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評価結果

米子市地域
公共交通会

議

【事業内容】
・利用実態及び住民ニーズ把握のためのアンケート実施
・関係者へのヒアリング調査実施
・地域公共交通計画(案)の検討
・協議会開催

【結果概要】
・基礎データの整理により、地域の公共交通に関する現状を把握した。
・住民アンケートや関係者に対するヒアリングを実施し、移動ニーズや公共交通の利用実態、課題等
を把握した。
・今後の協議会の検討を経て、最終的にとりまとめる。

Ａ

バス路線再編の検討の方向性
・人口集積地域や集客施設のある区域（居住誘導
地域等）は、路線変更、循環線化等の手法を用い
て、路線バスを充実する。
・中心市街地（都市機能誘導区域ーの米子駅周辺）
は、路線バスを充実させつつ、これを補完する形で
だんだんバスを運行し、利用者の利便性を確保す
る。
・上記以外の地域は、JR駅などの結節点を介し、路
線の末端をフィーダー化(コミュニティバス化)等によ
り、利便性を確保する。

・都市機能とバス路線の整合を整理する等、まちづくりと
交通の課題を併せて検討している点は評価できる。

・今後、地域公共交通計画の作成と併せて路線再編を行
うに当たっては鳥取県も計画を作成する見込みであること
から、十分に調整を図り連携して取組を進めることを期待
する。

出雲市地域
公共交通活
性化協議会

【事業内容】
・昨年度の調査結果を基に、出雲市地域公共交通計画の基本的な方針、基本目標の検討を行う。
・基本目標を達成するための施策の内容、実施主体、実施スケジュールの検討を行う。
・計画の達成状況の評価の検討を行う。

【結果概要】
・出雲市地域公共交通計画の基本的な方針を決定した。
・基本的な方針に基づき、基本目標を決定した。
・基本目標を達成するための施策、実施主体、実施スケジュールを決定した。
・計画の達成状況の評価指標を決定した。

A

・中山間地域の一部地区において、住民のニーズに
合わせた乗合タクシーの実証運行を実施する。実証
運行後、分析を行い、他地区への導入を検討する。

・中心市街地において、バス路線の延伸等により、
公共交通の利便性を高める。

・あわせて通勤・通学のしやすい環境づくりのためダ
イヤ等の見直しを行う。

・持続可能な地域公共交通の維持のため、運賃体
系の見直しを行う。

・地域住民の生活の足としてだけでなく、国内外からの移
動の拠点となる空港アクセスについても役割を位置づけ
ている点は評価できる。

・交通の課題だけで無く観光振興なども併せて取組を進
め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）

令和5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
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江津市地域
公共交通会
議

【事業内容】
・地域における交通の現況と課題整理
・地域公共交通の方向性検討
・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。
・地域に適した交通モードについて検討し、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、地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

A

■基本方針
　１.まちづくりと連携した地域公共交通網の構築
　２.需要に応じた利便性の確保
　３.持続可能な運行体制の構築
　４.利用しやすい公共交通の環境づくり

■目標
　①広域移動軸・拠点間移動軸の継続的な確保
　②地域内移動手段の継続的な確保
　③中心市街地内移動の利便性向上
　④交通空白地域の解消
　⑤安定的な公共交通の担い手確保
　⑥新たな運行形態の検討
　⑦わかりやすい情報提供
　⑧利用助成制度の充実

・公共交通にかかる課題とするだけでなく、まちづくりと連
携して地域公共交通網の構築を進めようとしている点は
評価できる。

・周辺市町村と跨がる運行系統も多いことから、調整にあ
たって中心的に役割を果たすことを期待する。

川本町地域
公共交通協
議会

【事業内容】
・地域概況の整理
・公共交通の現状整理
・目指すまちづくりの方向性と連携した計画の整理
・移動実態や公共交通に対するニーズ等の把握
・公共交通網の問題点・課題の整理
・前計画の評価検証
・基本方針・目標の検討

【これまでの結果概要】
・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。
・地域住民、島根中央高校生徒・保護者、民生児童委員へのアンケートにより、各対象者の時間帯
別、場所別の移動需要を把握することができた。
・庁内部局ヒアリングにより各所管事業の現状と課題を整理することができた。

【今後の取組】
・計画に位置づける事業の検討
・計画（案）、報告書のとりまとめ
　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。
・協議会開催
　今後の協議会の検討を経て、生活交通確保維持改善計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

川本町内の移動については既存のデマンド型乗合
タクシー、タクシー利用助成制度、町スクールバス
（混乗）の役割を実態に合わせ再度整理し、目的性
や効率性等を鑑み、利用者へのきめ細やかな公共
交通サービスを提供できるよう検討を進める。

また、近隣市町への移動手段である地域間幹線に
ついても、接続による待ち時間等を可能な限り少な
くし、利用者にとって利便性の高い移動手段となる
よう、県並びに関係市町と連携を図り調整を進め
る。

・公共交通としての課題としてだけでなく、福祉施策と連携
して計画を進めようとしている点は評価できる。

・三江線の代替系統（江津川本線・川本美郷線）を含め、
周辺市町村と跨がる運行系統もあることから、調整にあ
たって中心的に役割を果たすことを期待する。
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尾道市地域公
共交通協議会

【事業内容】
・本市の概況整理
・地域公共交通の現状整理
・上位計画及び関連計画の整理
・地域公共交通に対する移動の実態及びニーズ調査
・交通事業者・行政各部署へのヒアリング調査
・既存計画の評価、検証
・課題の把握・整理
・尾道市地域公共交通計画作成

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査等により、地域の公共交通の状況を整理した。
・市民アンケート等により、移動需要の把握を行った。
・あらゆる交通手段の連携による持続可能な交通ネットワークの構築等について検討し、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、尾道市地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

・計画の基本方針は、「①あらゆる交通手段の連携
による持続可能な交通ネットワークの構築」、「②公
共交通を知るきっかけ作りと使う機会の提供」、「③
公共交通のデジタル化の推進」とする予定。

・御調地区のデマンド交通（みつぎ乗合タクシー）に
おいて、広島型ＭａａＳ推進事業の活用を見込んで
いる。

・生活の足としてだけでなく、観光客利用者や空港アクセ
スを見据えた課題を設定し、DXによる解決に取り組もうと
してる点は評価できる。

・広島県も計画を作成する見込みであることから、十分に
調整を図り連携して取組を進めることを期待する。

廿日市市公
共交通協議
会

【事業内容】
・現在の路線の利用状況調査
・公共交通の概況、問題点、課題の整理、及び前計画の振り返り
・基本方針、目標、事業案、評価指標の検討
・協議会開催

【結果概要】
・本市の公共交通の現況を把握・整理するために各路線の利用状況等のアンケート調査を実施し、ま
た、利用者の声や運行に関する課題等を事業者ヒアリング等によって把握し、公共交通の概況、問題
点、課題を整理した。

・調査結果をもとに、持続可能な公共交通ネットワークの形成にあたって、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ネットワークのあり方についての基本方針をまとめた。

・計画策定に向けた調査内容や調査結果を受けて、今後の交通体系のあり方について協議するため
協議会（6月･8月･11月）を開催した。

Ａ

・本市の地域公共交通全体について、見直しや新た
な施策の方向性をまとめ、特に本市の各地域間や
地域内を運行するバス（民間路線バス及び市自主
運行バス）の利便性向上を目指す。

・そのことより、利用者数を増加させ、市民の移動手
段や活動機会を確保する民間路線バスや市自主運
行バスの利便性に関する満足度の増加を図り、一
人でも多くの市民の生活に役立つ計画を取りまとめ
る。

計画の区域　廿日市市内全域
計画の期間　令和５年度～令和９年度までの５年間
基本方針（案）
１　効果的な地域公共交通ネットワークの構築
２　地域交通のブラッシュアップ
３　多様な主体が共に育む地域公共交通

・民間路線バスと市自主運行バスの役割の整理と双方の
利便性を向上させてようとしている点は評価できる。

・広島県も計画を作成する見込みであることから、十分に
調整を図り連携して取組を進めることを期待する。
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安芸太田町
地域公共交
通会議

【事業内容】
・公共交通機関の現況の整理
・移動実態及びニーズ把握
・広島型MaaS社会実装との連携
・安芸太田町地域公共交通計画（案）の取りまとめ
・協議会開催

【結果概要】
・基礎的データの整理、現況整理などにより、地域の公共交通の状況を整理した。
・アンケートにより、移動実態及びニーズを把握することができた。
・地域に適した交通再編について検討し、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、地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

　安芸太田町における住民の公共交通における利
便性と、事業者の持続性、及び行政の財政負担の
削減の３方良しとする持続可能な町内移動環境の
構築を行う。
　なお、広域路線バスのフィーダー化に伴う町内公
共交通の再編について確保維持事業（地域内フィー
ダー系統）の活用を見込んでいる

・地域通貨カードを用いた利用データの収集や蓄積といっ
たデジタルデータを活用した分析手法は評価できる。

・広島県も計画を作成する見込みであることから、十分に
調整を図り連携して取組を進めることを期待する。

山口市公共交
通委員会

第二次山口市市民交通計画の見直しに係るコミュニティバスの利用状況調査を実施
期間：令和４年１１月７日(月)～１３日(日)
手法：ビンゴカード形式によるアンケート調査
実施場所：市内コミバス４ルートの車内
回答数：２，４３５件

【結果概要】
・気候が良く、市民の利用が見込まれる１１月に１週間実施した。年齢、性別、乗降バス停だけでなく、
利用目的や利用頻度など、目視での調査では確認できない項目を調査でき、今後の計画の参考とな
る結果を得ることができた。
・市内コミバスのルートごとの利用傾向や利用者の目的の分析に役立つデータを取得することができ
た。

Ａ

　コミュニティバスの利用状況について、分析を行
い、路線バス化への移行も含めた今後のコミュニ
ティバスのあり方について検討していくこととしてい
る。
　計画においても、コミュニティバスのあり方につい
て記載していく予定としている。

・ビンゴカード形式によるアンケート調査を実施し、性別、
目的、頻度などを細かく把握することができた点は評価で
きる。

・周辺市町村と跨がる運行系統も多いことから、調整にあ
たって中心的に役割を果たすことを期待する。
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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

岩国市地域公
共交通活性化
再生法協議会

【事業内容】
・市民等の移動実態等の把握
・交通事業者等の意向・重要の把握
・岩国市地域公共交通計画(案)のとりまとめ
・協議会開催

【結果概要】
・市民へのアンケートにより、時間帯別、場所別の移動需要などの把握を行った。
・交通事業者へのヒアリングを行い、意向等の把握を行った
・計画の素案の作成にむけて作業を行っている。
・協議会にて計画策定に向けて説明を行った。
・今後の協議会の検討を経て、岩国市地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

　持続可能な公共交通を構築すべく、1便あたり1人
未満のバス路線についてはデマンド化などの検討を
行うなど、空気を運ばない効率的な輸送を目指す方
針で取りまとめを行っている。
　なお、令和５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。

・住民意見の反映にあたりアンケート調査だけでなく、ワー
クショップまで開催した点は評価できる。

・地域の特性に応じた交通サービスの提供に資する地域
公共交通計画を策定し、持続可能な地域旅客運送サービ
スを構築されることを期待します。

長門市公共交
通協議会

【事業内容】
・地域概況の整理、公共交通の現状整理
・地域住民のニーズ、交通事業者の現況把握
・地域公共交通計画（案）のとりまとめ
・協議会開催

【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、住民の利用状況、場所別の移動需要や満足度を把握することができ
た。
・地域に適した交通モード、ルート等について検討し、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、地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

デマンド交通を主体とした最適な交通体系を構築
し、既存の公共交通との接続によって持続可能な公
共交通を目指す。
なお、令和５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。

・公共交通としての課題としてだけでなく、観光振興や地
域活性化を併せて取り組もうとする点は評価できる。

・鉄道（美祢線・山陰線）の利用促進にあたっても沿線自
治体と連携し中心的に役割を果たすことを期待する。
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適切性
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又は事業の今後の改善点

評価結果

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5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

美祢市地域公
共交通協議会

【事業内容】
・住民ニーズの把握
・交通事業者の課題、意向等調査
・交通の現状・課題の整理分析
・交通の効率的見直し案の検討
・交通計画案のとりまとめ
・協議会開催

【結果概要】
・民生委員へのアンケート調査によりニーズや利用実態を把握し、整理した。
・交通事業者への聞取り調査により、各社の現状や意向を把握、分析した。
・地域に適した交通モードや課題解決に向けた取組について検討し、協議会に諮るための計画案を
作成した。
・今後協議会やパブリックコメント等を経て、最終的な計画案としてまとめる。

Ａ

交通不便地域の解消や廃止路線の代替として、最
適な交通モードを選定し、既存の公共交通と合わせ
て域内ネットワークの強化を図る。
利用者負担の軽減のため、均一運賃の導入や児童
生徒への運賃等支援を検討し、課題解決や利用促
進を図る。
まちづくりや観光振興に資する交通モードを検討し、
利便性向上を図る。
画一的な周知では十分でない情報の受け手に対し
て、より分かりやすい周知方法を検討する。
なお、令和5年度に確保維持改善事業（地域内
フィーダー系統、利便増進事業、サービス継続事
業）の活用を見込んでいる。

・アンケート調査を基にデマンド型乗合タクシーのエリアの
拡大も検討する等、実施計画までを想定して取組を進め
ている点は評価できる。

・周辺市町村と跨がる運行系統も多いことから、調整にあ
たって中心的に役割を果たすことを期待する。

山陽小野田市
地域公共交通
会議

【事業内容】
・公共交通網形成計画（前計画）の評価
・現況把握
・問題点・課題の整理
・地域公共交通計画（案）のとりまとめ
・地域公共交通会議の開催

【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、住民の場所別・目的別の移動需要や交通モードごとの利用頻度、利用
増加の見込み等について把握した。
・地域に適した交通モード、路線見直しの方向性、利便性向上や担い手確保等、公共交通の維持に
係る施策について検討した。
・今後、計画素案を策定し、協議会の検討やパブリックコメント等を経て、地域公共交通計画として最
終的にとりまとめる。

Ａ

山陽小野田市地域公共交通計画の方向性（案）

１　公共交通の課題
（１）まちづくりや沿線自治体、事業者間で連携した
幹線サービスの維持とより一層の利用促進
（２）変わりゆく地域の実情に合った支線サービスへ
の再編
（３）公共交通の持続性の確保
（４）利用者目線による使いやすさ向上とデジタル化
の推進
（５）沿線関係者および交通事業者との連携

２　課題解決に向けた取組
（１）都市間を結ぶ幹線の維持
（２）地域の実情に合わせた支線の再編
（３）交通結節点の機能強化、乗継改善
（４）新技術の試験導入・実装
（５）関係者との連携による利用促進・サービス維持
（６）公共交通に触れる機会の増加

・利用者利便の向上をデジタル化の推進と併せて進めよ
うとしている点は評価できる。

・新技術の試験導入や実装についても具体的に地域公共
交通計画へ位置づけて取組を進められたい。

・周辺市町村と跨がる運行系統も多いことから、調整にあ
たって中心的に役割を果たすことを期待する。
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中国運輸局

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

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5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

周防大島町地
域公共交通活
性化協議会

【事業内容】
・地域概況の整理
・公共交通の現状整理
・目指すまちづくりの方向性の整理
・移動実態や公共交通に対するニーズ等の把握
・公共交通網の問題点、課題の整理
・基本方針、目標の検討
・計画に位置付ける事業の検討
・地域公共交通計画（案）のとりまとめ
・協議会開催

【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、地域公共交通計画として最終的にとりまとめる。

Ａ

 本計画が目指すべき将来の公共交通ネットワーク
は、朝夕の通学需要に対応するため、現状の「大畠
駅～周防久賀～町立橘医院前」、「大畠駅～大島総
合庁舎～町立橘医院前」の2 系統は維持し、それ以
外の交通については路線バスや町営バス、乗合タ
クシー奥畑線、スクールバス等、あらゆる交通手段
を新たな支線交通として見直しを行う。なお、移動需
要等を踏まえて、一部地域では区域運行化も検討
する。
　なお、公共交通ネットワークにおいて幹線に位置
付けられている防長交通の「大畠駅～周防久賀～
町立橘医院前」と「大畠駅～大島総合庁舎～町立
橘医院前」の2 系統については、町立橘医院前バス
停付近にある周防大島高校（安下庄校舎）ならびに
大島地区にある大島商船高専、久賀地区にある周
防大島高校（久賀校舎）と大畠駅とを結び、町外か
ら町内に通学する生徒の通学手段として重要な役
割を果たしている。また、町内から町外の高校に通
う高校生の通学手段としても、同様に重要な役割を
果たしている。
　これらのバス路線が無くなると、各学校にて個別に
スクールバスを手配する必要があるほか、町内の高
校生は保護者等の送迎により大畠駅まで移動する
必要があり、不便を強いられることから、これらの系
統を維持する必要がある。
　このため、国の地域公共交通確保維持改善事業
において、幹線系統の補助の継続活用を見込んで
いる。

・病院が運行するマイクロバス（患者輸送バス）等あらゆる
交通手段を公共交通として計画に位置づけて支線の再編
を検討している点は評価できる。地域の輸送資源を総動
員できるよう取組を進められたい。

・「大畠駅～周防久賀～町立橘医院前」と「大畠駅～大島
総合庁舎～町立橘医院前」の2 系統の確保維持改善に
あたっては柳井市とも連携をし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

【事業内容】
・地域現況整理（人口，高齢化，観光施設，地域公共交通など）
・各種実態調査（市民アンケート，事業者意向の把握（バス・航路・タクシー事業者））
・地域公共交通に関する現状把握（福山市：ＩＣカードデータ分析，笠岡市：ＯＤ実態調査，人流データ
分析）
・地域公共交通計画作成に向けた課題把握
・地域公共交通計画（骨子案）のとりまとめ
・協議会開催

【結果概要】
・地域公共交通の現況を把握し，課題・問題点を整理することができた。それらを踏まえて，持続可能
な地域公共交通網の形成に向けたビジョン，基本方針について検討した。
・今後，協議会の検討を経て，地域公共交通の問題解決のための具体的な施策，目指すべき定量的
な目標設定を検討し，協議会に諮るための計画骨子案を作成する。
・協議会での検討，パブリックコメントを経て，福山・笠岡地域公共交通計画として最終的に取りまとめ
る。

A

地域公共交通ビジョンの実現に向けて，次のとおり
基本方針（案）を定める。

【施策の基本方針（案）】
①共創により持続可能な地域公共交通サービスを
実現する
➁様々な交通の連携強化により便利で効率的な地
域公共交通網を構築する
③多様な主体の連携により積極的な利用促進策を
推進する
④新たな技術等の活用により効率的で利便性の高
い施策を推進する

・地域の経済圏や移動実態等踏まえて、２市が共同で協
議会を設置し、計画を作成しようとしている点や利用者側
のアンケート調査だけでなく、事業者にもヒアリングを行い
乗務員や船員の不足を課題している点は評価できる。

・引き続き多様な主体と連携し、新たな技術の等の活用に
よる効率化・利便性の向上を図ることで、住民が利用し、
持続可能な地域公共交通サービスとなることを期待する。


