善の方向性を検討した。
・将来にわたって持続可能な公共交通とするため、収支状況を勘案しながら、課題解決策を検討し、
計画素案を作成する。
・今後の協議会の検討を経て、坂町第2次地域公共交通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A

公共交通に関するアンケート調査の結果、現状大き
な課題はないが、坂町循環バス事業の赤字運営の
中でも、今後も継続して運行する要望が多く得られ
た。便利で分かりやすく持続する地域公共交通を目
指す将来像とし、①将来のまちづくりを支える地域
公共交通網の強化、②ニーズに応じた見直しと利用
促進による利用者の維持・確保、③利用者の快適
性の向上、④わかりやすい地域公共交通網への改
善、⑤公共交通に関する住民の認知と意識の向上
に着目し、年度内に協議会での検討を経て、具体的
施策や評価指標等を設定し、計画をとりまとめる。
また、パブリックコメントを実施し、得られた意見及び
修正を反映させ、地域住民のニーズに対応した計
画とする。

今回の事業では、坂町バス事業の財政状況が悪化する
一方で継続運行の要望が多いことが調査から把握できて
おり、収支率の増加や利用人数の増加を目指す必要が
あることが分かります。

利用者にとって分かりやすい・乗りやすい地域公共交通
への改善を見据え、地域住民のニーズに対応した持続可
能な公共交通網形成計画を策定することを期待します。

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）

令和2年2月20日

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）

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

⑨-1



別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

②事業
実施の
適切性

③計画策定に向けた方針
又は事業の今後の改善点

評価結果
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

海田町

【事業内容】
・町内における交通の現況と課題整理
・住民のOD調査、移動需要調査
・町内に適した交通の検討
・住民ワークショップの開催
【結果概要】
・住民ワークショップを8月７日～８月９日に４回開催し，２ルートによる運行頻度を上げることや，地域
によって小型車両を導入する案等が上がった。
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・住民アンケートにより、移動手段、公共交通に対する需要を把握することができた。
・地域に適した交通モード、ルート、ダイヤについて検討し、地域公共交通会議に諮るための計画素
案を作成。
・今後の地域公共交通会議の検討を経て、地域公共交通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A

海田町の住民や来訪者の移動ニーズに分かり易
く，使いやすい公共交通するとともに，町内全域か
ら地域拠点に対するアクセス性を確保することによ
り都市の均衡ある発展に貢献することを主眼に置い
て、最適な交通モードを選定し、公共施設の接続や
生活を支えるための交通手段として域内NWを強化
できるよう、ルート・ダイヤを設定する。

今回の事業では、OD調査や移動需要調査などにより、自
動車依存が高く路線バス・循環コミュニティバスの利用率
が低い状況であることが把握できています。

地域高齢化が進行する中、地域公共交通の必要性は高
いため、住民ワークショップやアンケートをもとに地域に適
した交通の在り方を検討し、上位計画や関連計画との整
合性を図りつつ、持続可能な地域公共交通網形成計画
の策定を期待します。

雲南市地域公
共交通協議会

【事業内容】
・概況整理
　（市勢、上位・関連計画方向性、交通計画進捗達成状況）
・移動実態及びニーズ調査（集計・分析）
・地域に適した交通の検討
【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・地域へのアンケートにより、住民の時間帯別、場所別の移動需要を把握することができた。
・地域に適した交通モード、ルート、ダイヤについて検討し、協議会に諮るための計画素案を作成。
・今後の協議会の検討を経て、地域公共交通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A

市内における住民の公共交通に対するアクセス性
を確保することを主眼に置いて、最適な交通モード
を選定し、既存の公共交通との接続によって域内
NWを強化できるよう、ルート・ダイヤを設定する。

今回の事業においては、交通利用者の移動実態や交通
に対するニーズを把握するためのヒアリング調査を行って
おり、今後交通需要が見込める地域を認識することがで
きています。

これらヒアリング調査の結果や地域の課題を整理した上
で効率よく経済的な公共交通体系を検討し、持続可能な
移動環境作りに資する網形成計画を策定することを期待
します。

吉賀町

【事業内容】
・住民ワークショップの開催
・吉賀町地域公共交通網形成計画のとりまとめと策定
・協議会の開催

【結果概要】
・住民ワークショップにおいて、公共交通の現況や課題を共有し、今後の地域公共交通のあり方につ
いて意見交換することにより、計画の実施事業に反映することができた。
・本町が目指すまちづくりに沿う持続可能な公共交通網の構築に向けた方針・事業について検討し
た。
・協議会の承認を受け、吉賀町地域公共交通網形成計画を策定した。

A

公共交通における課題やまちづくりの方向性を踏ま
え、次のとおり3つの基本方針を設定し、持続可能な
地域公共交通網の実現を目指す。

1.便利で持続可能な公共交通
地域の実情に応じた持続可能な公共交通サービス
を提供できるよう、公共交通の見直しとタクシーを活
用した取組の検討を行う。

2.誰にとっても分かりやすく使いやすい利用環境
乗継拠点・停留所や公共交通ガイド等の情報提供
ツール等を整備・改善し、公共交通の認知向上と利
用環境の充実を図る。

3.公共交通に関する取組における関係者間の連
携・協働
関係者が連携・協働し、公共交通の維持や活用・利
用促進策等の取組を推進する。

今回の事業により、公共交通の現況や課題が共有され、
目指すまちづくりに沿った持続可能な公共交通網の構築
に向けた議論を反映させた網形成計画が策定できまし
た。

　計画策定後も３つの基本方針を活かし、持続可能な地
域公共交通網を実現されることを期待します。
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岡山市

【事業内容】
・公共交通利用実態の現況分析
・目標の実現に向けた施策の検討
・計画（案）の策定、協議会の開催
【結果概要】
・各公共交通機関の利用実績に加え、路線バスの系統別収支率を導出し、市内の公共交通の利用
及び収支の現況を詳細に把握した。
・利用促進と経営の安定化に資する運賃割引施策については、交通需要予測モデルを構築し、割引
による利用促進効果とともに、バス事業の収入増についても試算した。
・６方面のバス路線再編案を含め、上記の結果について協議会で提示し、市民・事業者等と議論を
行った。
・今後は、成果指標の目標値を検討した上で、計画案を取りまとめ、協議会に諮る。

A

【計画の目標・基本方向】
・「利便性の高い公共交通サービスを安定的に提供
する」ことを目標とし、「利便性の向上」と「経営の安
定化・健全化」を基本方向として計画の推進に取り
組む。
【施策】
・バス路線再編（等間隔ダイヤ等の利便増進含む）
については、６方面で実施
・利用促進策の主なものとして、高齢者・障害者を対
象としたバス・路面電車の運賃割引を市負担で実施
・ゾーン運賃など運賃設定の適正化についても位置
づけ
・路面電車の延伸・環状化、桃太郎線ＬＲＴ化につい
ても位置づけ
【評価指標】
・２つの基本方向に基づき、「利用者数」や「収支率
（または赤字額）」を想定
・さらに、立地適正化計画との連動も見据え、「都心
や拠点に公共交通で30分以内に行ける人口」や「公
共交通不便者数」の設定を想定

今回の事業では、各交通機関の利用実績、路線バスの
系統別収支率の算出により、市内の状況把握ができてい
ます。

また、交通需要予測モデルにより、バス事業の収入増に
ついて試算していることから、有効な調査であるといえま
す。

立地適正化計画との整合性も図りつつ、持続可能な地域
公共交通網の形成に向けた計画策定に期待します。

備前市

【事業内容】
　・ヒアリング調査（学校、商工関連団体、医療施設、市関係各課）
　・住民へのヒアリング（意見交換）
　・課題の整理及び計画の基本方針、目標の検討
　・地域公共交通網形成計画の作成
【結果概要】
・公共交通の課題を再度地域（エリア）ごとに整理し、公共交通会議および分科会を通じて意見交換
を行った。
・医療機関、学校、商業関連団体、市関係各課を対象にヒアリング調査を実施し、運転免許証を持た
ない高齢者や高校生の詳細な移動実態や今後の公共交通に関連する施策等を把握した。
・昨年度実施したアンケート調査等から、地域ごとの課題を整理し、地域住民と意見交換を行った。※
本年度12月～１月にかけて実施
・地域住民との意見交換結果を踏まえ、市全体の公共交通ネットワークのあり方を示した地域公共交
通網形成計画を策定する。

A

「効率的な公共交通体系への見直し」「役割分担の
明確化や住民参画による持続可能な移動手段の確
保」「利便性の向上・利用環境の整備」「住民意識の
醸成と利用促進」「モニタリングの仕組みづくり」と
いった公共交通の課題に対し、地域住民との意見
交換結果を反映し、対応方針を検討することで地域
公共交通網形成計画を策定する。

今回の事業では、関係者や住民へのヒアリングにより幅
広く意見を集めており、主に高齢者や学生などの交通弱
者にとっての交通施策を把握することができています。

アンケート調査や地域住民との意見交換を踏まえ、より良
い公共交通ネットワークの在り方を示した網形成計画を
策定することを期待します。

柳井市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・地域の概況及び公共交通に関する現状の整理
・移動実態及びニーズ等の把握
・関係者の意向の把握
・柳井市地域公共交通網形成計画（案）のとりまとめ
・協議会（地域公共交通会議）開催
【結果概要】
・既存資料や交通事業者のデータをもとに、問題点・課題を整理した。
・既存資料で把握しきれない情報について、市民や高校生等へのアンケート調査・ヒアリング調査・利
用実態調査の実施により、利用実態及びニーズを整理した。
・関係者へのヒアリング調査により、意向を把握した。また、住民意見交換会を開催し、地域住民の意
向を把握した。
・現況調査、アンケート調査及び住民ニーズ把握調査などの結果をもとに、持続可能な公共交通網
の形成にあたっての問題点や課題を整理し、これまでに策定された上位計画や関連計画を踏まえつ
つ、地域にとって望ましい公共交通網のあり方についての基本方針をまとめた。また、基本方針に
沿って、持続可能な公共交通網の形成に向けた目標、事業の実施主体、スケジュール等を具体的に
反映させた計画素案を作成した。
・今後の地域公共交通会議の検討及び計画に対する意見交換会を経て、柳井市地域公共交通網形
成計画として最終的にとりまとめる。

A

　将来像を「幸せな暮らしを支え続ける地域公共交
通網の形成」とし、次の３つの基本的方針を掲げ、
令和２年度以降必要な事業を実施する。
・市民だけでなく来訪者にもわかりやすく、使いたい
と感じる公共交通網の形成
・公共交通への市民の理解や関心を高める取り組
みの推進
・市民・事業者・行政・その他関係者がともに担い手
の意識を持った移動手段の確保・維持
　また、次の３つの事業を重点的に実施し、地域内
のネットワークを強化できるようルート、ダイヤを設
定することとする。
・都市間幹線の確保・維持
・利用者が少なく、路線周辺に空白地が多いバス路
線の代替交通への転換
・既存バス路線の経路再編及び市街地を循環する
公共交通の導入の検討

なお、令和２年度確保維持事業（地域内フィーダー
系統）の活用を見込んでいる。

今回の事業においては、現状の問題点や課題を整理した
うえで交通利用者の移動実態や交通に対するニーズを把
握するためのヒアリング調査や意見交換会を行っており、
アンケートの回収率が高く、地域住民の意向を把握する
ことができています。

上位計画や関連計画を踏まえつつ地域にとってより良い
公共交通体系を実現させるよう、持続可能な交通計画を
策定することを期待します。
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