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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

評価対象事業名：地域間幹線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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通㈱ 新潟～豊栄

・H29.11 ダイヤ改正時に時刻変
更を実施。　競合路線との時刻
調整を図る。
・H30.7 「こどもりゅーと50円バ
ス」サービス開始。ICカードの普
及、利用促進を図る。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：101%
H29 153千人
H30 154千人

・利用動態を把握し、ダイヤ改正
及び競合路線の時刻調整を検
討する。
・関係市町村との協議により、地
域内交通の相互連携を図る。
・ＩＣカードの普及・利用促進施策
を検討し、利用者の利便性向上
を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～新発
田

・新発田市内のコミバス等の地
域内交通路線・ダイヤの見直し
により相互連携により利便性
アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：112%
H29 321千人
H30 361千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～水原
・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：103%
H29 192千人
H30 198千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～新津
①
（万代シテイ
～沢海～秋
葉区役所）

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：101%
H29 71千人
H30 72千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～京ヶ
瀬

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：105%
H29 55千人
H30 58千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～新津
②
（万代シテイ
～二本木～
秋葉区役
所）

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：106%
H29 65千人
H30 69千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～小須
戸

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：95%
H29 116千人
H30 110千人
・少子高齢化による通勤・通学利用者の減少

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新潟～月潟
・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：101%
H29 137千人
H30 138千人

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新津～白根
①
（新津駅～
臼井～白根
横町）

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：87%
H29 30千人
H30 26千人
・減便による利用者の減少。1便当たりの利用人数
は昨年同程度。

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通観
光バス㈱

新津～白根
②
（新津駅～
矢代田～白
根横町）

・所要時分の見直しによる定時
性・利便性アップを図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：98%
H29 40千人
H30 39千人
・減便による利用者の減少。1便当たりの利用人数
は昨年同程度。

・バス利用者の動態を精査し、市
町村などと連携して、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しなどを検討する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

共同運行
（①新潟交
通観光バス
㈱、②泉観
光バス㈱、
③蒲原鉄道
㈱）

五泉高校前
～さくらア
リーナ前・村
松支所～五
泉高校前

・五泉市協議会との連携を密に
し、利用者要望を把握しダイヤ
改正等を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：98%
H29 66千人
H30 65千人
・少子高齢化による通勤・通学利用者の減少

・利用者維持を目標とする。
・バス事業者・市町村協議会と連
携し地域内交通との相互連携に
より、利便性を確保する。さら
に、協議会と協議の上、ダイヤ
改正などを実施予定。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越佐観光バ
ス㈱

長辰～燕三
条駅

・利用者数に関する記念セレモ
ニーを行い周知を図り、また利
用者の移動ニーズ把握のためア
ンケート調査を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：92%
H29 36千人
H30 33千人
・H29に実証運行を行ったため、対前年度運行日数
が21日減となった

・市町村等と連携し、より効率的
な運行となるよう運行計画の見
直しを検討する。
・利用者からの要望を取り入れ
サービスの向上を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱ 長岡～三条
・利用実態に合せて一部の時間
帯で便数を増便。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：95%
H29 55千人
H30 52千人
・H30.4より運行回数増を行ったにも関わらず少子高
齢化による利用者の減小

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～分水
①
（長岡駅前
～横野～分
水駅前）

・Ｈ30.3末で興野経由に統合し運
行の効率化を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：48%
H29 33千人
H30 16千人
・H30.3末で興野経由に統合し運行の効率化を図っ
た。

・H30.3末で興野経由に統合。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～分水
②
（長岡駅前
～興野～分
水駅前）

・Ｈ30.3末で横野経由を統合し増
便を行い利便性の向上を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：142%
H29 33千人
H30 47千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱ 長岡～今町
・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：111%
H29 27千人
H30 30千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

（急行）
長岡～栃尾
①
（(急行)長岡
駅前～百束
～栃尾車庫
前）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：100%
H29 74千人
H30 74千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

（急行）
長岡～栃尾
②
（(急行)長岡
駅前～百
束・楡原～
栃尾車庫
前）

・利用実態に合せて一部の時間
帯で便数を増便。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：88%
H29 82千人
H30 72千人
・H30.4より運行回数増を行ったにも関わらず少子高
齢化による利用者の減小

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
（快速）
長岡～栃尾

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：100%
H29 42千人
H30 42千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～見附
①
（長岡駅東
口～新町・
耳取～上見
附車庫前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：148%
H29 40千人
H30 59千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～見附
②
（長岡駅東
口～新町・
浦瀬～上見
附車庫前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：73%
H29 81千人
H30 59千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～見附
③
（長岡駅東
口～麻生田
～上見附車
庫前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：98%
H29 41千人
H30 40千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

（急行）
長岡～寺泊
①
（(急行)長岡
駅前～李
崎・与板～
坂井町）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：104%
H29 79千人
H30 82千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

（急行）
長岡～寺泊
②
（(急行)長岡
駅前～李
崎・与板～
大野積終
点）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：91%
H29 53千人
H30 48千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
長岡～小島
谷

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：89%
H29 28千人
H30 25千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
長岡～十日
町

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：84%
H29 162千人
H30 136千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～小千
谷①
（長岡駅前
～新国道～
小千谷イン
ター）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：108%
H29 36千人
H30 39千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～小千
谷②
（(急行)長岡
駅前～片
貝・小栗田
～小千谷車
庫前）

・運行回数の維持、利便の確保
に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：88%
H29 153千人
H30 134千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～小千
谷③
（(急行)長岡
駅前～片
貝・坪野～
小千谷車庫
前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：104%
H29 51千人
H30 53千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
長岡～出雲
崎

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：84%
H29 81千人
H30 68千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
長岡～蓮花
寺

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：105%
H29 37千人
H30 39千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～与板
①
（長岡駅前
～三ツ郷屋・
河根川～与
板警察署
前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：107%
H29 27千人
H30 29千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～柏崎
①
（(快速)長岡
駅前～曽地
～柏崎駅
前）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：91%
H29 104千人
H30 95千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～柏崎
②
（(急行)長岡
駅前～西山
～柏崎駅
前）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：90%
H29 94千人
H30 85千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～与板
②
（長岡駅前
～関原三叉
路～与板警
察署前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：88%
H29 48千人
H30 42千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

長岡～小国
（長岡駅前
～川東～小
国車庫前）

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：100%
H29 73千人
H30 73千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
三条～八
木ヶ鼻

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：94%
H29 51千人
H30 48千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・地域内フィーダー系統との接続
など、地域内交通との相互連携
等により、利用者の利便性確保
を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
八木ヶ鼻～
地場産

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：97%
H29 33千人
H30 32千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・地域内フィーダー系統との接続
など、地域内交通との相互連携
等により、利用者の利便性確保
を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
小千谷～十
日町

・より効率的な運行となるよう運
行時刻の変更及び減便を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：92%
H29 66千人
H30 61千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱
小千谷～小
国

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：104%
H29 24千人
H30 25千人

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・バス利用者の動態を精査し、地
域内交通との相互連携等によ
り、利用者の利便性確保を目指
す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

柏崎～岡野
町①
（柏崎駅前
～安田～岡
野町車庫
前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：72%
H29 57千人
H30 41千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス事業者、市町村等と連携
し、より効率的な運行となるよう
運行路線の見直しなどを検討す
る。
・年々利用者数が減少している
ことから利用者の動態を精査し、
沿線利用者の利便性確保を目
指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

越後交通㈱

柏崎～岡野
町②
（柏崎駅前
～柏崎総合
医療セン
ター～じょん
のび村）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：64%
H29 55千人
H30 35千人
・沿線の通勤・通学及び病院への利用に関する利用
者減のため
・ダイヤ改正における減便

・バス利用者の動向を調査し、市
町村等と連携して、効率的な運
行となるよう運行計画の見直し
等を検討する。
・引き続きじょんのび村と協力し
お得な乗車券の販売を継続し利
用者増を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

南越後観光
バス㈱

小千谷～小
出

・減便を実施し、経費削減に努め
た。
・運行時刻の見直しを行い、各
自治体の交通網との調整を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：82%
H29 98千人
H30 80千人
・運行回数を H29 : 9.5回 → H30 : 7.9回に減便し経
費削減を図った為、結果的に輸送人員が減少した。

・バス利用者の動態を精査し、運
行時刻の見直しなどを検討して
利用者数の維持を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

南越後観光
バス㈱

小出～栃尾
又

・減便を実施し、経費削減に努め
た。
・運行時刻の見直しを行い、各
自治体の交通網との調整を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：110%
H29 52千人
H30 57千人

・バス利用者の動態を精査し、運
行時刻の見直しなどを検討して
利用者数の維持を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

南越後観光
バス㈱

六日町～小
出

・減便を実施し、経費削減に努め
た。
・運行時刻の見直しを行い、各
自治体の交通網との調整を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：100%
H29 56千人
H30 56千人

・バス利用者の動態を精査し、運
行時刻の見直しなどを検討して
利用者数の維持を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

南越後観光
バス㈱

六日町～湯
沢

・減便を実施し、経費削減に努め
た。
・運行時刻の見直しを行い、各
自治体の交通網との調整を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：109%
H29 36千人
H30 36千人

・バス利用者の動態を精査し、運
行時刻の見直しなどを検討して
利用者数の維持を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

南越後観光
バス㈱

十日町～津
南

・減便を実施し、経費削減に努め
た。
・運行時刻の見直しを行い、各
自治体の交通網との調整を図っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：119%
H29 95千人
H30 113千人

・バス利用者の動態を精査し、運
行時刻の見直しなどを検討して
利用者数の維持を目指す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

頸城自動車
㈱

上越妙高駅
前～市役
所・労災病
院前～鵜の
浜

・H28.10に路線再編を実施。［再
編実施計画に基づきH32.3.31迄
現行継続］
・バス乗車体験キャンペーンや
お得な乗車券のPR・販売等、バ
ス利用促進を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：101%
H29 218千人
H30 220千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行ができるよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携
し、バス利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

頸城自動車
㈱

中央病院～
上越妙高駅
前～新井ﾊﾞ
ｽﾀｰﾐﾅﾙ

・H28.10に路線再編を実施。［再
編実施計画に基づきH32.3.31迄
現行継続］
・バス乗車体験キャンペーンや
お得な乗車券のPR・販売等、バ
ス利用促進を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：101%
H29 80千人
H30 81千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行ができるよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携
し、バス利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

頸城自動車
㈱

鵜の浜～柿
崎病院前～
柿崎ﾊﾞｽﾀｰﾐ
ﾅﾙ

・H28.10に路線再編を実施。［再
編実施計画に基づきH32.3.31迄
現行継続］
・バス乗車体験キャンペーンや
お得な乗車券のPR・販売等、バ
ス利用促進を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：100%
H29  7千人
H30  7千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行ができるよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携
し、バス利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

頸城自動車
㈱

ﾏﾙｹｰﾊﾞｽｾﾝ
ﾀｰ～青野十
文字～浦川
原ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ

・H29.4に路線再編を実施。［再
編実施計画に基づきH32.3.31迄
現行継続］
・バス乗車体験キャンペーンや
お得な乗車券のPR・販売等、バ
ス利用促進を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：110%
H29 62千人
H30 68千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行ができるよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携
し、バス利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

頸城自動車
㈱

労災病院前
～うみてらす
名立前～ｺﾐｭ
ﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ前

・H29.4に路線再編を実施。［再
編実施計画に基づきH32.3.31迄
現行継続］
・バス乗車体験キャンペーンや
お得な乗車券のPR・販売等、バ
ス利用促進を実施。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：150%
H29  4千人
H30  6千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行ができるよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携
し、バス利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

新潟県生活
交通確保対
策協議会

くびき野バス
㈱

高田駅前～
中央病院・
バロー上越
店前～深山
荘

・H28.10に上越市の再編実施計
画に基づき路線再編（経路変
更）を実施。[H32.3.31まで継続]
・バス乗車キャンペーンやお得な
乗車券のPR・販売等、バス利用
促進を実施

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：102%
H29 32.6千人
H30 33.3千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行が出来るよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携し
てバス利用促進に努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

くびき野バス
㈱

高田駅前～
中央病院・
バロー上越
店前～牧小
学校前

・H28.10に上越市の再編実施計
画に基づき路線再編（経路変
更）を実施。[H32.3.31まで継続]
・バス乗車キャンペーンやお得な
乗車券のPR・販売等、バス利用
促進を実施

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
輸送人員前年度比較：118%
H29 10.7千人
H30 12.6千人

・利用状況の把握に努め、より効
率的な運行が出来るよう検討す
る。
・バス事業者、市町村等と連携し
てバス利用促進に努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

新潟県生活
交通確保対
策協議会

新潟交通佐
渡㈱

両津～相川

・佐渡市活性協事業として、フ
リーパスの発行、高齢者(H30.4
より障がい者も)1乗車200円、免
許返納者に1万円分のバスタク
シー利用共通券支給等、利用促
進に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

輸送人員前年度比較：98%
H29 199千人
H30 196千人
・観光客数、島内人口減に伴う利用者減

・次年度も引き続き、活性協事業
を立案、実施、PRし、観光客、高
齢者、障がい者、免許返納者の
さらなる利用促進に努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

評価対象事業名：地域間幹線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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

山田温泉線
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金を受け
ている

路線再編を実施するため、関係
機関と断続的に協議を行なっ
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：28.8
に対して
実績輸送量26.5であった。

H30.10に実施した路線再編の影
響を見極めていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

上林線
※車両減価
償却費等国
庫補助金を
受けている

路線変更の周知を図るため、時
刻表の全戸配布を行なった。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：29.2
に対して
実績輸送量24.0であった。

Ｈ30.4に電車の時刻改正に合わ
せて、時刻改正を実施した。今
後も、利用状況を見ながら、利便
向上を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

永田線
※車両減価
償却費等国
庫補助金を
受けている

電車との接続改善を図るため、
時刻改正を行なった。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：22.9
に対して
実績輸送量22.2であった。

利用者の減少が微減で留まって
いることから、増加に転じるよう
広報等を通じＰＲに努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

屋島線
※車両減価
償却費等国
庫
補助金を受
けている

高齢者に対するバスの乗り方説
明会を実施し、今まで利用したこ
との無い方へのＰＲを行なった。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：22.4
に対して
実績輸送量21.2であった。

免許返納制度が定着してきてい
ることから、高齢者に対し、バス
の乗り方説明会実施し、利用促
進を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

牟礼線
※車両減価
償却費等国
庫
補助金を受
けている

高齢者への運賃低減サービスを
両自治体共通のものとし、より利
用しやすいものとなるよう協議を
進めた。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：30.8
に対して
実績輸送量28.1であった。

通勤・通学・通院に利用しやすい
運行となるよう、ダイヤの見直し
を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱ 野沢線
通勤通学旅客の利便向上を図
るため、時刻改正を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：37.1
に対して
実績輸送量34.9であった。

信越９市町村と連携し、広域的
な観点から利用客の拡大を検討
する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱

中野木島線
※車両減価
償却費等国
庫
補助金を受
けている

通勤通学旅客の利便向上を図
るため、時刻改正を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：18.0
に対して
実績輸送量18.0であった。

信越９市町村と連携し、広域的
な観点から利用客の拡大を検討
する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱
屋代須坂線
（須坂駅～
屋代駅）

高齢者に対するバスの乗り方説
明会を実施し、今まで利用したこ
との無い方へのＰＲを行なった。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：23.2
に対して
実績輸送量19.2であった。

免許返納制度が定着してきてい
ることから、高齢者に対し、バス
の乗り方説明会実施し、利用促
進を図る。また、小学生に対して
も引き続き乗り方教室を実施す
る

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

長電バス㈱
屋代須坂線
（須坂駅～
松代駅）

高齢者に対するバスの乗り方説
明会を実施し、今まで利用したこ
との無い方へのＰＲを行なった。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：22.4
に対して
実績輸送量27.2であった。

免許返納制度が定着してきてい
ることから、高齢者に対し、バス
の乗り方説明会実施し、利用促
進を図る。また、小学生に対して
も引き続き乗り方教室を実施す
る

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

高府線（善
光寺大門～
高府）

ノンステップ車両の導入など、学
生、高齢者などの交通弱者が使
いやすい公共交通サービスの提
供を目指す。また、ＩＣカードくる
るのデータを継続的に分析し、そ
れを基にダイヤの改善を検討し
ている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量37.2
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量35.1であった。

長野市及び小川村地域公共交
通会議と連携し、利便性の高い
ダイヤの設定・運賃の適正化、
中古等での低床車両の購入や
沿線の学校等に時刻表等の配
布を行いより一層の利用促進を
図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

高府線（善
光寺大門～
初引）

ノンステップ車両の導入など、学
生、高齢者などの交通弱者が使
いやすい公共交通サービスの提
供を目指す。また、ＩＣカードくる
るのデータを継続的に分析し、そ
れを基にダイヤの改善を検討し
ている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量13.3
に対して、
実績輸送量13.5であった。

長野市及び小川村地域公共交
通会議と連携し、利便性の高い
ダイヤの設定・運賃の適正化、
中古等での低床車両の購入や
沿線の学校等に時刻表等の配
布を行いより一層の利用促進を
図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

鬼無里線
※ノンステッ
プバス車両
購入

学生、高齢者などの交通弱者が
使いやすい公共交通サービスの
提供を目指し、市営バスとの乗
継停留所を変更するとともに、バ
リア解消を目的としてノンステッ
プバスを1台導入した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量43.8
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量38.7であった。

長野市地域公共交通会議と連
携し、利便性の高いダイヤの設
定・運賃の適正化、中古等での
低床車両の購入などを行い、よ
り一層の利用促進を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

県道戸隠線

学生、高齢者などの交通弱者が
使いやすい公共交通サービスの
提供を目指す。また、ＩＣカードく
るるのデータを継続的に分析し、
それを基にダイヤの改善を検討
している。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量39.7
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量38.0であった。

長野市地域公共交通会議と連
携し、利便性の高いダイヤの設
定・運賃の適正化、中古等での
車両の購入や沿線の学校等に
時刻表等の配布を行いより一層
の利用促進を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

新町大原橋
線（善光寺
大門～新
町）

ノンステップ車両の導入など、学
生、高齢者などの交通弱者が使
いやすい公共交通サービスの提
供を目指す。また、ＩＣカードくる
るのデータを継続的に分析し、そ
れを基にダイヤの改善を検討し
ている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量30.1
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量29.0であった。

長野市地域公共交通会議と連
携し、利便性の高いダイヤの設
定・運賃の適正化、中古等での
低床車両の購入や沿線の学校
等に時刻表等の配布を行いより
一層の利用促進を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

新町大原橋
線（善光寺
大門～大原
橋・犀峡高
校）

ノンステップ車両の導入など、学
生、高齢者などの交通弱者が使
いやすい公共交通サービスの提
供を目指す。また、ＩＣカードくる
るのデータを継続的に分析し、そ
れを基にダイヤの改善を検討し
ている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量29.5
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量28.2であった。

長野市地域公共交通会議と連
携し、利便性の高いダイヤの設
定・運賃の適正化、中古等での
低床車両の購入や沿線の学校
等に時刻表等の配布を行いより
一層の利用促進を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

山形線
協議会と連携して全線時刻表を
作成・配布を行ない公共交通利
用促進を図っている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量30.2
に対して、
実績輸送量31.6であった。

山形村及び松本市地域公共交
通会議と連携し、利便性の高い
ダイヤの設定・運賃の適正化、
中古の低床車両の購入などを行
い、より一層の利用促進を図っ
ていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

四賀線
※ノンステッ
プバス車両
購入

協議会と連携して全線時刻表を
作成・配布を行ない公共交通利
用促進を図るとともに、バリア解
消を目的としてノンステップバス
を1台導入した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量31.8
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量28.9であった。

松本市地域公共交通会議と連
携し、利便性の高いダイヤの設
定・運賃の適正化、中古の低床
車両の購入などを行い、より一
層の利用促進を図っていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

長野県公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

本線　岡谷
～茅野線

従来より、本線にはノンステッ
プ、ワンステップバスを導入して
好評を頂いている。又低公害の
ハイブリッドバスを導入するなど
環境に優しい車両で運行し好評
を得ている。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量37.8
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量36.6であった。

利用旅客の減少が続く中、ダイ
ヤ、運行系統の見直し等を行
い、今後も旅客のニーズにあっ
た運行を目指し利用促進を図っ
ていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

千曲バス㈱ 佐久上田線

土日祝日の運休を引き続き実施
して経費削減を図った。また、上
田市運賃低減バス実証運行の
利用促進活動を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：15.0
に対して
実績輸送量17.0であった。

沿線自治体からの支援をいただ
きながら、引き続き土日祝日の
運休を実施し経費削減を図る。
また、運賃低減バスが継続され
たため、今後もバス存続に向け
て地域への働きかけを実施す
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

千曲バス㈱ 中仙道線
コミュニティバスとの接続を引き
続き実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：40.0
に対して
実績輸送量45.5であった。

佐久市内循環バスとの連携を引
き続き行い、利用しやすい交通
体系の構築を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

千曲バス㈱

鹿教湯線
（鹿教湯車
庫～下秋
和）

高校への定期券出張販売や上
田市運賃低減バス実証運行の
利用促進活動を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：50.0
に対して
実績輸送量49.5であった。

運賃低減バスが継続されている
ため、季節に合わせた車内デコ
レーションやプレゼントキャン
ペーンなど、引き続き利用促進
活動を実施する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

千曲バス㈱
鹿教湯線
（丸子～下
秋和）

高校への定期券出張販売や上
田市運賃低減バス実証運行の
利用促進活動を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：60.0
に対して
実績輸送量59.0であった。

運賃低減バスが継続されている
ため、季節に合わせた車内デコ
レーションやプレゼントキャン
ペーンなど、引き続き利用促進
活動を実施する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

千曲バス㈱ 青木線
青木村・上田市と連携した運賃
低減バス実証運行の利用促進
活動を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：70.0
に対して
実績輸送量72.8であった。

運賃低減バスが継続されている
ため、季節に合わせた車内デコ
レーションやプレゼントキャン
ペーンなど、引き続き利用促進
活動を実施する。また、貨客混
載バスを有効活用し、生産性を
向上させる。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

上田バス㈱ 真田線

夏休みキッズパスの配布。モビ
リティマネジメントの実施。回数
券、定期券購入者向けの粗品プ
レゼントキャンペーンの実施。車
内装飾を期間限定で実施。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

A
目標輸送量19.4人
に対して
輸送量は20.6人であった。

ＮＨＫ大河ドラマの影響による客
足の伸びを活かす。今後もバス
乗り方教室の開催やチラシの発
行による利用啓発を促す。地区
行事の際の利用を促す。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

長野県公共
交通活性化
協議会

上田バス㈱ 菅平高原線

夏休みキッズパスの配布。沿線
近隣の小中学生を対象としたバ
スの乗り方教室の実施、将来の
利用者掘り起し。複数回乗車の
お客様に高原野菜プレゼント企
画実施。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

B
目標輸送量43.6人
に対して
輸送量は39.2人であった。

スキー客減少による冬期の減収
への対策を検討する。菅平観光
協会と協力し、今後も野菜のプ
レゼント等の企画を実施してい
く。菅平高原へのアクセスをＰＲ
する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

長野県公共
交通活性化
協議会

上田バス㈱
真田自治セ
ンター入口
線

夏休みキッズパスの配布。モビ
リティマネジメントの実施。回数
券、定期券購入者向けの粗品プ
レゼントキャンペーンの実施。車
内装飾を期間限定で実施。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

A
目標輸送量32.7人
に対して
輸送量は33.6人であった。

上田市と協力し、引き続きＮＨＫ
大河ドラマの観光客取り込みを
目指す。観光利用客に向け路線
案内の充実を図る。運行時刻の
広報を行う。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

信南交通㈱

駒場線（中
村経由）
飯田駅前～
中村～曽山
入口

阿智高校生とワークショップを開
催し利用促進について意見交換
を実施

A
計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された

A
輸送量26.2人以上の目標に対し
28.8人となり目標を達成した

高校生の利便性を確保するよう
引続き学校行事にあわせ臨時
便・続行便の運行を行ってゆく

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

長野県公共
交通活性化
協議会

信南交通㈱

駒場線（市
立病院経
由）
飯田駅前～
市立病院～
曽山入口

朝の通勤・通学便の快適性を確
保するよう続行便を運行

A
計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された

A
輸送量42.9人以上の目標に対し
54.7人となり目標を達成した

ＰＴＡ連合会からの要望により２
０１９年４月より増便予定

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

評価対象事業名：地域間幹線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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、119,710人で前年度比133％
となり、利用者が増加した。

区間利用者のためダイヤ全体が
適切か更なる検証が必要であ
る。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、140,589人で前年度比115％
となり、利用者が増加した。

旧細入地区の過疎化の進展が
進むなか、いかに維持運営して
いくかが課題である。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
高岡駅止まりを含む今年度の利用者数は、247,350
人で前年度比117％となり、利用者が増加した。

乗降調査では延伸区間の利用
者が少なく、利用実態に見合っ
た検証が必要である。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、117,036人で前年度比120％
となり、利用者が増加した。

通学定期利用の減少により運輸
収入が落ち込んでいる。沿線の
学校に通学する利用者増加に努
めるため、ダイヤの見直しや定
期券施策を検討する。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

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）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○猪谷
赤十字病院
前～猪谷
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
大沢野地区からの利用者が多
い。運輸収入は減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○滑川
富山駅前～
滑川駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
新庄・針原地区からの利用者が
多い。運輸収入は増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

〇富山～小
杉
富山駅前～
小杉駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
呉羽地区からの利用者や沿線
学校用のバスの運行開始により
運輸収入は減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

〇富山～新
高岡
富山駅前～
新高岡駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

区間利用客の減少により運輸収
入は減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、121,598人で前年度比132％
となり、利用者が増加した。

旧山田地区の過疎化の進展も
あり、いかに維持運営していくか
が課題である。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、77,598人で前年度比120％と
なり、利用者が増加した。

ショッピングセンターへの利用者
に利便性の高い運行を提供す
る。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、209,224人で前年度比110％
となり、利用者が増加した。

沿線の学校に通学する利用者
増加に努めるため、ダイヤの見
直しや定期券施策を検討する。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、142,629人で前年度比141％
となり、利用者が増加した。

現在の運行回数を確保しつつ、
公共交通への利用促進に取り組
む。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、217,193人で前年度比120％
となり、利用者が増加した。

ダイヤが利用実態に見合ってい
るか更なる検証が必要である。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○ファボーレ
経由萩の島
富山駅前～
富山駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
ショッピングセンター利用客が多
い。運輸収入は増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

〇山田
富山駅前～
山田行政セ
ンター
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
婦中地区からの利用者が多い。
運輸収入は減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○月岡団地
経由福沢
富山駅前～
福沢
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外利
用の6割がカード利用となった。
福沢地区・月岡地区からの利用
者が多い。運輸収入は増加し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○富山国際
大学（市民
病院経由）、
富山国際大
学（開発経
由）
富山駅前～
富山国際大
学
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
沿線学校の利用者や富山市南
部地区の利用者が多い。運輸収
入は増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○熊野経由
八尾
富山駅前～
八尾鏡町
〇車両減価
償却費等補
助金

ICカードの普及により定期外収
入の6割がカード利用となった。
婦中地区からの利用者が多い。
運輸収入は増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は、110,472人で前年度比97％と
なり、利用者は微減だった。

運賃の見直しによる収支バラン
スの改善が必要である。

A
＜目標：ノンステップバス導入割合（民営乗合）＞
ノンステップバスをH30.７に2台導入した。

引き続き、利用者の利便性向上
等に向け、ノンステップバスの導
入に努める。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇脇
起点：高岡
駅前
終点：脇
〇車両減価
償却費等補
助金

現在の運行回数を維持しつつ、
公共交通への利用促進に取り組
んだが輸送人員・運送収入とも
減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は145,868人で前年度比89.9%と
なり、特に通学の利用者が減少した。

通学利用の減少を改善するた
め、沿線市と連携し沿線の学校
などへ利便性をPRし、公共交通
への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇守山経由
氷見
起点：高岡
駅前
終点：氷見
市民病院
〇車両減価
償却費等補
助金

現在の運行回数を維持しつつ、
公共交通への利用促進に取り組
んだが輸送人員・運送収入とも
減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は54,209人で前年度比79.2%とな
り、特に通学の利用者が減少した。

通学利用の減少を改善するた
め、沿線市と連携し沿線の学校
などへ利便性をPRし、公共交通
への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇新高岡守
山経由氷見
起点：済生
会病院
終点：氷見
市民病院
〇車両減価
償却費等補
助金

現在の運行回数を維持しつつ、
公共交通への利用促進に取り組
んだが輸送人員・運送収入とも
減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は133,006人で前年度比90.0%と
なり、特に通学の利用者が減少した。

通学利用の減少を改善するた
め、沿線市と連携し沿線の学校
などへ利便性をPRし、公共交通
への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇伏木経由
氷見
起点：済生
会病院
終点：氷見
市民病院
〇車両減価
償却費等補
助金

沿線市と連携し利用者の掘り起
こしを行ったことにより輸送人
員・運送収入とも増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は59,042人で前年度比122.5%と
増加した。

引き続き沿線市と連携し公共交
通への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

○城端線
富山駅前～
城端行政セ
ンター前

砺波市、南砺市地区から富山市
中心部への通勤・通学利用者の
利便のため、平日4往復運行し
利用者は安定している。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇高岡ふし
き病院経由
氷見
起点：済生
会病院
終点：氷見
市民病院
〇車両減価
償却費等補
助金

運行体系の見直しや沿線市と連
携し利用者の掘り起こしや沿線
施設へのPRを行ったことにより
輸送人員・運送収入とも増加し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は45,877人で前年度比118.0%と
増加した。

引き続き沿線市と連携し、沿線
施設などへ利便性をPRし公共交
通への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇仏生寺
起点：済生
会病院
終点：氷見
市民病院
〇車両減価
償却費等補
助金

沿線市と連携し沿線の学校など
へ利便性をPRし、潜在的な利用
者の掘り起こしを行ったことによ
り輸送人員・運送収入とも増加し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は102,774人で前年比117.4%と増
加した。

引き続き沿線市と連携し、沿線
施設や学校などへ利便性をPRし
公共交通への利用促進に取り組
む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇石動
起点：済生
会病院
終点：石動
駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

沿線市と連携し沿線の学校など
へ利便性をPRし、潜在的な利用
者の掘り起こしを行ったことによ
り輸送人員は減少したが運送収
入は増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は50,143人で前年比92.5%と減少
したが収入は前年比117.2%と増加した。

引き続き沿線市と連携し、沿線
施設や学校及び病院などへの
利便性をPRし公共交通への利
用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇済生会・
中田団地
起点：高岡
駅南口
終点：中田
中学校前
〇車両減価
償却費等補
助金

沿線市と連携し潜在的な利用者
の掘り起こしを行ってきたが輸送
人員・運送収入とも減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は37,901人で前年比85.5%と減少
した。

沿線市と連携し、商業施設や病
院などへのPRをし、利用実態に
見合ったダイヤ改正なども検討
する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇職安・富
大附属病院
起点：職業
安定所前
終点：富山
大学附属病
院
〇車両減価
償却費等補
助金

沿線市と連携し潜在的な利用者
の掘り起こしを行い、又、学校行
事での利用促進を促したが輸送
人員は減少したが運送収入は微
増した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は49,955人で前年比97.0%と減少
したが収入は前年比102.3%と微増した。

利用者ニーズに合った運行体系
の見直しを行い、収支改善に努
める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇加越
起点：石動
駅前
終点：庄川
町
〇車両減価
償却費等補
助金

利用実態に見合った運行体系の
見直しを行い、又、高齢者への
バス利用促進のPRを行ったが、
輸送人員・運送収入とも減少し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は31,422人で前年比85.9%と減少
した。

沿線市と連携し、沿線施設や学
校及び病院などへの利便性を
PRし公共交通への利用促進に
取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇砺波立野
脇
起点：砺波
市役所前
終点：立野
脇
〇車両減価
償却費等補
助金

利用実態に見合った運行体系の
見直しを行い、又、高齢者への
バス利用促進のPRを行ったが、
輸送人員・運送収入とも減少し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は学生以外の一般利用が伸び
ず、19,696人で前年比79.7%と減少した。

沿線市と連携し、沿線の商業施
設や学校及び病院などへの利
便性をPRし公共交通への利用
促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇城端白川
郷
起点：城端
駅前
終点：白川
郷
〇車両減価
償却費等補
助金

国内外からの観光客にも対応
し、Wi-Fi機器の更新や企画切符
等の販売を継続し利用促進に取
組み輸送人員・運送収入とも増
加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は69,659人で前年比112.1%と増
加した。

今後も沿線市と連携し、観光客
にも対応した利用促進に取り組
む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇庄川町
起点：高岡
駅前
終点：庄川
町
〇車両減価
償却費等補
助金

運行体系の見直しや沿線市と連
携し利用者の掘り起こしや沿線
施設へのPRを行ったが輸送人
員・運送収入とも減少した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は72,516人で前年比90.1%と減少
したが、並行する小牧線と合わせて比較すると前年
比115％と増加した。

沿線市と連携し、沿線の商業施
設や学校及び病院などへの利
便性をPRし公共交通への利用
促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇小牧
起点：高岡
駅前
終点：小牧
堰堤
〇車両減価
償却費等補
助金

運行体系の見直しや沿線市と連
携し利用者の掘り起こしや沿線
施設へのPRを行い輸送人員・運
送収入とも増加した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は66,315人で前年比163.3%と増
加した。

沿線市と連携し、沿線の商業施
設や宿泊施設、学校及び病院な
どへの利便性をPRし公共交通
への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

〇若林
起点：砺波
市役所前
終点：石動
駅前
〇車両減価
償却費等補
助金

利用実態に見合った運行体系、
ダイヤの見直しを行い、又、高齢
者へのバス利用促進のPRを行
い、輸送人員・運送収入とも増加
した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者数は21,119人で前年比115.7%と増
加した。

沿線市と連携し、沿線の病院や
学校などへの利便性をPRし公共
交通への利用促進に取り組む。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

西日本ジェイ
アールバス
㈱

〇名金線
運行区間：
金沢駅～森
本駅～福光
駅
〇車両減価
償却費等補
助金

引き続き、ノンステップ車両（新
車）を導入し、修繕費・燃料費等
の経費削減に努めた。
また、モビリティマネジメントの一
環として、公共交通の利用促進
を目的とした地域イベント等への
参加により沿線地域のPRを図る
とともに、地域と連携した運転免
許証自主返納者向け支援制度
の導入等、当該路線の利用促進
を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
金沢市街における観光等によるご利用が堅調であ
り、利用者数は対前年124％と推移した。

細かなニーズに応えたダイヤを
設定することで利便性向上に努
めるとともに、沿線市町と連携
し、継続した地域イベント等への
参画等、モビリティマネジメントの
取り組みにより、当該路線及び
沿線地域のPRに努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地鉄北
斗バス㈱

〇富山簡保
保養セン
ター
起点：富山
駅前
終点：富山
簡保保養セ
ンター
〇車両減価
償却費等補
助金

ＩＣカード、割安定期券の販売促
進で利用者増加に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は83,321人で前年比103％と増加し
た。

引き続き関係自治体との利用促
進の取組み連携、また利用状況
の検証を行い必要に応じてダイ
ヤ改正を実施し利用促進を図っ
ていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地鉄北
斗バス㈱

〇布目経由
新港東口
起点：富山
駅前
終点：新港
東口
〇車両減価
償却費等補
助金

ＩＣカード、割安定期券の販売促
進で利用者増加に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は80,307人で前年比101％と増加し
た。

引き続き関係自治体との利用促
進の取組み連携、また利用状況
の検証を行い必要に応じてダイ
ヤ改正を実施し利用促進を図っ
ていく。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

評価対象事業名：地域間幹線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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

北鉄金沢バ
ス㈱

津幡（旧道）
運行区間：
本津幡～二
日市～兼六
園下

現行のダイヤ、便数を確保する
ことで、利用者の維持に努めると
ともに、車内において利用促進
の放送を実施することで利用促
進に努めた。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

B

県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）69,585人→
（H29.10～H30.9）65,980人
※減少理由：郊外での沿線利用者の減少

ダイヤや便数など利用者のニー
ズを捉え、利便性向上に努め
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

北鉄金沢バ
ス㈱

津幡（新道）
運行区間：
本津幡～八
幡～兼六園
下

現行のダイヤ、便数を確保する
ことで、利用者の維持に努めると
ともに、車内において利用促進
の放送を実施することで利用促
進に努めた。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）113,568人→
（H29.10～H30.9）114,050人

ダイヤや便数など利用者のニー
ズを捉え、利便性向上に努め
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

北鉄金沢バ
ス㈱

内灘
運行区間：
兼六園下～
内灘駅～宇
野気駅

現行のダイヤ、便数を確保する
ことで、利用者の維持に努めると
ともに、車内において利用促進
の放送を実施することで利用促
進に努めた。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）90,221人→
（H29.10～H30.9）94,613人

ダイヤや便数など利用者のニー
ズを捉え、利便性向上に努め
る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

西日本JRバ
ス㈱

名金
運行区間：
金沢駅～森
本駅～福光
駅
※車両減価
償却費等国
庫補助金あ
り

ノンステップ車両（新車）を導入
し、修繕費・燃料費等の経費削
減に努めた。
また、モビリティマネジメントの一
環として、公共交通の利用促進
を目的とした地域イベント等への
参加により沿線地域のPRを図る
とともに、地域と連携した運転免
許証自主返納者向け支援制度
の導入等、当該路線の利用促進
を図った。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）60,077人→
（H29.10～H30.9）74,511人

細かなニーズに応えたダイヤを
設定することで利便性向上に努
めるとともに、沿線市町と連携
し、継続した地域イベント等への
参画等、モビリティマネジメントの
取り組みにより、当該路線及び
沿線地域のPRに努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

加賀温泉バ
ス㈱

温泉山中Ａ
運行区間：
加賀温泉駅
～河南～山
中温泉

乗車券窓口としてＪＲ加賀温泉
駅に入居している「旅まちねっ
と」（（一社）加賀市観光交流機
構運営）と提携し、回数券の販売
を開始した。運行ダイヤについて
は、ＪＲ普通電車との接続を重視
したダイヤ改正を4月1日に実施
し、時刻表を沿線全戸に配布し
た。

B
計画どおりに実施されて
いない点があった

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）118,508人→
（H29.10～H30.9）124,416人

地元利用者向けには加賀温泉
駅でのＪＲ接続を重視したダイヤ
編成に努めるとともに、時刻表全
戸配布を継続し、周知を図る。
観光客向けには周遊乗車券の
設定や、外国人観光客対応とし
て山中温泉バスターミナルの案
内表記の外国語対応を実施し、
利便性の向上を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであるが、計画に位置付けられたとおり適切に事
業を実施し、具体的な改善策の実施について、地域
一体となって進めるよう期待する。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

加賀温泉バ
ス㈱

温泉山中Ｈ
運行区間：
加賀温泉駅
～河南～栢
野

乗車券窓口としてＪＲ加賀温泉
駅に入居している「旅まちねっ
と」（（一社）加賀市観光交流機
構運営）と提携し、回数券の販売
を開始した。運行ダイヤについて
は、ＪＲ普通電車との接続を重視
したダイヤ改正を4月1日に実施
し、時刻表を沿線全戸に配布し
た。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

B

県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）103,591人→
（H29.10～H30.9）98,306人
※減少理由：沿線人口の減少・少子化による通学利
用者の減少等

地元利用者向けには加賀温泉
駅でのＪＲ接続を重視したダイヤ
編成に努めるとともに、時刻表全
戸配布を継続し、周知を図る。
観光客向けには周遊乗車券の
設定や、外国人観光客対応とし
て山中温泉バスターミナルの案
内表記の外国語対応を実施し、
利便性の向上を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

北鉄能登バ
ス㈱

富来
運行区間：
富来～高浜
～羽咋駅

富来線の他の系統との統合を行
い運行回数を増やすとともに、沿
線の観光地との連携で時刻検索
を充実させるなど、利便性の向
上に努めた。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）167,359人→
（H29.10～H30.9）181,088人

自治体と連携し、富来･高浜地域
の往来を促進する回数券の販売
を行うほか、平成31年度中にバ
スの乗り方等を沿線に周知する
ことで利用促進に努める。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

北鉄能登バ
ス㈱

高浜
運行区間：
七尾駅～大
津口～高浜

高浜線から他の路線へ乗り換え
するためのダイヤ調整をし、利
便性の向上に努めた。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

A
県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）34,156人→
（H29.10～H30.9）59,263人

バスの乗り方教室を平成31年度
に行うほか、七尾発の最終便の
増便を行い、新規の利用者の増
加を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点については自己評価のとお
りであり、具体的な改善策の実施について、地域一
体となって進めるよう期待する。

石川県生活
交通の確保
に関する地
域協議会

能登島交通
㈱

曲
運行区間：
公立能登総
合病院～七
尾駅前～の
とじま臨海公
園

七尾市による高齢者向け回数券
購入助成並びに和倉温泉観光
協会によるお得な1日券（1,000
円）の販売を実施。
また、Ｈ30.4.より和倉観光協会
がお得な1日券及び水族館、ガラ
ス美術館入館券等のセット券
（2,500円）を発行するなど利用促
進を図った。

A
計画どおり適切に実施さ
れた

B

県内路線バス利用者数の維持
（H28.10～H29.9）47,666人→
（H29.10～H30.9）46,804人
※減少理由：中学生定期は若干増加したものの、新
幹線効果の落ち着き等により普通旅客が減少した。

七尾市並びに和倉温泉観光協
会による取り組みを継続し、利用
促進を図る。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

中能登町地
域公共交通
会議

北鉄能登バ
ス㈱

中能登町コ
ミュニティバ
ス
通称：おりひ
めバス
こしじコー
ス、みおや
コース

運行ルート見直しについては、
町単独による調査事業を実施し
た。その結果をふまえ、網形成
計画策定とあわせて見直しを行
う。
全戸へのチラシ配布について
は、町内公共交通の概要を記載
した時刻表を全戸配布した。
イベント時に利用料金の無料化
を図ることで乗車体験の機会を
設け、新たな利用者の増加を
図った。
免許返納者へ回数券を進呈し、
新たな利用者の増加を図った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された

B

目標収支率の達成
目標：20.0％、実績：15.3％
未達成理由：運行委託料の内、借上げ車両の変更
に伴う経費と燃料費の増加及び利用者の減に伴い
収支が悪化した。

・利用者の意見を踏まえ一部運
行ルートを見直す。
・運行ルート見直しに併せ、路線
バス、コミュニティバス、デマンド
タクシーの概要について全戸に
チラシを配布し、促進を図る。
・イベント時に利用料金の無料
化を図ることで乗車体験の機会
を設け、新たな利用者の増加を
図る。
・免許返納者に進呈した回数券
の利用を把握する。

　事業実施の適切性及び目標・効果達成状況並び
に事業の今後の改善点について自己評価のとおり
であるが、示された改善策のみならず、あらゆる観
点で改善策をご検討頂くとともに、具体的な改善策
の実施について地域一体となって進めるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

村上市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通観
光バス㈱

村上市まち
なか循環バ
ス（小回り循
環）

　新型車両について、住民に親
しみをもってもらえるようなラッピ
ングデザインを選定し、障がい者
等に配慮した車内表示機器を設
置する。
PR活動については、引き続き、
時刻表等の配布を行う。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

1日あたりの平均利用者数を目標値として設定。事
業が計画に位置付けられた目標を達成した。
計画に位置付けられた目標が43人/日に対して、実
績が45人/日であった。

　引き続き、利用促進に向けた
時刻表等の配布を行い、車両入
れ替えに伴うPR活動を行う。
　また、夏休み期間中における、
小学生対象のフリー乗車券の利
用を継続して行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

村上市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通観
光バス㈱

村上市まち
なか循環バ
ス（大回り－
小回り循環）

　新型車両について、住民に親
しみをもってもらえるようなラッピ
ングデザインを選定し、障がい者
等に配慮した車内表示機器を設
置する。
PR活動については、引き続き、
時刻表等の配布を行う。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

1日あたりの平均利用者数を目標値として設定。事
業が計画に位置付けられた目標を達成した。
計画に位置付けられた目標が43人/日に対して、実
績が45人/日であった。

　引き続き、利用促進に向けた
時刻表等の配布を行い、車両入
れ替えに伴うPR活動を行う。
　また、夏休み期間中における、
小学生対象のフリー乗車券の利
用を継続して行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

村上市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通観
光バス㈱

村上～馬下
～寒川線

　学生への周知に加え、沿線住
民へのPRを強化していく。
　引き続き、JRダイヤとの接続に
配慮し、利便性の向上に努め
る。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

　1日あたりの平均利用者数を目標値として設定。事
業が計画に位置付けられた目標を達成した。
　計画に位置付けられた目標が13人/日に対して、
実績が15人/日であった。

　引き続き、学割半額制度の周
知を図るとともに、新規利用者の
開拓に向けた沿線集落へのPR
活動を行う。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に記載した公
共交通利用補助制度の周知の実施状況についても
明らかにする必要がある。その上で、実績向上に向
けて具体的な改善策について引き続き検討し、その
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

村上市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通観
光バス㈱

村上市せな
み巡回バス

　より多くの観光客、地元住民に
利用してもらえるように、引き続
き時刻表等の全戸配布を行い、
利用率が向上するようなPR活動
に取り組む。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

　1日あたりの平均利用者数を目標値として設定。事
業が計画に位置付けられた目標を達成した。
　計画に位置付けられた目標が17人/日に対して、
実績が21人/日であった。

　引き続き、利用促進に向けた
時刻表等の配布を行う。
　また、夏休み期間中における、
小学生対象のフリー乗車券の利
用を継続して行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

村上市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通観
光バス㈱

村上～塩野
町～北中線

　学割の効果が高いことから、学
生支援を主に考え、JRダイヤと
の接続を重視して利便性向上に
努める。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

　1日あたりの平均利用者数を目標値として設定。夏
休み期間中の学生利用の減少により、目標値を下
回った。
　計画に位置付けられた目標が38人/日に対して、
実績が36人/日であった。

　高校生の通学利用者が多い系
統なため、学校と連携して、学割
半額制度の周知等、入学前に早
めのPR活動を行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：前山線
(700)

京和荘～前
山～阿賀野
市役所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。高校新１年生向
けに利用促進パンフレットを配布
した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均2.5人に対し、通勤利用が減少し
たため、1.0人で目標を達成できなかった。特定の通
勤利用者が自力での交通手段を取得したと考えられ
る。

・路線別時刻表及び前山地区の
高校新１年生向け市営バス通学
促進パンフレットの作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）や通勤にも利
用できる点をＰＲするなど、新た
な工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・朝の通勤・通学時間帯における
鉄道への接続を引き続き確保す
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：前山線
(702)

京和荘～前
山～市野山
（ウオロク
脇）

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均3.2人に対し、通院利用が減少し
たため、2.7人で目標を達成できなかった。病院利用
者の施設入所等による利用終了や訪問診療等の利
用増などが考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：前山線
(703)

市野山（ウオ
ロク脇）～前
山～京和荘

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均4.7人に対し、通勤・通院・買い物
利用が減少したため、3.7人で目標を達成できなかっ
た。離職や病院利用者の施設入所等による利用終
了、訪問診療等の利用増、常連の利用者が外出を
控えるようになったことなどが考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(902)

笹神支所～
熊堂、神山
駅前～阿賀
野市役所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均6.4人に対し、5.9人で目標を達成
できなかった。利用者数は横ばいの状況であるが、
新たな利用者の取り込みができなかったためと考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(903)

阿賀野市役
所～神山駅
前～笹神支
所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C
目標である1日平均2.9人に対し、買い物利用が減少
したため、2.8人で目標を達成できなかった。常連の
利用者が外出を控えるようになったと考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(904)

神山駅前～
中ノ通～阿
賀野市役所

路線別時刻表の作成、配布によ
る啓発活動を行った。市広報紙
で特集記事を掲載した。自分の
利用状況に合わせたルート・時
刻だけを抽出したオリジナル時
刻表（マイ時刻表）の作成サービ
スを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均4.7人に対し、福祉施設への通所
利用が減少したため、4.4人で目標を達成できなかっ
た。特定の施設利用者が転居したことが要因と考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(906)

笹神支所～
中ノ通～阿
賀野市役所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均1.2人に対し、通院利用が減少し
たため、1.1人で目標を達成できなかった。病院利用
者の施設入所等による利用終了や訪問診療等の利
用増などが考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

- 28 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(901)

阿賀野市役
所～中ノ通
～笹神支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均3.6人に対し、通院利用が減少し
たため、3.3人で目標を達成できなかった。病院利用
者の施設入所等による利用終了や訪問診療等の利
用増などが考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(905)

阿賀野市役
所～熊堂、
中ノ通～笹
神支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C
目標である1日平均1.0人に対し、0.8人で目標を達成
できなかった。通学利用で利用者は増えたが、目標
までには至らなかった。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(907)

阿賀野市役
所～熊堂、
中ノ通～笹
神支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均6.0人に対し、福祉施設への通所
利用が減少したため、5.4人で目標を達成できなかっ
た。特定の施設利用者が転居したことが要因と考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(950)

笹神支所～
熊堂、中ノ
通、神山駅
前～阿賀野
市役所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均1.0人に対し、0.4人で目標を達成
できなかった。利用者数は横ばいの状況であるが、
新たな利用者の取り込みができなかったためと考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
(951)

阿賀野市役
所～中ノ通、
神山駅前、
熊堂～笹神
支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均2.9人に対し、2.7人で目標を達成
できなかった。利用者数は横ばいの状況であるが、
新たな利用者の取り込みができなかったためと考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：安田地
域循環線
（02AB）

安田支所～
宝珠温泉あ
かまつ荘～
安田支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。あかまつ荘との
連携（風呂の日（毎月26日）の帰
りを無料にするなど）は実施しな
かったが、実現に向けて検討を
進める。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均15.6人に対し、日帰り温泉・通
院・買い物利用が減少したため、11.2人で目標を達
成できなかった。病院利用者の施設入所等による利
用終了やリピーターの利用者が外出を控えるように
なったと考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。
・日帰り温泉施設（観光部署）と
連携し、誘客とバス利用を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：安田地
域循環線
（04AB）

安田支所～
宝珠温泉あ
かまつ荘～
安田支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A

目標である1日平均4.7人に対し、通学利用が増加し
たため、5.4人で目標を達成した。小学生の下校時刻
に合わせたダイヤを確保・維持したことが要因と考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：安田地
域循環線
（05AB）

安田公民館
～宝珠温泉
あかまつ荘
～安田支所

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。あかまつ荘との
連携（風呂の日（毎月26日）の帰
りを無料にするなど）は実施しな
かったが、実現に向けて検討を
進める。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均3.1人に対し、日帰り温泉利用が
減少したため、1.6人で目標を達成できなかった。常
連の利用者が外出を控えるようになったと考えられ
る。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。
・日帰り温泉施設（観光部署）と
連携し、誘客とバス利用を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：安田地
域循環線
（22B)(03AB)

横町～宝珠
温泉あかま
つ荘～安田
公民館

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1日平均10.1人に対し、買い物・通院利用
が減少したため、7.5人で目標を達成できなかった。
常連の利用者が外出を控えるようになったこと、病
院利用者の施設入所等による利用終了などが考え
られる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。作成・配布に当たっては、
料金（1回100円）をＰＲするなど、
新たな工夫を図る。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。
・日帰り温泉施設（観光部署）と
連携し、誘客とバス利用を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市
運行系統
名：神山線
全系統

車両減価償
却費等国庫
補助金、H27
年11月、マイ
クロバス2台
を14人乗りコ
ミューター2
台に更新
(リース）

路線別時刻表の作成・配布によ
る啓発活動を行った。市の広報
紙で特集記事を掲載した。自分
の利用状況に合わせたルート・
時刻だけを抽出したオリジナル
時刻表（マイ時刻表）の作成サー
ビスを開始した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である収支率4.0%以上及び6.0%以上に対し、
3.1%及び5.3%で目標を達成できなかった。運行経費
は節減したが、それ以上に運賃収入の減少が大き
く、収支率に影響したためと考えられる。

・時刻表の作成・配布を行う。
・市の広報紙、ホームページ等
で周知を図る。
・マイ時刻表作成サービスの周
知や市営バスの利用方法がわ
からない方のための出前講座を
実施する。
・運行経費の節減を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

上越市地域
公共交通活
性化協議会

頸北観光バ
ス㈱

運行路線：
黒岩線（２）
柿崎バス
ターミナル～
下灰庭・米
山寺～黒岩

鉄道（柿崎駅）や幹線系統への
接続に配慮したダイヤを設定す
ることで、高齢者を中心に利用
者の移動手段を維持確保した。
また、お得な定期情報等を記載
したチラシを配布し利用促進を
図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

目標：運送収入前年比△10.4％以下に対して実績△
11.9％（未達成）
事業効果：路線維持により、沿線高齢者等の日常生
活に必要な移動手段を確保（達成）
目標未達成の分析：高齢者を中心に利用者が減
少。（現金収入44千円減）

鉄道や幹線系統への接続に配
慮したダイヤを維持することで、
高齢者を中心に利用者の移動
手段の維持確保に努める。ま
た、柿崎区総合事務所と連携
し、お得な定期情報等を事務所
だよりやチラシに掲載・配布し利
用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、高齢
者の利用が減少した理由についても分析し、これを
明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今
後の改善点については、目標が達成されなかった理
由に対応した改善策及びその具体化について改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通の持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

東頸バス㈱

運行路線：
安塚線
うらがわら駅
前～虫川大
杉駅前～保
健センター
前

鉄道への接続に配慮したダイヤ
を設定し、学生を中心に利用者
の移動手段を確保した。新高校1
年生に啓発資料を配布し利用促
進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

目標：運送収入前年比△2.0％以下に対して実績△
10.7％（未達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民及び学生等の
移動手段を確保（達成）
目標未達成の分析：高田高校安塚分校へ通学する
利用者が減少。（回数券・期券収入338千円減）

鉄道への接続に配慮したダイヤ
を維持することで、学生を中心に
利用者の移動手段の維持確保
に努める。また、新高校1年生を
対象とした啓発資料や降雪期に
公共交通の利用を促す啓発資
料を配布し、利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、安塚
分校へ通学する利用者が減少した理由についても
分析し、これを明らかにする必要がある。その上で、
⑥の事業の今後の改善点については、目標が達成
されなかった理由に対応した改善策及びその具体化
について改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

くびき野バス
㈱

運行路線：
島田線
高田駅前～
岡原～曾根
田

鉄道（高田駅）や幹線系統への
接続に配慮したダイヤを設定し、
沿線住民の移動手段を維持確
保した。市内の高校に通う学生
を中心に、啓発資料等を配布し
て利用促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△3.7％以下に対して実績
7.9％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民の通勤・通学、
通院などの移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：高校生を中心に利用者
が増加（現金収入104千円増、定期収入101千円増）

引き続き、鉄道や幹線系統への
接続に配慮したダイヤを維持す
ることで、沿線住民の移動手段
の維持確保に努める。新高校1
年生を対象とした啓発資料や降
雪期に公共交通の利用を促す
啓発資料を配布し、利用促進を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

上越市地域
公共交通活
性化協議会

頸城自動車
㈱

運行路線：
佐内・直江
津循環線
直江津駅前
～労災病院
前～佐内入
口

鉄道（直江津駅）や幹線系統へ
の接続に配慮したダイヤを設定
し、高齢者を中心に利用者の移
動手段を維持確保した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

目標：運送収入前年比△2.4％以下に対して実績△
9.4％（未達成）
事業効果：路線維持により、沿線高齢者を中心に通
院及び買い物等の移動手段を確保（達成）
目標未達成の分析：大雨・大雪による運休（18日間、
101便）による収入減や高齢者を中心に利用者が減
少。（現金収入94千円減）

鉄道や幹線系統への接続に配
慮したダイヤを維持することで、
高齢者を中心に利用者の移動
手段の維持確保に努める。お得
な定期情報等を掲載した高齢者
向けの啓発資料を労災病院へ
設置し、利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

アイエムタク
シー㈱

運行路線：
岡沢ルート
新井バス
ターミナル～
中郷区総合
事務所前～
岡沢

H29.12.1からの新設便（通院、買
物利用向け）について、沿線住
民に周知チラシを配布し、利用
促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△11.0％以下に対して実績
7.0％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線の中学生の通学や
高齢者の通院等の日常生活に必要な移動手段を確
保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.12月に、 中学生の
通学に合わせたダイヤに変更するとともに、通院・買
物利用者向けにダイヤを変更したことにより利用者
が増加（前年度比544人増）

鉄道や幹線系統への接続、通学
に配慮したダイヤを維持すること
で、沿線の中学生や高齢者を中
心に利用者の移動手段の維持
確保に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

東頸バス㈱

運行路線：
月影・下保
倉・末広ルー
ト（１）、月影・
下保倉・末
広ルート（２）
うらがわら駅
～浦川原区
中心部～谷
運行路線：
上柿野ルー
ト
うらがわら駅
～上柿野～
うらがわら駅
運行路線：
小麦平ルー
ト
うらがわら駅
～小麦平～
うらがわら駅

小学校の登下校時間、鉄道（うら
がわら駅）との接続に配慮したダ
イヤを設定し、小学生を中心に
沿線住民の移動手段を維持確
保した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△13.1％以下に対して実績
51.2％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線の小学生や高齢者
を中心に通学、通院及び買い物等の移動手段を確
保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4月に実施された小
学校統合に伴う再編により、沿線小学生を中心に利
用者が増加（前年度比1,769人増）

引き続き、小学生の登下校時
間、鉄道との接続に配慮したダ
イヤを維持することで、小学生や
高齢者を中心に沿線住民の移
動手段の維持確保に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

上越市地域
公共交通活
性化協議会

くびき野バス
㈱

運行路線：
真砂・岡田
線
高田駅前～
真砂寺前～
北坪山上

鉄道（高田駅）との接続に配慮し
たダイヤを設定し、沿線住民の
移動手段を維持確保した。市内
の高校に通う学生を中心に、啓
発資料を配布して利用促進を
図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

目標：運送収入前年比18.7％以上に対して実績△
22.1％（未達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民及び学生等の
移動手段を確保（達成）
目標未達成の分析：学生を中心に定期的な利用者
が減少。（回数券・定期券収入346千円減）
本目標は過去3年（H26・H27・H28）の収入増減率の
平均値で設定しているが、 H27.4月に実施された再
編により運送収入が大幅に増収し、平均値を引き上
げることとなり、目標設定が過大になった。（対前年
比では△22.1％であるが、再編前（H26：1,012千円)と
比較すると、41.7％の増収となっている。）

鉄道との接続に配慮したダイヤ
を維持することで、沿線住民の
移動手段の維持確保に努める。
また、新高校1年生を対象とした
啓発資料や降雪期に公共交通
の利用を促す啓発資料を配布
し、利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から④までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・達成状況については、学生の利
用者が減少した理由についても分析し、これを明ら
かにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後の
改善点については、目標が達成されなかった理由に
対応した改善策及びその具体化について改めて検
討し、その実施について地域一体となって適切に進
めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公
共交通の持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

頸城自動車
㈱

運行路線：
直江津・浦
川原線（２）
マルケーバ
スセンター～
青野十文字
～保倉川橋

鉄道（直江津駅及びうらがわら
駅）との接続に配慮したダイヤを
設定し、沿線住民の移動手段を
維持確保した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比1.5％以上に対して実績7.3％
（達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民の通学・通勤
利用等の移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した理由：沿線の高齢者や通勤者
を中心に利用者が増加
（回数券収入145千円増）

引き続き、鉄道、幹線系統との
接続に配慮したダイヤを維持す
ることで、沿線住民の移動手段
の維持確保に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

東頸バス㈱

運行路線：
大平線（１）
浦川原小学
校前～虫川
大杉駅前～
大島コミュニ
ティプラザ前

小学生の登下校時間、幹線系統
との接続に配慮したダイヤを設
定し小学生を中心に沿線住民の
移動手段を維持確保した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△10.4％以下に対して実績
6.9％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民及び学生等の
移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4月に実施された小
学校統合に伴う再編により、小学生を中心に利用者
が増加（前年度比1,688人増、大平線（２）含む）

引き続き、小学生の登下校時
間、幹線系統との接続に配慮し
ダイヤを維持することで、小学生
を中心とした沿線住民の移動手
段の維持確保に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

東頸バス㈱

運行路線：
大平線（２）
浦川原小学
校前～虫川
大杉駅前～
小谷島

小学生の登下校時間、幹線系統
との接続に配慮したダイヤを設
定し小学生を中心に沿線住民の
移動手段を維持確保した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：前年度の運送収入前年比△8.3％以下に対し
て実績45.6％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線の住民及び学生等
の移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4月に実施された小
学校統合に伴う再編により、小学生を中心に利用者
が増加（前年度比1,688人増、大平線（１）含む）

引き続き、小学生の登下校時
間、幹線系統との接続に配慮し
たダイヤを維持することで、小学
生を中心に沿線住民の移動手
段の維持確保に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

上越市地域
公共交通活
性化協議会

上越市

運行路線：
名立区自家
用有償旅客
運送（系統
４）
うみてらす名
立前～ろば
た館前～東
飛山
運行路線：
名立区自家
用有償旅客
運送（系統
５）
コミュニティ
プラザ前～
ろばた館前
～東飛山
運行経路：
名立区自家
用有償旅客
運送（系統
６）
コミュニティ
プラザ前～
名立駅前～
宝田小学校
前

小中学生の登下校時間、幹線系
統との接続に配慮したダイヤを
設定し、小中学生を中心に沿線
住民の移動手段を維持確保し
た。また、公共施設（ろばた館）と
の提携やチラシを配布し、利用
促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△3.0％以下に対して実績
8.2％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民及び学生等の
通学や通院などの移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4月に実施した路線
の再編により便数が増加したため利用者が増加
（運送収入78千円増）

引き続き、小中学生の登下校時
間に配慮したダイヤを維持する
ことで、小中学生を中心に沿線
住民の移動手段の維持確保に
努める。公共施設との提携やチ
ラシを配布し、利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

上越市地域
公共交通活
性化協議会

頸北観光バ
ス㈱

運行路線：
吉川西部循
環線（系統
１：吉川くび
き駅線）
吉川中学
校・吉川区
総合事務所
前～くびき駅
前～吉川区
総合事務所
前・吉川中
学校

運行路線：
吉川西部循
環線（系統
２：上下浜駅
線）
吉川区総合
事務所前～
上下浜駅前
～吉川区総
合事務所
前・吉川中
学校

学生の登下校時間、鉄道（上下
浜駅、くびき駅）との接続に配慮
したダイヤを設定し、学生を中心
に沿線住民の移動手段を維持
確保した。吉川中学校の課外活
動の終了時刻に合わせ、季節ダ
イヤの切替時期を変更した。（11
月から10月に切替時期を変更）

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△8.0％以下に対して実績
17.2％（達成）
事業効果：路線維持により、沿線住民及び学生等の
通学や通院などの移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4月に実施した路線
の再編により吉川高等特別支援学校の生徒を中心
に利用が増加したため。（定期券収入794千円増）

引き続き、学生の登下校時間、
鉄道との接続に配慮したダイヤ
を維持することで、学生や沿線
住民の移動手段の維持確保に
努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

くびき野バス
㈱

運行路線：
青柳線（下
稲塚経由）
高田駅前～
中央病院・
下稲塚～青
柳

運行路線：
青柳線（松
野木経由）
高田駅前～
中央病院・
松野木～青
柳

鉄道（高田駅）や幹線系統との
接続に配慮したダイヤを設定し、
沿線住民の移動手段を維持確
保した。また、中央病院に高齢
者を対象とした啓発資料を設置
し利用促進を図った。病院・商業
施設への乗り入れによる効果検
証のための乗降調査を実施した

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

目標：運送収入前年比△6.6％以下に対して実績
12.3％（達成）
事業効果：沿線住民及び学生等の通学や通院など
の移動手段を確保（達成）
収益が大きく改善した要因：H29.4に実施した商業施
設・中央病院への乗り入れや、利用促進により高齢
者を中心に利用者が増加
（現金収入358千円増）

引き続き、鉄道・幹線系統との接
続に配慮したダイヤを維持する
ことで、沿線住民の移動手段の
維持確保に努める。中央病院に
高齢者向け啓発資料を設置し利
用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

見附市地域
公共交通活
性化協議会

越後交通
（株）

コミュニティ
バス
（名木野～
今町5丁目
経由）
コミュニティ
バス車庫～
名木野～今
町5丁目～
パティオにい
がた

平成30年1月の大雪時には、市
内に発着点を設けたことで、運
休することなく、運行の安定化に
努めることができた。4月1日から
のダイヤ改正にはJR信越本線
見附駅へのアクセスをより改善
することで、バスの発着時刻を通
勤・通学時間帯に合わせ、利用
者に対する利便性の向上を図っ
た。
ダイヤ改正時には時刻表の全戸
配布、沿線企業への案内を行
い、周知に努めるとともに、市の
広報においてバス利用の特集記
事を掲載した。

A
事業が計画通に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

C

コミュニティバス
目標利用者数：190,000人以上
（実績値：173,677人）

動態調査を分析し、利便性の高いダイヤ編成に努め
たことで、前年比11.9％増（18,534人増加）となった。
しかし、全国的な運転手不足の為、運行事業者によ
る車両配備が困難となり、計画通りの増車が行えな
かった。
この影響により、運行本数を増やすことが出来ず、
目標利用者数を達成できなかった。

平成30年度の動態調査を分析
し、利用者の実態に合わせたダ
イヤ改正を実施するとともに、
ルートを再編し、効率的な運行
内容の構築に努める。
利用者が使いやすい停留所環
境を整備し、バス利用の周知を
行うことで、日常生活における移
動手段としてバスの利用を促
す。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

見附市地域
公共交通活
性化協議会

越後交通
（株）

コミュニティ
バス
（緑町～上
新田町経
由）
コミュニティ
バス車庫～
緑町～上新
田町～パ
ティオにいが
た

平成30年1月の大雪時には、市
内に発着点を設けたことで、運
休することなく、運行の安定化に
努めることができた。4月1日から
のダイヤ改正にはJR信越本線
見附駅へのアクセスをより改善
することで、バスの発着時刻を通
勤・通学時間帯に合わせ、利用
者に対する利便性の向上を図っ
た。
ダイヤ改正時には時刻表の全戸
配布、沿線企業への案内を行
い、周知に努めるとともに、市の
広報においてバス利用の特集記
事を掲載した。

A
事業が計画通に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

C

コミュニティバス
目標利用者数：190,000人以上
（実績値：173,677人）

動態調査を分析し、利便性の高いダイヤ編成に努め
たことで、前年比11.9％増（18,534人増加）となった。
しかし、全国的な運転手不足の為、運行事業者によ
る車両配備が困難となり、計画通りの増車が行えな
かった。
この影響により、運行本数を増やすことが出来ず、
目標利用者数を達成できなかった。

平成30年度の動態調査を分析
し、利用者の実態に合わせたダ
イヤ改正を実施するとともに、
ルートを再編し、効率的な運行
内容の構築に努める。
利用者が使いやすい停留所環
境を整備し、バス利用の周知を
行うことで、日常生活における移
動手段としてバスの利用を促
す。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

福沢線
(福沢～長沢
駅跡)

三条市内の高等学校に通学す
る見込みの下田中学校卒業生
に対し、利用時間、方法などを記
載したチラシを配布し、周知を
図った（H30.3)。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A

目標に掲げた日平均利用者数が5人に対し、平成29
年10月～平成30年9月までの実績は5.4人／日であ
り、前年度の実績から0.7人／日増えるとともに、目
標を上回った。
目標達成及び前年比利用増の原因については、周
知による効果と考える。

引き続き、沿線の中学校の卒業
生にチラシを配布し、周知に努
め利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点について、ここで
示された改善策のみならず、さらなる実績向上に向
けて新たな改善策及びその具体化についても改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図
られるよう期待する。

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

高校生通学
ライナーバス
（東三条駅
～県央工業
高等学校）

三条市内の高等学校に通学す
る見込みの下田、大崎、第二中
学校卒業生に対し、利用時間、
方法などを記載したチラシを配
布し、周知を図った。（H30.3)

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A

目標に掲げた日平均利用者数が30人に対し、平成
29年10月～平成30年9月までの実績は30.8人／日で
あり、前年度の実績から0.3人／日増えるとともに、
目標を上回った。
目標達成及び前年比利用増の原因については、周
知による効果と考える。

引き続き、沿線の中学校の卒業
生にチラシを配布し、周知に努
め利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点について、ここで
示された改善策のみならず、さらなる実績向上に向
けて新たな改善策及びその具体化についても改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図
られるよう期待する。

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

市内循環バ
ス南コース
（市内）

更なる利用促進を図るため、南
コース午前9:30東三条駅発の第
2便を大崎先回りから地場産先
回りに変更した。
また、循環バスの各コース・各便
に乗車して停留所の状況状況や
要望を確認し、「三条市地域公
共交通網形成計画」の策定の参
考とした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標に掲げた日平均利用者数が100人に対し、平成
29年10月～平成30年9月までの実績は76.3人／日で
あり、前年度の実績から0.7人／日増えたものの、目
標を下回った。
※各コースの内訳
（南コース　目標60人、実績48.3人）、（北コース  目
標20人、実績14.8人）、（嵐北コース  目標20人、実
績5.6人）、（嵐南コース  目標20人、実績7.6人）
前年比利用増の原因については周知による効果と
考えるものの、目標未達成の原因については、利用
者のニーズ及び実態把握が不足したものと考える。

利用者のニーズを捉えつつ、今
後建設される公共施設等への人
の流れを作ることに意を置きな
がら運行の見直しについて検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくととともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

市内循環バ
ス北コース
（市内）

更なる利用促進を図るため、南
コース午前9:30東三条駅発の第
2便を大崎先回りから地場産先
回りに変更した。
また、循環バスの各コース・各便
に乗車して停留所の状況状況や
要望を確認し、「三条市地域公
共交通網形成計画」の策定の参
考とした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標に掲げた日平均利用者数が100人に対し、平成
29年10月～平成30年9月までの実績は76.3人／日で
あり、前年度の実績から0.7人／日増えたものの、目
標を下回った。
※各コースの内訳
（南コース　目標60人、実績48.3人）、（北コース  目
標20人、実績14.8人）、（嵐北コース  目標20人、実
績5.6人）、（嵐南コース  目標20人、実績7.6人）
前年比利用増の原因については周知による効果と
考えるものの、目標未達成の原因については、利用
者のニーズ及び実態把握が不足したものと考える。

利用者のニーズを捉えつつ、今
後建設される公共施設等への人
の流れを作ることに意を置きな
がら運行の見直しについて検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくととともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

市内循環バ
ス嵐南コー
ス
（市内）

更なる利用促進を図るため、南
コース午前9:30東三条駅発の第
2便を大崎先回りから地場産先
回りに変更した。
また、循環バスの各コース・各便
に乗車して停留所の状況状況や
要望を確認し、「三条市地域公
共交通網形成計画」の策定の参
考とした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標に掲げた日平均利用者数が100人に対し、平成
29年10月～平成30年9月までの実績は76.3人／日で
あり、前年度の実績から0.7人／日増えたものの、目
標を下回った。
※各コースの内訳
（南コース　目標60人、実績48.3人）、（北コース  目
標20人、実績14.8人）、（嵐北コース  目標20人、実
績5.6人）、（嵐南コース  目標20人、実績7.6人）
前年比利用増の原因については周知による効果と
考えるものの、目標未達成の原因については、利用
者のニーズ及び実態把握が不足したものと考える。

利用者のニーズを捉えつつ、今
後建設される公共施設等への人
の流れを作ることに意を置きな
がら運行の見直しについて検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくととともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

市内循環バ
ス嵐北コー
ス
（市内）

更なる利用促進を図るため、南
コース午前9:30東三条駅発の第
2便を大崎先回りから地場産先
回りに変更した。
また、循環バスの各コース・各便
に乗車して停留所の状況状況や
要望を確認し、「三条市地域公
共交通網形成計画」の策定の参
考とした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標に掲げた日平均利用者数が100人に対し、平成
29年10月～平成30年9月までの実績は76.3人／日で
あり、前年度の実績から0.7人／日増えたものの、目
標を下回った。
※各コースの内訳
（南コース　目標60人、実績48.3人）、（北コース  目
標20人、実績14.8人）、（嵐北コース  目標20人、実
績5.6人）、（嵐南コース  目標20人、実績7.6人）
前年比利用増の原因については周知による効果と
考えるものの、目標未達成の原因については、利用
者のニーズ及び実態把握が不足したものと考える。

利用者のニーズを捉えつつ、今
後建設される公共施設等への人
の流れを作ることに意を置きな
がら運行の見直しについて検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくととともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

三条市地域
公共交通協
議会

株式会社エ
ス・タクシー

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

平成30年６月から、かねてより要
望の多かった土日祝日を含む全
日運行を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

平日の運行について、目標に掲げた日平均利用者
数が350人に対し、平成29年10月～平成30年9月ま
での実績は277.8人／日であり、前年度の実績から
10.8人／日減るとともに、目標を下回った。
また、土日の運行について、目標に掲げた日平均利
用者数が100人に対し、平成30年6月～9月までの実
績は67.1人／日であり、目標を下回った。
前年比利用減及び目標未達成の原因については、
高齢者による自家用車の利用が根強く利用方法や
停留所等について認知されず、また関心も低いため
と考える。

自家用車を運転しない（運転免
許証を持たない）交通弱者に効
果的なサービス内容の充実を図
るための施策について検討す
る。
また、デマンド交通を特に高齢者
に知ってもらうための取組とし
て、高齢者が集まる機会を捉え
て出張説明会を開催し、周知を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

三条市地域
公共交通協
議会

三条タクシー
株式会社

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

平成30年６月から、かねてより要
望の多かった土日祝日を含む全
日運行を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

平日の運行について、目標に掲げた日平均利用者
数が350人に対し、平成29年10月～平成30年9月ま
での実績は277.8人／日であり、前年度の実績から
10.8人／日減るとともに、目標を下回った。
また、土日の運行について、目標に掲げた日平均利
用者数が100人に対し、平成30年6月～9月までの実
績は67.1人／日であり、目標を下回った。
前年比利用減及び目標未達成の原因については、
高齢者による自家用車の利用が根強く利用方法や
停留所等について認知されず、また関心も低いため
と考える。

自家用車を運転しない（運転免
許証を持たない）交通弱者に効
果的なサービス内容の充実を図
るための施策について検討す
る。
また、デマンド交通を特に高齢者
に知ってもらうための取組とし
て、高齢者が集まる機会を捉え
て出張説明会を開催し、周知を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

三条市地域
公共交通協
議会

中越交通株
式会社

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

平成30年６月から、かねてより要
望の多かった土日祝日を含む全
日運行を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

平日の運行について、目標に掲げた日平均利用者
数が350人に対し、平成29年10月～平成30年9月ま
での実績は277.8人／日であり、前年度の実績から
10.8人／日減るとともに、目標を下回った。
また、土日の運行について、目標に掲げた日平均利
用者数が100人に対し、平成30年6月～9月までの実
績は67.1人／日であり、目標を下回った。
前年比利用減及び目標未達成の原因については、
高齢者による自家用車の利用が根強く利用方法や
停留所等について認知されず、また関心も低いため
と考える。

自家用車を運転しない（運転免
許証を持たない）交通弱者に効
果的なサービス内容の充実を図
るための施策について検討す
る。
また、デマンド交通を特に高齢者
に知ってもらうための取組とし
て、高齢者が集まる機会を捉え
て出張説明会を開催し、周知を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

三条市地域
公共交通協
議会

日の丸観光
タクシー株式
会社

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

平成30年６月から、かねてより要
望の多かった土日祝日を含む全
日運行を実施した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

平日の運行について、目標に掲げた日平均利用者
数が350人に対し、平成29年10月～平成30年9月ま
での実績は277.8人／日であり、前年度の実績から
10.8人／日減るとともに、目標を下回った。
また、土日の運行について、目標に掲げた日平均利
用者数が100人に対し、平成30年6月～9月までの実
績は67.1人／日であり、目標を下回った。
前年比利用減及び目標未達成の原因については、
高齢者による自家用車の利用が根強く利用方法や
停留所等について認知されず、また関心も低いため
と考える。

自家用車を運転しない（運転免
許証を持たない）交通弱者に効
果的なサービス内容の充実を図
るための施策について検討す
る。
また、デマンド交通を特に高齢者
に知ってもらうための取組とし
て、高齢者が集まる機会を捉え
て出張説明会を開催し、周知を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

胎内市地域
公共交通協
議会

株式会社中
条タクシー

区域運行
（中条築地）

　市民からの更なる利用促進を
図るため、高齢者を対象とした
出前講座を行った。
　また、市外来訪者からの利用
促進策として平成30年7月に供
用開始された中条駅東西自由通
路のデジタルサイネージにおい
て情報発信を行うとともにこれま
でと同様にイベント開催時や観
光関係のパンフレット、ホーム
ページ、SNSで情報発信を行っ
た。
　鉄道との接続性を含めた学生
の通学や市外来訪者が利用し
やすい運行方法については、市
民アンケートを実施しニーズの
把握を行った。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり、適切に実施
された。

A

　平均利用者数は、目標とした150人を上回る153.95
人を記録した。
　昨年度平均利用者数152.05人と比べると年間平均
利用者数は若干の増加ではあるが、免許保有率が
年々上昇している中でも利用者数を維持していると
いえる。

　市報などを通じ市民への利用
促進を図っていくとともに、市外
来訪者や観光利用についても引
き続き積極的な情報発信を行っ
ていく。
　鉄道との接続性については、
市民ニーズに応じて運行方法、
運行時刻などの見直しを検討す
る。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

胎内市地域
公共交通協
議会

株式会社中
条タクシー

区域運行
（乙）

　市民からの更なる利用促進を
図るため、高齢者を対象とした
出前講座を行った。
　また、市外来訪者からの利用
促進策として平成30年7月に供
用開始された中条駅東西自由通
路のデジタルサイネージにおい
て情報発信を行うとともにこれま
でと同様にイベント開催時や観
光関係のパンフレット、ホーム
ページ、SNSで情報発信を行っ
た。
　鉄道との接続性を含めた学生
の通学や市外来訪者が利用し
やすい運行方法については、市
民アンケートを実施しニーズの
把握を行った。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり、適切に実施
された。

A

　平均利用者数は、目標とした150人を上回る153.95
人を記録した。
　昨年度平均利用者数152.05人と比べると年間平均
利用者数は若干の増加ではあるが、免許保有率が
年々上昇している中でも利用者数を維持していると
いえる。

　市報などを通じ市民への利用
促進を図っていくとともに、市外
来訪者や観光利用についても引
き続き積極的な情報発信を行っ
ていく。
　鉄道との接続性については、
市民ニーズに応じて運行方法、
運行時刻などの見直しを検討す
る。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

胎内市地域
公共交通協
議会

株式会社中
条タクシー

区域運行
（黒川）

　市民からの更なる利用促進を
図るため、高齢者を対象とした
出前講座を行った。
　また、市外来訪者からの利用
促進策として平成30年7月に供
用開始された中条駅東西自由通
路のデジタルサイネージにおい
て情報発信を行うとともにこれま
でと同様にイベント開催時や観
光関係のパンフレット、ホーム
ページ、SNSで情報発信を行っ
た。
　鉄道との接続性を含めた学生
の通学や市外来訪者が利用し
やすい運行方法については、市
民アンケートを実施しニーズの
把握を行った。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり、適切に実施
された。

A

　平均利用者数は、目標とした150人を上回る153.95
人を記録した。
　昨年度平均利用者数152.05人と比べると年間平均
利用者数は若干の増加ではあるが、免許保有率が
年々上昇している中でも利用者数を維持していると
いえる。

　市報などを通じ市民への利用
促進を図っていくとともに、市外
来訪者や観光利用についても引
き続き積極的な情報発信を行っ
ていく。
　鉄道との接続性については、
市民ニーズに応じて運行方法、
運行時刻などの見直しを検討す
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

胎内市地域
公共交通協
議会

藤観光タク
シー株式会
社

区域運行
（乙）

　市民からの更なる利用促進を
図るため、高齢者を対象とした
出前講座を行った。
　また、市外来訪者からの利用
促進策として平成30年7月に供
用開始された中条駅東西自由通
路のデジタルサイネージにおい
て情報発信を行うとともにこれま
でと同様にイベント開催時や観
光関係のパンフレット、ホーム
ページ、SNSで情報発信を行っ
た。
　鉄道との接続性を含めた学生
の通学や市外来訪者が利用し
やすい運行方法については、市
民アンケートを実施しニーズの
把握を行った。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり、適切に実施
された。

A

　平均利用者数は、目標とした150人を上回る153.95
人を記録した。
　昨年度平均利用者数152.05人と比べると年間平均
利用者数は若干の増加ではあるが、免許保有率が
年々上昇している中でも利用者数を維持していると
いえる。

　市報などを通じ市民への利用
促進を図っていくとともに、市外
来訪者や観光利用についても引
き続き積極的な情報発信を行っ
ていく。
　鉄道との接続性については、
市民ニーズに応じて運行方法、
運行時刻などの見直しを検討す
る。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

柏崎市地域
公共交通活
性化協議会

越後交通㈱

東市街地循
環バス（ひま
わり）
・比角先回り
・半田先回り

平成29年6月から実施している
高齢者割引制度を継続した。
また、専用時刻表の作成、小学
生が描いた絵の車内展示、保育
園児による車内アナウンス等の
利用促進策も併せて継続した。

A
事業は計画通り適切に実
施された。

C

収支率は、目標40％以上に対して、実績は37.1％
（前年度比+3.9％）であった。
また、利用者数は39,119人（前年度比109.5％）で
あった。
収支率及び利用者数の増加の一因としては、高齢
者割引制度の導入が挙げられる。

高齢者割引制度を継続し、さら
に周知を図っていく。
また、各年代に応じた利用促進
策を実施していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由についても分析し、これを
明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今
後の改善点については、目標が達成されなかった理
由に対応した改善策及びその具体化について改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図
られるよう期待する。

柏崎市地域
公共交通活
性化協議会

越後交通㈱

柏崎駅前～
野田線
・日吉町経
由
・石塚経由
・医療セン
ター経由

市内路線を対象とした路線バス
スタンプラリーや、高校生を対象
とした冬の利用促進キャンペー
ンを実施し、本路線の利用促進
を図った。

A
事業は計画通り適切に実
施された。

C

収支率は、目標40％以上に対して、実績は27.6％
（前年度比△4.9％）であった。
また、利用者数は18,408人（前年度比49.5％）であっ
た。

引き続き、各年代に応じた利用
促進策を実施していく。
また、本路線における高齢者割
引制度の導入を検討していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

柏崎市地域
公共交通活
性化協議会

越後交通㈱
柏崎駅前～
久米線

利用状況を分析し、ダイヤ改正
時に１往復減便し、効率性の向
上を図った。
また、路線バススタンプラリー
や、高校生を対象とした冬の利
用促進キャンペーンを実施し、本
路線の利用促進を図った。

A
事業は計画通り適切に実
施された。

C

収支率は、目標40％以上に対して、実績34.9％（前
年度比+3.3％）であった。
また、利用者数は20,937人（前年度比104.8％）で
あった。
ダイヤ改正時に１往復減便したことが、収支率の増
加に繋がったと考える。

引き続き、各年代に応じた利用
促進策を実施していく。
また、本路線における高齢者割
引制度の導入を検討していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由についても分析し、これを
明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今
後の改善点については、目標が達成されなかった理
由に対応した改善策及びその具体化について改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図
られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

新発田市地
域公共交通
活性化協議
会

新潟交通観
光バス（株）

あやめバス
（外回り・内
回り）
申請番号1
～7

・利用者の具体的な利用動向を
確認する乗降調査を行い、主要
な利用層となっている高校生や
高齢者の利用促進に向けた取
組の方向性を検討し、高校生や
高齢者に向けてバスの利用を促
すパンフレットを配布した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

事業が計画に位置付けられた目標を達成した。

＜事業の目標＞
年間利用者数81,330人以上
(前年度)77,362人　→　(今年度)81,527人

＜事業の効果＞
・新発田市街地における公共施設や商業施設、医療
機関といった施設や観光資源へのアクセス性の確
保と回遊性の向上を図る。

高校生や高齢者の利用者確保
を図るため、通学や通院、買い
物へのバスの利用をPRするパン
フレットの配布などの利用促進を
継続する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

新発田市地
域公共交通
活性化協議
会

新潟交通観
光バス（株）

川東コミュニ
ティバス
申請番号8
～15

・地域でのイベントでのPR活動、
地域住民向けの広報紙の発行、
新高校生を対象とした回数券の
贈呈などの利用促進を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

事業が計画に位置づけられた目標を達成できていな
い点があった。

＜事業の目標＞
1日当たり利用者数260人以上
(前年度)212人　→　(今年度)228人
1日当たり運賃収入27,500円以上
(前年度)18,411円　→　(今年度)19,982円

＜事業の効果＞
・川東地区における自家用車を運転できない高齢者
や障がい者、高校生等のいわゆる交通弱者の日常
生活の移動ニーズに応じた移動手段を確保する。

＜達成状況の分析＞
・乗車人数が目標に達しなかった理由として、市内高
校へ通学する川東地区の高校生や特別支援学校の
生徒数の減少及び通学におけるバス利用予定者数
の減少が考えられる。
【参考①】市内6高校に通学する川東地区の高校生
(見込)
（H29）78人　→　（H30）73人
【参考②】特別支援学校の生徒数
（H29）75人　→　（H30）68人
【参考③】特別支援学校のバス利用予定者数
（H29）40人　→　（H30）28人
・コミュニティバスの運行によって川東地区の地域住
民の市内高校への通学や市街地への通院・買い物
に必要な移動手段が確保されており、事業の効果が
認められる。

地域住民の積極的な利用を促
すため、乗り方教室の開催など
の利用促進を継続する。また、
学校への通学に配慮したダイヤ
設定を継続する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、１日当
たり運賃収入を27,500円以上にするという目標が達
成されなかった理由についても分析し、これを明らか
にする必要がある。その上で、⑥の事業の今後の改
善点については、目標が達成されなかった理由に対
応した改善策及びその具体化について改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

佐渡市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通佐
渡㈱

（系統名）
　国仲・金丸
線
（運行区間）
　佐和田BS
～佐渡病院
～新町学校
前～新穂小
学校前～佐
和田BS

　当該系統
を運行する
車両１台に
ついて車両
減価償却費
補助金を受
けている。

H29に引き続き「病院乗りいれ便
のご案内」についてチラシを作成
し、市内全戸及び各病院等へ配
布。

H29の高校生及び保護者アン
ケート調査結果より、H30.9から
学生定期券（学生ワイドフリー定
期券）の割引拡充を実施。

H30.4から障がい者割引運賃に
ついて、割引を拡充し、一乗車
200円を上限とした。

A
　事業は計画に位置付け
られたとおり、適切に実施
された。

C

目標利用者数：20,000人
H30利用者数：17,915人
（達成率：89.6%）
H29目標利用者数：24,000人
H29利用者数：18,525人
（達成率：77.2%）

全体での利用者数は減少となっており、要因は通院
と通学での利用減が考えられる。

佐渡総合病院への通院需要の
取り込みを図るため、「病院乗り
入れ便のご案内」チラシを継続し
て作成、配布していく。佐渡テレ
ビ等を活用した情報提供・周知
に努めたい。
また、高齢者向けにアンケート
調査を実施し、利用の減少理由
等について検証、改善に努めた
い。

通学する学生の利用を取り込む
ため、教育委員会や各学校と連
携しながら、学生定期券（学生ワ
イドフリー定期券）の利用促進に
努めたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、通院と
通学で利用者数が減少した理由についても分析し、
これを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事
業の今後の改善点については、目標が達成されな
かった理由に対応した改善策及びその具体化につ
いて改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

佐渡市地域
公共交通活
性化協議会

新潟交通佐
渡㈱

（系統名）
　宿根木線
①
（運行区間）
　羽茂高校
～小木港～
宿根木～江
積

（系統名）
　宿根木線
②
（運行区間）
  小木港～
宿根木～江
積

「小木～直江津航路」海上時化
等の際に、路線バスの接続につ
いて事業者間の連絡体制の確
保によりスムーズな対応、接続
が図れた。

自転車ラックバスを運行し、生活
交通の利便性向上を図った。

A
　事業計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

H30目標利用者数：6,200人
H30利用者数：5,779人
（達成率：93.2%）
H29目標利用者数：5,000人
H29利用者数：4,028人
（達成率：80.6%）

土日休日が続き生活路線の利用と併せ航路利用者
の二次交通としても利用が多くあったと考える。目標
利用者数には達せなかったので引き続き利用増に
努めたい。

利用者のニーズを把握するた
め、乗降調査、アンケート調査を
実施し、必要な対策を講じたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した新たな改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

粟島浦村地
域公共交通
協議会

粟島浦村 県道ルート

・頻繁に使用する乗降場付近に
雨風を凌げる場所がなく課題と
なっていたことから、平成31年3
月までに停留所に雨風よけを設
置する予定であったが、県道に
近く、簡易的な雨風よけは設置
できないことが分かった。今後、
県道から離れた場所に雨風よけ
を設置するために、バス停位置
の移動も含めて再検討すること
とした。
・粟島浦村と新潟市を繋ぐ航路
を44年ぶりに復活し実証運航す
るイベントを企画したり、新たな
福祉イベントとして「かろやか体
操会」を開始するなどして、外出
意欲を高めるようにしている。

A

台風、豪雨災害の影響に
より運行ができない日が２
日あったが、事業は計画
に位置づけられたとおり、
適切に実施された。

A
住民利用者数が2,230人であり、目標の住民利用者
数2,200人維持（平成28年度住民利用者数同等）が
達成できた。

・引き続き乗降場への雨風よけ
の設置を検討する。
・引き続き地区間移動の目的と
なるイベントを企画するなど、外
出意欲を高めることで利用者数
増加へ繋げる対策を検討しなが
ら、コミュニティバスの維持を
図っていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤について
は自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

五泉市地域
公共交通活
性化協議会

泉観光バス
㈱
みどりハイ
ヤー㈱

ごせん乗合
タクシー「さく
ら号」
（五泉東エリ
ア）

　市広報や制度概要が記載され
ている総合時刻表を用いた周
知・啓発活動を行うとともに、高
齢者を対象とした利用促進活動
を実施した。（免許返納高齢者へ
の制度説明や、地域において高
齢者と接点の多い町内会長・民
生児童委員への制度周知）
　また、利便性向上へ向け、ドラ
イバーのマナー改善等に取り組
んだ。
　合わせて、高齢利用者と一緒
に現地確認を行い、課題改善の
検討を行った。

A
計画通り事業は適切に実
施された

A
　輸送人員の目標値である前年比100％以上に対
し、104.9％を達成した。

　今後も利用者数を維持するた
め、利用促進や利便性向上に努
めていくとともに、高齢者層にお
いて減少が見られたことをふま
え、今年度実施した高齢者向け
の利用促進活動を継続・拡大の
うえ実施を検討する。（地域の茶
話会でのPR等）

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

五泉市地域
公共交通活
性化協議会

㈲フラワー
観光
泉観光バス
㈱
みどりハイ
ヤー㈱

ごせん乗合
タクシー「さく
ら号」
（五泉西エリ
ア）

　さくら号を含む市内公共交通に
関する情報について、市の広報
紙やパンフレット等の印刷物を
利用し、周知・啓発活動を実施し
た。
　また利便性向上へ向けて、ドラ
イバーやオペレーターのマナー
改善等に取り組んだ。

A
計画通り事業は適切に実
施された

B

輸送人員の目標値である前年比100％以上に対し、
95.8％であり、目標を達成できなかった。
　利用者減少の要因は、10代と50代で見られた通
所・通勤利用の影響（利用終了）と、郊外地で大きく
進む人口減少に起因した実利用者数の減少による
ものと想定される。
　また、冬期間の豪雪も要因の1つと考えられる。

　これまで実施してきた各種周
知・PRの取り組みを継続するとと
もに、総合時刻表の配布先拡大
について検討を行う。
　また、ドライバーやオペレー
ターのマナー改善など、継続して
利便性の向上に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

五泉市地域
公共交通活
性化協議会

泉観光バス
㈱
みどりハイ
ヤー㈱

ごせん乗合
タクシー「さく
ら号」
（村松エリ
ア）

　総合時刻表について、高齢者
が多く立ち寄る施設へ配布を開
始（拡大）した。
　また、市広報やHPを活用した
周知を行うとともに、高齢者を対
象とした利用促進活動を実施し
た。（免許返納高齢者への制度
説明強化や、地域において高齢
者と接点の多い町内会長・民生
児童委員への制度周知を実施）
　　合わせて、利便性向上へ向
け、ドライバーのマナー改善等に
取り組んだ。

A
計画通り事業は適切に実
施された

B

　輸送人員の目標値である前年比100％以上に対
し、97.5％であり、目標を達成できなかった。
　利用者の減少は、買い物や通院など日常的な目
的による利用が多い70代で主に見られるほか、その
他の世代でも年間を通して見られている。要因とし
て、他のエリアよりも大きく進む人口減少、および高
齢者の免許保有者数（率）の上昇に起因した実利用
者数の減少によるものと想定される。
　また、冬期間の豪雪も要因の1つと考えられる。

　これまで実施してきた各種周
知・PRの取り組みを継続するとと
もに、総合時刻表の配布先拡大
について検討を行う。
　また、高齢者層の利用者減少
への対策として、今年度実施し
た高齢者向けの利用促進活動
を継続・拡大のうえ実施を検討
する。（地域の茶話会でのPR等）
　合わせて、ドライバーやオペ
レーターのマナー改善など、継
続して利便性の向上に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

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）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

魚沼市地域
公共交通協
議会

㈱小出タク
シー

＊小出地域
乗合タクシー
（小出地域
乗合）
＊湯之谷地
域乗合タク
シー（湯之谷
地域）
＊三ツ又乗
合タクシー
（広神地域）
＊田中・清
本・長松・米
沢乗合タク
シー（広神地
域）

▶地域の高齢者を見守る会にお
いて、乗合タクシーの予約の仕
方、通院や買い物等での利用の
仕方を説明し、利用者の拡大に
努めた。
▶小出乗合タクシーの停留所を
追加し、利便性の向上に努め
た。
▶新規利用者の開拓を図るた
め、乗合タクシー利用の仕方を
記載した時刻表の全戸配布を
行った。
▶運転免許証自主返納者への乗
合タクシー利用回数券の配布に
よって、利用拡大を図った。
▶乗合タクシーの利用しやすい環
境づくりを図るため、路線バスを
含む交通事業者全体の連絡会
議を開催し、利用者ニーズの把
握や意見交換を行うとともに、市
と事業者間での情報共有を行っ
た。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

B

（前年度の日平均利用者は103人/日、利用者1人当
たり行政負担額は、1,975円／人であった。）

▶日平均利用者が目標の120人/日に対して97人／
日であった。入広瀬乗合タクシーの廃止や、運転免
許保有者の高齢者の占める割合が増加傾向にあ
り、利用者の新規開拓が伸びなかったためと思われ
る。(達成率80.8%)
▶利用者1人当たり行政負担額が目標の1,200円／人
以下に対して1,245円／人であった。入広瀬乗合タク
シーの廃止による損失額の縮減により、１人当たり
行政負担額が減少したことが最大の要因と思われ
る。(達成率96.3%)
▶乗合タクシー全体の満足度を90％以上とする及び
利用者の活動機会増加率を5％以上とすることに対
しての調査が未実施となった。地域に出向いた際の
聞き取りのみとなり、自宅前での乗降が好評である
一方で、通院帰りの時間が不定期で、乗車しにくいと
の意見が多かった。

▶老人会等を対象にした「乗合タ
クシーの予約方法や通院利用の
方法等」の出前講座によって、利
用促進を図る。
▶啓発グッズやチラシの配布等、
市内イベントへの参加等によっ
て、公共交通のPRを行い、市民
の関心を高める。
▶運行事業者との意見交換等を
積極的に行うため、引き続き連
絡会議を定期的に開催し、利用
者ニーズの把握に努めるととも
に、事業者との意見交換や情報
を共有する場を持つことで、改善
を図って行く。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者1人当たり行政負担額を1,200円以下にするという
目標が達成されなかった理由についても分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

魚沼市地域
公共交通協
議会

ひかり交通
㈱

＊上稲倉・
魚野地乗合
タクシー(堀
之内地域）
＊新道島乗
合タクシー
（堀之内地
域）

▶新規利用者の開拓を図るた
め、乗合タクシー利用の仕方を
記載した時刻表の全戸配布を
行った。
▶運転免許証自主返納者への乗
合タクシー利用回数券の配布に
よって、利用拡大を図った。
▶乗合タクシーの利用しやすい環
境づくりを図るため、路線バスを
含む交通事業者全体の連絡会
議を開催し、利用者ニーズの把
握や意見交換を行うとともに、市
と事業者間での情報共有を行っ
た。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

B

（前年度の日平均利用者は103人/日、利用者1人当
たり行政負担額は、1,975円／人であった。）

▶日平均利用者が目標の120人/日に対して97人／
日であった。入広瀬乗合タクシーの廃止や、運転免
許保有者の高齢者の占める割合が増加傾向にあ
り、利用者の新規開拓が伸びなかったためと思われ
る。(達成率80.8%)
▶利用者1人当たり行政負担額が目標の1,200円／人
以下に対して1,245円／人であった。入広瀬乗合タク
シーの廃止による損失額の縮減により、１人当たり
行政負担額が減少したことが最大の要因と思われ
る。(達成率96.3%)
▶乗合タクシー全体の満足度を90％以上とする及び
利用者の活動機会増加率を5％以上とすることに対
しての調査が未実施となった。地域に出向いた際の
聞き取りのみとなり、自宅前での乗降が好評である
一方で、通院帰りの時間が不定期で、乗車しにくいと
の意見が多かった。

▶老人会等を対象にした「乗合タ
クシーの予約方法や通院利用の
方法等」の出前講座によって、利
用促進を図る。
▶啓発グッズやチラシの配布等、
市内イベントへの参加等によっ
て、公共交通のPRを行い、市民
の関心を高める。
▶運行事業者との意見交換等を
積極的に行うため、引き続き連
絡会議を定期的に開催し、利用
者ニーズの把握に努めるととも
に、事業者との意見交換や情報
を共有する場を持つことで、改善
を図って行く。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者1人当たり行政負担額を1,200円以下にするという
目標が達成されなかった理由についても分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

魚沼市地域
公共交通協
議会

奥只見タク
シー㈱

＊小出まち
なか循環線
（小出地域）
＊滝之又乗
合タクシー
（広神地域）
＊水沢・越
又・泉沢乗
合タクシー
（広神地域）

▶地域の高齢者を見守る会にお
いて、乗合タクシーの予約の仕
方、通院や買い物等での利用の
仕方を説明し、利用者の拡大に
努めた。
▶新規利用者の開拓を図るた
め、乗合タクシー利用の仕方を
記載した時刻表の全戸配布を
行った。
▶運転免許証自主返納者への乗
合タクシー利用回数券の配布に
よって、利用拡大を図った。
▶乗合タクシーの利用しやすい環
境づくりを図るため、路線バスを
含む交通事業者全体の連絡会
議を開催し、利用者ニーズの把
握や意見交換を行うとともに、市
と事業者間での情報共有を行っ
た。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

B

（前年度の日平均利用者は103人/日、利用者1人当
たり行政負担額は、1,975円／人であった。）

▶日平均利用者が目標の120人/日に対して97人／
日であった。入広瀬乗合タクシーの廃止や、運転免
許保有者の高齢者の占める割合が増加傾向にあ
り、利用者の新規開拓が伸びなかったためと思われ
る。(達成率80.8%)
▶利用者1人当たり行政負担額が目標の1,200円／人
以下に対して1,245円／人であった。入広瀬乗合タク
シーの廃止による損失額の縮減により、１人当たり
行政負担額が減少したことが最大の要因と思われ
る。(達成率96.3%)
▶乗合タクシー全体の満足度を90％以上とする及び
利用者の活動機会増加率を5％以上とすることに対
しての調査が未実施となった。地域に出向いた際の
聞き取りのみとなり、自宅前での乗降が好評である
一方で、通院帰りの時間が不定期で、乗車しにくいと
の意見が多かった。

▶老人会等を対象にした「乗合タ
クシーの予約方法や通院利用の
方法等」の出前講座によって、利
用促進を図る。
▶啓発グッズやチラシの配布等、
市内イベントへの参加等によっ
て、公共交通のPRを行い、市民
の関心を高める。
▶運行事業者との意見交換等を
積極的に行うため、引き続き連
絡会議を定期的に開催し、利用
者ニーズの把握に努めるととも
に、事業者との意見交換や情報
を共有する場を持つことで、改善
を図って行く。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者1人当たり行政負担額を1,200円以下にするという
目標が達成されなかった理由についても分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

魚沼市地域
公共交通協
議会

観光タクシー
㈱

＊高倉乗合
タクシ-(守門
地域)＊福山
新田乗合タ
クシー（守門
地域）
＊赤土乗合
タクシ-(守門
地域)

▶新規利用者の開拓を図るた
め、乗合タクシー利用の仕方を
記載した時刻表の全戸配布を
行った。
▶運転免許証自主返納者への乗
合タクシー利用回数券の配布に
よって、利用拡大を図った。
▶乗合タクシーの利用しやすい環
境づくりを図るため、路線バスを
含む交通事業者全体の連絡会
議を開催し、利用者ニーズの把
握や意見交換を行うとともに、市
と事業者間での情報共有を行っ
た。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

B

（前年度の日平均利用者は103人/日、利用者1人当
たり行政負担額は、1,975円／人であった。）

▶日平均利用者が目標の120人/日に対して97人／
日であった。入広瀬乗合タクシーの廃止や、運転免
許保有者の高齢者の占める割合が増加傾向にあ
り、利用者の新規開拓が伸びなかったためと思われ
る。(達成率80.8%)
▶利用者1人当たり行政負担額が目標の1,200円／人
以下に対して1,245円／人であった。入広瀬乗合タク
シーの廃止による損失額の縮減により、１人当たり
行政負担額が減少したことが最大の要因と思われ
る。(達成率96.3%)
▶乗合タクシー全体の満足度を90％以上とする及び
利用者の活動機会増加率を5％以上とすることに対
しての調査が未実施となった。守門地域で実施され
た住民アンケートでは「買い物・通院などの移動支援
活動」についての満足度は、52％であった。移動手
段を自ら確保した状態から、高齢等により、他者に
移動手段を依存することで、利便性の低下を懸念し
ているものと思われる。

▶老人会等を対象にした「乗合タ
クシーの予約方法や通院利用の
方法等」の出前講座によって、利
用促進を図る。
▶啓発グッズやチラシの配布等、
市内イベントへの参加等によっ
て、公共交通のPRを行い、市民
の関心を高める。
▶運行事業者との意見交換等を
積極的に行うため、引き続き連
絡会議を定期的に開催し、利用
者ニーズの把握に努めるととも
に、事業者との意見交換や情報
を共有する場を持つことで、改善
を図って行く。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者1人当たり行政負担額を1,200円以下にするという
目標が達成されなかった理由についても分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

燕・弥彦地
域公共交通
会議

1.株式会社
燕タクシー

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

2.株式会社
中央タクシー

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

3.中越交通
株式会社

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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

- 51 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

燕・弥彦地
域公共交通
会議

4.まきタク
シー有限会
社

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

5.地蔵堂タク
シー有限会
社

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

6.弥彦タク
シー株式会
社

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

　広報紙への掲載やパンフレット
で周知を図り、利用者は前年に
比べ増加した。また予約受付時
や窓口・電話での問い合わせ対
応時において、比較的空いてい
る時間帯での利用を案内するこ
とにより、予約を他の時間に変
更する人が増え、少しずつでは
あるが分散化が図られている。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

　デマンド交通の１日平均利用者数が、目標の160
人/日(年換算39,040人）に対し、実績が155.5人/日
（年換算37,933人）と下回り、事業が計画に位置づけ
られた目標を達成できなかった。
　主に冬季の利用者数が減少しており、その要因と
して積雪等道路状況の悪化により、安全運行優先の
ため、乗車人数を抑えて運行したことによるものと考
えられる。

　気象状況によっては予約を制
限することも必要であり、これか
らも利用者の安全を第一に考え
た運行を行っていく。
　また利用時間帯の集中につい
ては、高齢者の通院利用が多い
ことが要因となっており早期の解
決には繋がりにくいが、利用者
数の増加に向け、今後も分散化
を図る取組みを継続的に実施し
ていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
  なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

7.越佐観光
バス株式会
社

弥彦・燕広
域循環バス
やひこ号

　広報紙への掲載や観光シーズ
ンにチラシを作成し配布するな
ど、住民以外の人達にも広くPR
し、利用促進のための啓発を推
進した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

　広域循環バスの１日平均利用者数が、目標の75人
/日(年換算18,300人）に対し、実績が77.9人/日（年
換算19,027人）と上回り、事業が計画に位置づけら
れた目標を達成した。

　より多くの方々に利用してもら
えるよう、今後も啓発等による利
用促進を図り、利用者数の増加
に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

妙高市地域
公共交通協
議会

妙高市

関・燕温泉
線
・関山駅～
関山～燕温
泉

鉄道や市営バス「妙高山麓線」と
接続できるダイヤ設定を行い、
利便性の向上に努めた。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

●目標：H25年10月～H26年9月の運送収入（市営バ
ス使用料）水準を維持1,523千円
●実績：1,602千円（達成）
●事業効果：路線維持により住民等の日常生活に
必要な移動手段を確保
●目標達成の要因：ダイヤ改正実施に伴い、利便性
が向上したことによる利用者の増

・引き続き、鉄道や市営バス「妙
高山麓線」との接続を重視したダ
イヤ改正を行い、利便性の向上
を図る。
・市ホームページ等で周知を図
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

妙高市地域
公共交通協
議会

妙高市

杉野沢線C
・妙高高原
駅～メッセ～
杉野沢上
杉野沢線E
・杉野沢上
～関川関所
前・妙高高
原駅・メッセ
～妙高病院
前
杉野沢線Ｆ
・妙高高原
駅～メッセ・
関川関所～
杉野沢上

鉄道との接続を考慮したダイヤ
改正と自由乗降区間を設けるこ
とで利便性の向上に努めた。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

●目標：H28年4月～9月の運送収入水準を維持
1,248千円（年額換算：2,495千円）
●実績：2,715千円（達成）
●事業効果：路線維持により住民等の日常生活に
必要な移動手段を確保
●目標達成の要因：ダイヤ改正実施に伴い、利便性
が向上したことによる利用者の増

・引き続き、鉄道や市営バス「妙
高山麓線」との接続を重視したダ
イヤ改正を行い、利便性の向上
を図る。
・市ホームページ等で周知を図
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

妙高市地域
公共交通協
議会

新井タクシー
株式会社

関山ルート
・上越市中
郷区、妙高
市新井地区
及び関山地
区

利用者ニーズを踏まえて、お盆
期間（8月15,16日）を運行するこ
ととし、利便性の向上に努めた。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

●目標：H25年10月～H26年9月の運送収入水準を
維持979千円
●実績：813千円（未達成）
●事業効果：路線維持により住民等の日常生活に
必要な移動手段を確保
●目標未達成の分析：高齢者の通院等の時間に運
行時間が合わなくなったことによる利用者の減

・利用者のニーズを把握し、利用
実態を踏まえたダイヤ設定を行
うことで、利用者の利便性を確保
する。
・沿線住民の利用を促進するた
め市ホームページ等で周知を図
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通の持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

南魚沼市地
域公共交通
協議会

南越後観光
バス株式会
社

・城内コース
（南魚沼市
役所～城内
～福祉ｾﾝﾀｰ
しらゆり）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。（開催
希望がなかったため乗り方教室
は行わなかった。）
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。
・時刻表の見直しを行い、接続
の改善、遅延の解消を図った。

A
計画通り適正に実施され
た。

B

利用者目標7,500人に対して6,718人であった。（達成
率89.6％）
福祉施設の通所者の減少に伴い、第１便と第4便の
南魚沼市役所～ふれ愛支援センターの合計乗車人
数が前年の4,474人から3,536人（-20.9%）と減少した
ことが目標を達成できなかった主な原因と考えられ
る。なお、福祉施設の通所者の減少以外利用者数
は地区によっては大きく増加しているところもあり、
地域の足としての役割は定着してきているものと思
われる。

・アンケートや聞き取り調査など
で利用者ニーズの把握を行った
うえで、市と事業者が連携しニー
ズに合わせて改善を行っていく。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

南魚沼市地
域公共交通
協議会

南越後観光
バス株式会
社

・五十沢・大
月コース（土
沢～五十沢
～福祉ｾﾝﾀｰ
しらゆり）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。（開催
希望がなかったため乗り方教室
は行わなかった。）
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。
・時刻表の見直しを行い、接続
の改善、遅延の解消を図った。

A
計画通り適正に実施され
た。

B

利用者目標4,100人に対して3,923人であった。（達成
率95.7％）
福祉センターしらゆり（温浴施設）の降車数が前年の
584人から361人（-38.2%）と減少した。
五十沢地区の民間の温泉施設が無料送迎バスを運
行しており、乗車人数の集計を取っていないので定
かではないが、そちらに移行した人が増えた可能性
があると思われる。

・バス停（公民館や集会所）やバ
ス車内への掲示物などで、買い
物や通院のために六日町の市
街地に行く際に、足として便利に
使ってもらえるようなＰＲを行う。
・アンケートや聞き取り調査など
で利用者ニーズの把握を行った
うえで、市と事業者が連携しニー
ズに合わせて改善を行っていく。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、既存
の路線バスと温泉施設の無料送迎バスの役割分担
のあり方という観点からも、実績向上に向けて新た
な具体策及びその具体化について改めて検討し、そ
の実施について地域一体となって適切に進めていく
とともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
の持続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

南魚沼市地
域公共交通
協議会

銀嶺タクシー
株式会社

・大巻・泉
コース（大巻
泉～庄之又
～銀嶺タク
シー前）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。
・老人クラブで乗り方教室を開催
し、利用促進を図った。
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。

A
計画通り適正に実施され
た。

B

利用者目標2,200人に対して1,962人であった。（達成
率89.2％）
昨年度の総乗車人数1,847人に対し今年度は1,962
人（+6.2%）と利用者の減少は下げ止まりを見せた
が、新規の利用者が増えなかったため目標達成とな
らなかった。

・アンケートや聞き取り調査など
で利用者ニーズの把握を行った
うえで、市と事業者が連携しニー
ズに合わせて改善を行っていく。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。
・利用したことのない市民にも市
民バスを知ってもらうため、掲示
物などでＰＲを行うとともに、運行
事業者と市で、利便性を高める
ための方策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者が減少傾向である理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、ここで示された改善策のみな
らず、目標が達成されなかった理由に対応した改善
策及びその具体化について改めて検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続
性向上や利用促進が図られるよう期待する。

南魚沼市地
域公共交通
協議会

銀嶺タクシー
株式会社

・上田・泉田
コース（沢口
バス停～西
泉田公民館
～福祉セン
ターしらゆ
り）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。（開催
希望がなかったため乗り方教室
は行わなかった。）
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。

A
計画通り適正に実施され
た。

A

利用者目標2,400人に対して2,622人であった。（達成
率109.3％）
福祉施設の通所者が減少し、路線バスからの乗り継
ぎで沢口バス停～まきはたの里の間の第1便を利用
する人数が938人から612人（-34.8％）と減少した
が、上田地区から乗車し、六日町の市街地（藤島眼
科～しらゆり）で降車する人数が875人から1,180人
（+34.9%）と増加した。上田地区の買い物や通院の際
の足として定着してきたことが達成要因と考えられ
る。

・利用者目標数を達成しており、
市民の足として定着してきている
ものと思われる。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。
・引き続き、運行事業者と市で、
利用者の利便性を高めるための
方策を検討する。

　協議会における事業評価の③から⑥までについて
は自己評価のとおりであり、具体的な改善策の実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

南魚沼市地
域公共交通
協議会

株式会社魚
沼中央トラン
スポート

・石打・竹俣
コース（五十
嵐～塩沢庁
舎～南魚沼
市役所）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。（開催
希望がなかったため乗り方教室
は行わなかった。）
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。

A
計画通り適正に実施され
た。

B

利用者目標3,300人に対して2,746人であった。（達成
率83.2％）
石打地区へのＰＲが不足しており、新規の利用者を
増やすことができなかったため目標達成とならな
かった。

・バス停（公民館や集会所）やバ
ス車内への掲示物などで、買い
物や通院のために塩沢・六日町
の市街地に行く際に、足として便
利に使ってもらえるようなＰＲを
行う。
・アンケートや聞き取り調査など
で利用者ニーズの把握を行った
うえで、市と事業者が連携しニー
ズに合わせて改善を行っていく。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。
・停留所位置の見直しなどを検
討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりである、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

南魚沼市地
域公共交通
協議会

株式会社魚
沼中央トラン
スポート

・中之島・吉
里コース（柄
沢来泉寺～
塩沢庁舎～
南魚沼市役
所）

・市の老人クラブ連合会総会に
おいて、市内各老人クラブの単
位会長に向けた公共交通につい
てのPR及びバスの乗り方教室
の開催のお願いを行った。
・老人クラブでバスの乗り方教室
を開催し、利用促進を図った。
（Ｈ３０バス年度で２団体）
・市民バス事業者全体打合せを
30バス年度で4回開催し、寄せら
れた意見や苦情などについて市
と事業者全体で把握し、情報の
共有を行った。

A
計画通り適正に実施され
た。

A

利用者目標2,500人に対して2,696人であった。（達成
率107.8％）
利用者数が昨年度と比較して12.6%の増加となった。
昨年度の利用者増加も前年度比+5.7%であり、バス
の乗り方教室などのＰＲや、補助ステップの取り付け
（Ｈ２９年度）などで乗りやすさを向上させたことで、市
民バスが中之島地区の人たちの足として定着してき
ていることが達成要因と考えられる。

・乗り方教室を開催した地区をは
じめ、ほとんどの停留所での利
用者が増加しており、市民の足
として定着してきているものと思
われる。
・市民バスの主な利用者である
高齢者を対象としたバスの乗り
方教室の開催を各老人クラブに
促し、「自家用車に頼らないおで
かけ」の手段としての公共交通
をPRする。
・引き続き、運行事業者と市で、
利用者の利便性を高めるための
方策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

小千谷市地
域公共交通
協議会

越後交通㈱

循環バス
6便×2（内
外回り）=計
12便/日
H30.4.1ダイ
ヤ改正
4便×2（内
外回り）=計8
便/日
※土日祝計
6便/日

利用実態を分析し平成30年4月1
日ダイヤ改正を実施（減便時刻
調整）。※平成30年2月28日計画
変更届出書提出

【利用促進取組み】
・公共交通マップ作成全戸配布
・市広報紙における特集掲載
・道の駅におけるポイントサービ
ス導入

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

経常収支率は12%であり、目標の30%を達成出来ず、
前年17%も下回った。
月間利用者数はH29.10～H30.3平均2,187人/月でし
たが、ダイヤ改正による減便等の影響もありH30.4～
H30.9平均1,495人/月となり目標の1,700人/月を下
回った。
H29.10～H30.9の年間平均は1,841人/月であり、目
標を上回った。

これ以上の減便は利便性を低下
させ利用者減少につながる。引
き続き利用実態を把握し分析し
たうえで現状に見合った目標設
定を行い（H31計画目標：収支率
20%、利用者1,500人/月）、③記
載の利用促進取組みを継続する
と共に、行政や運行事業者のみ
ではなく、地域懇談会での住民
説明や商店街と協力し周知を図
るなど、公共交通をより知っても
らうことでの利用増加に取り組
む。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化についても改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

南信州広域
タクシー㈲

系統名：市
民バス千代
線
運行区間：
法全寺～市
立病院～飯
田駅前

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。
平成29年4月から事業者及び車
両を変更した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数6.0人に対し、4.3
人となり、目標達成率は71％。（1日1往復）少子化に
より、通学に利用する高校生の減少による。

通勤通学に欠かせない路線のた
め、持続可能で効率的な運行の
検討を継続し、時刻表の改善に
取り組む。（なお、今後、小学生
の通学利用が見込まれる。）

　協議会における事業評価結果の④については自
己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑤の目標・効果達成状況については、通学
利用が減少した理由についても分析し、これを明ら
かにする必要がある。
　その上で、⑥の事業の今後の改善点については、
ここで示された改善策のみならず、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついても改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

南信州広域
タクシー㈲

系統名：市
民バス久堅
線
運行区間：
平栗車庫～
市立病院～
飯田駅前

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。
平成29年4月から事業者及び車
両を変更した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数6.3人に対し、5.0
人となり、目標達成率は79％。（1日１往復）少子化に
より、通学に利用する高校生の減少による。

通勤通学に欠かせない路線のた
め、持続可能で効率的な運行の
検討を継続し、時刻表の改善に
取り組む。（平成29年度実績値
が高く、目標を設定したことが要
因である。）

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　その上で、⑥の事業の今後の改善点については、
ここで示された改善策のみならず、実績向上に向け
て新たな改善策及びその具体化について改めて検
討し、その実施について地域一体となって適切に進
めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公
共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られ
るよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

南信州広域
タクシー㈲

系統名：市
民バス三穂
線
運行区間：
立石～市立
病院～飯田
駅前

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。
平成29年4月から事業者及び車
両を変更した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
目標である１運行あたりの乗車人数6.2人に対し、9.9
人となり、目標達成率は159％。（1日１往復）

通勤通学に欠かせない路線のた
め、持続可能で効率的な運行の
検討を継続し、時刻表の改善に
取り組む。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

信南交通㈱

系統名：路
線バス遠山
郷線
運行区間：
かぐらの湯
～上町～飯
田駅

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。
平成27年7月1日より、平日の３
便を停留所「飯田高校前」まで路
線延伸した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
目標である１運行あたりの乗車人数7.9人に対し、8.4
人となり、目標達成率は106％。

通勤通学に欠かせない路線のた
め、持続可能で効率的な運行の
検討を継続し、時刻表の改善に
取り組む。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

信南交通㈱

系統名：路
線バス平岡
線
運行区間：
和田～名古
山～平岡

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数4.5人に対し、3.3
人となり、目標達成率は73％。通学に利用する高校
生の減少による。

通勤通学に欠かせない路線のた
め、持続可能で効率的な運行の
検討を継続し、時刻表の改善に
取り組む。

　協議会における事業評価結果の④については自
己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑤の目標・効果達成状況については、通学
利用が減少した理由についても分析し、これを明ら
かにする必要がある。
　その上で、⑥の事業の今後の改善点については、
ここで示された改善策のみならず、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついて改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

信南交通㈱

系統名：路
線バス阿島
循環線
運行区間：
飯田病院前
～イオン～
飯田病院前

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
目標である１運行あたりの乗車人数11.8人に対し、
13.6人となり、目標達成率は115％。

持続可能で効率的な運行の検
討を継続し、時刻表の改善に取
り組む。
（中学校保護者向け説明会によ
り、4月以降の利用が伸びた。）

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

信南交通㈱

系統名：路
線バス阿島
循環線
（ほっ湯アッ
プル経由）
運行区間：
飯田病院前
～ほっ湯アッ
プル～飯田
病院前

平成25年4月からの運賃見直し
実証実験を本格実施した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数11.8人に対し、
9.4人となり、目標達成率は79％。通学以外（昼間）の
利用者の減少による。

持続可能で効率的な運行の検
討を継続し、時刻表の改善に取
り組む。

　協議会における事業評価結果の④については自
己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の事業評価結果（⑥
の今後の事業の改善点や地方運輸局等における二
次評価結果など）を踏まえたものとなっているかを明
らかにする必要がある。
　また、⑤の目標・効果達成状況については、通学
利用以外（昼間）が減少した理由についても分析し、
これを明らかにする必要がある。
　その上で、⑥の事業の今後の改善点については、
ここで示された改善策のみならず、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついて改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

南信州広域
タクシー㈲

系統名：乗
合タクシー竜
東線（千代）
運行区間：
千代、龍江、
竜丘、松尾

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。
停留所の追加。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数3.0人に対し、2.8
人となり、目標達成率は93％。従来の利用者が加齢
により外出困難になったため減少。

乗合タクシーの便利さを知っても
らうよう、時刻表の改善や高齢
者の集まりでの出張ＰＲに取り組
む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

（代表）南信
州広域タク
シー㈲、㈲
飯田タクシー

系統名：乗
合タクシー竜
東線（久堅）
運行区間：
上久堅、下
久堅、松尾

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。
停留所の追加。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数3.0人に対し、2.5
人となり、目標達成率は83％。従来の利用者が加齢
により外出困難になったため減少。

乗合タクシーの便利さを知っても
らうよう、時刻表の改善や高齢
者の集まりでの出張ＰＲに取り組
む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

㈱おさひめ
コーポレー
ション（～Ｈ
29.11.30）
南信州広域
タクシー㈲
（Ｈ29.12.1
～）

系統名：乗
合タクシー遠
山郷高校通
学支援線
運行区間：
飯田高校前
～和田

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数2.1人に対し、1.9
人となり、目標達成率は90％。高校生の部活利用者
の減少による。

高校と地域を通じて、路線沿線
の高校生に周知を行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

朝日交通㈱

系統名：乗
合タクシー三
穂線
運行区間：
三穂、山本、
伊賀良

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数3.6人に対し、2.9
人となり、目標達成率は80％。従来の利用者が加齢
により外出困難になったため減少。

乗合タクシーの便利さを知っても
らうよう、時刻表の改善や高齢
者の集まりでの出張ＰＲに取り組
む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

遠山タクシー
㈲

系統名：乗
合タクシー平
岡線
運行区間：
南信濃地
区、天龍村

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標である１運行あたりの乗車人数2.0人に対し、1.9
人となり、目標達成率は95％。タクシー乗車補助制
度の利用による減少。観光客・登山客の乗車減少。

乗合タクシーの便利さを知っても
らうよう、時刻表の改善や高齢
者の集まりでの出張ＰＲに取り組
む。
観光協会と連携し、利用促進を
図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

（代表）北部
タクシー㈲・
第一タクシー
㈱

系統名：乗
合タクシー上
市田線
運行区間：
高森町、座
光寺、上郷

乗合タクシーの利用方法につい
て地域の会議などで説明を行っ
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
目標である１運行あたりの乗車人数2.0人に対し、2.3
人となり、目標達成率は115％。

乗合タクシーの便利さを知っても
らうよう、時刻表の改善や高齢
者の集まりでの出張ＰＲに取り組
む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

上田市公共
交通活性化
協議会

上田バス
運行系統
名：信州上
田医療セン
ター

上田駅～信
州上田医療
センター

小中学生を対象にしたバスの乗
り方教室の実施や、スタンプラ
リーの実施、夏休みキッズパス
の配布などで、将来の利用者の
掘り起しを行った。また、啓発チ
ラシや時刻表を配布するなどし
て利用促進を図った。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

C

輸送人員は目標46,899人に対し24,163人と目標達成
には至らなかった。このことは、通院のための交通手
段として家族の送り迎えが増えたことや循環バスの
利用が増えたため、利用者を思うように伸ばせな
かったことが要因と考えられる。

12月に上田バス本社敷地内で
開催したイベントには多くの来場
者が訪れ、バスの乗り方教室や
ドライバー等ともふれあっていた
だき、今後の利用拡大に向けた
PRを行うことはできた。さらに9月
には長野県バス協会主催によ
る”信州バスまつり”が催行され
たことにより、地域住民に広く路
線バスのＰＲができた。今後もバ
スの乗り方教室の開催や高校生
等への啓発チラシの配布を行
い、さらなる利用者獲得に向け
て、地域住民への営業活動を行
い、利用促進に努めていく。また
利用実態を注視し、ダイヤの改
正の検討など事業改善に努力し
ていく。また、今回路線バスの2
路線が目標値を達成できなかっ
たが、前年に比べると微増であ
ることから今後も利用促進を行
い利用者確保に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

上田バス
運行系統
名：塩田線

上田駅～別
所温泉

小中学生を対象にしたバスの乗
り方教室の実施や、スタンプラ
リーの実施、夏休みキッズパス
の配布などで、将来の利用者の
掘り起しを行った。また、啓発チ
ラシや時刻表を配布するなどし
て利用促進を図った。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

C

輸送人員は目標13,587人に対し11,037人と目標達成
には至らなかった。このことは、路線沿線にある千曲
高校へ通う高校生たちの通学手段として、自転車や
別所線等の利用が増えたため利用者を思うように伸
ばせなかったことが要因と考えられる。

12月に上田バス本社敷地内で
開催したイベントには多くの来場
者が訪れ、バスの乗り方教室や
ドライバー等ともふれあっていた
だき、今後の利用拡大に向けた
PRを行うことはできた。さらに9月
には長野県バス協会主催によ
る”信州バスまつり”が催行され
たことにより、地域住民に広く路
線バスのＰＲができた。今後もバ
スの乗り方教室の開催や高校生
等への啓発チラシの配布を行
い、さらなる利用者獲得に向け
て、地域住民への営業活動を行
い、利用促進に努めていく。また
利用実態を注視し、ダイヤの改
正の検討など事業改善に努力し
ていく。また、今回路線バスの2
路線が目標値を達成できなかっ
たが、前年に比べると微増であ
ることから今後も利用促進を行
い利用者確保に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

上田市公共
交通活性化
協議会

上田バス
運行系統
名：市街地
循環バス

上田駅～染
谷高校～上
田駅

小中学生を対象にしたバスの乗
り方教室の実施や、スタンプラ
リーの実施、夏休みキッズパス
の配布などで、将来の利用者の
掘り起しを行った。また、啓発チ
ラシや時刻表を配布するなどし
て利用促進を図った。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

A
輸送人員は目標13,230人に対し14,308人と目標を達
成できた。

12月に上田バス本社敷地内で
開催したイベントには多くの来場
者が訪れ、バスの乗り方教室や
ドライバー等ともふれあっていた
だき、今後の利用拡大に向けた
PRを行うことはできた。さらに9月
には長野県バス協会主催によ
る”信州バスまつり”が催行され
たことにより、地域住民に広く路
線バスのＰＲができた。今後もバ
スの乗り方教室の開催や高校生
等への啓発チラシの配布を行
い、さらなる利用者獲得に向け
て、地域住民への営業活動を行
い、利用促進に努めていく。また
利用実態を注視し、ダイヤの改
正の検討など事業改善に努力し
ていく。また、今回路線バスの2
路線が目標値を達成できなかっ
たが、前年に比べると微増であ
ることから今後も利用促進を行
い利用者確保に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

上田バス
運行系統
名：市街地
循環バス

上田駅～西
上田駅～上
田駅

小中学生を対象にしたバスの乗
り方教室の実施や、スタンプラ
リーの実施、夏休みキッズパス
の配布などで、将来の利用者の
掘り起しを行った。また、啓発チ
ラシや時刻表を配布するなどし
て利用促進を図った。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

A
輸送人員は目標13,230人に対し14,308人と目標を達
成できた。

12月に上田バス本社敷地内で
開催したイベントには多くの来場
者が訪れ、バスの乗り方教室や
ドライバー等ともふれあっていた
だき、今後の利用拡大に向けた
PRを行うことはできた。さらに9月
には長野県バス協会主催によ
る”信州バスまつり”が催行され
たことにより、地域住民に広く路
線バスのＰＲができた。今後もバ
スの乗り方教室の開催や高校生
等への啓発チラシの配布を行
い、さらなる利用者獲得に向け
て、地域住民への営業活動を行
い、利用促進に努めていく。また
利用実態を注視し、ダイヤの改
正の検討など事業改善に努力し
ていく。また、今回路線バスの2
路線が目標値を達成できなかっ
たが、前年に比べると微増であ
ることから今後も利用促進を行
い利用者確保に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上田市公共
交通活性化
協議会

上田バス
運行系統
名：久保林
線

上田駅～イ
オン上田ｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ前
～久保林公
民館前

小中学生を対象にしたバスの乗
り方教室の実施や、スタンプラ
リーの実施、夏休みキッズパス
の配布などで、将来の利用者の
掘り起しを行った。また、啓発チ
ラシや時刻表を配布するなどし
て利用促進を図った。

A
計画に位置された事業は
適切に実施されている。

A
輸送人員は目標2,352人に対し5,074人と目標を達成
できた。

12月に上田バス本社敷地内で
開催したイベントには多くの来場
者が訪れ、バスの乗り方教室や
ドライバー等ともふれあっていた
だき、今後の利用拡大に向けた
PRを行うことはできた。さらに9月
には長野県バス協会主催によ
る”信州バスまつり”が催行され
たことにより、地域住民に広く路
線バスのＰＲができた。今後もバ
スの乗り方教室の開催や高校生
等への啓発チラシの配布を行
い、さらなる利用者獲得に向け
て、地域住民への営業活動を行
い、利用促進に努めていく。また
利用実態を注視し、ダイヤの改
正の検討など事業改善に努力し
ていく。また、今回路線バスの2
路線が目標値を達成できなかっ
たが、前年に比べると微増であ
ることから今後も利用促進を行
い利用者確保に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

- 64 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

室賀線
下秋和～小
泉～上室賀

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A
利用人数目標26,354人に対し、実績は27,115人であ
り目標を達成できた。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

室賀線
上田新田～
小泉～上室
賀

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A
利用人数目標26,354人に対し、実績は27,115人であ
り目標を達成できた。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

上田循環
上田駅～
東・西回り～
上田駅

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

利用人数目標13,230人に対し、実績は11,803人であ
り目標を達成できなかった。このことは、例年だと高
校生が下校時に上田駅まで利用する生徒が多くみ
られるのだが、Ｈ30年度は徒歩や自転車通学が増え
思ったほど利用者が伸びなかったことが要因と推測
される。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

上田循環
上田駅～東
回り～上田
駅

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

利用人数目標13,230人に対し、実績は11,803人であ
り目標を達成できなかった。このことは、例年だと高
校生が下校時に上田駅まで利用する生徒が多くみ
られるのだが、Ｈ30年度は徒歩や自転車通学が増え
思ったほど利用者が伸びなかったことが要因と推測
される。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

丸子循環
丸子中央病
院～東回り
～丸子中央
病院

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

利用人数目標5,645人に対し、実績は3,673人であり
目標を達成できなかった。このことは、今まで利用し
ていた方が年々減ってきており、また、新規利用者
の確保に至っていないことが要因と推測される。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

丸子循環
丸子中央病
院～西回り
～丸子中央
病院

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

利用人数目標5,645人に対し、実績は3,673人であり
目標を達成できなかった。このことは、今まで利用し
ていた方が年々減ってきており、また、新規利用者
の確保に至っていないことが要因と推測される。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

上田市公共
交通活性化
協議会

千曲バス株
式会社

まちなか循
環
上田駅～公
園市役所前
～上田駅

運賃低減バス実証運行実施中
につき、利用啓発活動を継続実
施した。

A

祭事による運休はあった
が、事業が計画に位置づ
けられたとおりに適切に
実施された。

C

利用人数目標18,275人に対し、実績は14,620人であ
り目標を達成できなかった。このことは、運行開始か
ら3年が経過したが、啓発活動等が滞ってしまい、住
民認知度が下がってしまったことが要因と推測され
る。

9月に上田地域では初めて開催
された信州バスまつり（主催：長
野県バス協会・会場：上田バス
本社）には市内の方も多く来場さ
れ、年齢問わず広くＰＲが出来
た。また、昨年から市内の中学3
年生向けに4月からの高校への
通学手段に使っていただくよう上
田市を通してチラシを配布し、夏
休み期間に実施しているキッズ
パス実施と同様に将来の利用者
獲得に向け、今後も実施してい
く。
運転免許の自主返納者が上田
市内でも増加傾向にあることか
ら返納した方やそのご家族から
バス停の場所や路線について等
の問い合わせが増えてきている
ので今後も上田市と連携してチ
ラシの配布等で周知していき、
バスを使っていただけるよう利用
促進を図りたい。また、循環バス
系の啓発活動等も実施し新たな
利用者獲得に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

大島循環
（午前１便）
西山～伊那
大島駅

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数4,000人に対して3,435人であった。定
期的に利用する高齢者が減少したことが原因と考え
られる。

本年度の検討結果を元に今後
の運行形態等について検討を行
う。また、自家用利用者等の新
たなターゲットの利用促進等も検
討していく。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

大島循環
（午前２便）
伊那大島駅
～キラヤ前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数4,000人に対して3,435人であった。定
期的に利用する高齢者が減少したことが原因と考え
られる。

本年度の検討結果を元に今後
の運行形態等について検討を行
う。また、自家用利用者等の新
たなターゲットの利用促進等も検
討していく。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

大島循環
（午前３便）
（午後便）
役場前～キ
ラヤ前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数4,000人に対して3,435人であった。定
期的に利用する高齢者が減少したことが原因と考え
られる。

本年度の検討結果を元に今後
の運行形態等について検討を行
う。また、自家用利用者等の新
たなターゲットの利用促進等も検
討していく。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

上片桐通学
便
役場前～伊
那大島駅

小中学生の保護者向けに定期
券のPRを行う。新規利用者を増
やすため、高校生向けのバス利
用促進を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数7,200人に対して4,618人であった。小
中学校よりバス通学許可を得ている児童生徒の利
用数が減少していることが原因と考えられる。

中学生の保護者を対象にバス利
用のＰＲを行う。また、高校生の
新規利用者獲得に向け、高校生
を対象にバスの利用促進を行
う。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

上片桐循環
（午前１便）
役場前～役
場前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数4,500人に対して3,681人であった。定
期的に利用する高齢者が減少したことが原因と考え
られる。

本年度の検討結果を元に今後
の運行形態等について検討を行
う。また、自家用利用者等の新
たなターゲットの利用促進等も検
討していく。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス㈱

上片桐循環
（午前１便）
（午後１･２
便）役場前
～キラヤ前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
目標利用者数4,500人に対して3,681人であった。定
期的に利用する高齢者が減少したことが原因と考え
られる。

本年度の検討結果を元に今後
の運行形態等について検討を行
う。また、自家用利用者等の新
たなターゲットの利用促進等も検
討していく。

  協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環峠
部奈（午前１
便）
社協前～キ
ラヤ前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数3,000人に対して2,967人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環峠
部奈（午前２
便）
下峠～清流
苑

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数3,000人に対して2,967人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環峠
部奈（午前３
便）
社協前～新
井

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数3,000人に対して2,967人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環峠
部奈（午後１
便）
社協前～下
峠

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数3,000人に対して2,967人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環峠
部奈（午後２
便）
キラヤ前～
社協前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数3,000人に対して2,967人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環中
山柄山（午
前１便）
社協前～キ
ラヤ前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数2,500人に対して2,432人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環中
山柄山（午
前２便）
石橋～清流
苑

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数2,500人に対して2,432人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環中
山柄山（午
前３便）
社協前～新
井

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数2,500人に対して2,432人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環中
山柄山（午
後１便）
社協前～石
橋

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数2,500人に対して2,432人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

松川町地域
公共交通対
策協議会

丸茂自動車
㈲

生田循環中
山柄山（午
後２便）
キラヤ前～
社協前

平成29年度の調査結果を元に、
今後の運行形態等について検
討を行った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C 目標利用者数2,500人に対して2,432人であった。

聞き取り調査や乗り込み調査を
継続的に行う。また、本年度見
直した運行形態を元に、デマンド
の実証運行を行う。半年間の実
証運行後再度協議を行い、利用
者の増加が見込まれるようであ
れば事業の導入を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

伊那市地域
公共交通協
議会

伊那バス㈱
運行系統名
　・若宮・美
原

・アピタ伊那
～美原５～
アピタ伊那

【前回の事業評価結果】
・幅広く分かりやすい情報発信
の実施
・バスの乗り方教室等モビリティ
マネジメントの実施
・実績向上に向け、利用者の立
場に立った新たな改善策及びそ
の具体化について検討し、地域
一体となって推進･検証を進め
る。
【反映状況】
・市報、市の広報番組、市公式
HP、文字放送、有線放送や高齢
者教室等でのチラシ配布等によ
り情報発信を実施
・保育園児を対象としたモビリ
ティマネジメントの一環として「バ
ス育」を実施（高遠長谷地区）、
市内保育園への横展開へ向け
た取組を進めている。
・10円バスの日（H30.8月～）を実
施し、幅広い年齢層に対し利用
促進を図った。（子どもたちに
とっては運賃を支払って利用す
る体験ともなる取組）
（上記は、以下のフィーダー系統
共通の取組み）
・当該路線における地域住民主
体の「路線を守り育てる会」の発
足はH31年度を予定

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標7.09人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は6.84人／1便であり、0.25人/1便
の未達（参考：H29年度 6.68人/1便）

・定期利用していた高齢者が身体状況の変化等に
よって利用しなくなる一方、その減少を補うだけの新
規利用者数が増加していないという状況が見られ
る。

・市報やHP等を活用した広報に
加え、高齢者教室等での説明
（情報発信）による利用促進策を
講じる。
・バス育の市内保育園への横展
開を計画
（上記は、以下のフィーダー系統
共通の取組）

・「路線を守り育てる会」につい
て、市報やホームページ等での
広報、区長会等の機会を通じて
周知を行い、会の発足を支援
・発足後は、地域の方々の意見
を取入れ、利用者の視点に立っ
た運行内容を目指す。（見直し計
画における見直し対象年度：H31
年度）

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

伊那市地域
公共交通協
議会

伊那バス㈱
運行系統名
　・若宮・美
原・手良・福
島

・本社前～
美原５～中
坪～アピタ
伊那

【前回の事業評価結果】
・幅広く分かりやすい情報発信
の実施
・バスの乗り方教室等モビリティ
マネジメントの実施
・実績向上に向け、利用者の立
場に立った新たな改善策及びそ
の具体化について検討し、地域
一体となって推進･検証を進め
る。
【反映状況】
・市報、市の広報番組、市公式
HP、文字放送、有線放送や高齢
者教室等でのチラシ配布等によ
り情報発信を実施
・保育園児を対象としたモビリ
ティマネジメントの一環として「バ
ス育」を実施（高遠長谷地区）、
市内保育園への横展開へ向け
た取組を進めている。
・10円バスの日（H30.8月～）を実
施し、幅広い年齢層に対し利用
促進を図った。（子どもたちに
とっては運賃を支払って利用す
る体験ともなる取組）
・当該路線における地域住民主
体の「路線を守り育てる会」の発
足はH31年度を予定

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標7.09人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は6.84人／1便であり、0.25人/1便
の未達（参考：H29年度 6.68人/1便）

・定期利用していた高齢者が身体状況の変化等に
よって利用しなくなる一方、その減少を補うだけの新
規利用者数が増加していないという状況が見られ
る。

・市報やHP等を活用した広報に
加え、高齢者教室等での説明
（情報発信）による利用促進策を
講じる。
・バス育の市内保育園への横展
開を計画
（上記は、以下のフィーダー系統
共通の取組）

・「路線を守り育てる会」につい
て、市報やホームページ等での
広報、区長会等の機会を通じて
周知を行い、会の発足を支援
・発足後は、地域の方々の意見
を取入れ、利用者の視点に立っ
た運行内容を目指す。（見直し計
画における見直し対象年度：H31
年度）

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

伊那市地域
公共交通協
議会

伊那バス㈱
運行系統名
　・富県・東
春近地区循
環

・本社前～
北福地～中
殿島～本社
前

【前回の事業評価結果】
・目標未達の原因分析とそれに
対応する改善策及びその具体
化について検討し、地域一体と
なって推進･検証を進める。
【反映状況】
・バスの利用が低調な原因とし
て、①2地区を循環していること
により運行が長時間化している、
②バス停までの移動手段がない
が考えられることから、バス以外
の公共交通の検討として乗合タ
クシーの試験運行に向けた取組
を実施（路線を守り育てる会によ
る取組　H30.11月から運行して
います。）

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標5.07人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は3.60人/1便であり1.47人/1便の
未達（参考：H29年度3.63人/1便）

・定期利用していた高齢者が身体状況の変化等に
よって利用しなくなる一方、その減少を補うだけの新
規利用者数が増加していないという状況が見られ
る。

・試験運行中の乗合タクシーに
ついて、利用者や地域の方々の
意見を収集し、地域に合った公
共交通のあり方の検討を進め
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

伊那市地域
公共交通協
議会

伊那バス㈱
運行系統名
　・新山・桜
井・貝沼線

・伊那営業
所～宮原～
場広～伊那
営業所

【前回の事業評価結果】
・さらなる実績向上に向けて新た
な改善策及びその具体化につい
て検討し、地域一体となって推
進･検証を進める。
【反映状況】
・新たな改善策ではないが、地
域外へのバス利用の呼びかけ
に加え、地域内への呼びかけに
も注力し、利用の定着を図って
いる。
→ハッチョウトンボ見学、登山、
キノコ狩り等を企画し、地域外か
らの利用客を獲得している。（地
域外への呼びかけ）
→地域内においても、バス乗り
放題デーや10円バスの日に市
街地等へ出かけるツアーを企画
し、利用促進に取組んでいる。
（地域内での呼びかけ）

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標5.52人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は4.49人であり1.03人/1便の未達
（参考：H29年度 4.87人/1便）

・定期利用していた高齢者が身体状況の変化等に
よって利用しなくなる一方、その減少を補うだけの新
規利用者数が増加していないという状況が見られ
る。

・「路線を守り育てる会」の活動
により利用実績は回復傾向にあ
る（活動前との比較）。先行事例
として他路線の会の発足・活動
を牽引していきたい。
・会の活動を引続き支援し、今後
も利用促進の取組を主な活動内
容として地域ぐるみでの路線の
維持・活性化を進める。（地域
内、地域外への呼びかけによる
更なる利用者増を図る。）

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

伊那市地域
公共交通協
議会

ジェイアール
バス関東㈱
中央道支店
運行系統名
　・茅野･藤
沢線

・高遠～松
倉～古屋敷
【公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金】

【前回の事業評価結果】
・目標未達の原因分析とそれに
対応する改善策及びその具体
化について検討し、地域一体と
なって推進･検証を進める。
【反映状況】
・運行内容の見直し、利用促進
について検討の結果、地域から
の意見として、商業施設がある
地区までの経路延長が提案され
た。伊那市地域公共交通協議会
での協議が調い、H31年度から
経路延長を予定している。（H29
年発足の路線を守り育てる会の
取組）
・経路延長による効果検証も進
めていく。（聞取り等）
・沿線の保育園にてバス育を実
施

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標4.99人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は3.95人/1便であり1.04人/1便未
達（参考：H29年度3.23人/1便）

・前年比で利用者は若干増加しているが、過疎や通
学利用の児童減少に伴って定期利用者が減少して
いると考えられる。（小中学校よりも遠距離となる高
校への通学に当たっては、保護者が通勤時に送迎
するケースも多いと考えられる。）

・「路線を守り育てる会」の活動
を引き続き支援し、経路延長の
PRや利用者からの意見聴取等
を実施することで持続的な見直
しと利用促進に取組む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

伊那市地域
公共交通協
議会

ジェイアール
バス関東㈱
中央道支店
運行系統名
　・三義・長
谷循環バス

・高遠～非
持山～高遠
【公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金】

【前回の事業評価結果】
・さらなる実績向上に向けて新た
な改善策及びその具体化につい
て検討し、地域一体となって推
進･検証を進める。
【反映状況】
・運行内容の見直し、利用促進
について検討の結果、道の駅へ
の停留所新設が提案された。
（地域外からの利用も期待でき
る提案）伊那市地域公共交通協
議会での協議が調い、H31年度
から停留所の新設を予定してい
る。（H29年発足の路線を守り育
てる会の取組）
・停留所新設による効果検証も
進めていく。（聞取り等）
・沿線の保育園にてバス育を実
施

A
・計画に位置付けられた
事業は適切に実施されて
いる。

C

・H30年度目標2.00人/1便に対して、H29年10月～
H30年9月の実績は1.61人/1便であり0.39人/1便未
達（参考：H29年度2.65人/1便）

・過疎や通学利用の児童減少に伴って定期利用者
が減少していると考えられる。（小中学校よりも遠距
離となる高校への通学に当たっては、保護者が通勤
時に送迎するケースも多いと考えられる。）

・「路線を守り育てる会」の活動
を引き続き支援し、停留所新設
のPRや利用者からの意見聴取
等を実施することで持続的な見
直しと利用促進に取組む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

伊那市地域
公共交通協
議会

ジェイアール
バス関東㈱
中央道支店
運行系統名
　・長谷循環
バス１

・高遠～非
持～岩入
【公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金】

【前回の事業評価結果】
・目標未達の原因分析とそれに
対応する改善策及びその具体
化について検討し、地域一体と
なって推進･検証を進める。
【反映状況】
・運行内容の見直し･利用促進に
ついて検討の結果、道の駅への
停留所新設（地域外からの利用
が期待できる提案）に加え、地域
の子どもたちがより安全に乗降
できるよう、市野瀬集落における
停留所の見直しが提案された。
（近接する2つの停留所を廃止
し、中間地点にある公民館に停
留所を新設、地域内の利用促進
にもつながる提案）伊那市地域
公共交通協議会での協議が調
い、H31年度から停留所の新設･
廃止を予定している。（H30年発
足の路線を守り育てる会の取
組）
・停留所の新設・廃止による効果
検証も進めていく。（聞取り等）
・沿線の保育園にてバス育を実
施

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施されてい
る。

C

・平成30年度目標3.03人/1便に対して、平成29年10
月～平成30年9月の実績は1.92人であり1.11人/1便
未達（参考：H29年度1.97人/1便）

・過疎や通学利用の児童減少に伴って定期利用者
が減少していると考えられる。（小中学校よりも遠距
離となる高校への通学に当たっては、保護者が通勤
時に送迎するケースも多いと考えられる。）

・「路線を守り育てる会」の活動
を引き続き支援し、停留所見直し
のPRや利用者からの意見聴取
等を実施することで持続的な見
直しと利用促進に取組む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

伊那市地域
公共交通協
議会

ジェイアール
バス関東㈱
中央道支店
運行系統名
　・長谷循環
バス２

・高遠～非
持山～粟沢
駐車場～岩
入
【公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金】

【前回の事業評価結果】
・目標未達の原因分析とそれに
対応する改善策及びその具体
化について検討し、地域一体と
なって推進･検証を進める。
【反映状況】
・運行内容の見直し･利用促進に
ついて検討の結果、道の駅への
停留所新設（地域外からの利用
が期待できる提案）に加え、地域
の子どもたちがより安全に乗降
できるよう、市野瀬集落における
停留所の見直しが提案された。
（近接する2つの停留所を廃止
し、中間地点にある公民館に停
留所を新設、地域内の利用促進
にもつながる提案）伊那市地域
公共交通協議会での協議が調
い、H31年度から停留所の新設･
廃止を予定している。（H30年発
足の路線を守り育てる会の取
組）
・停留所の新設・廃止による効果
検証も進めていく。（聞取り等）
・沿線の保育園にてバス育を実
施

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施されてい
る。

C

・平成30年度目標3.03人/1便に対して、平成29年10
月～平成30年9月の実績は1.92人であり1.11人/1便
未達（参考：H29年度1.97人/1便）

・過疎や通学利用の児童減少に伴って定期利用者
が減少していると考えられる。（小中学校よりも遠距
離となる高校への通学に当たっては、保護者が通勤
時に送迎するケースも多いと考えられる。）

・「路線を守り育てる会」の活動
を引き続き支援し、停留所見直し
のPRや利用者からの意見聴取
等を実施することで持続的な見
直しと利用促進に取組む。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

長野市公共
交通活性
化・再生協
議会

長野市

中条線
中条支所～
中条地区～
中条支所

ニーズ把握のためにアンケート
調査やヒアリングを実施し、結果
を踏まえて運行方法を見直し
た。（週５日運行→週３日運行、
運行経路の一部変更）

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B
平成32年度まで3,200人以上確保する目標に対し、
平成30年度実績は2,770人であった。

地区人口の減少等により、利用
者の減少に歯止めが掛からなく
なってきている。運行方法の見
直した効果を検証して、更なる効
率化を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

長野市公共
交通活性
化・再生協
議会

アルピコタク
シー㈱

篠ノ井共和
線
川中島駅～
Ａコープ・篠
ノ井店～篠ノ
井病院前

支所、地区役員等に毎月利用状
況等説明し、地域に利用促進の
チラシ配布等実施した。また、効
率的な運行とするために、事業
者と協議した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B
平成32年度まで1,800人以上確保する目標に対し、
平成30年度実績は1,447人であった。

地域ニーズを反映した運行内容
とするため、支所や地区役員等
と連携しながら、一部見直し及び
利用促進策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

長野市公共
交通活性
化・再生協
議会

アルピコタク
シー㈱

安茂里線
安茂里駅～
安茂里支所
～バスターミ
ナル

支所、地区役員等に毎月利用状
況等説明し、地域に利用促進の
呼びかけを依頼した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B
平成32年度まで3,600人以上確保する目標に対し、
平成30年度実績は3,213人であった。

利用者の減少を食い止めるた
め、地区役員等と連携しながら、
更なる利用促進策を図る。併せ
て運行方法やルートの一部見直
しも検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の改善点 評価結果

安曇野市地
域公共交通
協議会

南安タクシー
有限会社
安曇観光タ
クシー株式
会社
明科第一交
通株式会社
株式会社バ
イタル

「あづみん」
区域運行
地域間幹線
系統路線に
接続するデ
マンド交通を
９系統運行
する

平成30年6月に市地域公共交通
網形成計画を策定し、計画策定
過程において実施したアンケー
トや利用状況分析から、予約断
りの減少や利便性の向上などを
目的とする運行見直しを検討し
た。
これらを平成30年10月から開始
したため、本事業年度内は変更
内容の周知を行うとともに、効果
を検証するため、予約断り件数
の推移を調査している。

A 計画どおり運行できた。 C

総合連携計画での目標値は、「１日平均利用者数：
420人、年間利用者数：102,060人」であるが、利用者
数は平成24年度をピークに減少傾向である。
今年度の実績は「１日平均利用者数：349.5人、年間
利用者数：85,287人」であった。なお、昨年度は「１日
平均利用者数：351.5人、年間利用者数：85,759人」
であったため、利用者数は微減している。

網形成計画に基づき、市内５地
域のサービスの平準化や、予約
断り件数の減少などに対応する
運行見直しを平成30年10月に開
始したため、今後はこの検証を
行いたい。
また、同計画において利用者数
について新たな目標値を設定し
ているため、この目標を達成でき
るよう利用者の増加を図りたい。
（平成34年度に達成を目指す目
標値「年間利用者数：88,000人、
実利用者数：3,430人」）

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の
適切性

⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）熊
坂・野尻線
（運行区間）
熊坂-黒姫
駅-信濃小
中学校
車両減価償
却費等国庫
補助金あり

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）高
沢・六月線
（運行区間）
高沢-黒姫
駅-信濃小
中学校

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）石
橋・板橋線
（運行区間）
石橋-信濃
小中学校-
黒姫駅

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）信
濃町デマンド
タクシー
（運行区間）
信濃町内及
び妙高高原
駅

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）国
道線
（運行区間）
黒姫駅-いこ
いの家

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）国
道線
（運行区間）
黒姫駅-黒
姫高原

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）国
道線
（運行区間）
いこいの家-
黒姫高原

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

- 86 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱

（路線名）国
道線
（運行区間）
黒姫駅-飯
綱病院

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

信濃町地域
公共交通協
議会

野尻湖タク
シー㈱

（路線名）信
濃町デマンド
タクシー
（運行区間）
信濃町内及
び妙高高原
駅

「利用者数の増加」、「利用者ひ
とりあたりの財政負担の抑制」を
目標として事業を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

　平成30年度の目標として、平成28年度実績と比較
して「利用者数の増加」、「利用者ひとりあたりの財政
負担の軽減」を掲げた。
（目標値：路線バス一般利用：6,500人、デマンドタク
シー13,300人、利用者ひとりあたりの財政支出4,905
円）
これに対して、平成30年度の実績値として、路線バ
ス一般利用：7,537人、デマンドタクシー：11,406人と
路線バス利用者が16.0％増加、デマンドタクシーの
利用者が14.2%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は19,800人で
あり、実績値の合計は18,943人と4.3％の減少とな
り、計画に位置づけられた目標を達成できていない
点があった。
　人口が年間3.0%減少している現状の中、路線バス
利用者については目標を達成した。要因は、飯綱病
院行きの国道線利用者数が堅調に推移したことが
原因と考えられる。また、デマンドタクシー利用者が
減少し、目標を達成できなかった原因としては乗降
箇所の8割を占める当町の信越病院への乗降客が
減少したことが要因として考えられる。
　財政負担については、利用者ひとりあたりの財政
負担は4,900円となり０．１％の減少となり、目標を達
成した。

路線バスの利用が減少している
路線については、これまでに定
めた見直し基準に則って、路線
を結合する、便数を削減するな
どの検討を行うことで、効率的な
公共交通体制への見直しを検討
する必要がある。
加えて当町の路線バスの利用者
の大半が通学利用（無料）で乗
車となっていることから、一般利
用の少ない路線についてはス
クールバス化することによる経費
の削減を検討する必要がある。
乗車人数が減少したデマンドタク
シーについては、平成30年度に
作成した新たな統合時刻表を活
用し全町民に周知を行い新規利
用者の獲得を目指す。合わせて
新年度新たに高校に入学する生
徒を対象に公共交通について説
明会を行い2次交通の利用を促
したい。
加えて、目標設定に際して人口
減少が進む中での利用者数増を
目標とすることは難しいことか
ら、利用者数の維持を主軸とした
目標設定の見直し、町全体とし
て包括的に公共交通の評価が
行えるような基準を設定していく
とともに、公共交通の在り方につ
いてもより効率的な再編を視野
にいれつつ検討を図っていく。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に掲げていた、
一般利用の少ない路線のスクールバス化の検討状
況についても明らかにされたい。その上で、実績向
上に向けて具体的な改善策についても引き続き検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

岡谷市地域
公共交通活
性化協議会

　ＪＲバス関
東㈱
　アルピコタ
クシー㈱

  今井・長地
線
　長地・今井
線
　市街地循
環東ルート
線
　市街地循
環西ルート
線
　川岸線
　川岸橋原
線
　やまびこ公
園線

　乗降調査による利用者の実態
把握等により、利用状況の検証
を行い、長地今井線、川岸線、
市街地循環東ルート線の一部の
便においてダイヤ改正、停留所
新設の検討を行い、平成30年10
月からの実施について決定し
た。
　利用促進に向けた取組みは、
地域団体や保育園への出前講
座、イベントに合わせたチラシの
配布、高齢者向け利用促進とし
て各地域の敬老会へのチラシの
配布を実施した。また、無料体験
乗車券の内容を検討した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された

C

①1日平均利用者数が目標の404人以上/日に対し
て359人で、目標達成率は、88.9%。
＜理由＞
利用者数の増加を図るため、ダイヤの見直しやイベ
ントに合わせたチラシの配布等を実施したが、人口
減少や自家用車の普及により、バス利用者が減少し
ていると考えられる。

②利用者満足度は数値としては把握できなかった
が、乗降調査の実施により利用者の実態を把握し、
ダイヤ改正に反映することができた。

③収支状況については、目標の45%以上に対して、
29.1%であった。
＜理由＞
利用者数減少による運賃収入の減少に加え、老朽
化した車両の更新により、支出が増加したため。

・1日平均利用者数が目標を下
回ったことについては、目標数値
の見直しや利用促進に努めるこ
とにより改善を図る。利用促進策
として無料体験乗車券を平成30
年10月11月に配布し、新規利用
者の拡大を図る。

・利用者満足度については、引
き続き乗降調査を実施し、利用
者の実態把握に努める。

・収支状況については、車両の
老朽化により、今後も維持費や
更新費の経費は増加すると考え
られる。一方、収入は減少し続け
ているため、今後も利用促進に
努める。加えて、以前からの検
討事項である運賃の見直しにつ
いても慎重に検討を進める。

  協議会における事業評価結果の③から⑥について
は自己評価のとおりであり、実績向上に向けて具体
的な改善策について引き続き検討し、その実施につ
いて地域一体となって適切に進めていくとともに、今
後も適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる持
続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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

- 89 -



別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

須坂市地域
公共交通会
議

長電バス㈱

すざか市民
バス

運行系統
名：仙仁線、
米子線、明
徳団地線、
北相之島
線、おはよう
ライナー仙
仁豊丘・おか
えりライ
ナー、おはよ
うライナー米
子明徳

・利用者の利便性向上のため、
須坂駅のバス案内看板等の新
設及び修正を行った。

・市内を走るバスを利用し、バス
の利便性や利用促進を図ること
を目的とし、ICカードを使った乗
車体験イベントを行った。
（H29.3.13、H30.7.14、18）

・合同部活動の交通手段として
バス利用の申し出があったた
め、利用促進の一環として一部
中学生に対しバスの乗り方教室
を実施した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

年間の利用者数と各路線のICカード利用者数の割
合から利用者数を算出した。
　
①仙仁線
目標：68,800人
実績：60,318人
②米子線
目標： 23,700人
実績： 22,663人
③明徳団地線
目標： 12,400人
実績： 13,679人
④北相之島線
目標： 7,900人
実績： 7,326人

⑤ＫＵＲＵＲＵ昼割利用者
目標：11,200人
実績：12,840人
⑥ＫＵＲＵＲＵ乗継割引利用者
目標：2,700人
実績：3,012人

③以外の路線について、目標が達成されなかった。
通勤及び通学の定期利用者の減少が見られる。
一方⑤、⑥の目標は達成しており、ＩＣカードの周知
は高まっていると考えられる。

・引き続きバスＩＣカード及びバス
ＩＣカードによる独自割引につい
てＰＲし、ＩＣカード利用率の向上
と、普段バスを利用しない方に
利用してもらえるように利用促進
のための情報提供や企画を図
り、現状維持を目標とする。

・全路線で利用者アンケートを実
施し、その結果をもとに利便性の
向上について検討を行い、実行
する。

・市内の学校や企業に対し、通
勤、通学でバスを利用してもらえ
るように協力を依頼する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥について
は自己評価のとおりであり、実績向上に向けて具体
的な改善策について引き続き検討し、その実施につ
いて地域一体となって適切に進めていくとともに、今
後も適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる持
続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

須坂市地域
公共交通会
議

北信タクシー
㈱
長電タクシー
㈱

すざか乗合
タクシー

日野・豊洲
地域及び福
島・中島町・
松川町

・利用者の利便性を高めるた
め、H29年12月にツルヤ須坂西
店へ停留所を新設し、停留所名
を施設の名称変更に合わせ最
新のものとした。

・利用促進策として、運行区域の
地区に対し利用方法を掲載した
チラシ等を全戸配布した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
・1日当たりの平均利用者数
　　　　　目標　　　　　実績
　　　　　 6人　　　　　7.3人

・利用方法のチラシを運行区域
に配布、回覧する等の広報を行
うとともに、出前講座や啓発活動
でもＰＲを行い、利用者の多い停
留所へベンチを設置するなどし
て利便性の向上、利用促進を図
り、さらなる利用者増を目指す。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくとと
もに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさ
らなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

中野市地域
公共交通対
策協議会

長電バス株
式会社

立ケ花線
中野駅⇔
立ヶ花駅

・利用促進を図るため、市内全
世帯、基幹病院、飯山駅、信州
中野駅等への「交通マップ／時
刻表」の配布や小学生を対象と
した「バスの乗り方教室」等を
行った。
・住民の意識改革を図るため、
財政負担等の数値データを公表
した。

A
・事業が計画に位置付け
られたとおり、適正に実施
された。

C

・事業が計画に位置付けられた目標を達成しなかっ
た。

【１日あたり利用者数】
目標…25.0人
実績…21.5人

・JR駅と市街地とを結び、主に通
勤・通学時に必要な路線として
運行しているが、沿線沿いの利
用者の減少が目標を達成できな
かった原因と思われる。
・利用者は微減してきていること
から、引き続き広報等を通じＰＲ
に努めるとともに、目標値やダイ
ヤの見直しについても検討す
る。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、沿線
沿いの利用者が減少した理由についても分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

中野市地域
公共交通対
策協議会

中野市

ふれあいバ
ス間山線
温泉公園⇔
市役所

・利便性の向上及び定時制の確
保を図るため、H29年10月にダイ
ヤ・運賃等の見直しを行った。
・利用促進を図るため、市内全
世帯、基幹病院、飯山駅、信州
中野駅等への「交通マップ／時
刻表」の配布や小学生を対象と
した「バスの乗り方教室」等を開
催した。
・住民の意識改革を図るため、
財政負担等の数値データを公表
した。

A
・事業が計画に位置付け
られたとおり、適正に実施
された。

A

・事業が計画に位置付けられた目標を達成した。

【１日あたり利用者数】
目標…15.0人
実績…19.5人

・H29年10月にダイヤ・運賃の見
直し（倭・科野地区との乗継割
引）、H30年10月からは一部ルー
トの変更を行い運行している。ま
た、新規利用者の確保を図るた
め、期間限定で月２回の無料
デーを実施している。
・目標を達成しているが、無料
デーをきっかけに、引き続き広報
等を通じＰＲに努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

中野市地域
公共交通対
策協議会

中野市

ふれあいバ
ス倭・科野地
区
岩井東⇔市
役所

・利便性の向上及び定時制の確
保を図るため、H29年10月にダイ
ヤ・運賃等の見直しを行った。
・利用促進を図るため、市内全
世帯、基幹病院、飯山駅、信州
中野駅等への「交通マップ／時
刻表」の配布や小学生を対象と
した「バスの乗り方教室」等を開
催した。
・住民の意識改革を図るため、
財政負担等の数値データを公表
した。

A
・事業が計画に位置付け
られたとおり、適正に実施

された。
C

・事業が計画に位置付けられた目標を達成しなかっ
た。

【１日あたり利用者数】
目標…10.0人
実績…7.5人

・H29年10月にダイヤ・運賃の見
直し（間山線との乗継割引）、
H30年10月からは新規利用者の
確保を図るため、期間限定で月
２回の無料デーを実施している。
・H29年10月の見直しに伴う大幅
なダイヤの変更により、利用者
が減少したが、無料デーをきっ
かけに、引き続き広報等を通じＰ
Ｒに努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥について
は自己評価のとおりであり、実績向上に向けて具体
的な改善策について引き続き検討し、その実施につ
いて地域一体となって適切に進めていくとともに、今
後も適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる持
続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

中野市地域
公共交通対
策協議会

中野市

ふれあいバ
ス豊田地域
三俣⇔上今
井

・ダイヤ等の見直しに向け、地元
区との協議、説明会を行った。
・利用促進を図るため、市内全
世帯、基幹病院、飯山駅、信州
中野駅等への「交通マップ／時
刻表」の配布や小学生を対象と
した「バスの乗り方教室」等を開
催した。
・住民の意識改革を図るため、
財政負担等の数値データを公表
した。

A
・事業が計画に位置付け
られたとおり、適正に実施
された。

A

・事業が計画に位置付けられた目標を達成した。

【１日あたり利用者数】
目標…3.0人
実績…3.2人

・目標を達成してはいるが、ふれ
あいバス３路線のうち、最も利用
者が少なかったことから、H30.10
月に大幅なダイヤの見直しを行
い運行している。
・無料デーともあわせ、地元説明
会や広報等を通じＰＲに努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

中野市地域
公共交通対
策協議会

中野ハイ
ヤー株式会
社
株式会社山
田タクシー
長電タクシー
株式会社
（共同運行）

お出かけタク
シー
中野・高丘・
平野・延徳
地域

・利用促進を図るため、市内全
世帯、基幹病院、飯山駅、信州
中野駅等への「交通マップ／時
刻表」の配布、「予約お願い券」
の発行、老朽化した停留所の整
備を行った。
・住民の意識改革を図るため、
財政負担等の数値データを公表
した。

A
・事業が計画に位置付け
られたとおり、適正に実施
された。

A

・事業が計画に位置付けられた目標を達成した。

【１日あたり利用者数】
目標…3.0人
実績…3.7人

・目標を達成しているが、一層の
利用促進を図るため、引き続き
広報等を通じＰＲに努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

生坂村地域
公共交通協
議会

生坂村

系統名：犀
川線
運行区間：
古坂～明科
駅ほか

利用促進に向けて啓発活動の
推進や利用者ニーズに沿った運
行形態を目指し要望の把握や他
公共交通機関連携によるダイヤ
改正等の実施を行い誰もが利用
しやすい環境づくりに努めた。ま
た新たに高齢者にも分かりやす
いよう乗換の例なども広報紙に
掲載し、周知を図った。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。
地域一体となった取組を
通じて利用促進が図られ
ている。

A

目標である直近5年間の平均年間利用者数29,752人
の維持に対し、本年度は30,484人となり、目標は達
成された。住民の通学・通院・買い物・通勤に極めて
必要な事業であると判断する。

今後も引き続き、利用促進に係
る効果的な啓発活動の検討・推
進や、利用者のニーズを活かし
た運行形態の検討・協議、公共
交通機関との連絡によるダイヤ
改正に努め目標達成に向けた
改善策を検討し持続可能な運行
に努めていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

生坂村地域
公共交通協
議会

生坂村

系統名：北
回り
運行区間：
北部

利用促進に向けた啓発活動の
推進や運行形態、懇談会での要
望把握等に継続的に努めるとと
もに、利用方法やメリットについ
てチラシや広報紙により広く周知
を図り、住民が利用しやすい環
境の整備に努めた。特に高齢者
にも分かりやすいよう乗換の例
なども取り上げ周知を図った。し
かし利用者減少の改善策の検
討協議が十分でなかった。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。
地域一体となった取組を
通じて利用促進が図られ
ている。

A

目標である直近5年間の平均年間利用者数2,058人
の維持に対し、本年度は2,077人とほぼ同水準だっ
た。チラシ配布に加え広報紙によるＰＲも行い、免許
返納者支援等も周知したが、新規利用者の確保が
進まなかった。しかし村内でも特に過疎化・高齢化の
進む北部地域は、山間地がほとんどで犀川線との接
続や日常の移動手段として欠かす事のできない路
線であり、必要な事業であると判断する。

今後も引き続き、利用促進に向
けたチラシ・広報紙による啓発活
動や利用しやすい運行形態、ダ
イヤ改正を行うとともに、新規利
用者確保に向けた効果的な取組
みの検討・推進に努める。またア
ンケート調査を実施し改善に向
けた具体策を検討し、目標達成
に向け持続可能な運行に努めて
いく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

生坂村地域
公共交通協
議会

生坂村

系統名：南
回り
運行区間：
南部

利用促進に向けた啓発活動の
推進や運行形態、懇談会での要
望把握等に継続的に努めるとと
もに、利用方法やメリットについ
てチラシや広報紙により広く周知
を図り、住民が利用しやすい環
境の整備に努めた。特に高齢者
にも分かりやすいよう乗換の例
なども取り上げ周知を図った。し
かし利用者減少の改善策の検
討協議が十分でなかった。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。
地域一体となった取組を
通じて利用促進が図られ
ている。

B

目標である直近5年間の平均年間利用者数366人の
維持に対し、本年度は310人△15％と目標を下回っ
た。チラシや広報紙によるＰＲを行い、免許返納者支
援等も周知したが、新規利用者の確保が進まず減
少した。しかし犀川線との接続利用や日常の移動手
段として必要な事業であると判断する。

今後も引き続き、利用促進に向
けたチラシ・広報紙による啓発活
動や利用しやすい運行形態、ダ
イヤ改正を行うとともに、新規利
用者確保に向けた効果的な取組
みの検討・推進に努める。またア
ンケート調査を実施し改善に向
けた具体策を検討し、目標達成
に向け持続可能な運行に努めて
いく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

生坂村地域
公共交通協
議会

生坂村

系統名：26
便
運行区間：
明科駅～古
坂

利用促進に向けた啓発活動の
推進や運行形態、懇談会での要
望把握等に継続的に努めるとと
もに、チラシや広報紙により広く
周知を図り、利用しやすい環境
の整備に努めた。しかし利用者
減少による改善策を具体化する
ことができなかった。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。
地域一体となった取組を
通じて利用促進が図られ
ている。

B

高校生専用の最終便として平成22年に新規に運行
された便で、目標である直近5年間の平均年間利用
者数443人の維持に対し、本年度は396人△11％と
チラシや広報紙によるＰＲを行うが、利用者の固定
化から目標を下回った。しかし部活帰りの高校生の
通学に必要な事業であると判断する。

今後も引き続き、利用促進に向
けたチラシ・広報紙による啓発活
動や利用しやすい運行形態、ダ
イヤ改正を行うとともに、新規利
用者確保に向けた効果的な取組
みの検討・推進に努める。またア
ンケート調査を実施し改善に向
けた具体策を検討し、目標達成
に向け持続可能な運行に努めて
いく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

青木村地域
公共交通会
議

青木村
Ａ路線(入奈
良本・釜房
方面)

利用者に対して、BT・公共施設
等で新たな時刻表・運行図を据
置いて利用促進を図るとともに、
高齢者に対しては自動車運転免
許証返納者に対する補助制度を
新設してバス利用を推進した。ま
たバス停等の修繕を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

全ての路線で利用者は減少し、一日当たりの利用者
数は50.7人で目標の57.3人以上を達成することがで
きなかった。また、A路線については１便あたりの利
用者が前年の3.7人から2.8人に減少した。

全8便中7便が1.9人以上となって
いる。日中で増加している便が
ある反面、園児・児童の少子化
により通園、通学利用者のス
クール便が際立って減少してい
るため、今後も村の人口減少対
策と併せたバス利用者の促進に
努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

青木村地域
公共交通会
議

青木村
B路線(弘
法・原池・洞
方面)

利用者に対して、BT・公共施設
等で新たな時刻表・運行図を据
置いて利用促進を図るとともに、
高齢者に対しては自動車運転免
許証返納者に対する補助制度を
新設してバス利用を推進した。ま
たバス停等の修繕を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

全ての路線で利用者は減少し、一日当たりの利用者
数は50.7人で目標の57.3人以上を達成することがで
きなかった。また、B路線については１便あたりの利
用者が前年の0.9人から0.8人に減少した。

全8便中6便が1.0人未満となって
いる。日中で増加している便が
ある反面、園児・児童の少子化
により通園、通学利用者のス
クール便が際立って減少してい
るため、今後も村の人口減少対
策と併せたバス利用者の促進に
努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

青木村地域
公共交通会
議

青木村
C路線(菅
社・当郷・殿
戸方面)

利用者に対して、BT・公共施設
等で新たな時刻表・運行図を据
置いて利用促進を図るとともに、
高齢者に対しては自動車運転免
許証返納者に対する補助制度を
新設してバス利用を推進した。ま
たバス停等の修繕を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

全ての路線で利用者は減少し、一日当たりの利用者
数は50.7人で目標の57.3人以上を達成することがで
きなかった。また、C路線については１便あたりの利
用者が前年の4.5人から4.4人に減少した。

全8便中3便が1.0人未満となって
いる。日中で減少している便が
目立つ結果となったが、園児・児
童が利用している通園、通学利
用者のスクール便が増加してい
る。今後も村の人口減少対策と
併せたバス利用者の促進に努
める。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、日中
の利用者が減少した要因の観点からも目標が達成
されなかった理由について分析し、これを明らかにす
る必要がある。その上で、⑥の事業の今後の改善点
については、目標が達成されなかった理由に対応し
た改善策及びその具体化について改めて検討し、そ
の実施について地域一体となって適切に進めていく
とともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
の持続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

青木村地域
公共交通会
議

青木村
Ｄ路線(田
沢・村松方
面)

利用者に対して、BT・公共施設
等で新たな時刻表・運行図を据
置いて利用促進を図るとともに、
高齢者に対しては自動車運転免
許証返納者に対する補助制度を
新設してバス利用を推進した。ま
たバス停等の修繕を実施した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

全ての路線で利用者は減少し、一日当たりの利用者
数は50.7人で目標の57.3人以上を達成することがで
きなかった。また、D路線については１便あたりの利
用者が前年と同様の0.8人となった。

全5便中3便が1.0人未満となって
いる。日中で増加している便が
ある反面、園児・児童の少子化
により通園、通学利用者のス
クール便が際立って減少してい
るため、今後も村の人口減少対
策と併せたバス利用者の促進に
努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

　【申請番号
1～4】
　伍和・智里
東線
（伍和～駒
場～智里東
～駒場）
※車両減価
償却費等国
庫補助金

・地域間幹線系統「駒場線」との
円滑な接続を確保する為、関係
市村・事業者と協議を継続。
・平成30年4月1日から、運行日
は全便同ダイヤにすることで新
規利用者の獲得・現利用者の利
便性向上に努めた。
・平成30年4月1日から本運行と
なったデマンド運行により既存路
線の補完に努めた。

A

　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

・高齢者等の日常生活に
必要不可欠な移動手段を
確保するよう、継続運行を
行い、ダイヤの変更によ
る新規利用者獲得を目指
した。

C

　目標年間利用者数6,004人に対し、5,195人の実績
となった。（対前年比10.3%減）

　沿線地域利用者の高齢化に伴う入院・入所等によ
る利用者の減少が大きく、平成30年度の利用者数は
大幅に減少した。
　今後も地域住民の社会参加の機会提供・地域振
興、通院・買い物等日常生活に必要な路線として、ま
た「駒場線」に接続する重要な支線として効率的で効
果的な運行形態を目指して改善を行い、持続的な運
行を目指す必要がある。

　利用者・非利用者のニーズの
把握を行い、現利用者の継続利
用と、新規利用者の獲得をめざ
し、より利便性の高い運行形態
を目指す。
そのためには運行ルートの大幅
な改善をおこない、所要時間の
短縮を行うことと、平成29年度に
後進した新車両を絡めての利用
者獲得のための啓蒙が必要であ
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

　【申請番号
5～10】
　春日・智里
西線
（駒場～智
里西～駒場
～春日
～駒場～智
里西）

・地域間幹線系統「駒場線」との
円滑な接続を確保する為、関係
市村・事業者と協議を継続。
・平成30年4月1日から本運行と
なったデマンド運行により既存路
線の補完に努めた。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

・高齢者等の日常生活に
必要不可欠な移動手段を
確保するよう、継続運行を
行った。

C

　目標年間利用者数5,349人に対し3,952人の実績と
なった。（対前年比17.7%減）

　沿線地域利用者の高齢化に伴う入院・入所等によ
る利用者の減少が大きく、平成30年度の利用者数は
大幅に減少した。
　今後も通学・地域住民の社会参加の機会提供・地
域振興、通院・買い物等日常生活に必要な路線とし
て、また「駒場線」に接続する重要な支線として効率
的で効果的な運行形態を目指して改善を行い、持続
的な運行を目指す必要がある。

　定期利用者の高齢者が施設等
の入所により乗車しなくなったこ
と、また新規利用者の獲得を行
えていないので、地域住民の
ニーズに合わせたルート、ダイヤ
を検討する必要がある。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

　【申請番号
11～15】
　清内路線
（清内路～
昼神～駒場
～昼神
～清内路）

・地域間幹線系統「駒場線」との
円滑な接続を確保する為、関係
市村・事業者と協議を継続。
・平成30年4月1日から、運行日
は全便同ダイヤにすることで新
規利用者の獲得・現利用者の利
便性向上に努めた。
・平成30年4月1日から本運行と
なったデマンド運行により既存路
線の補完に努めた。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

・高齢者等の日常生活に
必要不可欠な移動手段を
確保するよう、継続運行を
行い、ダイヤの変更によ
る新規利用者獲得を目指
した。

C

　目標年間利用者数8,507人に対し7,859人の実績と
なった。（対前年比11.4%減）

　沿線地域利用者の学生が減ったため、平成30年度
の利用者数は大幅に減少した。
　今後も通学・地域住民の社会参加の機会提供・地
域振興、通院・買い物等日常生活に必要な路線とし
て、「駒場線」に接続する重要な支線として効率的で
効果的な運行形態を目指して改善を行い、持続的な
運行を目指す必要がある。

　定期利用者である学生が減少
したことにより乗車人数が大幅に
減少したと推測される。
今後は地域住民のニーズを把握
するとともに、主利用者層である
学生とともに、特に高齢者の利
用しやすいルート・ダイヤを検討
する必要がある。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、昨年
の事業評価において、今後の利用者の増加が見込
めるとしていたことも踏まえ、適切な需要予測をおこ
なうという観点からも目標が達成されなかった理由を
分析し、これを明らかにする必要がある。その上で、
⑥の事業の今後の改善点については、目標が達成
されなかった理由に対応した改善策及びその具体化
について改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

　【申請番号
16～17】
　浪合線
（浪合～智
里東～駒場
～智里東
～浪合）

・地域間幹線系統「駒場線」との
円滑な接続を確保する為、関係
市村・事業者と協議を継続。
・平成30年4月1日から本運行と
なったデマンド運行により既存路
線の補完に努めた。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

・高齢者等の日常生活に
必要不可欠な移動手段を
確保するよう、継続運行を
行った。

A

　目標年間利用者数1,554人に対し2,253人の実績と
なった。（対前年比1.1%増）

　以前おこなったラッピングによる新規利用者が継続
して利用していること、ダイヤ改善が住民ニーズと合
致していたことが要因と考えられる。
　今後も地域住民の社会参加の機会提供・地域振
興、通院・買い物等日常生活に必要な路線として、ま
た「駒場線」に接続する重要な支線として効率的で効
果的な運行形態を目指して改善を行い、持続的な運
行を目指す必要がある。

　主に高齢者の定期利用者増に
より利用者数が増えたと推測さ
れるが、正確な検証をすることに
より、より住民のニーズにあった
ルート・ダイヤを検討し、新規利
用者獲得に努める必要がある。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくとと
もに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさ
らなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

阿南町

（阿南線）
伝承セン
ター前⇔川
路駅
２便

　昨年度実施した利用者に対す
るアンケート調査結果を受けて
運行改善を行った。

・ＪＲ飯田線のダイヤ改正に伴い
ダイヤを調整し、鉄道との接続を
強化した。

・情報発信のために時刻表を協
議会構成町村（阿南町、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村）管
内の全戸へ配付した。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

B

【利用者数】
目標：329人／月
実績：320人／月

　主に高校生の通学に利用される路線であり、利用
者も固定化されている。
　例年、卒業、入学に伴う変動の影響を受けたもの
の今年度は運行改善により減少幅を抑えることがで
きた。

　利用者の減少傾向が続いてい
るが、通院、通学に欠かせない
移動手段であることから運行を
継続する

【利用されていない停留所の廃
止】
　今年度は実施できなかった利
用されていない停留所の廃止を
進める。
　周辺住民や利用者の同意を得
られれば、停留所の廃止を行
い、乗車時間の短縮を目指す

　協議会における事業評価結果の③から⑥までに
ついては自己評価のとおりであり、実績向上に向け
て具体的な改善策について引き続き検討し、その実
施について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

阿南町

（阿南線）
温田駅前⇔
川路駅
６便

　昨年度実施した利用者に対す
るアンケート調査結果を受けて
運行改善を行った。

・ＪＲ飯田線のダイヤ改正に伴い
ダイヤを調整し、鉄道との接続を
強化した。ＪＲ川路駅での接続を
スムーズにするため、最終便の
運行時間を15分前倒した

・情報発信のために時刻表を協
議会構成町村（阿南町、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村）管
内の全戸へ配付した。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

B

【利用者数】
目標：1,216人／月
実績：1,129人／月

　高齢者の通院に主に利用される路線である。
　人口減少が目標値を下回った要因のひとつと考え
る。

　利用者の減少傾向が続いてい
るが、通院、通学に欠かせない
移動手段であることから運行を
継続する

【利用されていない停留所の廃
止】
　今年度は実施できなかった利
用されていない停留所の廃止を
進める。
　周辺住民や利用者の同意を得
られれば、停留所の廃止を行
い、乗車時間の短縮を目指す

　協議会における事業評価結果の③から⑥までに
ついては自己評価のとおりであり、実績向上に向け
て具体的な改善策について引き続き検討し、その実
施について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

阿南町

（阿南線）
温田駅前⇔
飯田病院前
６便

　昨年度実施した利用者に対す
るアンケート調査結果を受けて
運行改善を行った。

・ＪＲ飯田線のダイヤ改正に伴い
ダイヤを調整し、鉄道との接続を
強化した。

・情報発信のために時刻表を協
議会構成町村（阿南町、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村）管
内の全戸へ配付した。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

A
【利用者数】
目標：692人／月
実績：719人／月

　利用者の減少傾向が続いてい
るが、通院、通学に欠かせない
移動手段であることから運行を
継続する

【利用されていない停留所の廃
止】
　今年度は実施できなかった利
用されていない停留所の廃止を
進める。
　周辺住民や利用者の同意を得
られれば、停留所の廃止を行
い、乗車時間の短縮を目指す

　協議会における事業評価結果の③から⑥までに
ついては自己評価のとおりであり、具体的な改善策
の実施について地域一体となって適切に進めていく
とともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

阿南町

（温田線）
こまどりの湯
⇔温田駅前
１２便

　昨年度実施した利用者に対す
るアンケート調査結果を受けて
運行改善を行った。

・15時台の便の運行時間を調節
し、阿南高校生が利用しやすくし
た

・ＪＲ飯田線のダイヤ改正に伴い
ダイヤを調整し、鉄道との接続を
強化した。

・情報発信のために時刻表を協
議会構成町村（阿南町、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村）管
内の全戸へ配付した。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

B

【利用者数】
目標：1,325人／月
実績：918人／月

　主に、高齢者の通院（阿南病院）や高校生の通学
（主に阿南高校）に利用されている路線である。

　これまで定期的に通院で利用していた高齢者の利
用がなくなったことが、利用者が減少した要因のひと
つと考えられる

　利用者の減少傾向が続いてい
るが、通院、通学に欠かせない
移動手段であることから運行を
継続する

【利用されていない停留所の廃
止】
　今年度は実施できなかった利
用されていない停留所の廃止を
進める。
　周辺住民や利用者の同意を得
られれば、停留所の廃止を行
い、乗車時間の短縮を目指す

　協議会における事業評価結果の③から⑥までに
ついては自己評価のとおりであり、実績向上に向け
て具体的な改善策について引き続き検討し、その実
施について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

阿南町

（温田線）
車庫前⇒温
田駅前
２便

　昨年度実施した利用者に対す
るアンケート調査結果を受けて
運行改善を行った。

・ＪＲ飯田線のダイヤ改正に伴い
ダイヤを調整し、鉄道との接続を
強化した。

・情報発信のために時刻表を協
議会構成町村（阿南町、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村）管
内の全戸へ配付した。

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

A

【利用者数】
目標：45人／月
実績：86人／月

　日中に稼働する路線であるため、利用者が限られ
る路線であるが、今年度は、運行改善により利用が
伸び、目標を達成することができた。

　天候不順の影響により、阿南高校入口から温田駅
前まで利用する高校生が増加した要因である。

　利用者の減少傾向が続いてい
るが、通院、通学に欠かせない
移動手段であることから運行を
継続する

【利用されていない停留所の廃
止】
　今年度は実施できなかった利
用されていない停留所の廃止を
進める。
　周辺住民や利用者の同意を得
られれば、停留所の廃止を行
い、乗車時間の短縮を目指す

　協議会における事業評価結果の③から⑥までに
ついては自己評価のとおりであり、具体的な改善策
の実施について地域一体となって適切に進めていく
とともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

下伊那南部
地域公共交
通対策協議
会

天龍村

（神原線）
大河内⇔平
岡駅
８便

・昨年度から試験運行していた
平岡駅から平岡郵便局間につい
て、平成30年4月から正式運行
を始めた

・バス停の名称を変更　（平岡→
平岡駅）、（温泉前→おきよめの
湯）し、村外の方が利用しやすい
ようにした

A
　事業が計画に位置付け
られたとおり適切に実施さ
れた。

B

【利用者数】
目標：306人／月
実績：264人／月

　主に、高齢者の通院に利用される路線である。
　利用者のニーズに対応し、運行区間を拡大するこ
とで利用者減少を抑制しようとしたが、目標値を下回
る結果となった。

　年々利用者が減少傾向にある
ため、運行区間拡大等を実施
し、利用者のニーズに応えること
で、利用者増を図っていく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

朝日村地域
公共交通協
議会

アルピコタク
シー㈱

村営バス広
丘線
朝日村～JR
広丘駅

・主要利用者である高校生へア
ンケート調査を行った。
・朝日村ホームページより、意
見・要望の受付を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

【事業の目標】
利用者数：H28年度に対して同等以上

【達成状況】
H28年度24,830人
H29年度29,818人
20%増

主要利用者である高校生の人口が減少する中、目
標である前年度比同等以上が達成できた。地域住
民に欠かせない交通手段として浸透しており、高い
乗車率を維持している。

主要利用者である高校生へのア
ンケート調査により、利用者の
ニーズにできる限り合うように改
善する。
ホームページからの意見投稿
は、まだ実績が少ないため、周
知・広報を行う。
高校生の数はこれからも減少し
ていくため、近隣市村に幅広く広
報するなどして利用者を維持す
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

朝日村地域
公共交通協
議会

アルピコタク
シー㈱

デマンドタク
シー（くるり
ん号）
朝日村全域

・朝日村ホームページより、意
見・要望の受付を行った。
・利用方法等のPR用動画とパン
フレットを活用し広報活動を行っ
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

C

【事業の目標】
利用者数：H28年度に対して同等以上

【達成状況】
H28年度9,650人
H28年度9,050人
6.2%減

人口減少の影響で利用者数は減少傾向で前年度比
6.2％減となり目標は達成できなかった。
しかし、村民の交通手段として定着はしている。

ホームページからの意見投稿
は、まだ実績が少ないため、周
知・広報を行う。
利用方法動画・パンフレットを利
用して、住民の集まる場で出前
講座を行うなど積極的な広報活
動を行い、利用向上を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化について改めて検討し、
その実施について地域一体となって適切に進めてい
くとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

松本市地域
公共交通協
議会

西部地域コ
ミュニティバ
ス

【A線　島内・
新村線】
　アルピコタ
クシー㈱
【B線　新村・
平田線】
　アルピコタ
クシー㈱
【C線　梓川・
波田線】
　アルピコタ
クシー㈱
【D線　今井・
村井線】
　平成交通
㈲
　アルピコタ
クシー㈱
【E線　平田・
波田線】
　アルピコタ
クシー㈱

西部地域を
運行し、基幹
路線のアル
ピコ交通山
形線と接続

１　利用者のニーズの把握、運
行の効率化、新たな需要への対
応を図るため、住民意見交換会
等を実施し、運行ルート、ダイヤ
の見直しを検討した。

２　その結果、H30年10月にA、
C、D、E線で運行ルート、ダイヤ
の見直しを実施した。また、H31
年4月にB、D、E線で見直しを実
施する予定になっている。

３　新しい時刻表の作成・配布、
広報紙誌により、バス路線の周
知、利用促進を図った。

A
　計画に位置づけられた
事業は、適切に実施され
た。

C

目標値　前年比5％増
H28.10～H29.9（70,448人）
H29.10～H30.9（63,302人）
前年比約90％

（増加路線）
Ａ線　+126人
Ｂ線　+530人
Ｅ線　+833人
１　Ａ、Ｅ線は、沿線の商業施設、病院、温泉施設等
へバスでの移動が定着したことにより、利用者が増
加
２　Ｂ線は、沿線の病院へのバスでの移動が定着し
たことによる通院利用者や、松本大学への通学利用
者が増加

（減少路線）
Ｃ線　-6,500人
Ｄ線　-2,200人
１　Ｃ線は梓川小学校が独自にスクールバスを増便
したことにより、小学生の利用が減少
２　Ｄ線は沿線養護学校の生徒数調整により、他地
区の養護学校に転校したため、生徒の利用が減少

１　運行ルート、ダイヤの見直し
を実施し、利用者の確保と利便
性向上を図る。

２　各地域に効果的な利用促進
事業の推進を図る。

３　時刻表の作成・配布、広報誌
によるバス路線の周知等により、
利用促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

松本市地域
公共交通協
議会

アルピコ交
通四賀線

アルピコ交
通㈱

四賀地区を
運行し、基幹
路線のアル
ピコ交通四
賀線のフィー
ダー系統（保
福寺下町か
ら化石館）

1　利用の定着を目的として、
ルート・ダイヤの見直しを行わ
ず、地域において利用促進及び
住民意見交換会を積極的に行
い、目標を達成すべく持続可能
な運行を実施した。

２　　需要を把握するため、四賀
地区の小中学校への聞取り調
査、高校生へのアンケート調査
を実施した。

３　運賃体系の異なる市営バス
四賀線、四賀地域バスの運行見
直しについて検討した。

A
　計画に位置づけられた
事業は、適切に実施され
た。

C

目標値　利用者数現状維持
H28.10～H29.9（28,955人）
H29.10～H30.9（27,544人）
前年比約95％

　利用促進事業により、地区外への通勤利用者数は
現状維持したが、少子化に伴う小中学生の減少によ
り、通学利用者が約1,200人減少

１　四賀地域バスの日中運行便
の利用者数が減少しているた
め、地域と意見交換を行いなが
ら、運行の効率化と利用促進を
図る。

２　併せて、運賃体系の異なる市
営バス四賀線と四賀地域バスの
統合も含め、今後のあり方につ
いて検討し、ニーズにあった運行
へ見直していく。

【参考】
15未満人口
H29.5　335人　→　H30.5　312人

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松本市地域
公共交通協
議会

市営バス四
賀線

松本市

四賀地区を
運行し、基幹
路線のアル
ピコ交通四
賀線と接続

1　利用の定着を目的として、
ルート・ダイヤの見直しを行わ
ず、地域において利用促進及び
住民意見交換会を積極的に行
い、目標を達成すべく持続可能
な運行を実施した。

２　　需要を把握するため、四賀
地区の小中学校への聞取り調
査、高校生へのアンケート調査
を実施した。

３　運賃体系の異なる市営バス
四賀線、四賀地域バスの運行見
直しについて検討した。

A
　計画に位置づけられた
事業は、適切に実施され
た。

C

目標値　利用者数現状維持
H28.10～H29.9（12,100人）
H29.10～H30.9（11,728人）
前年比約97％

　利用促進事業により、地区外への通勤利用者が約
350人増加したが、少子化に伴う小中学生の減少に
より、通学利用者が約600人減少

１　四賀地域バスの日中運行便
の利用者数が減少しているた
め、地域と意見交換を行いなが
ら、運行の効率化と利用促進を
図る。

２　併せて、運賃体系の異なる市
営バス四賀線と四賀地域バスの
統合も含め、今後のあり方につ
いて検討し、ニーズにあった運行
へ見直していく。

【参考】
15未満人口
H29.5　335人　→　H30.5　312人

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

松本市地域
公共交通協
議会

四賀地域バ
ス

アルピコタク
シー㈱

四賀地区を
運行し、基幹
路線のアル
ピコ交通四
賀線と接続
し、ＪＲ明科
駅等までの
定路運行と、
地域内のバ
ス停等を移
動できるデマ
ンド運行

1　利用の定着を目的として、
ルート・ダイヤの見直しを行わ
ず、地域において利用促進及び
住民意見交換会を積極的に行
い、目標を達成すべく持続可能
な運行を実施した。

２　　需要を把握するため、四賀
地区の小中学校への聞取り調
査、高校生へのアンケート調査
を実施した。

３　運賃体系の異なる市営バス
四賀線、四賀地域バスの運行見
直しについて検討した。

A
　計画に位置づけられた
事業は、適切に実施され
た。

C

目標値　利用者数現状維持
H28.10～H29.9（12,070人）
H29.10～H30.9（10,419人）
前年比約86％

　高齢化や移動ニーズの変化により、日中の買物、
通院利用者が約500人減少。また、少子化に伴う小
中学生の減少により、通学利用者が約1,100人減少

１　四賀地域バスの日中運行便
の利用者数が減少しているた
め、地域と意見交換を行いなが
ら、運行の効率化と利用促進を
図る。

２　併せて、運賃体系の異なる市
営バス四賀線と四賀地域バスの
統合も含め、今後のあり方につ
いて検討し、ニーズにあった運行
へ見直していく。

【参考】
15未満人口
H29.5　335人　→　H30.5　312人

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

松本市地域
公共交通協
議会

市営バス奈
川線

松本市

奈川地区を
運行し、地区
外はアルピ
コ交通上高
地線波田駅
と接続

１　住民意見交換会、アンケート
調査等により、利用者のニーズ
を把握し、利用しやすい運行形
態、ダイヤの検討を実施した。

２　この結果により、H30年10月
から運行ダイヤの見直しを実施
した。

３　住民意見交換会で積極的な
利用を利用呼びかけると共に時
刻表を作成・配布し、利用促進を
図った。

A
　計画に位置づけられた
事業は、適切に実施され
た。

C

目標値　利用者数現状維持
H28.10～H29.9（17,035人）
H29.10～H30.9（14,213人）
前年比約83％

　一般利用者は、約450人増加したが、極度の少子
化に伴う小中学生の減少により、通学利用者数が約
3,250人減少

　極度の少子化により、利用者
数は減少しているが、地域住民
には、生活路線として重要なバ
ス路線であるため、地域住民と
意見交換を行いながら、運行の
効率化を図ると共に利用促進を
積極的に実施する。

【参考】
15未満人口
H29.5　45人　→　H30.5　38人

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

立科町地域
公共交通活
性化協議会

立科町

運行系統
名：西回り線
①
立科町役場
前～権現の
湯～
立科町役場
前

前回、利用者増の目標を達成で
きなかった理由について、事業
者、運転手へのヒアリングを実
施し分析を行った結果、主な利
用者が後期高齢者且つ固定客
であるため、高頻度の利用者が
死亡、入院等の理由で利用が無
くなっていることがわかった。新
たな利用者確保に向けて積極的
なPR活動（時刻表の全戸配付、
HP掲載、町広報誌への記事掲
載を複数回）を行った。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

「利用者の増加」と「収支率を15％以上とする。」とい
う目標に対し、利用者1,321人減、収支率16.2％とい
う結果になった。利用者数が大幅に減少した理由
は、日常的な利用者が死亡等の理由により利用しな
くなったことによる延べ利用者数の減である。

日中の便であり、主な利用目的
は買物、温泉施設の利用であ
る。収支率は目標値を超えたが
利用者数が大幅に減少したこと
が課題である。要因は⑤の通り
で、新たな利用者確保のためPR
活動を継続して行う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

立科町地域
公共交通活
性化協議会

立科町

運行系統
名：西回り線
②
立科町役場
前～蓼科高
校～
立科町役場
前

前回、利用者増の目標を達成で
きなかった理由について、事業
者、運転手へのヒアリングを実
施し分析を行った結果、主な利
用者が後期高齢者且つ固定客
であるため、高頻度の利用者が
死亡、入院等の理由で利用が無
くなっていることがわかった。新
たな利用者確保に向けて積極的
なPR活動（時刻表の全戸配付、
HP掲載、町広報誌への記事掲
載を複数回）を行った。

A

朝の通院利用に加え、通
学者の利用も想定した便
のため、学校等のスケ
ジュールに合わせ数回変
更はあったが、それ以外
は計画通り適切に事業実
施された。

C

「利用者の増加」と「収支率を15％以上とする。」とい
う目標に対し、利用者146人減、収支率6.6％という結
果になった。目標が達成できなかった理由は、日常
的な利用者が死亡等の理由により利用しなくなった
ことや、通学利用する生徒数が少なかったことによる
延べ利用者数の減である。

朝の通院、通学利用を想定して
いる便であるため、年により利用
者数が異なり、利用促進による
効果も小さいことから、収支率の
改善策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、通学
利用の生徒数が少なかった理由について分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

立科町地域
公共交通活
性化協議会

立科町

運行系統
名：西回り線
③
立科町役場
前～蓼科高
校～
立科町役場
前

前回、利用者増の目標を達成で
きなかった理由について、事業
者、運転手へのヒアリングを実
施し分析を行った結果、主な利
用者が後期高齢者且つ固定客
であるため、高頻度の利用者が
死亡、入院等の理由で利用が無
くなっていることがわかった。新
たな利用者確保に向けて積極的
なPR活動（時刻表の全戸配付、
HP掲載、町広報誌への記事掲
載を複数回）を行った。

A

朝の通院利用、通学者の
利用、障がい者施設への
通勤を想定した便であり、
主に学校等のスケジュー
ルに合わせ数回変更は
あったが、それ以外は計
画通り適切に事業実施さ
れた。

C

「利用者の増加」と「収支率を15％以上とする。」とい
う目標に対し、利用者369人減、収支率9.1％という結
果になった。目標が達成できなかった理由は、日常
的な利用者が死亡等の理由により利用しなくなった
ことや、通学利用する生徒数が少なかったことによる
延べ利用者数の減である。

朝の通院、通学、運転免許を持
たない通勤者、障がい者の施設
への通所を想定している便で、
年により利用者数が増減する
が、利用者数、収支率が前年度
を下回ったため、収支率の改善
策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、通学
利用の生徒数が少なかった理由について分析し、こ
れを明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業
の今後の改善点については、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

立科町地域
公共交通活
性化協議会

立科町

運行系統
名：東・南回
り線
立科町役場
前～柳沢医
院～
立科町役場
前

前回、利用者増の目標を達成で
きなかった理由について、事業
者、運転手へのヒアリングを実
施し分析を行った結果、主な利
用者が後期高齢者且つ固定客
であるため、高頻度の利用者が
死亡、入院等の理由で利用が無
くなっていることがわかった。新
たな利用者確保に向けて積極的
なPR活動（時刻表の全戸配付、
HP掲載、町広報誌への記事掲
載を複数回）を行った。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

「利用者の増加」と「収支率を13％以上とする。」とい
う目標に対し、利用者384人減、収支率7.8％という結
果になった。目標が達成できなかった理由は、日常
的な利用者が死亡等の理由により利用しなくなった
ことによる延べ利用者数の減である。

午前中は通院や買い物、午後は
障がい者施設の利用者が帰宅
のため、主に利用している。利用
者数、収支率共に目標値を下
回ったため、利用促進の実施や
収支率の改善策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

立科町地域
公共交通活
性化協議会

立科町

運行系統
名：シラカバ
線
立科町役場
前～女神湖
～
東白樺湖

利用者の増加を図るべく、積極
的なPR活動（時刻表の全戸配
付、HP掲載、音声告知放送によ
る周知）を行った。特に観光客の
利用を促進するため観光部局と
連携をし、観光案内所窓口でバ
ス利用案内を行った。

A

学校からの要請により、
数回変更はあったが、そ
れ以外は計画通り適切に
事業実施された。

C

「利用者の増加」と「収支率を30％以上とする」という
目標に対し、利用者796人減、収支率21％という結果
になった。目標が達成できなかった理由は、主な利
用者である通学利用の児童・生徒数の減少が考えら
れる。また、前年度に比べ観光客数が微減したこと
も影響していると思われる。

通学での利用者が主であるた
め、年により日常的な利用者数
が異なり、利用促進による効果
が小さいことから、収支率の改
善策を検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

豊丘村地域
公共交通会
議

豊丘村

堀越線（系統
①）　役場～堀
越～役場
堀越線（系統
②）　役場～堀
越～役場
佐原線（系統
①）　役場～長
沢～役場
佐原線（系統
②）　役場～長
沢～役場
福島線　役場
～福島～役場
壬生沢線　役
場～壬生沢～
役場
壬生沢福島線
（系統①）　役
場～千駄木～
役場
壬生沢福島線
（系統②）　役
場～千駄木～
役場
滝川阿島北県
道線　役場～
阿島北～役場

　平成30年5月からのダイヤ改正
及び路線変更により、利用状況
の改善した路線もあり、一定の
利便性の向上を図ることはでき
た。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

　平成30年度の生活交通確保維持改善計画におけ
る事業の目標数値は、豊丘村が運行する全10系統
の年間利用者総数を人口の90.0％にするというもの
で、全10系統を包括した目標設定である。
　事業実施期間（平成29年10月～平成30年9月）に
おける年間利用者総数は6,758人で、平成30年9月
末時点の人口が6,751人であることから100.1％という
結果となり、目標数値に達することができた。
　実績値の推移は、平成27年度90.5%（年間利用者
総数6,205人）、平成28年度89.1%（年間利用者総数
6,071人）、平成29年度82.9%（年間利用者数5,607人）
と推移しており、近年では、率・人数ともに一番高い
数値となった。
　特に平成30年5月からのダイヤ改正により山間地
に暮らす高齢者や学生等の移動手段の確保におい
て、一定の事業効果が認められ、すべての便で増加
傾向に至ったが、1運行当たり2.0人を超えることは困
難で、達成できた便は２便に留まってしまった。

　本村のような地方部では多くの
人が自動車運転免許証を所持し
ているが、高齢化社会の進展に
伴い、免許の返納者等交通弱者
の増加が予想される。
　本村においては、特に山間地
の集落と村の中心部とを、また、
圏域の中心市である飯田市へと
つながるJR飯田線市田駅とを結
ぶ公共交通は極めて重要で、そ
の役割を果たしている地域内
フィーダー系統の必要性・重要
性は増している。
　特に平成30年4月から開店して
いる村の小さな拠点施設となっ
ている道の駅へ多くの集客がで
きるとように、またＪRや近隣自治
体で運行している広域バスなど
他の公共交通への乗継がス
ムーズに行えるようなダイヤ改
正及び公共交通のPRに一層力
を入れていく必要がある。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、1運行
当たり2.0人を超える便が2便に留まった根本的な要
因について分析し、これを明らかにする必要がある。
その上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化について改めて検討し、その実施について
地域一体となって適切に進めていくとともに、今後も
適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる持続性
向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

御狩野線
（通学支援
便）

帰宅時の学生の利用に配慮す
るため、学校との協議を継続的
に実施。しかし、限られた便数の
中で、最大の利用者が想定され
る時間帯は現ダイヤであり、従
前どおりの運行を継続し、学生
に対し時間に合わせた利用を呼
び掛ける取り組みを実施してい
る。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

目標値は、学校と協議の上、利用する生徒数から利
用者目標を94人／日としているが、実績は71人／日
と下回っている。一番の原因はクラブ活動や塾等に
よる帰宅時の利用時間が分散し、限られた便数の中
で設定したダイヤの利用が想定を下回ったためであ
り、朝に比べ夕方は約30％利用者が減少している。
さらに、利用対象者である学生の中にも、家族の送
迎により、バスを利用者しない方も存在しているため
である。しかし、利用者満足度は100％（H30.11月調
査）と非常に高く一定の評価はできると考えている。

利用者目標は達成できていない
が、学生の移動手段を確保する
ため、学校側との継続的な協議
を行いつつ運行を継続していくと
ともに、新入学生なども含めたバ
ス利用の呼びかけなど、利用者
増加に向けた取り組みを行って
いく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

メルヘン街
道バス

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
利用者目標の15人／日に対し、実績が18人／日と
目標を達成している。

利用者目標を達成しているが、
さらに利用促進、利用者意見に
基づく改善に取組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

市街地循環
バス

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
利用者目標の27人／日に対し、実績が38人／日と
目標値を大きく上回っており、市街地内における移
動手段として機能している。

利用者目標を達成しているが、
さらに利用促進、利用者意見に
基づく改善に取組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

北八ヶ岳
ロープウェイ
線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。
通学者向けに時刻表や定期利
用促進チラシを配布し利用促進
に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

利用者目標の101人／日に対し、実績は93人／日と
下回っている。年度前半は年度比10％増の利用者
数であったが、5月以降は前年度利用者を下回り、
特に7～9月は最大前年比24％減となるなるなど猛
暑や天候不順による影響も出たものと考えられる。

利用者目標は達成できていない
が、再編後２年の運行であるこ
と、また、天候による利用変動が
多い路線であることから、監視を
継続しつつ、利用者、住民の意
見もさらに聴取しつつ必要に応じ
た改善に取組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコ交
通㈱

白樺湖線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。
通学者向けに時刻表や定期利
用促進チラシを配布し利用促進
に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

利用者目標の142人／日に対し、101人／日と下回っ
ている。これは、平成28年10月からのバス交通再編
時の従前の利用者維持として目標値設定を行った
が、高齢者移動に即したダイヤへの変更による諏訪
東京理科大生の利用減及び観光客の減少の影響
が出たものと考えられる。

利用者目標は達成できていない
が、再編後２年の運行であること
から、生活利用者に対しては、
監視を継続しつつ、利用者、住
民の意見に基づく改善に取組ん
でいく。なお、観光利用者に対し
ては期間限定の自主運行便の
増発、諏訪東京理科大生につい
ては学校が運行する理科大線に
より機能分担を図り生活利用者
の足として機能を明確化してい
きたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

　なお、「生活利用者の足としての機能」という路線
の性格に応じた目標の設定についても検討を進めら
れるよう期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコタク
シー㈱

中沢線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。
通学者向けに時刻表や定期利
用促進チラシを配布し利用促進
に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
利用者目標の39人／日に対し、実績が36人／日と
目標を下回っている。原因としては、曜日運行の日
中便における利用者の減少となっている。

朝夕の毎日運行便は、前年度と
比較して利用者が増加しており、
監視を継続しつつ運行を維持し
ていく。日中便に関しては、利用
者、住民の意見も聴取しながら
利用者行動に合わせた利便性を
高めるとともに、利用促進に取り
組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、日中
便の利用者が減少した根本的な要因についても分
析し、目標が達成されなかった理由について分析
し、これを明らかにする必要がある。その上で、⑥の
事業の今後の改善点については、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついて改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコタク
シー㈱

御狩野線
（乗合タク
シー）

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

利用者目標の44人／日に対し、実績が30人／日と
目標を下回っている。目標値は平成28年10月からの
バス交通再編時の従前の利用者維持として設定を
行ったが、週５日から週３日運行となったこと、また
商業施設のお買い物バスの乗り入れ等の影響によ
り想定を下回ったためである。

平成29年10月から導入したフ
リー降車制度は利用者満足度も
高く、新たな運行を開始した昨年
度と比較し、年間の約半分の月
では利用者が前年比10％増を
示しているため、さらに、利用
者、住民の意見も聴取しながら
必要に応じた利用者行動に合わ
せた利便性の向上、利用促進に
取り組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

　なお、現状の公共交通サービス（週３日運行）に合
わせた目標の設定についても検討を進められるよう
期待する。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

アルピコタク
シー㈱

原村循環線

学生の利用状況を把握するため
の調査など、更なる改善に向け
た検討を実施。また、利用者アン
ケート調査や地区要望の聴取、
必要に応じた反映に取り組ん
だ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
利用者目標の50人／日に対し、実績が72人／日と
大幅に目標値を上回り村民の日常生活・通勤通学
の移動手段として機能している。

利用者目標を達成しているが、
今後も、さらに利用促進、利用
者、住民の意見に基づく改善に
取組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

茅野バス観
光㈱

丸山線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。通学者向
けに時刻表や定期利用促進チラ
シを配布し利用促進に取り組ん
だ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

利用者目標の75人／日に対し、実績が50人／日と
なっている。平成28年10月からのバス交通再編時の
従前の利用者維持として目標値設定を行ったが、週
５日から週３日運行となったこと、また商業施設のお
買い物バスの乗り入れ等の影響により想定を下回っ
た。また、最も大きな原因としては、児童の減少と朝
の便は、家族等の送迎が行われており、本来の対象
児童数の利用がなされていない状況となっている。

通学に関しては、学校側とも連
携しつつ、新入学生も含めた児
童のバス利用に向けた呼びかけ
をしていく。また、生活利用者に
向けては、利用者、住民の意見
も聴取しながら必要に応じた利
用者行動に合わせた利便性の
向上、利用促進に取り組んでい
く。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

　生活交通確保維持計画において掲げる事業の目
標の設定については、地域における現状の公共交
通サービスの水準に合わせた目標を設定しては如
何か。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

茅野バス観
光㈱

穴山・原村
線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。通学者向
けに時刻表や定期利用促進チラ
シを配布し利用促進に取り組ん
だ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

利用者目標の49人／日に対し、実績が33人／日と
なっている。目標値は交通再編時の従前の利用者
維持として設定を行ったが、再編時に比較的利用者
が多い茅野駅～中央病院間の利便性を高めたた
め、その他の路線に、利用者が分散されたためであ
ると考えている。

利用者目標は達成できていない
が、再編後2年の運行であること
から、監視を継続しつつ、利用
者、住民の意見も聴取しながら
必要に応じた利用者行動に合わ
せた利便性の向上、利用促進に
取り組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

茅野バス観
光㈱

豊平・泉野
線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。通学者向
けに時刻表や定期利用促進チラ
シを配布し利用促進に取り組ん
だ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
利用者目標の18人／日に対し、利用実績は22人／
日と目標を達成している。

利用者目標を達成しているが、
さらに利用者、住民の意見も聴
取しながら必要に応じた利用者
行動に合わせた利便性の向上、
利用促進に取り組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

茅野市・原
村地域公共
交通活性化
協議会

茅野バス観
光㈱

西茅野・安
国寺線

持続可能な公共交通に向け平
成28年10月より市内路線の抜本
的な再編・運行を開始した。
これに合わせ、市内全路線の時
刻表を作成し、ポケット版時刻表
は全戸配布した。また、市HPに
路線別の路線図、時刻表、バス
の乗り方案内をアップし、利用促
進に向けた情報発信に取り組ん
でいる。
また、定期的に利用者アンケー
トや住民要望等の聴取をし、利
用促進に取り組んだ。通学者向
けに時刻表や定期利用促進チラ
シを配布し利用促進に取り組ん
だ。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

Ａ
利用者目標の4人／日に対し、利用実績は4人／日
と目標を達成している。

利用者目標を達成しているが、
さらに利用者、住民の意見も聴
取しながら必要に応じた利用者
行動に合わせた利便性の向上、
利用促進に取り組んでいく。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

川上村地域
公共交通活
性化協議会

川上村
運行系統
名：川上村
営バス

川上村内
（川端下地
区～樋沢地
区）の運行

車両減価償
却費等国庫
補助金あり

　利用者増加が見込める外国人
観光客や実習生向けに3か国語
に対応したバス利用チラシを作
成し、実習生については住民登
録の際に窓口で配布した。また、
すべてのバス停留所に停留所名
や運賃区界等を英語で表記した
パネルを追加で設置した。
　ＪＲ小海線との接続改善を図る
ため、平成30年１月にＪＲ東日本
へダイヤ改正の要望書を提出し
た。
　卒業式等の機会に合わせ、中
学卒業生や保護者を対象にバス
利用のメリットや助成制度の説
明をしたほか、平成30年春に販
売促進キャンペーンを実施した。

A

計画に位置付けられた事
業は適切に実施した。
しかしながら、地域間幹線
系統であるＪＲ小海線の
上下線の発着の時差が
解消されず、その双方と
村営バスとを接続すること
が引き続き困難であり、地
域間交通ネットワークを充
足することができなかっ
た。

C

一日平均利用者数は、目標である70人に対し、60.2
人で目標に達しなかった。また、平日平均利用者数
は目標の80人に対し68.9人、休日平均利用者数は
目標の60人に対し42.0人といずれも不達であった。
中学校の生徒数の減少により、スクールバスでの一
括対応が可能となったため、登下校時に路線バスを
利用する生徒が大きく減少した。
　通学高校生を農閑期である冬に、保護者が自家用
車で駅まで送迎する機会が増えており、主に定期券
の金銭的負担が大きいためと思われる。

　バス車内に観光パンフレットを
設置して、観光客等のバス利用
者のリピート率を上げていく。
　村営バスとの接続改善を目指
し、信濃川上駅での同時発着の
ダイヤ改正をＪＲ東日本へ要望し
ていく。
　高校生の通学利用者の増加を
図るため、バスダイヤの見直し
や助成制度の拡充を検討する。
また、中学校の卒業式時に卒業
生や保護者に対して、バス利用
のメリット等を説明しながら、利
用促進ＰＲを引き続き実施してい
く。
　全戸配布している村営バスカ
レンダーに利用ＰＲに係る記載を
増やし、併せて無料おためし乗
車券の発行等を検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

辰野町地域
公共交通会
議

辰野町
運行系統
名：町営バス
川島線

○辰野町役
場～デリシ
ア前・かやぶ
きの館～中
谷
○小型車両
１台の購入

長野県主体の公共交通ベスト
ミックス事業を活用し、地元住民
の意見交換会を実施し利用者
ニーズの把握に努めた。
今後、利便性を高めた運行路線
に変更するよう取り組みに着手し
た。積極的利用を促し、公共交
通利用者にお買い物優待券があ
ることをPRした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A

輸送人員は目標15,445人/年に対し、12,301人の利
用があった。目標には達していないものの、昨年度
より利用者は増えているため効果は上がってきてい
ると思われる。

利用者ニーズを把握し課題を明
確化し、ダイヤ改正に反映させ
利便性を向上させる。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」に関する目標のみならず、生
活交通確保維持改善計画に掲げる「収支率の向上」
に関する目標の達成状況等についても分析し、これ
を明らかにするとともに、さらなる実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

　⑤目標・効果達成状況において、評価基準となって
いる利用者数について、平成30年度の辰野町生活
交通確保維持改善計画において掲げた目標値と異
なっており、また、昨年度実績は13,205人であり、昨
年度より利用者数は増えているという評価も誤りで
ある。したがって、ここで付されたＡ評語に対しても疑
義が生じるものであり、一次評価をおこなう上では、
今一度、評価対象年度の生活交通確保維持計画及
び直近実績について正しく把握すること。

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）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

辰野町地域
公共交通会
議

辰野町
運行系統
名：町営バス
飯沼線

○小野駅前
～中の橋～
JA支所前
○小型車両
１台の購入

長野県主体の公共交通ベスト
ミックス事業を活用し、地元住民
の意見交換会を実施し利用者
ニーズの把握に努めた。
今後、利便性を高めた運行路線
に変更するよう取り組みに着手し
た。積極的利用を促し、公共交
通利用者にお買い物優待券があ
ることをPRした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

輸送人員は目標4,099人/年に対し、1,901人の利用
があった。固定の通学利用者が卒業し、人口減少に
よる新規の利用者が少ないことが、目標未達成の理
由として挙げられる。

利用者ニーズを把握し課題を明
確化し、ダイヤ改正に反映させ
利便性を向上させる。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」に関する目標のみならず、生
活交通確保維持改善計画に掲げる「収支率の向上」
に関する目標の達成状況等についても分析し、これ
を明らかにするとともに、実績向上に向けて具体策
及びその具体化について改めて検討し、これを⑥の
事業の今後の改善点に反映するよう期待する。その
上で、具体的な改善策の実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

　⑤目標・効果達成状況において、評価基準となって
いる利用者数について、平成30年度の辰野町生活
交通確保維持改善計画において掲げた目標値と異
なっていることから、一次評価をおこなう上では、今
一度、評価対象年度の生活交通確保維持計画の内
容について正しく把握すること。

辰野町地域
公共交通会
議

辰野タクシー
㈱
運行系統
名：デマンド
型乗合タク
シー

○集落～町
交通不便地
域～JR辰野
駅

長野県主体の公共交通ベスト
ミックス事業を活用し、利用者
ニーズの把握に努めた。
福祉部局からも利用促進をＰＲし
た。積極的利用を促し、公共交
通利用者にお買い物優待券があ
ることをPRした。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

輸送人員は目標4,331人/年に対し、3,914人の利用
があった。目標には達しなていないものの、昨年度
より利用者は増えているため効果は上がってきてい
ると思われる。

乗合タクシーの需要は安定的で
あり、利用者も増えている。運行
時間や停留所等について要望を
聞きながらより良い路線を目指
す。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」に関する目標のみならず、生
活交通確保維持改善計画に掲げる「収支率の向上」
に関する目標の達成状況等についても分析し、これ
を明らかにするとともに、実績向上に向けて具体策
及びその具体化について改めて検討し、これを⑥の
事業の今後の改善点に反映するよう期待する。その
上で、具体的な改善策の実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

　⑤目標・効果達成状況において、評価基準となって
いる利用者数について、平成30年度の辰野町生活
交通確保維持改善計画において掲げた目標値と異
なっていることから、一次評価をおこなう上では、今
一度、評価対象年度の生活交通確保維持計画の内
容について正しく把握すること。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

山手線
野沢バスセ
ンター ～ 前
山 ～
望月バス
ターミナル

更なる利便性の向上を図るた
め、平成２９年１０月より「ヘル
シーテラス佐久南」内に新規停
留所を設置した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：23,000人／年
実績：24,242人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：45.1％

利用者数は目標値を達成しているものの、満足度は
目標を下回り達成していない。
利用者からは、ダイヤの見直しを望む意見が寄せら
れており、目標を達成できなかった要因のひとつに
なっていると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、「佐久市民の日記
念事業」に伴う公共交通の無料
化など、引き続き利用促進に向
けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

山手線
野沢営業所
～
野沢バスセ
ンター ～ 相
浜

更なる利便性の向上を図るた
め、平成２９年１０月より「ヘル
シーテラス佐久南」内に新規停
留所を設置した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：23,000人／年
実績：24,242人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：45.1％

利用者数は目標値を達成しているものの、満足度は
目標を下回り達成していない。
利用者からは、ダイヤの見直しを望む意見が寄せら
れており、目標を達成できなかった要因のひとつに
なっていると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、「佐久市民の日記
念事業」に伴う公共交通の無料
化など、引き続き利用促進に向
けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

山手線
中込駅 ～
野沢バスセ
ンター ～ 八
幡

更なる利便性の向上を図るた
め、平成２９年１０月より「ヘル
シーテラス佐久南」内に新規停
留所を設置した。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：23,000人／年
実績：24,242人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：45.1％

利用者数は目標値を達成しているものの、満足度は
目標を下回り達成していない。
利用者からは、ダイヤの見直しを望む意見が寄せら
れており、目標を達成できなかった要因のひとつに
なっていると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、「佐久市民の日記
念事業」に伴う公共交通の無料
化など、引き続き利用促進に向
けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

志賀線
浅間総合病
院　～　佐久
平駅　～　車
庫前

通学に利用されている朝夕の便
は維持し、利用の少ない日中便
については平成２９年１０月より
デマンドタクシーに切り替えた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：3,000人／年
実績：2,200人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：60.0％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
主たる利用者である児童・生徒の減少が、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、「佐久市民の日記
念事業」に伴う公共交通の無料
化など、引き続き利用促進に向
けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

北循環線
（左回り）
佐久医療セ
ンター ～ 佐
久平駅～ 佐
久医療セン
ター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：4,597人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：63.6％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

北循環線
（右回り）
佐久医療セ
ンター ～ 佐
久平駅～ 佐
久医療セン
ター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：4,597人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：63.6％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

北循環線
（市民創錬セ
ンター経由）
佐久医療セ
ンター ～市
民創錬セン
ター～ 佐久
医療セン
ター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：4,597人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：63.6％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

北循環線
（三河田工
業団地経
由）
佐久医療セ
ンター ～三
河田工業団
地～ 佐久医
療センター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：4,597人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：63.6％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

南循環線
（平日）
佐久医療セ
ンター ～ 佐
久総合病院
～ 佐久医療
センター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：5,981人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：61.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

千曲バス株
式会社

南循環線
（休日）
佐久医療セ
ンター ～ 佐
久総合病院
～ 佐久医療
センター

通勤・通学・通院・買い物・休日
の観光地への移動など市民等の
幅広い移動を担う路線として、平
成２９年１０月より運行を開始し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：14,800人／年
実績：5,981人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：61.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を上回り達成している。
利用者からは、他路線等との接続の悪さ、運行時間
帯の見直しを望む意見が寄せられており、目標を達
成できなかった要因のひとつになっていると考えられ
る。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行う。また、漫画『北斗の拳』のイ
ラストを車体に施したラッピング
バスの運行や、バス沿線小学校
児童の絵の車内への展示、「佐
久市民の日記念事業」に伴う公
共交通の無料化など、引き続き
利用促進に向けた取組みを強化
していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

有限会社高
原タクシー

臼田デマンド
タクシー
（湯原新田
線）
あいとぴあ
臼田　～　湯
原新田公会
場

利用状況の把握、利用者の意見
聴取を継続的に行いながら、平
成３０年９月まで継続して運行し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：4,500人／年
実績：4,050人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：62.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を達成している。
新規利用者が増えず、利用者が固定化してきている
ことが目標を達成できなかった要因のひとつになって
いると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、新規利用者の獲得
に向け、地域の集会や老人会等
で、デマンドタクシーの利用教室
を随時開催したり、「佐久市民の
日記念事業」に伴う公共交通の
無料化など、引き続き利用促進
に向けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

有限会社高
原タクシー

臼田デマンド
タクシー
（田口線）
城下　～　水
落観音入口

利用状況の把握、利用者の意見
聴取を継続的に行いながら、平
成３０年９月まで継続して運行し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：4,500人／年
実績：4,050人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：62.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を達成している。
新規利用者が増えず、利用者が固定化してきている
ことが目標を達成できなかった要因のひとつになって
いると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、新規利用者の獲得
に向け、地域の集会や老人会等
で、デマンドタクシーの利用教室
を随時開催したり、「佐久市民の
日記念事業」に伴う公共交通の
無料化など、引き続き利用促進
に向けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

有限会社高
原タクシー

臼田デマンド
タクシー
（十二新田
線）
あいとぴあ
臼田　～　上
小田切

利用状況の把握、利用者の意見
聴取を継続的に行いながら、平
成３０年９月まで継続して運行し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：4,500人／年
実績：4,050人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：62.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を達成している。
新規利用者が増えず、利用者が固定化してきている
ことが目標を達成できなかった要因のひとつになって
いると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、新規利用者の獲得
に向け、地域の集会や老人会等
で、デマンドタクシーの利用教室
を随時開催したり、「佐久市民の
日記念事業」に伴う公共交通の
無料化など、引き続き利用促進
に向けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

有限会社高
原タクシー

臼田デマンド
タクシー
（岩水線）
城下　～　岩
水

利用状況の把握、利用者の意見
聴取を継続的に行いながら、平
成３０年９月まで継続して運行し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

B

【利用者数】
目標：4,500人／年
実績：4,050人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：62.5％

利用者数は目標値を達成していないものの、満足度
は目標値を達成している。
新規利用者が増えず、利用者が固定化してきている
ことが目標を達成できなかった要因のひとつになって
いると考えられる。

今後も利用状況の把握、利用者
の意見聴取を継続的に行い、必
要に応じた運行形態、ダイヤ等
の見直し・検討を関係機関等と
行うとともに、新規利用者の獲得
に向け、地域の集会や老人会等
で、デマンドタクシーの利用教室
を随時開催したり、「佐久市民の
日記念事業」に伴う公共交通の
無料化など、引き続き利用促進
に向けた取組を強化していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ここに
掲げられた「利用者数」、「満足度」に関する目標の
みならず、生活交通確保維持改善計画に掲げる「収
支割合」に関する目標の達成状況等についても分析
し、これを明らかにするとともに、実績向上に向けて
具体策及びその具体化について改めて検討し、これ
を⑥の事業の今後の改善点に反映するよう期待す
る。その上で、具体的な改善策の実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

飯山市地域
公共交通会
議

長電バス株
式会社

小境線（デマ
ンド）

1便平均利用者の実績が前年よ
り微減していることから、取り組
んできたPR方法をさらに工夫し
て広報してきた。

A
事業が計画に位置付けら
れたとおり適切に実施さ
れた。

B

1便平均2.0人の利用者を目標としたが、当年度の実
績値は1.94人であったが、昨年に引き続き、実績値
の前年比が微減であったことから、本年はマップの
配布以外に市の広報誌への掲載やケーブルテレビ
での広報等、PR方法も新たな取り組みを行い、目標
値達成のための種まきを行うことができた。

運行集計を分析し、リピート利用
者が多いことを把握した。リピー
ト利用者で現状の実績値を保ち
ながら、新たなPRの取組により
新たな利用者を開拓することが、
実績値増および目標値達成につ
ながるものと思われる。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

塩尻市地域
公共交通会
議

アルピコタク
シー(株)

・北小野線
（勝弦先廻
り）塩尻駅前
～チロルの
森～勝弦詰
所前～小野
駅～慿生鮮
食品館前～
塩尻駅前
（古町先廻
り）塩尻駅前
～慿生鮮食
品館前～小
野駅～勝弦
詰所前～チ
ロルの森～
塩尻駅前

　前回の計画では、位置付けら
れた目標を達成できない部分が
あったため、利用者ニーズ調査
を実施し、ダイヤ改正に反映させ
ることで、利用率の向上に努め
た。
　目標値については、利用者数
を維持していく観点から、同様の
数値を設定した。

A
事業が計画に位置づけら
れた通り、適切に実施さ
れた。

A
1便あたり11.0人、年間利用者目標15,000人の利用
者数目標に対し、それぞれ11.2人、15,314人の利用
があり、計画に位置付けられた目標を達成した。

地域公共交通網形成計画の検
討の中で、利用者ニーズ調査を
実施し、課題を明確化し、次回の
ダイヤ改正に反映させることで、
利便性の向上を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

諏訪市地域
公共交通協
議会

アルピコ交
通株式会社

■運行系統
名
　・すわライ
ナー右回り
線
　・西山線

・すわライ
ナー右回り
線（※原則
毎日運行）
　日赤病院
⇒上諏訪駅
霧ヶ峰口・上
社⇒上諏訪
口諏訪湖口

・西山線
（火・金運
行）
　みどり区⇒
大熊⇒みど
り区

■乗降調査及び利用者ニーズ
調査をベースに構築した平成29
年10月ダイヤ路線改正の新路線
で運行を行った。

■市内を運行する公共交通全体
の利用促進を図るため、周知活
動として、「広報すわ」を活用した
利用案内、小中学生を対象とし
た体験乗車企画、高校生へのチ
ラシ配布（市内高校３、県立中学
１）や出前講座を行った。また、
市民が多数参加するイベント（高
島城祭、エコフェスタ）に於いて
バスを展示し、バス乗務員を案
内役として、主に子供をターゲッ
トとした写真撮影やバスの説明、
質疑応答等を行い、地域公共交
通への理解と利用促進に向けた
モビリティマネジメント事業を行っ
た。

A
■事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

■平成29年2月に当市で策定した「第五次諏訪市総
合計画後期基本計画」に記載されている、対象路線
を含むかりんちゃんバス全体の目標値である362日
運行、年間利用者数84,165人は達成することが出来
たが、一部路線の利用者が当初見込みを下回り、一
便当たりの利用者目標数値（7.5人/便）は達成する
ことが出来なかった。

■かりんちゃんバス７系統利用者実績（補助対象期
間中）
362日運行、13,353便、利用者数90,196人、6.8人/便

■次年度は、Ｈ29.10ダイヤ路線
改正により利用者より寄せられ
た意見等を反映して、Ｈ30.10に
軽微なダイヤ路線の修正を行っ
た新路線での運行となる。

■目標値の維持及び向上に向
け、市内で運行する公共交通全
体の利用促進を図るため、引き
続き、市民に対しての周知活動
（出前講座）やイベント等でのモ
ビリティマネジメント事業を継続
的に実施する。

■次年度は、小中学生を対象と
した体験乗車企画に加え、新た
に長野県立諏訪実業高等学校
と連携し、高校生目線からのバ
スの利用促進に向けた事業を実
施予定である。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

諏訪市地域
公共交通協
議会

諏訪交通株
式会社

■運行系統
名
　・東山線反
時計回り
　・東山線時
計回り

・東山線反
時計回り（※
原則毎日運
行）
　上諏訪駅
（諏訪湖口）
⇒日赤病院
⇒上諏訪駅
（諏訪湖口）

・東山線時
計回り（※原
則毎日運
行）
　上諏訪駅
（諏訪湖口）
⇒茶臼山⇒
上諏訪駅
（諏訪湖口）

■乗降調査及び利用者ニーズ
調査をベースに構築した平成29
年10月ダイヤ路線改正の新路線
で運行を行った。

■市内を運行する公共交通全体
の利用促進を図るため、周知活
動として、「広報すわ」を活用した
利用案内、小中学生を対象とし
た体験乗車企画、高校生へのチ
ラシ配布（市内高校３、県立中学
１）や出前講座を行った。また、
市民が多数参加するイベント（高
島城祭、エコフェスタ）に於いて
バスを展示し、バス乗務員を案
内役として、主に子供をターゲッ
トとした写真撮影やバスの説明、
質疑応答等を行い、地域公共交
通への理解と利用促進に向けた
モビリティマネジメント事業を行っ
た。

A
■事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

■平成29年2月に当市で策定した「第五次諏訪市総
合計画後期基本計画」に記載されている、対象路線
を含むかりんちゃんバス全体の目標値である362日
運行、年間利用者数84,165人は達成することが出来
たが、一部路線の利用者が当初見込みを下回り、一
便当たりの利用者目標数値（7.5人/便）は達成する
ことが出来なかった。

■かりんちゃんバス７系統利用者実績（補助対象期
間中）
362日運行、13,353便、利用者数90,196人、6.8人/便

■次年度は、Ｈ29.10ダイヤ路線
改正により利用者より寄せられ
た意見等を反映して、Ｈ30.10に
軽微なダイヤ路線の修正を行っ
た新路線での運行となる。

■目標値の維持及び向上に向
け、市内で運行する公共交通全
体の利用促進を図るため、引き
続き、市民に対しての周知活動
（出前講座）やイベント等でのモ
ビリティマネジメント事業を継続
的に実施する。

■次年度は、小中学生を対象と
した体験乗車企画に加え、新た
に長野県立諏訪実業高等学校
と連携し、高校生目線からのバ
スの利用促進に向けた事業を実
施予定である。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

諏訪市地域
公共交通協
議会

諏訪交通株
式会社
　・アルピコタ
クシー株式
会社
　・第一交通
株式会社

■運行系統
名
　・かりん
ちゃん子バ
ス大和四賀
線

・かりんちゃ
ん子バス大
和四賀線
（※原則毎
日運行）
　聖母寮前
⇒上諏訪口
（霧ヶ峰口）
⇒神戸公民
館前

■乗降調査及び利用者ニーズ
調査をベースに構築した平成29
年10月ダイヤ路線改正の新路線
で運行を行った。

■市内を運行する公共交通全体
の利用促進を図るため、周知活
動として、「広報すわ」を活用した
利用案内、小中学生を対象とし
た体験乗車企画、高校生へのチ
ラシ配布（市内高校３、県立中学
１）や出前講座を行った。また、
市民が多数参加するイベント（高
島城祭、エコフェスタ）に於いて
バスを展示し、バス乗務員を案
内役として、主に子供をターゲッ
トとした写真撮影やバスの説明、
質疑応答等を行い、地域公共交
通への理解と利用促進に向けた
モビリティマネジメント事業を行っ
た。

A
■事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

■平成29年2月に当市で策定した「第五次諏訪市総
合計画後期基本計画」に記載されている、対象路線
を含むかりんちゃんバス全体の目標値である362日
運行、年間利用者数84,165人は達成することが出来
たが、一部路線の利用者が当初見込みを下回り、一
便当たりの利用者目標数値（7.5人/便）は達成する
ことが出来なかった。

■かりんちゃんバス７系統利用者実績（補助対象期
間中）
362日運行、13,353便、利用者数90,196人、6.8人/便

■次年度は、Ｈ29.10ダイヤ路線
改正により利用者より寄せられ
た意見等を反映して、Ｈ30.10に
軽微なダイヤ路線の修正を行っ
た新路線での運行となる。

■目標値の維持及び向上に向
け、市内で運行する公共交通全
体の利用促進を図るため、引き
続き、市民に対しての周知活動
（出前講座）やイベント等でのモ
ビリティマネジメント事業を継続
的に実施する。

■次年度は、小中学生を対象と
した体験乗車企画に加え、新た
に長野県立諏訪実業高等学校
と連携し、高校生目線からのバ
スの利用促進に向けた事業を実
施予定である。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

西部コミュニ
ティバスを守
り育てる会

根羽村

運行系統
名：西部コ
ミュニティバ
ス（阿智中学
校行き）
運行区間：
根羽村～阿
智中学校

利用割合・影響の大きい高校生
の通学利用者数の把握に努める
とともに、一般利用者の利便性
向上に向け、平成29年10月の新
規バス停２箇所設置。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A
平成29年6月の計画策定時の目標12,519人以上に
対し高校生の定期的な利用者の増により利用者実
績が14,413人（H29.4～H30.3）となった。

生徒数が減少する中、バスの乗
り方教室を開催するなど、利用
者数に影響の大きい高校生の通
学利用者数の増加に努めるとと
もに、一般利用者のニーズを適
切に把握し利用者増加の対策を
講じていきます。

　協議会における事業評価結果の③から⑥につい
ては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の実
施について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続
性向上や利用促進が図られるよう期待する。

西部コミュニ
ティバスを守
り育てる会

根羽村

運行系統
名：西部コ
ミュニティバ
ス（阿智高校
止まり）
運行区間：
根羽村～阿
智高校

利用割合・影響の大きい高校生
の通学利用者数の把握に努める
とともに、一般利用者の利便性
向上に向け、平成29年10月の新
規バス停２箇所設置。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A
平成29年6月の計画策定時の目標12,519人以上に
対し高校生の定期的な利用者の増により利用者実
績が14,413人（H29.4～H30.3）となった。

生徒数が減少する中、バスの乗
り方教室を開催するなど、利用
者数に影響の大きい高校生の通
学利用者数の増加に努めるとと
もに、一般利用者のニーズを適
切に把握し利用者増加の対策を
講じていきます。

　協議会における事業評価結果の③から⑥につい
ては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の実
施について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続
性向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

駒ヶ根市地
域公共交通
協議会

伊南乗用自
動車有限会
社

「ア・イ・ウ」
エリア～共
通指定
目的地（駒ヶ
根駅を含
む。）

H28年10月からの毎日運行化後
も継続実施している。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

1.1便当たり平均乗車人数
 目標：3人以上　実績：2.4人
2.運行率
 目標：75%以上 実績：95.3%
3.登録者数に占める実利用
　者の割合
 目標：20%以上 実績：12.0%
4.交通空白・不便地域
 目標：ゼロ 実績：ゼロ

「1.1便当たり平均乗車人数」は、平日毎日運行化に
より利用者が分散し、目標を下回った。登録者数、
利用者数の伸びと共に「2.運行率」の数値も改善さ
れてきている。ただし、「3.登録者数に占める実利用
者の割合」の伸びは横ばいとなり、利用者の拡大に
更なる工夫が必要である。

年間を通じて安定した毎日運行
に取り組むと共に、利用者拡大
への広報活動に努める。
また、運転免許証自主返納支援
事業を通じて、高齢者を中心に
「こまタク」利用を促す取組を継
続していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、潜在
需要を取り込んでいく観点からも目標が達成されな
かった理由について分析し、これを明らかにする必
要がある。その上で、⑥の事業の今後の改善点につ
いては、ここで示された改善策のみならず、目標が
達成されなかった理由に対応した改善策及びその
具体化について改めて検討し、その実施について地
域一体となって適切に進めていくとともに、今後も適
切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利
用促進が図られるよう期待する。

駒ヶ根市地
域公共交通
協議会

赤穂タクシー
有限会社

「エ・オ」エリ
ア～共通指
定
目的地（駒ヶ
根駅を含
む。）

H28年10月からの毎日運行化後
も継続実施している。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

1.1便当たり平均乗車人数
 目標：3人以上　実績：2.3人
2.運行率
 目標：75%以上 実績：84.8%
3.登録者数に占める実利用
　者の割合
 目標：20%以上 実績：9.6%
4.交通空白・不便地域
 目標：ゼロ 実績：ゼロ

「1.1便当たり平均乗車人数」は、平日毎日運行化に
より利用者が分散し、目標を下回った。登録者数、
利用者数の伸びと共に「2.運行率」の数値も改善さ
れてきている。ただし、「3.登録者数に占める実利用
者の割合」の伸びは横ばいとなり、利用者の拡大に
更なる工夫が必要である。

年間を通じて安定した毎日運行
に取り組むと共に、利用者拡大
への広報活動に努める。
また、運転免許証自主返納支援
事業を通じて、高齢者を中心に
「こまタク」利用を促す取組を継
続していく。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、潜在
需要を取り込んでいく観点からも目標が達成されな
かった理由について分析し、これを明らかにする必
要がある。その上で、⑥の事業の今後の改善点につ
いては、改善策のみならず、目標が達成されなかっ
た理由に対応した改善策及びその具体化について
改めて検討し、その実施について地域一体となって
適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

大鹿村地域
公共交通会
議

伊那バス株
式会社

(1)大鹿線
（鹿塩・大河
原）
(2)大鹿線
（松川イン
ター・日赤）
(3)大鹿線
（松川イン
ター）

中学３年生を対象にバスの利用
方法等のワークショップを開催。

A

　本路線は高校生等の通
学や隣町の病院へ通院す
るための主な手段であり、
地域内唯一の公共交通で
ある。高齢者等交通弱者
の交通手段確保のため、
大鹿線を維持する必要が
ある。

B

（対人口比の利用率向上を目標として設定）
目標値：8.88　　実績：7.77
（利用者数8,062人/人口1,038人)
　大鹿線の維持により、最低限の公共交通を確保で
きたが、主な利用者である高校生と高齢者・観光客
の利用減少により目標を達成することができなかっ
た。

　公共交通利用促進の周知を行
い、一般利用者の増加を図る。
　バス通学する可能性のある高
校生と、高齢者の人数を把握し、
適切な計画を立てる必要があ
る。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、高校
生と高齢者・観光客の利用が減少している理由につ
いて分析し、これを明らかにする必要がある。その上
で、⑥の事業の今後の改善点については、目標が
達成されなかった理由に対応した改善策及びその具
体化について改めて検討し、その実施について地域
一体となって適切に進めていくとともに、今後も適切
な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用
促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

中川村地域
公共交通会
議

中川村

地域内フィー
ダ-系統確保
維持国庫補
助金
1）南回り線
大草～JR伊
那大島駅

前回の評価結果を受けて引き続
き利用促進に努めているが、運
行内容の変更はせず前回通り。

A
事業は計画に位置付けら
れたとおり適切に実施さ
れた

B
目標利用者人数1,315人に対して、実績値1,241人
（94％）。利用者満足度目標80％に対し89％。

基本的には現行をベースとした
調整で継続の予定。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明ら
かにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後の
改善点については、ここで示された改善策のみなら
ず、目標が達成されなかった理由に対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる
持続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

中川村地域
公共交通会
議

中川村

地域内フィー
ダー系統確
保維持国庫
補助金
2)北回り線
大草～JR飯
島駅

前回の評価結果を受けて引き続
き利用促進に努めているが、運
行内容の変更はせず前回通り。

A
事業は計画に位置付けら
れたとおり適切に実施さ
れた

B

目標利用者人数1,061人に対して、実績値813人
（77％）。満足度評価は同上。村内高校生の少ない
年代であることなどが影響し、目標を大きく割り込
む。

同上

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明ら
かにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後の
改善点については、ここで示された改善策のみなら
ず、目標が達成されなかった理由に対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさらなる
持続性向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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

- 129 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

中川村地域
公共交通会
議

中川村

地域内フィー
ダー系統確
保維持国庫
補助金
3)東西線
大草～JR七
久保駅

前回の評価結果を受けて引き続
き利用促進に努めているが、運
行内容の変更はせず前回通り。
なお、網計画策定時に路線の位
置づけを巡回路線からスクール
混乗路線に変更、バス輸送の比
重を落としている。

A
事業は計画に位置付けら
れたとおり適切に実施さ
れた

B

目標利用者人数9人に対して、実績値14人(155%)。
流動の大きい路線であり評価自体に難あり。なお、
表中③に記した通り、今年度から路線の位置づけを
落としている。

空白地有償運送に比重を移す
も、バスの有用性を求める地元
の声が多いことを受けて、次年
度より午前便の運行を追加する
予定。

　協議会における事業評価結果の③及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、示さ
れた改善策と目標が達成されなかった理由との関連
性が不明確であることから、目標が達成されなかっ
た理由に対応した新たな具体策及び及びその具体
化について改めて検討し、その実施について地域一
体となって適切に進めていくとともに、今後も適切な
検証を行い、地域公共交通のさらなる持続性向上や
利用促進が図られるよう期待する。

中川村地域
公共交通会
議

中川村
車両減価償
却費等国庫
補助

上記3)の東西線を中心に充当し
ているが、利用人数が補助対象
に満たないことから車両繰りの
変更も必要と考えられたが、前
回通りの運行とした。

B

事業は計画に位置付けら
れたとおり適切に実施さ
れたが、左記の通り車両
繰りの変更の検討の余地
はあった。

C
左記の通り、補助対象外となったことから、目標が達
成されたとはいえない。

次年度より路線の調整を行う予
定だが、4月切り替えのため、補
助要件に合致するのは次々回以
降とみられる。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな改善策及びその具体化につい
て改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

千曲市地域
公共交通活
性化協議会

更埴観光タ
クシー(株)

系統名：東
部地区デマ
ンド型乗合タ
クシー
運行エリア：
千曲市東部
地区

　利用者、登録者を増加させるた
め、「めぐりきらり号通信」を発行
して全戸に配布した。
　また、平成26・27年度に地域協
働推進事業として取り組んだ、地
元商店街と連携し、商店街のス
タンプカードと公共交通回数券と
の交換事業については、引き続
き実施したほか、携帯電話のな
い高齢者のためにデマンドの予
約を行う予約支援店にポスター
掲示を行い利便性の向上を図っ
た。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

　事業が計画に位置付けられた目標を達成できてい
ない点があった（一部達成できない見込み）

　年間利用者数は目標値4,700人に対し3,748人と目
標値には届かなかった。
　一方で利用登録者数は目標値900人に対し911人と
目標値を上回ることができた。
　一度利用された方には評判がよく、何度も利用され
る方が多いが、利用者が固定化しているという問題
点もある。チラシ作成や説明を行い、周知を図ってい
く。

　目標登録者数は達成できてい
るのに対し、利用者数が伸び悩
んでいることから、デマンド自体
は認知されてきているが、利用
方法が分からないことによる不
安や、そもそも登録制のため未
登録の方が利用できないという
問題点が考えられる。
　そのため、乗り方教室の開催
や、未登録でも一度利用しても
らった後に登録していただくなど
の柔軟な対応で「知ってもらうた
めの取組み」から「乗ってもらうた
めの取組み」へとシフトする必要
がある。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

喬木村地域
公共交通会
議

信南交通
（株）

氏乗線（第
５・６便）
矢筈こん
にゃく～飯田
駅前

役場ホームページにおいて、時
刻表や路線図を掲載した。また、
運休等のお知らせを随時更新し
た。

中学３年生の保護者向けにバス
利用に関する講習会を実施し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標利用人数7,200人に対して、利用者は5,451人と
目標値の75.7%となった。

増加傾向にある高齢者につい
て、自家用車から公共交通への
移行がスムーズに行われるよ
う、バス利用に関する周知を行
う。

高校生等について、利用促進の
ための啓発活動を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化について改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

喬木村地域
公共交通会
議

信南交通
（株）

大島線（第
５・６便）
大島～飯田
駅前

役場ホームページにおいて、時
刻表や路線図を掲載した。また、
運休等のお知らせを随時更新し
た。

中学３年生の保護者向けにバス
利用に関する講習会を実施し
た。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C
目標利用人数7,200人に対して、利用者は5,451人と
目標値の75.7%となった。

増加傾向にある高齢者につい
て、自家用車から公共交通への
移行がスムーズに行われるよ
う、バス利用に関する周知を行
う。

高校生等について、利用促進の
ための啓発活動を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、ここで示された改善策のみな
らず、目標が達成されなかった理由に対応した改善
策及びその具体化について改めて検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：
魚津市
運行系統
名：松倉ルー
ト

鹿熊～魚津
駅
（デマンド型）

　平成30年４月１日及び平成30
年９月１日のダイヤ改正時には
ルート及びダイヤの変更は行わ
ず、路線の定着を図った。
　平成30年４月１日より中・高校
生の運賃を200円から100円に値
下げした。
バスの日（平成30年９月20日）を
無料乗車デイとし、新たな需要
の掘り起こしを図った。

A
　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

C

　魚津市地域公共交通網形成計画…市内バス交通
の延べ利用者数　１７，８４５人／月（平成27年６月～
平成28年５月実績）の維持を目標としているが、平成
30年度実績は１１，６１６人／月である。
１日平均利用者数
平成29年度40.7人　平成30年度40.5人（対前年比
1.0％減）
事業収入
平成29年度1,983,150円　平成30年度1,561,690円
（対前年比21.3％減）

・地域一体となった取り組みを通じて利用促進が図
られている。平成29年10月から平成30年9月までの
年間利用者数は11,903人（前年同期12,016人）とな
り、減少のペースが緩やかになってきた。
・平成30年４月1日からの中・高校生の運賃値下げに
より新たな利用者が増加しつつあるものと考えられ
る。沿線地域利用者の高齢利用者の入院・入所等
による減少している状況は変わりがない。
・事業収入においては中・高校生の値下げの影響が
あり前年度より減少している。
・デマンド利用は、2,771人と昨年（前年同期3,014人）
より減少した。

　今後も地域住民の通院・買物
等、日常生活に必要な路線とし
て、利便性の高い運行形態を目
指して改善を行い、持続的な運
行を目指し、利用者や非利用者
の声を聴く活動を行い、他地域
を含めた新たな利用者獲得のた
めに、運行ルートやダイヤも利
用者ニーズを活かした形に見直
していく。
　平成31年４月の小学校統合に
合わせ、当該期間のルート・ダイ
ヤの見直しを検討しており、年間
を通じて利用しやすいバス路線
となるよう必要があれば見直しを
行う。
　また、市民バス全体として、現
行の料金体系の見直しや定期
券の導入等も視野に入れなが
ら、新たな利用者の獲得を目指
す。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、デマン
ド利用が減少した理由についても分析し、これを明ら
かにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後の
改善点については、目標が達成されなかった理由に
対応した改善策及びその具体化について改めて検
討し、その実施について地域一体となって適切に進
めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公
共交通の持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：
魚津市
運行系統
名：松倉ルー
ト

坪野～魚津
駅
（デマンド型）

　平成30年９月１日のダイヤ改
正時に第3便・第5便・第8便・第
10便において温浴施設に停留所
を新設し、利用促進を図った。
　平成30年４月１日より中・高校
生の運賃を200円から100円に値
下げした。
　バスの日（平成30年９月20日）
を無料乗車デイとし、新たな需要
の掘り起こしを図った。

A
　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

C

　魚津市地域公共交通網形成計画…市内バス交通
の延べ利用者数　１７，８４５人／月（平成27年６月～
平成28年５月実績）の維持を目標としているが、平成
30年度実績は１１，６１６人／月である。
１日平均利用者数
平成29年度34.4人　平成30年度35.5人（対前年比
3.2％増）
事業収入
平成29年度1,674,636円　平成30年度1,665,763円
（対前年比0.5％減）

・地域一体となった取り組みを通じて利用促進が図
られている。
・平成30年4月1日からの中・高校生の値下げの影響
か、平成29年10月から平成30年9月までの年間利用
者数は10,449人（前年同期10,170人）となり、減少傾
向に歯止めがかかり微増に転じた。
・路線定着を目指し、平成30年9月1日より温浴施設
に停留所を新設した。
・事業収入においては値下げの影響があり前年度よ
り微減している。
・沿線地域利用者の高齢利用者の入院・入所等によ
る減少している状況は変わりがない。
・デマンド運行については、183人（前年同期193人）
の利用があり、減少傾向が続いている。沿線地域住
民への周知は一定程度されていると想定されるが、
デマンド運行区間の人口減少が続いており、影響が
出ているものと考えられる。

　今後も引き続き地域住民の通
院・買物等、日常生活に必要な
路線として、利便性の高い運行
形態を目指して、改善を行い、持
続的な運行を目指す必要があ
る。
　従来から地域住民のニーズ把
握は、バス車内・地区会合等で
行われているが、過疎化に加
え、頻繁に乗車していた高齢者
が施設入所等の事情により乗車
できなくなってきている。引き続
き、新たな利用者の獲得が必要
である。
　今後も、必要に応じて、ルート
変更及び新規バス停留所の設
置も検討し、地域住民や沿線地
域住民の要望を聴きながら、
ニーズに合った路線を目指す。
　また、市民バス全体として、現
行の料金体系の見直しや定期
券の導入等も視野に入れなが
ら、新たな利用者の獲得を目指
す。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：
魚津市
運行系統
名：松倉ルー
ト

魚津消防署
前～魚津駅
（乗合型）

　利用者や地域の声を聞取りや
地域会合で集約し、平成30年４
月１日からスクールバスを利用
できない児童が登下校時に乗車
できるよう一部区間のルート変
更及び停留所の新設を行い、利
用促進を図った。
　平成30年４月１日より中・高校
生の運賃を200円から100円に値
下げした。
　バスの日（平成30年９月20日）
を無料乗車デイとし、新たな需要
の掘り起こしを図った。

A
　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

C

　魚津市地域公共交通網形成計画…市内バス交通
の延べ利用者数　１７，８４５人／月（平成27年６月～
平成28年５月実績）の維持を目標としているが、平成
30年度実績は１１，６１６人／月である。
１日平均利用者数
平成29年度45.2人　平成30年度45.2人（対前年比
変化なし）
事業収入
平成29年度2,171,010円　平成30年度2,180,710円
（対前年比0.4％増）

・地域一体となった取組みを継続し、ルート変更や停
留所の新設を行い、新たな利用者の獲得を目指し
た。
・中学生の利用が多い路線であり、平成30年4月1日
からの中・高校生の値下げの影響が大きく、平成30
年10月から平成30年９月までの年間利用者数は
13,303人（前年同期13,335人）と微減となり、前年ま
での大幅な減少傾向に歯止めがかかった。　地域住
民の声を聴きながら、ルート及びダイヤの見直しを
行っているが、地域内人口が多くないことから、利用
者増には繋がっていない。また、隣接地域での利用
者増が図れるよう工夫も行ったが、更なる工夫の余
地があると考えられ、地域間での情報共有を図りな
がら利用促進に取組む必要がある。

　今後も、運行に関し幅広い年
代を対象にした啓発活動ととも
に利用者や非利用者の声を聴く
活動を継続し、沿線住民や隣接
地域住民にとって、身近で利便
性の高い路線として持続可能な
運行形態を目指す。
　路線内に学校が複数あること
から若年層の利用促進に努め、
減少傾向に歯止めがかかったこ
とを一時的なものにならないよ
う、更なる利用の定着と促進に
努める必要がある。そのため新
設した停留所等の利用状況を見
ながら、更なる利便性について
検討していく。
　また、市民バス全体として、現
行の料金体系の見直しや定期
券の導入等も視野に入れなが
ら、新たな利用者の獲得を目指
す必要性がある。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：
富山地方鉄
道㈱
運行系統
名：東蔵

東蔵～電鉄
魚津駅
（乗合型）

　平成30年4月1日より、魚津市
内の地鉄バス路線でも魚津市民
バスの回数券を利用できるよう
にし利便性の向上を図った。
　平成30年４月１日より中・高校
生の運賃を200円から100円に値
下げした。
　バスの日（平成30年9月20日）
を無料乗車デイとし、新たな需要
の掘り起こしを図った。

A
　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

C

　魚津市地域公共交通網形成計画…市内バス交通
の延べ利用者数　１７，８４５人／月（平成27年６月～
平成28年５月実績）の維持を目標としているが、平成
30年度実績は１１，６１６人／月である。
１日平均利用者数
平成29年度66.4人　平成30年度63.9人（対前年比
3.8％減）

・地域が一体となった取り組みを通じて利用促進が
図られている。
・沿線地域の要望を反映し、平成29年4月１日から
は、平日の一部路線のダイヤを変更し、中学生利用
者の利便性を高め、新たな利用者の獲得を目指し
た。　平成30年4月1日より魚津市民バスの回数券の
利用をできるようにし、さらに中・高生の料金を100円
に値下げした。なお、利用者数の減少は、沿線人口
の減少と新たな利用者の獲得ができていないことが
要因として考えられる。
　東城地区のデマンド運行については、月間平均74
人(平成29年度72.6人)の利用、月間平均128.7km（平
成29年度135.6km）の実車走行となっており、住民に
浸透していると考えられる。利用者については東蔵
行きの便での利用が大半であり、電鉄魚津駅行きで
の利用はごく少数に止まっている。しかしながら一定
数の需要はあることから、今後も需要掘り起こしのた
めに、啓発活動を続けていく必要がある。

　沿線人口が減少する中、今後
も沿線利用者等のニーズに合わ
せた運行形態、ダイヤの見直し
等を行いながら、利用者の確保
を続けていくことが必要である。
　今後も引き続き、地区会合や
老人会等で利用者等の声を聴
き、潜在的な利用者の掘り起こし
や、必要であれば利用者ニーズ
を活かした運行形態、ダイヤの
見直しや、魚津市民バスと一体
となった利用促進策を検討して
いくことが必要である。
　また、市と共同で実施したバス
無料乗車デイ（9月20日）での乗
車数は98人／日となっており潜
在的需要は存在すると思われる
ことから、今後も継続的に利用
促進活動に取り組み、新たな利
用者の獲得に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：
富山地方鉄
道㈱
運行系統
名：黒沢・大
沢

大沢～電鉄
魚津駅
（乗合型）

　平成30年4月1日より、魚津市
内の地鉄バス路線でも魚津市民
バスの回数券を利用できるよう
にし利便性の向上を図った。
　平成30年４月１日より中・高校
生の運賃を200円から100円に値
下げした。
　バスの日（平成30年9月20日）
を無料乗車デイとし、新たな需要
の掘り起こしを図った。

A
　計画に位置付けられた
事業は適切に実施され
た。

C

　魚津市地域公共交通網形成計画…市内バス交通
の延べ利用者数　１７，８４５人／月（平成27年６月～
平成28年５月実績）の維持を目標としているが、平成
30年度実績は１１，６１６人／月である。
１日平均利用者数
平成29年度42.7人　平成30年度43.3人（対前年比
1.1％増）

　地域が一体となった取り組みを通じて利用促進が
図られている。
　平成30年4月1日より魚津市民バスの回数券の利
用をできるようにし、さらに中・高生の料金を100円に
値下げした。
　平成26年度以降続いていた利用者数は減少傾向
は平成30年度においてはわずかながら増加に転じ
た。しかしながら、沿線人口の減少の傾向は変わら
ないことから、この利用状況を維持していく必要があ
る。
　地域住民の生活に必要な路線であることから、今
後も沿線利用者等のニーズに合わせた運行形態、
ダイヤの見直し等を行いながら、利用者の確保を続
けていくことが必要である。

　利用実績については、前年比
で微増しているが、これが継続
するように引き続き利用促進に
向けた取組みが必須である。今
後も、地区会合や老人会等で利
用者等の声を聴き、潜在的な利
用者の掘り起こしや、必要であ
れば利用者ニーズを活かした運
行形態、ダイヤの見直し、魚津
市民バスと一体となった利用促
進策を検討していくことが必要で
ある。
　また、市と共同で実施したバス
無料乗車デイ（9月20日）での乗
車数は66人／日となっており、
潜在的需要は存在すると思われ
ることから、今後も継続的に利用
促進活動に取り組み、新たな利
用者の獲得に努める。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
ても改めて検討し、その実施について地域一体と
なって適切に進めていくとともに、今後も適切な検証
を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥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
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
１．津沢線
（平日）

循環系統
石動駅～水
島～石動駅
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
２．津沢線
（土日祝日）

石動駅～水
島～石動駅
北陸中央病
院前、下後
亟、水島北
バス停への
経由なし
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
３．正得線
（平日）

石動駅～道
明～石動駅
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
４．正得線
（土日祝日）

石動駅～総
合保健福祉
センター～
七社
北陸中央病
院前、金屋
本江、下中、
道明バス停
への経由な
し
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
５．宮島線

石動駅～西
中野～森屋
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
６．南谷線

石動駅～安
楽寺～嘉例
谷
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
７．蟹谷線

石動駅～安
養寺～JA南
部支店前
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．前回の事業評価結果につい
て、「⑥事業の今後の改善点」の
反映が十分ではないとの指摘が
あったことから次のとおり対応し
た。
①　通勤・通学者の利便性を向
上させるためのダイヤ改正につ
いては、平成30年11月の改正に
向け準備を行った。
②　ホームページへのバス情報
掲載、時刻表の配布について
は、バス情報をホームページに
掲載するとともに時刻表を公共
施設等に配置し、周知に努め
た。
③　標準的なバス情報フォーマッ
トによる大手検索サイトへの情
報提供については、2019年度の
供用開始に向け県とともに準備
を行った。
④　地域の代表等により構成さ
れる協議会でのダイヤ改正に向
けての議論については、自治会
連合会、長寿会等の団体から意
見を聴取し、ダイヤ改正に反映さ
せた。

２．目標が達成されなかった理
由等を分析し具体策を検討する
こととの指摘があったことから、
乗客数が増加しない要因として
高齢者の負担感が大きいとの検
証結果に基づき、平成29年６月
から75歳以上の運賃を無料にす
ることにより、大幅に利用者が増
加し目標を達成することができ
た。

A

大雪等による運休はあっ
たが、計画通り運行でき、
事業は適切に実施され
た。

A

１．目標
　平成29年８月30日に策定した地域内フィーダー系
統確保維持計画【平成30年度～平成32年度】におい
て、平成32年度における１便あたり利用者数を4.1人
/便とする目標を設定。

２．目標・効果達成状況
　達成状況について、平成32年度に１便あたり利用
者数を4.1人/便とする目標に対し、平成30年度の１
便あたり利用者数は4.6人/便となり、目標を大きく上
回った。これは平成29年６月に開始した高齢者の運
賃無料化が大きく影響していると思われる。
　また、平成27年７月の大幅改正実施前の１便あた
り利用者数も上回ることとなった。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　平成26年度：4.3人/便
　　平成27年度：4.1人/便
　　平成28年度：3.6人/便
　　平成29年度：3.9人/便
　　平成30年度：4.6人/便と推移している。

　利用者数についても、平成30年度は51,587人とな
り、メルバス運行開始から初めて年度あたりの利用
者が50,000人を超えた。一方で、路線毎の格差は引
き続き大きく、宮島線や南谷線は平日であっても3.0
人/便を切っている。この２路線については、平成30
年11月27日の改正にてそれぞれ一部区間を延長す
るとともに１便減としたことから、今後の利用推移を
注視していきたい。
　なお、過去５年間の利用者総数は、
　　平成26年度：27,274人
　　平成27年度：30,492人
　　平成28年度：40,476人
　　平成29年度：43,667人
　　平成30年度：51,587人と推移している。

１．目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたり利用者数は
改善傾向にあるが、依然として
収支率（平成28年度：13.8％、平
成29年度：11.4％、平成30年度：
10.1％）は低い状況にあることか
ら通勤・通学者をターゲットとした
利便性が高いダイヤ改正を実施
することで、利用者増や収入増
を図る。

２．現在実施している広報活動
（ホームページでのメルバス情
報の掲載、時刻表の配布）に加
え、ケーブルテレビのデータ放送
への時刻表掲載を実施すること
で、高齢者が手軽にダイヤ情報
を取得することが可能となり高齢
者を中心とした利用者の掘り起
こしを行う。

３．「標準的なバス情報フォー
マット」による大手検索サイトへ
の情報提供等や県とともに「バス
ロケーションシステム」を導入す
ることにより、バスの運行状況に
関する検索の充実を図ることで
新たな利用者の掘り起こしを行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

蓑輪①
(みのわ温泉
～中新～市
民交流プラ
ザエール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。
また、みのわ温泉等に時刻表を
設置し、施設利用者が「のるmy
car」を認知し利用する機会づくり
に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,910人（前年同期13,539人）、１便あた
りの輸送人員は6.7人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みや、夕方の便におけ
る鉄道との乗り継ぎの困難さが考えられる。

鉄道との乗り継ぎを検証し、改善
に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

蓑輪②
(滑川駅前～
みのわ温泉
～市民交流
プラザエー
ル前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。
また、みのわ温泉等に時刻表を
設置し、施設利用者が「のるmy
car」を認知し利用する機会づくり
に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。。

C

利用者数は12,910人（前年同期13,539人）、１便あた
りの輸送人員は6.7人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みや、夕方の便におけ
る鉄道との乗り継ぎの困難さが考えられる。

鉄道との乗り継ぎを検証し、改善
に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

蓑輪③
(滑川駅前～
中新～みの
わ温泉)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。
また、みのわ温泉等に時刻表を
設置し、施設利用者が「のるmy
car」を認知し利用する機会づくり
に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,910人（前年同期13,539人）、１便あた
りの輸送人員は6.7人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みや、夕方の便におけ
る鉄道との乗り継ぎの困難さが考えられる。

鉄道との乗り継ぎを検証し、改善
に努めたい。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

大日室山①
(博物館前～
大日～市民
交流プラザ
エール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,056人（前年同期14,545人）、１便あた
りの輸送人員は7.3人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みが考えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても目標が達成されなかった理由について分析
し、これを明らかにする必要がある。その上で、⑥の
事業の今後の改善点については、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついても改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

大日室山②
(滑川駅前～
大日～市民
交流プラザ
エール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,056人（前年同期14,545人）、１便あた
りの輸送人員は7.3人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みが考えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても目標が達成されなかった理由について分析
し、これを明らかにする必要がある。その上で、⑥の
事業の今後の改善点については、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついても改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市
大日室山③
(滑川駅前～
大日～中開)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,056人（前年同期14,545人）、１便あた
りの輸送人員は7.3人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みが考えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても目標が達成されなかった理由について分析
し、これを明らかにする必要がある。その上で、⑥の
事業の今後の改善点については、目標が達成され
なかった理由に対応した改善策及びその具体化に
ついても改めて検討し、その実施について地域一体
となって適切に進めていくとともに、今後も適切な検
証を行い、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

小森①
(田林公民館
前～小森～
市民交流プ
ラザエール
前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,591人（前年同期13,734人）、１便あた
りの輸送人員は7.5人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、高齢ドライ
バーの増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する
高齢者の減少等による新規利用者の伸び悩みが考
えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化についても改めて検討し、その実施につい
て地域一体となって適切に進めていくとともに、今後
も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上
や利用促進が図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

小森②
(滑川駅前～
小森～市民
交流プラザ
エール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。。

C

利用者数は14,591人（前年同期13,734人）、１便あた
りの輸送人員は7.5人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、高齢ドライ
バーの増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する
高齢者の減少等による新規利用者の伸び悩みが考
えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化についても改めて検討し、その実施につい
て地域一体となって適切に進めていくとともに、今後
も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上
や利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市
小森③
(滑川駅前～
小森～本江)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。。

C

利用者数は14,591人（前年同期13,734人）、１便あた
りの輸送人員は7.5人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、高齢ドライ
バーの増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する
高齢者の減少等による新規利用者の伸び悩みが考
えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化についても改めて検討し、その実施につい
て地域一体となって適切に進めていくとともに、今後
も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上
や利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

栗山①
(グリーンタ
ウン北野口
～杉本～市
民交流プラ
ザエール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,391人（前年同期11,707人）、１便あた
りの乗車人数は6.4人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、高齢ドライバーの
増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する高齢者
の減少等による新規利用者の伸び悩みが考えられ
る。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化について改めて検討し、その実施について
地域一体となって適切に進めていくとともに、今後も
適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や
利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

栗山②
(滑川駅前～
杉本～市民
交流プラザ
エール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,391人（前年同期11,707人）、１便あた
りの乗車人数は6.4人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、高齢ドライバーの
増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する高齢者
の減少等による新規利用者の伸び悩みが考えられ
る。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化について改めて検討し、その実施について
地域一体となって適切に進めていくとともに、今後も
適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や
利用促進が図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

栗山③
(滑川駅前～
杉本～栗山
北)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,391人（前年同期11,707人）、１便あた
りの乗車人数は6.4人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、高齢ドライバーの
増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する高齢者
の減少等による新規利用者の伸び悩みが考えられ
る。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化について改めて検討し、その実施について
地域一体となって適切に進めていくとともに、今後も
適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や
利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

市街地循環
(滑川駅前～
西滑川駅～
市民交流プ
ラザエール
前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。。

C

利用者数は11,485人（前年同期10,444人）、１便あた
りの輸送人員は8.6人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、高齢ドライバーの
増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する高齢者
の減少等による新規利用者の伸び悩みが考えられ
る。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化についても改めて検討し、その実施につい
て地域一体となって適切に進めていくとともに、今後
も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上
や利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

寺町
(滑川駅前～
寺町～市民
交流プラザ
エール前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は11,667人（前年同期10,617人）、１便あた
りの輸送人員は8.8人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、高齢ドライバーの
増加に伴い移動手段を公共交通へ移行する高齢者
の減少等による新規利用者の伸び悩みが考えられ
る。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、公共
交通へ移行する高齢者が減少した根本的な要因に
ついても分析し、これを明らかにする必要がある。そ
の上で、⑥の事業の今後の改善点については、目
標が達成されなかった理由に対応した改善策及びそ
の具体化についても改めて検討し、その実施につい
て地域一体となって適切に進めていくとともに、今後
も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上
や利用促進が図られるよう期待する。

滑川市地域
公共交通会
議

滑川市

北部循環
(滑川駅前～
水族館前～
市役所前)

市内保育所、こども園、幼稚園、
小学校等にチラシを配布し、「1
日無料デー（5月5日）」を実施し
たほか、小学生を対象に夏休み
期間中に「親子でおでかけ事業」
を実施するなど、新たな利用者
の掘り起こしに努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は7,797人（前年同期8,232人）、１便あたり
の輸送人員は5.9人（目標9.0人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、既存利用者の入
院・死亡等による減少、高齢ドライバーの増加に伴
い移動手段を公共交通へ移行する高齢者の減少等
による新規利用者の伸び悩みや、一周約50分の片
周りのため地域によっては目的地へ遠回りとなるこ
とが考えられる。

回数券の導入、高齢者を中心に
利用を呼びかけるなど新規利用
者増を図ることとしたい。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、より多
くの人に利用されるルート設定に改善する余地はな
いか、といった観点からも目標が達成されなかった
理由について分析し、これを明らかにする必要があ
る。その上で、⑥の事業の今後の改善点について
は、目標が達成されなかった理由に対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性
向上や利用促進が図られるよう期待する。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。本路線において
は、今年度に実施した取組が奏功し、減少傾向が続
いていた利用者数が増加に転じた。

※当該系統利用者数
　 平成27年度 2,922人、平成28年度 2,852人、平成
29年度 2,714人、平成30年度 3,210人

バス路線網の再編（見直し）を
行っていく中で、路線の最適化を
図りながら、継続的に地域住民
との協議や利用促進策を実施
し、地域とともに持続可能な運行
形態の確立を目指す。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

市内路線については、順次再編
（見直し）を行うこととしており、再
編（見直し）に合わせ、交通空白
地域の解消に向け、地域住民及
び運行事業者と協議を行う。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
桜井交通
（株）

運行系統名
・愛本本線

運行区間
・愛本新下
区公民館～
イラッセ

・コミューター
による定時
定路線運行
・平日のみ
運行

路線沿線の地域住民と持続可
能な運行に向けて協議を行いな
がら、運行ダイヤの改正や利用
促進策（ガイドブック・ニュースレ
ターの配布、ケーブルテレビでの
紹介）等を実施した。

A

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

- 149 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。本路線においても、
今年度に実施した取組が奏功し、利用者数が着実
に増加している。

※当該系統利用者数
　 平成27年度 194人、平成28年度 5,362人、平成29
年度 6,778人、平成30年度 7,899人
※H27.9.25運行開始

バス路線網の再編（見直し）を
行っていく中で、路線の最適化を
図りながら、継続的に地域住民
との協議や利用促進策を実施
し、地域とともに持続可能な運行
形態の確立を目指す。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

市内路線については、順次再編
（見直し）を行うこととしており、再
編（見直し）に合わせ、交通空白
地域の解消に向け、地域住民及
び運行事業者と協議を行う。

計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
桜井交通
（株）

運行系統名
・石田三日
市線

運行区間
・にいかわ総
合支援学校
～黒部市役
所
・黒部市役
所～黒部市
役所

・コミューター
による定時
定路線型運
行
・平日のみ
運行

路線沿線の地域住民と持続可
能な運行に向けて協議を行いな
がら、運行ダイヤ・運行ルートの
改正や利用促進策（体験乗車会
の実施、ガイドブック・ニュースレ
ターの配布、ケーブルテレビでの
紹介）等を実施した。

A
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。しかし、本デマンド
タクシーにおいては、新たな利用促進策を講じられ
なかったこともあり、増加傾向が続いていた利用者
数が減少に転じる結果となった。

※当該系統利用者数
　 平成27年度 446人、平成28年度 639人、平成29年
度 719人、平成30年度 552人

本デマンドタクシーにおいては、
利用者数が減少するとともに、
利用者が固定化する懸念もある
ことから、新たな利用者の開拓・
利用頻度の増大に向けた新たな
利用促進策等を検討するととも
に、持続可能な運行に向けて、
地域住民との協議を継続して行
う。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

利用状況を定期的に注視し、地
域住民と協働しながら、持続可
能な運行に向けた協議・改善等
を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。④については昨年に
引き続き利用促進策が未実施となっていることから、
今後は適切に事業を実施することを期待する。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
て改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

事業が計画に位置付けら
れたとおりに実施されてい
ない点があった（利用促
進策未実施）。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
くろべ交通
（株）

運行系統名
・田家野－
中山エリア

運行区間
・田家地区
～三日市地
区

・予約型デマ
ンドタクシー
として運行
・月・水・金に
運行

利用状況調査を継続的に実施
し、地元と意識共有を図った。
利用者からは聞き取りを行うな
ど、運行ダイヤや運行エリアの
改善等について、地元住民との
協議を行った。

B

- 151 -



別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。本デマンドタクシー
においても、地区内に浸透してきたこともあり、利用
者数が着実に増加している。

※当該系統利用者数
　平成27年度 151人、平成28年度 244人、平成29年
度 261人、平成30年度 462人

利用状況を注視し、必要があれ
ば新たな利用促進策等を検討す
るとともに、引き続き、地域住民
と協議する。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

利用状況を定期的に注視し、地
域住民と協働しながら、持続可
能な運行に向けた協議・改善等
を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。④については昨年に
引き続き利用促進策が未実施となっていることから、
今後は適切に事業を実施することを期待する。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
て改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

事業が計画に位置付けら
れたとおりに実施されてい
ない点があった（利用促
進策未実施）。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
くろべ交通
（株）

運行系統名
前沢－宮野
エリア

運行区間
・前沢地区
～三日市地
区

・予約型デマ
ンドタクシー
として運行
・月・水・金に
運行

利用状況調査を継続的に実施
し、地元と意識共有を図った。
利用者からは聞き取りを行うな
ど、運行ダイヤや運行エリアの
改善等について、地元住民との
協議を行った。

B
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。しかし、本デマンド
タクシーにおいては、新たな利用促進策を講じられ
なかったこともあり、利用者数が増加傾向から減少
に転じる結果となった。

※当該系統利用者数
　平成28年度 524人、平成29年度 928人、平成30年
度 774人
※H27.11.10運行開始

引き続き、利用者の意向を把握
するとともに、新たな利用者の開
拓・利用頻度の増大に向けた新
たな利用促進策等を検討する。
また、持続可能な運行に向け
て、地域住民との協議を継続し
て行う。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

利用状況を定期的に注視し、地
域住民と協働しながら、持続可
能な運行に向けた協議・改善等
を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。④については昨年に
引き続き利用促進策が未実施となっていることから、
今後は適切に事業を実施することを期待する。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
て改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

事業が計画に位置付けら
れたとおりに実施されてい
ない点があった（利用促
進策未実施）。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
くろべ交通
（株）

運行系統名
・村椿・大布
施地区

運行区間
・村椿・大布
施地区～三
日市地区

・予約型デマ
ンドタクシー
として運行
・火・木・土に
運行

利用状況調査を継続的に実施
し、地元と意識共有を図った。
利用者からは聞き取りを行うな
ど、運行ダイヤや運行エリアの
改善等について、地元住民との
協議を行った。

B
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

A

《指標：市内バス・コミュニティバス交通の利用者数》
平成26年度現状値36,613人/年 ⇒ 平成27年度目標
値64,000人/年、平成28年度目標値85,000人/年、平
成29年度目標値85,000人/年、平成30年度目標値
86,000人/年
【参考：平成27年度 45,237人、平成28年度 58,652
人、 平成29年度 78,225人、 平成30年度 186,970
人】
北陸新幹線が開業し、新規バス路線の運行開始等
の影響もあり、市内バス・コミュニティバスの利用者
数は増加し、目標値を上回った。しかし、本デマンド
タクシーにおいては、新たな利用促進策を講じられ
なかったこともあり、利用者数が増加傾向から減少
に転じる結果となった。

※当該系統利用者数
　 平成28年度 312人、平成29年度 476人、平成30年
度 375人
※H27.11.10運行開始

引き続き、利用者の意向を把握
するとともに、新たな利用者の開
拓・利用頻度の増大に向けた新
たな利用促進策等を検討する。
また、持続可能な運行に向け
て、地域住民との協議を継続し
て行う。

A

《指標：公共交通空白地域（町内会）の割合》
平成26年度現状値75.5％ ⇒ 平成30年度目標値
99％
交通空白地域は、今年度実績値99.9％となってい
る。これは、随時、市域全体のバス路線網の再編
（見直し）を行ってきた成果によるものと考えられる。

利用状況を定期的に注視し、地
域住民と協働しながら、持続可
能な運行に向けた協議・改善等
を行う。

　協議会における事業評価結果の③及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。④については昨年に
引き続き利用促進策が未実施となっていることから、
今後は適切に事業を実施することを期待する。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、実績
向上に向けて新たな具体策及びその具体化につい
て改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促
進が図られるよう期待する。

事業が計画に位置付けら
れたとおりに実施されてい
ない点があった（利用促
進策未実施）。

黒部市公共
交通戦略推
進協議会

事業者名
くろべ交通
（株）

運行系統名
・荻生地区

運行区間
・荻生地区
～三日市地
区

・予約型デマ
ンドタクシー
として運行
・火・木・土に
運行

利用状況調査を継続的に実施
し、地元と意識共有を図った。
利用者からは聞き取りを行うな
ど、運行ダイヤや運行エリアの
改善等について、地元住民との
協議を行った。

B
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

氷見市地域
公共交通会
議

加越能バス
株式会社

運行系統
名：
ひみ番屋街
経由氷見市
民病院

運行区間：
ＪＲ氷見駅～
ひみ番屋街
～氷見市民
病院

１　市広報誌やホームページ、各
種パンフレット等にバスの情報を
掲載し、周知を図った。

２　利用しやすいバスとなるよう
努めるため、また現状分析と今
後の計画策定に役立てるため、
乗降調査を実施した。

３　乗降調査や利用実態調査を
元に、通勤・通学利用を積極的
に取り込むため、JR氷見線や地
域間幹線系統との接続性を向上
させる運行時刻表とした。

A
計画に基づいたバス運行
を実施し、地域に対し輸送
サービスを提供できた。

C

１　目標
　1便当たりの利用者数目標値は、平日は4.1人、土
日祝は10.1人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,700人、②ひみ番屋街は7,600人、
③市街地循環左回りは6,900人、④市街地循環右回
りは5,400人とした。

２　効果達成状況
　1便当たりの利用者数実績値は、平日は3.7人、土
日祝は7.3人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,322人、②ひみ番屋街は6,656人、
③市街地循環左回りは4,866人、④市街地循環右回
りは4,922人となった。氷見市への観光入込客数が
減少したことや人口減少に伴い、バスの利用者数も
減少したものと考えられる。また、冬期における荒天
により外出が控えられたことも一因と思われる。
　1便当たりの利用者数が目標に到達しなかったが、
高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段の確
保につながっているほか、既存路線から離れた地域
の交通手段確保や、ＪＲ氷見駅と各地との間の移動
手段の確保につながった。

１　地域住民・来訪者双方のバ
ス利用を促すため、市広報誌や
ホームページ、各種パンフレット
等においてバスの情報を掲載し
て周知と利用促進を徹底する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
の把握に努める。

３　通勤・通学・生活利用を積極
的に取り込むため、沿線施設の
始終業時刻等を踏まえて適宜運
行時刻表の改正を行い、JR氷見
線や地域間幹線系統等との乗
継利便性を確保・維持する。

４　城端線・氷見線沿線地域公
共交通網形成計画などの上位・
関連計画と整合性を確保し、効
率的な輸送サービスの提供を行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

氷見市地域
公共交通会
議

加越能バス
株式会社

運行系統
名：
ひみ番屋街

運行区間：
ＪＲ氷見駅～
ひみ番屋街

１　市広報誌やホームページ、各
種パンフレット等にバスの情報を
掲載し、周知を図った。

２　利用しやすいバスとなるよう
努めるため、また現状分析と今
後の計画策定に役立てるため、
乗降調査を実施した。

３　乗降調査や利用実態調査を
元に、通勤・通学利用を積極的
に取り込むため、JR氷見線や地
域間幹線系統との接続性を向上
させる運行時刻表とした。

A
計画に基づいたバス運行
を実施し、地域に対し輸送
サービスを提供できた。

C

１　目標
　1便当たりの利用者数目標値は、平日は4.1人、土
日祝は10.1人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,700人、②ひみ番屋街は7,600人、
③市街地循環左回りは6,900人、④市街地循環右回
りは5,400人とした。

２　効果達成状況
　1便当たりの利用者数実績値は、平日は3.7人、土
日祝は7.3人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,322人、②ひみ番屋街は6,656人、
③市街地循環左回りは4,866人、④市街地循環右回
りは4,922人となった。氷見市への観光入込客数が
減少したことや人口減少に伴い、バスの利用者数も
減少したものと考えられる。また、冬期における荒天
により外出が控えられたことも一因と思われる。
　1便当たりの利用者数が目標に到達しなかったが、
高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段の確
保につながっているほか、既存路線から離れた地域
の交通手段確保や、ＪＲ氷見駅と各地との間の移動
手段の確保につながった。

１　地域住民・来訪者双方のバ
ス利用を促すため、市広報誌や
ホームページ、各種パンフレット
等においてバスの情報を掲載し
て周知と利用促進を徹底する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
の把握に努める。

３　通勤・通学・生活利用を積極
的に取り込むため、沿線施設の
始終業時刻等を踏まえて適宜運
行時刻表の改正を行い、JR氷見
線や地域間幹線系統等との乗
継利便性を確保・維持する。

４　城端線・氷見線沿線地域公
共交通網形成計画などの上位・
関連計画と整合性を確保し、効
率的な輸送サービスの提供を行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

氷見市地域
公共交通会
議

加越能バス
株式会社

運行系統
名：
市街地循環
左回り

運行区間：
氷見市民病
院～ＪＲ氷見
駅～氷見市
民病院

１　市広報誌やホームページ、各
種パンフレット等にバスの情報を
掲載し、周知を図った。

２　利用しやすいバスとなるよう
努めるため、また現状分析と今
後の計画策定に役立てるため、
乗降調査を実施した。

３　乗降調査や利用実態調査を
元に、通勤・通学利用を積極的
に取り込むため、JR氷見線や地
域間幹線系統との接続性を向上
させる運行時刻表とした。

A
計画に基づいたバス運行
を実施し、地域に対し輸送
サービスを提供できた。

C

１　目標
　1便当たりの利用者数目標値は、平日は4.1人、土
日祝は10.1人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,700人、②ひみ番屋街は7,600人、
③市街地循環左回りは6,900人、④市街地循環右回
りは5,400人とした。

２　効果達成状況
　1便当たりの利用者数実績値は、平日は3.7人、土
日祝は7.3人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,322人、②ひみ番屋街は6,656人、
③市街地循環左回りは4,866人、④市街地循環右回
りは4,922人となった。氷見市への観光入込客数が
減少したことや人口減少に伴い、バスの利用者数も
減少したものと考えられる。また、冬期における荒天
により外出が控えられたことも一因と思われる。
　1便当たりの利用者数が目標に到達しなかったが、
高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段の確
保につながっているほか、既存路線から離れた地域
の交通手段確保や、ＪＲ氷見駅と各地との間の移動
手段の確保につながった。

１　地域住民・来訪者双方のバ
ス利用を促すため、市広報誌や
ホームページ、各種パンフレット
等においてバスの情報を掲載し
て周知と利用促進を徹底する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
の把握に努める。

３　通勤・通学・生活利用を積極
的に取り込むため、沿線施設の
始終業時刻等を踏まえて適宜運
行時刻表の改正を行い、JR氷見
線や地域間幹線系統等との乗
継利便性を確保・維持する。

４　城端線・氷見線沿線地域公
共交通網形成計画などの上位・
関連計画と整合性を確保し、効
率的な輸送サービスの提供を行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

氷見市地域
公共交通会
議

加越能バス
株式会社

運行系統
名：
市街地循環
右回り

運行区間：
氷見市民病
院～ＪＲ氷見
駅～氷見市
民病院

１　市広報誌やホームページ、各
種パンフレット等にバスの情報を
掲載し、周知を図った。

２　利用しやすいバスとなるよう
努めるため、また現状分析と今
後の計画策定に役立てるため、
乗降調査を実施した。

３　乗降調査や利用実態調査を
元に、通勤・通学利用を積極的
に取り込むため、JR氷見線や地
域間幹線系統との接続性を向上
させる運行時刻表とした。

A
計画に基づいたバス運行
を実施し、地域に対し輸送
サービスを提供できた。

C

１　目標
　1便当たりの利用者数目標値は、平日は4.1人、土
日祝は10.1人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,700人、②ひみ番屋街は7,600人、
③市街地循環左回りは6,900人、④市街地循環右回
りは5,400人とした。

２　効果達成状況
　1便当たりの利用者数実績値は、平日は3.7人、土
日祝は7.3人。運行系統別では、①ひみ番屋街経由
氷見市民病院は1,322人、②ひみ番屋街は6,656人、
③市街地循環左回りは4,866人、④市街地循環右回
りは4,922人となった。氷見市への観光入込客数が
減少したことや人口減少に伴い、バスの利用者数も
減少したものと考えられる。また、冬期における荒天
により外出が控えられたことも一因と思われる。
　1便当たりの利用者数が目標に到達しなかったが、
高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段の確
保につながっているほか、既存路線から離れた地域
の交通手段確保や、ＪＲ氷見駅と各地との間の移動
手段の確保につながった。

１　地域住民・来訪者双方のバ
ス利用を促すため、市広報誌や
ホームページ、各種パンフレット
等においてバスの情報を掲載し
て周知と利用促進を徹底する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
の把握に努める。

３　通勤・通学・生活利用を積極
的に取り込むため、沿線施設の
始終業時刻等を踏まえて適宜運
行時刻表の改正を行い、JR氷見
線や地域間幹線系統等との乗
継利便性を確保・維持する。

４　城端線・氷見線沿線地域公
共交通網形成計画などの上位・
関連計画と整合性を確保し、効
率的な輸送サービスの提供を行
う。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

砺波市地域
公共交通会
議

砺波市

東部循環線
～秋麦苑・
油田駅前～
砺波駅～砺
波市役所前

今年度から事業評価を実施 A
事業が計画に位置付けら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

輸送人数について１便あたり3.0人を目標としていた
が、１便あたり1.7人であり計画に位置付けられた目
標を達成できなかった。
また、収支率について、会計年度で平成33年までに
市営バス全体で15.0％を目標としており、平成29年
度は支出56,760千円に対して費用3,988千円、収支
率は7.0%となっている。

　⑤目標・効果達成状況に記載
したとおり、１便あたりの乗車
率、市営バス全体の収益率とも
目標に達しなかった。ダイヤ改正
の周知や市営バスの利便性に
ついて、市民へ十分に浸透して
いないと思われるため、今後も
公共交通マップの配布等により
市民へPR活動を行っていく。
　現在実施している広報活動
（ホームページや広報紙でのバ
ス情報の掲載）を引き続き実施し
周知を図る。また、計画にある中
学生や高校生への路線延伸ア
ピールについて、広報紙で周知
を行ったが、中高生を対象に
絞った効果的な周知方法を検討
し利用促進を図る。
　園児や小学生を対象としたバ
スの乗り方教室について、出前
講座を行った。今後も出前講座
等で市営バスのイメージアップを
図る。
　「標準的なバス情報フォーマッ
ト」による大手検索サイトへの情
報提供等により、経路検索の充
実を図る。
　路線やダイヤの見直しにおい
ては、引き続き関係機関、運送
事業者、地域の代表等から構成
される協議会にて議論する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、目標
が達成されなかった理由について分析し、これを明
らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今後
の改善点については、目標が達成されなかった理由
に対応した改善策及びその具体化についても改めて
検討し、その実施について地域一体となって適切に
進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域
公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

加賀温泉バ
ス㈱

（路線名）
温泉片山津
線
（運行区間）
加賀温泉駅
～片山津温
泉～石川病
院～湖城団
地～加賀温
泉駅

平成30年4月より、地元からの要
望を受けて、「湯の谷橋」停留所
を増設した。また、利用促進のた
め、市内全世帯及び市内3高校
の新入生に時刻表を配布した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

「湯の谷橋」停留所の増設もあり、1便あたりの乗車
人数は、13.03人と目標の12人に達した。しかし、通
学定期券利用者が皆無のため、通学利用者獲得に
向けた、利用促進などが必要と考える。

市内全世帯及び高校の新入生
に時刻表を配布することで、利
用促進を図る。また、利用者の
行先として多い施設での利用相
談会の開催も検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

加賀温泉バ
ス㈱

（路線名）
山代大聖寺
線
（運行区間）
山中温泉～
山代温泉東
口～上河崎
～大聖寺駅
～大聖寺実
業高校～か
が交流プラ
ザさくら

路線沿線の小学校の児童を対
象に路線バスの乗り方教室を実
施した。また、利用者の待合環
境向上のため、山中温泉バス
ターミナルの老朽化した照明を
LED化した。さらに、利用促進の
ため、市内全世帯及び市内3高
校の新入生に時刻表を配布し
た。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

1便あたりの乗車人数は、11.47人と目標の14人に達
していない。少子化による高校生の減少や高校生の
自家用車での送迎の増加が、利用低下の原因と考
えられる。定期券も片道利用が大半のため、往復で
利用していただけるようなダイヤ改善が必要と考え
る。

沿線の高校と連携し、特に高校
生の通学での利用増加を図る。
また、市内全世帯及び高校の新
入生に時刻表を配布すること
で、利用促進を図る。利用者の
行先として多い施設での利用相
談会の開催も検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、高校
生の自家用車での送迎が増加した根本的な要因に
ついて分析し、これを明らかにする必要がある。その
上で、⑥の事業の今後の改善点については、目標
が達成されなかった理由に対応した改善策及びその
具体化について改めて検討し、その実施について地
域一体となって適切に進めていくとともに、今後も適
切な検証を行い、地域公共交通の持続性向上や利
用促進が図られるよう期待する。

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

加賀温泉バ
ス㈱

（路線名）
温泉大聖寺
線
（運行区間）
加賀温泉駅
～松が丘～
大聖寺駅～
かが交流プ
ラザさくら

利用促進のため、市内全世帯及
び市内3高校の新入生に時刻表
を配布した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

1便あたりの乗車人数は、5.01人と目標の3人に達し
た。しかし、直近の通学定期券利用者が0人となるな
ど、少子化による高校生の減少や高校生の自家用
車での送迎の増加により、利用が伸び悩んでいる。

沿線の高校と連携し、特に高校
生の通学及び部活動での利用
増加を図る。また、市内全世帯
及び高校の新入生に時刻表を
配布することで、利用促進を図
る。利用者の行先として多い施
設での利用相談会の開催も検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

加賀温泉バ
ス㈱

（路線名）
吉崎線
（運行区間）
加賀温泉駅
～上河崎～
大聖寺駅～
塩屋

平成30年4月より、地元からの要
望を受けて、一部の便の黒瀬町
への乗り入れを開始した。また、
通学環境向上のため、錦城中学
校最寄りの「関町」バス停の修繕
を行った。さらに、利用促進のた
め、市内全世帯及び市内3高校
の新入生に時刻表を配布した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

1便あたりの乗車人数は、12.62人と目標の12人に達
した。市の総合病院の移転に伴い、平成27年3月に
路線を延伸したため、沿線住民に通院手段としての
利用が浸透してきたが、黒瀬町乗り入れの利用が低
調であるため、利用促進が必要である。

市内全世帯及び高校の新入生
に時刻表を配布することで、利
用促進を図る。また、利用者の
行先として多い施設での利用相
談会の開催も検討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

日本海観光
バス㈱

（系統名）
キャンバス
空港線
（運行区間）
加賀温泉駅
～片山津温
泉～小松空
港

片山津温泉に向かう利用者へ、
加賀温泉駅から13分程度で片山
津温泉に行くことができることを
案内し、利用促進に努めた。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C
1便あたりの乗車人数は、3.45人と目標の5人に達し
ていない。原因としては、豪雪や台風の多発による
旅行者の減少が考えられる。

加賀温泉駅周辺での買い物等
の移動手段として、沿線住民に
利用してもらうため、回数券も利
用できることを周知し利用促進を
図る。また、ホームページを多言
語対応としており、多言語用QR
コードも掲載している。さらに、車
内及び事務所にはFree　Wi-Fiを
設置しており、今後は、パンフ
レットにも記載することで利用促
進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス㈱

系統名：南
部ルート
運行区間：
内灘駅～内
灘町役場～
内灘駅（町
内循環）

平成30年4月よりルート・ダイヤ
を変更した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

平成30年4月より実施した大幅なルート改編及びバ
ス1台の新規増台に伴う運行経費の増加や、燃料費
の高騰、同年1月～2月の記録的な大雪に伴う運休、
さらに新規利用者の伸び悩みにより、収支率は目標
35％に対し24.9％であった。

引き続き北陸鉄道浅野川線との
接続性向上により利用促進を図
るとともに、運行計画全体を再度
見直し、効率的でニーズに即し
たルート・ダイヤを検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ルート
改編による利用状況の変化についても分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス㈱

系統名：全
町ルート
運行区間：
内灘駅～西
荒屋公民館
前～内灘駅
（町内循環）

平成30年4月よりルート・ダイヤ
を変更した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

平成30年4月より実施した大幅なルート改編及びバ
ス1台の新規増台に伴う運行経費の増加や、燃料費
の高騰、同年1月～2月の記録的な大雪に伴う運休、
さらに新規利用者の伸び悩みにより、収支率は目標
35％に対し24.9％であった。

引き続き北陸鉄道浅野川線との
接続性向上により利用促進を図
るとともに、運行計画全体を再度
見直し、効率的でニーズに即し
たルート・ダイヤを検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ルート
改編による利用状況の変化についても分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス㈱

系統名：にし
ルート
運行区間：
ほのぼの湯
～千鳥台１
丁目～ほの
ぼの湯（町
内循環）

平成30年4月より新たに創設・運
行を開始した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

平成30年4月より実施した大幅なルート改編及びバ
ス1台の新規増台に伴う運行経費の増加や、燃料費
の高騰、同年1月～2月の記録的な大雪に伴う運休、
さらに新規利用者の伸び悩みにより、収支率は目標
35％に対し24.9％であった。

引き続き北陸鉄道浅野川線との
接続性向上により利用促進を図
るとともに、運行計画全体を再度
見直し、効率的でニーズに即し
たルート・ダイヤを検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ルート
改編による利用状況の変化についても分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス㈱

系統名：ひが
しルート
運行区間：
ほのぼの湯
～少年の家
～ほのぼの
湯（町内循
環）

平成30年4月より新たに創設・運
行を開始した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

平成30年4月より実施した大幅なルート改編及びバ
ス1台の新規増台に伴う運行経費の増加や、燃料費
の高騰、同年1月～2月の記録的な大雪に伴う運休、
さらに新規利用者の伸び悩みにより、収支率は目標
35％に対し24.9％であった。

引き続き北陸鉄道浅野川線との
接続性向上により利用促進を図
るとともに、運行計画全体を再度
見直し、効率的でニーズに即し
たルート・ダイヤを検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ルート
改編による利用状況の変化についても分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス㈱

系統名：白
帆台ルート
運行区間：
白帆台２丁
目北～ハマ
ナス１丁目
～内灘駅

平成30年4月より新たに創設・運
行を開始した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

平成30年4月より実施した大幅なルート改編及びバ
ス1台の新規増台に伴う運行経費の増加や、燃料費
の高騰、同年1月～2月の記録的な大雪に伴う運休、
さらに新規利用者の伸び悩みにより、収支率は目標
35％に対し24.9％であった。

引き続き北陸鉄道浅野川線との
接続性向上により利用促進を図
るとともに、運行計画全体を再度
見直し、効率的でニーズに即し
たルート・ダイヤを検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、ルート
改編による利用状況の変化についても分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：旭
山線
運行区間
（津幡駅～
石川高専前
～旭山公園
前）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

旭山工業団地内企業の従業員
の通勤や石川工業高等専門学
校への通学等の利便性を考慮
し、ダイヤ改正を行った。また、
利用者への聞き取り調査等によ
る分析を行い、ダイヤ改正に反
映した。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　3.22人
(H29.10～H30.9)11.45人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。

 協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：潟
端線
運行区間
（津幡駅～
潟端陽香台
口～津幡
駅、津幡駅
～潟端陽香
台口～役場
前）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

鉄道との接続を考慮するなど、
利用者の利便性を考慮したダイ
ヤ改正を行った。また、ダイヤ改
正の時刻表を地域内全戸に配
布し利用促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H29.10～H30.9)2.09人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。
また、利用者が少ない系統もあ
るため、利用促進のチラシを配
布し広報に努めるほか、利用者
や地域住民への聞き取り調査等
から利便性を考慮した運行を検
討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：太
田線
運行区間
（役場前～
津幡中央～
太田～津幡
駅、役場前
～太田～津
幡駅、津幡
検問所前～
津幡駅～津
幡南中学校
前）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

鉄道との接続を考慮するなど、
利用者の利便性を考慮したダイ
ヤ改正を行った。また、利用促進
チラシ及びダイヤ改正の時刻表
を地域内全戸に配布し利用促進
を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H29.10～H30.9)2.93人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。
また、利用者が少ない系統もあ
るため、利用促進のチラシを配
布し広報に努めるほか、利用者
や地域住民への聞き取り調査等
から利便性を考慮した運行を検
討する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：井
上線
運行区間
（津幡駅～
津幡中央～
井上小学校
前、津幡駅
～役場前～
井上小学校
前、井上保
育園前～役
場前～津幡
駅、井上保
育園前～津
幡中央～津
幡駅）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

鉄道との接続を考慮するなど、
利用者の利便性を考慮したダイ
ヤ改正を行った。また、ダイヤ改
正の時刻表を地域内全戸に配
布し利用促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H29.10～H30.9)4.80人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。

 協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：緑
が丘線
運行区間
（津幡駅～
緑が丘～森
林公園南
口、津幡駅
～白鳥神社
前～近懇館
前、４丁目公
園前～白鳥
神社前～津
幡駅、エクセ
ルタウン～
役場前～津
幡駅）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

鉄道との接続を考慮するなど、
利用者の利便性を考慮したダイ
ヤ改正を行った。また、ダイヤ改
正の時刻表を地域内全戸に配
布し利用促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　2.70人
(H29.10～H30.9)4.82人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。

 協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

津幡町地域
公共交通活
性化協議会

津幡町

系統名：領
家線
運行区間
（津幡駅～
本津幡駅～
裏舟橋）
※車両減価
償却費等国
庫補助金対
象路線

鉄道との接続を考慮するなど、
利用者の利便性を考慮したダイ
ヤ改正を行った。また、ダイヤ改
正の時刻表を地域内全戸に配
布し利用促進を図った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

A

運行コストを250円以内
(H29.10～H30.9)225.84円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H29.10～H30.9)2.50人

31年3月の鉄道ダイヤ改正に合
わせ乗継ダイヤの調整を行うな
ど、利用者の利便性向上及び更
なる利用促進を図る。
また、利用者が少ない便もある
ため、利用促進のチラシを配布
し広報に努めるほか、利用者や
地域住民への聞き取り調査等か
ら利便性を考慮した運行を検討
する。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、具体的な改善策の
実施について地域一体となって適切に進めていくと
ともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通の
さらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期待
する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

輪島市地域
公共交通会
議

輪島市

おでかけバ
ス
（安代原・西
円山コース）
※申請番号
1

前回の事業評価を踏まえ、H30
年度も引き続き現行の料金体系
及び便数を維持し、利用者の利
便性を確保した。

A
計画通り事業は実施され
た

C

沿線住民の減少、燃料費の高騰等により目標を達
成できなかった

乗車人数
【目標】1,155人以上
【実績】　982人
⇒目標未達成

1㎞あたりの運行コスト
【目標】102.57円以内
【実績】113.57円
⇒目標未達成

利用促進のため、引き続き情報
発信を行い、利用者数の確保を
行う。

運行コストについては、より現状
に応じた目標設定とし、運行コス
トの抑制に努める。

今後も利用状況等を把握し、検
証を行いながら、利用促進に向
けて、対応を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者数が減少した根本的な要因について分析し、これ
を明らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点として、昨年から
引き続き「より現状に応じた目標設定」が挙げられて
いるが、当該目標を達成するために対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性
向上や利用促進が図られるよう期待する。

輪島市地域
公共交通会
議

輪島市

愛のりバス
与呂見コー
ス
※申請番号
2

前回の事業評価を踏まえ、H30
年度も引き続き現行の料金体系
及び便数を維持し、利用者の利
便性を確保した。

A
計画通り事業は実施され
た

C

沿線住民の減少、燃料費の高騰等により目標を達
成できなかった

乗車人数
【目標】1,805人以上
【実績】1,246人
⇒目標未達成

1㎞あたりの運行コスト
【目標】114.30円以内
【実績】162.55円
⇒目標未達成

利用促進のため、引き続き情報
発信を行い、利用者数の確保を
行う。

運行コストについては、より現状
に応じた目標設定とし、運行コス
トの抑制に努める。

今後も利用状況等を把握し、検
証を行いながら、利用促進に向
けて、対応を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者数が減少した根本的な要因について分析し、これ
を明らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点として、昨年から
引き続き「より現状に応じた目標設定」が挙げられて
いるが、当該目標を達成するために対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性
向上や利用促進が図られるよう期待する。

輪島市地域
公共交通会
議

北鉄奥能登
バス㈱

のらんけバ
ス城兼コー
ス
※申請番号
3

前回の事業評価を踏まえ、H30
年度も引き続き現行の料金体系
及び便数を維持し、利用者の利
便性を確保した。

A
計画通り事業は実施され
た

C

沿線住民の減少、燃料費の高騰等により目標を達
成できなかった

乗車人数
【目標】1,817人以上
【実績】1,073人
⇒目標未達成

1㎞あたりの運行コスト
【目標】195.60円以内
【実績】239.68円
⇒目標未達成

利用促進のため、引き続き情報
発信を行い、利用者数の確保を
行う。

運行コストについては、より現状
に応じた目標設定とし、運行コス
トの抑制に努める。

今後も利用状況等を把握し、検
証を行いながら、利用促進に向
けて、対応を検討する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者数が減少した根本的な要因について分析し、これ
を明らかにする必要がある。
　また、⑥の事業の今後の改善点として、昨年から
引き続き「より現状に応じた目標設定」が挙げられて
いるが、当該目標を達成するために対応した改善策
及びその具体化について改めて検討し、その実施に
ついて地域一体となって適切に進めていくとともに、
今後も適切な検証を行い、地域公共交通の持続性
向上や利用促進が図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

宝達志水町
地域交通会
議

㈱敷浪タク
シー

(１)運行系統
名
　　　デマンド
タクシー

(２)運行区域
　　　宝達志
水町全域及
び
　　　羽咋市
の一部

■利用促進啓発
①町広報誌、町ホームページ、
時刻表の配布等による啓発
　H29.5月より、町コミュニティバ
スの時刻表と一体とした時刻表
を作成し、見やすいように改善し
た。
　H30.4月のバスダイヤ改正の際
にも同様の時刻表を作成し、利
用者への一体的な説明を可能と
している。

②デマンドタクシー回数券の交
付
　H30.4月より高齢者の免許自主
返納者に対し、デマンドタクシー
の回数券を交付しており、その
制度について町ホームページに
て周知を行った。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

B

　利用者数の増加を目標として実施したが、前年度
比3.7％減少した。

H28.10月～H29.9月
　8,009人
H29.10月～H30.9月
　7,717人

　昨年の豪雪の際に運行できない日があったこと
や、冬期の利用が想定より少なかった。

　今後とも利用促進啓発に努め
るとともに、利用状況や利用者
ニーズを把握し、目標を達成でき
るよう努めたい。
　町民の方にさらに周知できるよ
う、町広報誌や、町facebookを効
果的に活用していく。
　また、H29.4月より高齢者の免
許自主返納者に対し、デマンドタ
クシーの回数券を交付しており、
その制度についても周知し、利
用者の増加を図る。(H29：9/32
人、H30：9/44人)
　人口減少、高齢化の加速によ
る交通弱者が増加していく中、
今後も公共交通の充実を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化についても改めて検討
し、その実施について地域一体となって適切に進め
ていくとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共
交通のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

珠洲市地域
公共交通活
性化協議会

珠洲市
（まちなかバ
スすずらん）

市街地循環
路線
起終点「すず
なり館前」
経由地「市
役所」

　実績向上に向け、引き続き、地
域の大型商業施設や商店街等
と連携した利用促進事業（おで
かけバス100円券）を実施。
　なお、同事業の実施が10回目
となることから関係者へのヒアリ
ング等を実施し、より効果的な利
用促進策となるよう検討を行っ
た。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

C

＜目標＞
利用者数　12人/日以上

＜実績＞
利用者数　11.74人/日

平成30年9月の利用者減が著しい（H29.9と比べおよ
そ80人の減）。大型の台風が2度通過するなど、不安
定な天候が要因のひとつと考えられる。

　左記の減少が一時的なものな
のか見極める必要があるが、い
ずれにせよ、年間を通じた利用
者の確保に努める必要がある。
　新規利用者獲得のため、現在
販売している１カ月フリー乗車券
（500円）を活用した取り組みなど
も検討したい。
　また、利用が午前中に集中し
ていることから、午後に運行する
ダイヤの再編について、次回の
運行委託契約（H32.10）に向け
検討を行っていく。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

珠洲市地域
公共交通活
性化協議会

珠洲市
（市営バス三
崎線）

スクールバ
スの回送を
利用
起点「大屋」
終点「飯田
高校下」

　利用は固定の高齢者が主であ
り、利用者が1名減ることによる
年間利用者数への影響は大き
いと考える。昨年度は目標値を
達成できなかったが、平成30年
度の生活交通確保維持改善計
画においては地域の現状に則し
た目標値としている。
　実績向上に向けては、引き続
き、地域の大型商業施設や商店
街等と連携した利用促進事業
（おでかけバス100円券）を実
施。
　なお、同事業の実施が10回目
となることから関係者へのヒアリ
ング等を実施し、より効果的な利
用促進策となるよう検討を行っ
た。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

A

＜目標＞
利用者数　2人/日以上

＜実績＞
利用者数　2.95人/日

　人口減少に伴い公共交通の利
用者も減少していくものと考えら
れるが、当路線は高齢者の重要
な移動手段であることから、引き
続き地域と連携した利用促進策
を講じて利用者の維持に努め
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

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

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

珠洲市地域
公共交通活
性化協議会

珠洲市
（市営バス小
屋線）

「鵜飼本
町」、「大町」
間を往復に
て運行

　実績向上に向け、引き続き、地
域の大型商業施設や商店街等
と連携した利用促進事業（おで
かけバス100円券）を実施。
　なお、同事業の実施が10回目
となることから関係者へのヒアリ
ング等を実施し、より効果的な利
用促進策となるよう検討を行っ
た。

A
　事業が計画に位置づけ
られたとおり、適切に実施
された。

A

＜目標＞
利用者数　2人/日以上

＜実績＞
利用者数　2.60人/日

　人口減少に伴い公共交通の利
用者も減少していくものと考えら
れるが、当路線は高齢者の重要
な移動手段であることから、引き
続き地域と連携した利用促進策
を講じて利用者の維持に努め
る。

　協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

穴水町地域
公共交通協
議会

穴水町

運行系統
名：四村線
穴水駅前～
穴水総合病
院

利用者の増加を図るため、四村
線を含めた、本町全域の路線バ
ス時刻表を作成し、全戸配布を
行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

事業が計画に位置づけられた目標を一部達成でき
ない点があった。
・１㎞当たりの運行コスト
　123.30円（目標250円以内）
・１日当たりの乗車人員
　12.28人（目標14.20人以上）
　理由：沿線地区の少子化に伴う通学利用者の減少
等

利用者減少の原因としては、主
な利用者である沿線の通学、通
院者の減少があげられるが、人
口減少が進む近年において利
用者増は難しい状況である。
よって、今後は関係者と協議しな
がら、減便を含めたダイヤの見
直しについて検討し、効率的な
運行および運行経費の削減に
努める。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に記載のある
「病院や駅等において確認しやすいスペースへの時
刻表の設置」の反映が十分ではないと考えられるこ
とから、これらの記載を踏まえた改善を行っていくこ
とが必要である。
　また、⑥の事業の今後の改善点については、目標
を達成するための具体策及びその具体化について
も改めて検討し、その実施について地域一体となっ
て適切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行
い、地域公共交通の持続性向上や利用促進が図ら
れるよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

小松市地域
公共交通活
性化協議会

小松バス㈱

運行系統
名：
市内循環線
（千松閣経
由、市民病
院経由）
運行区間：
小松駅前～
市民病院/
千松閣～小
松駅前

第一地区コミュニティセンターへ
の延伸により障がい者等への利
便性向上を図った。
公立小松大学の開学に伴い、当
市の独自事業であるらく賃パス
ポートの事業の対象を大学生に
拡大、バス停周辺の施設を掲載
したバスマップを作成・配布し、
利用促進に努めた。

A
事業は計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた

B

目標利用者数 67,000人に対し､65,852人であった。

<要因>
大雪や台風による影響で利用が落ち込み、目標に
未達成であった。
1　H30年2月  △949人
　　(大雪による影響)
2　H30年9月  △355人
　　(台風等による影響)

利用実態を踏まえ、鉄道や市内
路線バスへの接続にも配慮した
運行ダイヤの見直しを行い、移
動手段の維持確保に努める。
引き続き、広報やＨＰ等での周
知、バスマップの配布等により利
用の促進を図る。

　協議会における事業評価結果の③から⑥までにつ
いては自己評価のとおりであり、実績向上に向けて
具体的な改善策について引き続き検討し、その実施
について地域一体となって適切に進めていくととも
に、今後も適切な検証を行い、地域公共交通のさら
なる持続性向上や利用促進が図られるよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

七尾市地域
公共交通協
議会

七尾市

・中島げんき
バス
　釶打・熊木
方面
　西岸方面
　豊川方面
　笠師保方
面

・前回の事業評価以降、のと鉄
道の大幅なダイヤ改正はなく、
現行の時刻表で乗り継ぎ利便性
が確保できるため、運行ダイヤ
の変更は行わなかった。

・市ＨＰ及び広報誌を活用して、
利用促進を図った。

A
計画通り適切に実施して
いる。

A

・（１）事業の目標　輸送人員について、平成28年度
実績値（16,674人）に沿線人口の直近3箇年の平均
増減率（▲2.6％）を乗じた値（16,240人）を上回った。
（平成29年10月～平成30年9月輸送人員19,107人）
※増加要因：市健康福祉部局の運賃助成による利
用者の増加が要因と思われる。

・車両の取得に係る目標について、運行コスト1kmあ
たり165円以下という目標を達成できた。（平成29年
10月～平成30年9月1kmあたり運行コスト151円）

・今後も、のと鉄道のダイヤ改正
に対応し、乗継利便性を考慮す
るとともに、地域住民が利用しや
すい運行ダイヤ等の見直しを検
討する。

・引き続き、市HP等を活用し利用
促進を図る。

 協議会における事業評価結果の③から⑤までにつ
いては自己評価のとおりである。
　なお、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、さらなる実績向上に
向けて新たな改善策及びその具体化についても改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通のさらなる持続性向上や利用促進が
図られるよう期待する。

七尾市地域
公共交通協
議会

北鉄能登バ
ス㈱

・市内循環
バス「まりん
号」順回り
・市内循環
バス「まりん
号」逆回り

・市ＨＰ及び広報誌を活用して、
利用促進を図った。

A
計画通り適切に実施して
いる。

B

・（１）事業の目標　輸送人員について、平成28年度
実績値（68,200人）に沿線人口の直近3箇年の平均
増減率（▲0.8％）を乗じた値（67,654人）を上回ること
ができなかった。（平成29年10月～平成30年9月輸
送人員65,744人）

※減少要因：利用者人口の減少及び入込客数の減
少によるものと思われる。

・市ＨＰ等を活用し、周知を図る
ととともに、交通系大手検索サイ
トへ情報提供を行うことで、利用
促進を図る。

　協議会における事業評価結果の④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③の前回（又は類似事業）の事業評価結果
の反映状況については、前年度の⑥に記載のある
「交通系大手検索サイトへの情報提供」の反映が十
分ではないと考えられることから、これらの記載を踏
まえた改善を行っていくことが必要である。
　また、⑥の事業の今後の改善点については、ここ
で示された改善策のみならず、実績向上に向けて新
たな改善策及びその具体化について改めて検討し、
その実施について地域一体となって適切に進めてい
くとともに、今後も適切な検証を行い、地域公共交通
のさらなる持続性向上や利用促進が図られるよう期
待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

中能登町地
域公共交通
会議

北鉄能登バ
ス㈱

中能登町コ
ミュニティバ
ス
通称：おりひ
めバス
とりやコー
ス、ろくせい
コース

運行ルート見直しについては、
町単独による調査事業を実施し
た。その結果をふまえ、網形成
計画策定とあわせて見直しを行
う。
全戸へのチラシ配布について
は、町内公共交通の概要を記載
した時刻表を全戸配布した。
イベント時に利用料金の無料化
を図ることで乗車体験の機会を
設け、新たな利用者の増加を
図った。
免許返納者へ回数券を進呈し、
新たな利用者の増加を図った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

B

目標収支率の達成
目標：15.0％、実績：11.9％
未達成理由：運行委託料の内、借上げ車両の変更
に伴う経費と燃料費の増加及び利用者の減に伴い
収支が悪化した。

・利用者の意見を踏まえ一部運
行ルートを見直す。
・運行ルート見直しに併せ、路線
バス、コミュニティバス、デマンド
タクシーの概要について全戸に
チラシを配布し、促進を図る。
・イベント時に利用料金の無料
化を図ることで乗車体験の機会
を設け、新たな利用者の増加を
図る。
・免許返納者に進呈した回数券
の利用を把握する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、利用
者数が減少した根本的な要因について分析し、これ
を明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の
今後の改善点については、目標が達成されなかった
理由に対応した改善策及びその具体化について改
めて検討し、その実施について地域一体となって適
切に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、
地域公共交通の持続性向上や利用促進が図られる
よう期待する。

中能登町地
域公共交通
会議

㈱中能登タ
クシー

デマンドタク
シー
瀬戸・花見
月コース（お
でかけ便）
瀬戸・花見
月コース（お
かえり便）
上後山・下
後山コース
（おでかけ
便）
上後山・下
後山コース
（おかえり
便）

運行ルート見直しについては、
町単独による調査事業を実施し
た。その結果をふまえ、網形成
計画策定とあわせて見直しを行
う。
全戸へのチラシ配布について
は、町内公共交通の概要を記載
した時刻表を全戸配布した。
イベント時に利用料金の無料化
を図ることで乗車体験の機会を
設け、新たな利用者の増加を
図った。
免許返納者へ回数券を進呈し、
新たな利用者の増加を図った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

B
目標収支率の達成
目標：10.0％、実績：7.8％
未達成理由：乗合が少なく効率が悪かった。

・利用者の意見を踏まえ一部運
行ルートを見直す
・運行ルート見直しに併せ、路線
バス、コミュニティバス、デマンド
タクシーの概要について全戸に
チラシを配布し、促進を図る
・イベント時に利用料金の無料
化を図ることで乗車体験の機会
を設け、新たな利用者の増加を
図る。
・免許返納者に進呈した回数券
の利用を把握する。

　協議会における事業評価結果の③及び④につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、⑤の目標・効果達成状況については、乗合
が少なかった根本的な要因について分析し、これを
明らかにする必要がある。その上で、⑥の事業の今
後の改善点については、目標が達成されなかった理
由に対応した改善策及びその具体化について改め
て検討し、その実施について地域一体となって適切
に進めていくとともに、今後も適切な検証を行い、地
域公共交通の持続性向上や利用促進が図られるよ
う期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

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
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

佐渡航路確
保維持改善
協議会

佐渡汽船㈱
小木直江津
航路

航路運営改善のため、 行政と連
携した乗用車航送運賃割引、旅
行会社に対する上越・北陸新幹
線を利用した新潟・直江津周遊
コースの商品造成や宣伝強化の
要請、関西地区のセールス強
化、バス特別割引やクーポン活
用による団体客の誘致、地元自
治体・関係事業者と連携した広
域観光の取組強化（佐渡市・上
越市の相互送客ツアーの設定、
島内バス満車時の島外バス受
入支援等）、新潟・佐渡観光推進
機構等と連携した外国人観光客
の誘致、SNS等を活用した情報
発信強化等により、航路の利用
増に取り組んだ。
乗用車航送の割引運賃につい
ては、 県の補助により新潟両津
航路と同一運賃となっており、周
遊商品を販売しやすい環境が整
えられている。

経費削減については、経費全体
の見直しを行うとともに、船舶の
修繕費縮減に向け、国と検査項
目等について調整を行ってい
る。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

H29.10～H30.9までの目標利用者数187,780人に対し
て117,027人(▲70,753人・▲37.7％)となった。
前年度との比較では▲14,168人（▲10.8%）となった。

団体の主な減少要因は、近年の旅行会社の企画募
集団体や斡旋団体の減少傾向に歯止めをかけられ
なかったことに加え、関西からの誘客に関して、 島
内の宿泊定員の減少等により計画どおり商品が設
定できなかったことや上越妙高駅から北関東方面へ
の商品との競争激化、 長野県の臨海学校の行き先
変更（佐渡→東京）の影響が挙げられる。

個人型商品については、利便性の高い新潟航路が
選ばれる傾向にあること、格安航空の新潟就航等の
影響が考えられる。

航路事業者である佐渡汽船が、
これまで以上に経費縮減、お客
様満足度向上による輸送人員の
維持・増加に取り組むことを前提
に、関係者が一体となって誘客
促進に取り組んでいくことが必要
である。

佐渡汽船においては、平成29 年
度に立ち上げた「佐渡汽船ＰＲ推
進室」による切り口と目線を変え
た誘客施策の推進を継続するほ
か、地元市・関係者と連携した佐
渡の観光素材の磨き上げ（小木
エリア、寺院、薪能など佐渡固有
の歴史文化に係る商品化など）
による自社商品の開発や販売強
化、旅行会社への商品造成の要
請、 首都圏や関西でのセールス
強化などにより新規顧客の開拓
に努める。

また、 県・地元市などの関係者
においては、引き続き、誘客に一
定の効果が認められる乗用車航
送運賃割引や旅行商品販売等
への支援を行うほか、他の施
策・事業とも連動させて航路利
用者の増加を図っていく。

　利用者数は、目標に達していないものの、誘客・利
用促進に向けた取組みを展開しており、車両航走台
数が減少傾向から横ばいとなったことで、今後の期
待が見えるものと評価する。
　今後は、収支改善について、船舶整備費用等の経
費縮減に務めるとともに、輸送人員の増加に運航会
社だけでなく関係者と一体となった取り組みが継続
的に進展して頂くよう期待する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

評価対象事業名：離島航路運営費等補助金金
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

粟島浦村地
域公共交通
協議会

粟島汽船㈱

粟島と本土
（岩船）を結
ぶ唯一の交
通手段で、
通院や買い
物などで利
用する島民
のほか、公
共工事関係
者や観光客
が主な利用
者となってお
り、閑散期
（11/1～
4/30）におい
ては１日２便
～３便、繁忙
期（5/1～
10/31）にお
いては１日
最大５便の
運航をしてい
る。

・安定的な航路を維持するため、
運輸局やハローワーク、新潟県
内の海事関連学校へ求人を出
し、1名を確保した。
・船員の育成のため海技士資格
取得を働きかけた。国の船員計
画雇用促進等事業を活用し、講
習会へ参加させ、かつ、参考書
等の書籍を購入するなどして資
格が取得できる環境整備に努め
た。
・今年度も粟島観光協会等と連
携し、運賃割引をセットにした
「わっぱ煮パック」や「合宿応援
プラン」等の商品を開発して観光
客等の誘客に取り組んだ。
・粟島観光協会と共に、観光パ
ンフレットを作成し、県内外の旅
行業者等へ配布し宣伝を行っ
た。
・船舶修繕費を抑えるため、乗組
員による整備を行い経費削減に
取り組んだ。燃料潤滑油費につ
いては、毎月単価入札を実施
し、燃料費軽減に努めた。

A

悪天候による欠航はあっ
たが、事業は概ね計画に
沿って適切に実施され
た。

（運行回数）
　　　計画数　　実績
高速船　511　　447.5
普通船　518　　440.5

（就航率）
高速船 87.57％（＋
4.75％）
普通船 85.04％（-1.49％）

B

・高速船欠航時はフェリーを臨時運航しバックアップ
体制を構築するなど、前年から就航率を向上するこ
とができ、生活航路として安定的な運航を確保した。
・誘客策に取り組んだが、繁忙期（特にＧＷ、７～８
月）における天候不良や猛暑等の影響を受け、観光
客に加え、海水浴・キャンプ客が減少した。
　その結果、旅客輸送者数は目標51,138人に対して
実績46,812人（▲4,326人）となり、目標を8.5％下回る
結果となった。また、前年度実績49,989.5人から▲
6.4％（3,177.5人）と減少した。
・旅客運賃収入は、旅客輸送者数が計画を下回った
ことに連動して目標131,430千円に対して実績
122,166千円（▲9,264千円）となり、目標を7.1％下回
る結果となった。
・昨年より大規模な公共工事が少なく貨物量・車両
数共に減少した。

・今後も安定的な運航を維持す
るため、船員の確保・育成に努
める。
・観光客等による航路利用者の
増加に向けて、県の支援事業を
活用するとともに、観光協会等と
連携し、島内イベントの開催や自
然体験プログラムを組み込んだ
企画商品等の取組を実施してい
く。
・旅行業者との連携を重視し、平
成31年４月に予定している新船
就航を契機とした誘客促進に努
める。
・一層の経費削減を行い、欠損
額の抑制に努める。

　天候不良や猛暑等の影響を受け、利用者数が目
標に達していないことは致し方ないものであり、今後
とも島内イベント等利用者向上への取り組みが関係
者と一体となって継続的に進展して頂くよう期待す
る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価総括表
（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況

評価対象事業名：離島航路運営費等補助金金
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別添２

平成　　年　　月　　日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

粟島浦村地
域公共交通
協議会

粟島汽船㈱

粟島岩船航
路に就航す
る船舶（フェ
リーあわし
ま）の老朽化
による効率
化船舶への
代替建造

引き続き、調査事業で把握した
粟島航路の課題を踏まえた航路
経営改善のための施策を検討
し、生活交通確保維持計画（離
島航路確保維持計画）に反映さ
せた。また、代替船建造につい
ても計画の中で適切に位置づけ
た。

A

計画どおり事業は適切に
実施された。

（H29.10-H30.9）
　　　  計画　　  実績
契約　H29.11　H29.11
起工　H30.7　  H30.7

（Ｈ30.10-H31.9）
　　　  計画　　  実績
進水　H30.11　H30.11
竣工　H31.3予定
就航　H31.4予定

A
国の構造改革補助を活用することで船舶減価償却
及び金利の経費が抑えられるとともに、効率化船舶
の就航により経費削減を図る。

平成31年4月の就航に向けて、
引き続き事業を計画どおり進め
る。新船の就航に合わせて関連
自治体及び島民とともに県内外
への情報発信やPRに努め、より
一層の利用者増に努める。

　平成３１年４月の就航に向けて、計画通り新船が建
造されており事業は適切に実施されていると評価で
きる。

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）

評価対象事業名：離島航路構造改革補助金（効率化船舶への代替建造）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果

達成状況
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

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

⑥事業の今後の
改善点

評価結果

事業が計画に位置付けられた目標を達成でていな
い点があった

・年間旅客運賃
【目標】　17,728,430円
【実績】　15,014,190円
⇒未達成

荒天等による欠航が例年に比べ
多かったことに加えて、多くの利
用者が見込める時期での欠航に
より、目標が達成できなかったと
考えられる。今後は、多少の社
会情勢の変化や、荒天があって
も目標を達成できるよう引き続き
利用促進を図る。

・年間貨物運賃
【目標】　17,378,130円
【実績】　11,637,990円
⇒未達成

貨物運賃収入の大部分は舳倉
島の水揚量に左右される。今年
は例年に比べて水揚量が大幅
に減少しており、目標を達成する
ことができなかった。
貨物運賃は重要な収入源である
ことから、安全最優先のもと、確
実な輸送を行う。

・収支率
【目標】　38.9%以上
【実績】　28.9%
⇒未達成

収入を増加させつつ、費用を削
減できるよう努める。

・情報発信
【目標】　積極的な情報発信を実施する
【実績】　積極的な情報発信を実施した
⇒達成

利用者数を増加させるため、引
き続き情報発信を継続する。

・料金体系及び運行体制の維持
【目標】　運行体系の維持及び1日1往復の運航体系
の維持
【実績】　維持している
⇒達成

島民の利便性並びに観光誘客
のため、1日1往復の運航を確保
していく。

輪島市
輪島～舳倉
島
代替船建造

― A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A
平成31年4月の就航に向けて、計画通り事業を進め
ることができた。

平成31年4月の就航に向けて、
引き続き事業を計画通り進め
る。

　平成３１年４月の就航に向けて、計画通り新船が建
造されており事業は適切に実施されていると評価で
きる。

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）

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

④事業実施の適切性
⑤目標・効果
達成状況

評価対象事業名：離島航路運営費等補助金及び離島航路構造改革補助金

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

　荒天等による欠航が例年に比べ多かったことに加
えて、多くの利用者が見込める時期での欠航があ
り、利用者数が目標に達していないことは致し方な
いものであり、今後とも利用促進に向けた取組みが
継続的に進展するよう期待する。

輪島市離島
航路改善協
議会

へぐら航路
㈱

輪島～舳倉
島

前回の事業評価を踏まえ、H30
年度は利用促進及び経費の節
減を引き続き継続する内容の計
画とした。

利便性確保のため、１日１往復
の運航を維持した。

利用促進のためのPRを引き続き
実施し、利用者の増加に努め
た。

無駄な支出がないよう、経費の
削減に努めた。特に、資金繰り
のための借入金を輪島市から借
り入れることにより、利息額を抑
制し、今後退職金のある年だけ
突出して欠損額が大きくならない
よう退職引当金の処理を実施し
た。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

燕・弥彦地域公共交通会議

【事業内容】
・燕市及び弥彦村における公共交通の現況と課題
整理
・高齢者対象調査、学生（中学生、高校生）対象調
査、公共交通利用者対象調査、観光客対象調査
・燕市及び弥彦村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、燕市と
弥彦村の公共交通の現況を整理した。
・各種アンケート調査により、燕市・弥彦村内におけ
る公共交通の移動特性等を把握した。
・燕市と弥彦村に適した公共交通網について検討
し、計画素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、燕・弥彦地域公共交
通網形成計画として最終的にとりまとめる。

A
事業が適切に実施されている。
（平成31年3月作成予定）

　燕市、弥彦村において、住民の日常生活の移動を
支える公共交通網の確保を主眼に置き、将来にわ
たって「安心して暮らし続けることができる圏域を実
現する公共交通網の形成」を目指す。
　今後、交通結節点機能の整備、路線バスやコミュ
ニティバス等のサービスを充実させることで各交通
手段の利便性を向上させる。
　また、県央基幹病院の開院における圏域住民の
移動動態の変化を踏まえた路線の再編を住民をは
じめとした関係団体と協議し、検討する。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の計画策定に向けた方針については、国
より示している基本方針等に従いつつ、地域公共交
通網形成計画の策定に向けて、地域一体となって
事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

立科町地域公共交通活性化協
議会

【事業内容】
・立科町地域公共交通総合連携計画に基づく公共
交通事業の評価及び分析
・地域住民のニーズ把握（地域移動実態調査）
・立科町地域公共交通網形成計画（案）のとりまとめ
・協議会開催
【結果概要】
・現状調査の実施
　行政、事業者が把握しているデータを整理し、地域
の公共交通の状況を整理した。
・公共交通の利用状況の分析
①事業者及び利用者（住民）へのヒアリングを実施
し、公共交通の利用目的、利用頻度等の情報を収
集できた。
②住民移動実態調査として、町民及び実際の利用
者へのアンケート調査を実施し、日常の移動手段、
移動頻度、町の公共交通に対する意識等について
把握できた。
・網形成計画（案）の策定
　調査結果を基に、地域に適した交通モードや運行
形態について検討し、協議会に諮るため、計画素案
を作成。
・今後の協議会での検討を経て、計画策定し、生活
交通確保維持改善計画として最終的に取りまとめ
る。

A
計画通り事業は適切に実施され
た。

現状の「たてしなスマイル交通」の利用者満足度に
ついて、今回の調査では70％以上が満足、やや満
足と回答していることを把握できているため、運行形
態は現状を基本とし、利便性を落とさずに収支率の
改善を図るためのルート、ダイヤ等を設定する。具
体定には利用状況から利用頻度の高い時間帯、曜
日、ルート等の運行を強化し、利用頻度の低い各項
目を削減する方向とする。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の計画策定に向けた方針については、国
より示している基本方針等に従いつつ、地域公共交
通網形成計画の策定に向けて、地域一体となって
事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

千曲市地域公共交通活性化協
議会

【事業内容】
・交通環境調査（地域の交通の現状と課題の整理）
・利用状況分析
・市民アンケート調査（利用者アンケート）
・地域公共交通網形成計画のとりまとめ
・地域公共交通活性化協議会の開催
【結果概要】
・基礎データの整理、現況調査により地域の公共交
通の状況を整理した。
・鉄道とバスの利用者へのアンケートを実施し、時間
帯、バス停毎の移動需要を把握できた。
・地域に適した交通モード、ルートについて検討し、
分科会で審議する資料を作成した。
・１月に開催予定の活性化協議会で素案を検討し、
パブリックコメントを経て最終的に活性化協議会で
取りまとめる。

A
計画通り事業は適切に実施され
た。

調査結果から、公共交通利用者の移動需要を把握
することができ、そこからターゲットを絞ったサービス
の提供や利便性を高めるための利用環境整備、持
続的な公共交通にするための利用促進策を検討し
実施していく。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の計画策定に向けた方針については、国
より示している基本方針等に従いつつ、地域公共交
通網形成計画の策定に向けて、地域一体となって
事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

白馬村地域公共交通会議

【事業内容】
・白馬村の概況・まちづくりの方向性把握
・地域移動実態調査、問題点の把握
・新たな公共交通の事業計画の検討
・白馬村地域公共交通網形成計画(案)の作成
・白馬村地域公共交通会議開催
【結果概要】
・基礎的データの整理、現況調査などにより、地域
の公共交通の現状を整理した。
・住民へのアンケート調査により移動先、時間帯、手
段などを網羅的に把握することができ、地域全体の
移動需要を把握することができた。
・地域公共交通の課題を整理し、今後の方向性、基
本方針、計画目標、事業計画.について検討し、協議
した。
・今後、公共交通事業の実施施策についてまとめ、
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
計画通り事業は適切に実施され
ている

・現在までの現状整理、調査結果、基本方針、計画
目標、事業計画の検討結果を踏まえ、サービス水準
の検討や達成状況の評価基準、事業スケジュール
等、計画推進に向けた展開も加え、地域公共交通
網形成計画策定を行いたい。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の計画策定に向けた方針については、国
より示している基本方針等に従いつつ、地域公共交
通網形成計画の策定に向けて、地域一体となって
事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

津幡町地域公共交通活性化協
議会

【事業内容】
・地域特性と公共交通の現状整理及び上位・関連計
画の整理分析
・町民ニーズの把握
・町内公共交通の評価及び課題の整理
・地域公共交通網形成計画案の作成
・協議会開催
【結果概要】
・津幡町における交通の現況として、社会情勢、
人々の移動、公共交通全体の状況、町営バスの状
況を調査整理するとともに、関連計画における公共
交通とまちづくりについて整理した。
・町民アンケートを実施し、通勤・通学や日常生活に
おける公共交通へのニーズ、公共交通満足度、今
後のマイカーの利用意向や町営バスの今後の運行
についての需要や意見を把握することができた。
・津幡町の公共交通に係る課題を整理し、新たなま
ちづくりと町内外に移動に関する課題、町内の日常
移動と持続可能な運行継続に向けた課題、及びさら
なる利用促進に向けた課題を掲げることとした。
・調査検討結果に基づき、土地利用と連携した交通
まちづくりの方針、基本方針・目標の設定、公共交
通施策体形、推進方策及びフォローアップ体制、将
来の町営バスの再編等について検討し、計画の案
を作成した。
・網形成計画の策定に向けた議論を行う協議会を6
月、10月、11月、2月（予定）に開催。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

　津幡町全域において、2019年度から2023年度まで
の5年間で、公共交通ネットワークの在り方を示し、
そのために達成すべき目標を定め、目標達成のた
めに行う事業内容、実施スケジュール及び各主体の
役割等を示すものとして、次の事項を定めた「津幡
町地域公共交通網形成計画」を策定する。

・基本理念
「鉄道駅をハブとした公共交通網による自動車に過
度に頼らず暮らせる、通えるまち・津幡町の実現」

・基本方針
１　鉄道駅を拠点とした、新たなまちづくりと連携した
交通結節機能強化
２　町民の生活を支える持続可能かつ利便性の高
い公共交通網の形成
３　公共交通の維持に向けた積極的な利用を促す
ための情報提供と利用促進

・目標
１　鉄道利用者数及び町営バス利用者数の増加
２　公共交通満足度の向上

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の計画策定に向けた方針については、国
より示している基本方針等に従いつつ、地域公共交
通網形成計画の策定に向けて、地域一体となって
事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画策定事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

信濃町地域公共交通協議会

統合時刻表パンフレットの作成
・町内の路線バス、デマンドタクシー、観光路線バス
を集約し時刻表を掲載した統合時刻表パンフレット
を5,000部作成した。
・制作物については町内の全世帯への配布及び公
共施設、病院等の公共交通利用者が多い施設への
配布を行い周知を図った。

A
計画どおり事業は適切に実施さ
れた。

作成した統合時刻表を全世帯に配布し周知すること
で公共交通の利用促進を促していく。
また、利用者数の維持のため、年度の切替え時期
に広報等で公共交通の割引制度の紹介、利用の仕
方を周知し利用の促進を図りたい。合わせて、新た
に高校に入学する生徒を対象に公共交通に対して
の説明を行い、利用しやすい公共交通を目指してい
く。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の今後の事業の改善点については、ここ
で示された改善点のみならず、総合時刻表の作成
効果を最大限に発揮するべく、ホームページ上での
わかりやすい情報発信を行うなど、地域公共交通網
形成計画に掲げる「公共交通利用者の維持」の目
標達成に向けて、地域一体となって事業が実施され
ることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

中川村地域公共交通会議

①中学校説明会の開催／巡回バスの主な利用者
層である高校生の通学利用を促進するため、利用
方法やダイヤ、年間定期券などの説明を行う。効果
的に行うため実施時期及び対象は中学3年生の3学
期としており、現在、学校側とのスケジュール調整及
び資料準備段階にある。

A

事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施される予定。
（左記の通り、2月の第3週でス
ケジュール調整中）

少子化傾向により、村では高校生の人数自体が減
少してきているが、高校生に対する利用促進策とし
ての効果の高さは、経験上認識している。当事業を
来年以降も継続することにより利用率をできるだけ
高めていく予定。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりであるる。
　なお、③の今後の事業の改善点については、利用
促進策の実施による定量的な効果を分析する必要
がある。その上で、利用率を高めていくための具体
的な施策の検討に繋げていき、地域公共交通網形
成計画に掲げる「村営循環バスの利用者の増加」の
目標達成に向けて、地域一体となって事業が実施さ
れることを期待する。

中川村地域公共交通会議

②時刻表ガイドブック等の作成／既存の中綴じ冊子
型の時刻表を携行しやすく、かつより見やすいもの
とするため、折りたたみポケット版として刷新する。
また、結節点となるバス停にはポスター大の時刻表
を設置する。H31.4のダイヤ改正に向け年度末に配
布すべく、交通会議での協議などを経て、現在作成
中。

A

事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施される予定。
（左記の通り、3月中旬に配布す
るスケジュールで遂行中）

本補助事業により作成したデザインレイアウト等を
活用しながら、次年度以降も効率的、効果的に情報
発信を行っていく予定。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の今後の事業の改善点については、紙に
よる時刻表の配布、掲示のみならず、その効果を最
大限に発揮するべく、ホームページ上でのわかりや
すい情報発信を行うなど、地域公共交通網形成計
画に掲げる「村営循環バスの利用者の増加」の目標
達成に向けて、地域一体となって事業が実施される
ことを期待する。

中川村地域公共交通会議

③村営巡回バス評価検証調査／村営巡回バス運
行についての事業評価を行うにあたって必要となる
データを取得するための利用者アンケート調査を11
月上旬に実施した。利用者81人からの回答を得て、
利用実態やニーズ、満足度などを取得した。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された

利用者アンケートは評価等に不可欠であるが、毎年
の実施は困難であるため、計画期間の中間年と最
終年に1回ずつとしている。今回の調査結果を中間
年のデータとし、次期計画等にも活かしていく。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「村内循環バスの利用者の増加」の目標
達成に向けて、地域公共交通網形成計画に位置付
けられた事業を引き続き評価・検証するとともに、必
要に応じて地域公共交通網形成計画の見直しが行
われることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）
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別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

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

②事業実施の適切性

中川村地域公共交通会議

④計画の評価検証／地域公共交通網形成計画に
位置づけた計画内容、計画目標などと照らし、各種
事業の評価し、次年度以降の改善案の検討などを
行う。評価結果は年度末の交通会議の議題として
提示予定。

A

事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施される予定。
（上記アンケートなど、可能なも
のから順次実施中。最終版は年
度末のデータを受けて一式とり
まとめ予定）

網形成計画のPDCAについては、本補助事業の有
無に関わらず、例年実施しているもので、次年度以
降も継続的に実施していく予定。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「村内循環バスの利用者の増加」の目標
達成に向けて、地域公共交通網形成計画に位置付
けられた事業を引き続き評価・検証するとともに、必
要に応じて地域公共交通網形成計画の見直しが行
われることを期待する。

中川村地域公共交通会議
⑤協議会開催／評価検証結果についての協議を行
うための協議会（地域公共交通会議）を年度末に開
催予定。

A

事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施される予定。
（評価検証のための協議会は
H31.2月に開催予定でスケ
ジュール調整中）

協議会（交通会議）自体は例年、6月、12月、2月のタ
イミングで年3回実施しており、本補助事業の有無に
関わらず、次年度以降も継続的に実施していく予
定。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「村内循環バスの利用者の増加」の目標
達成に向けて、地域公共交通網形成計画に位置付
けられた事業を引き続き評価・検証するとともに、必
要に応じて地域公共交通網形成計画の見直しが行
われることを期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

富山市都市交通協議会

【駅・バス停別利用促進啓発事業】
・市職員と交通事業者が合同で、大泉駅を中心に無
作為に1,032世帯を戸別訪問し、341世帯に聞取り調
査を行い、不在であった691世帯には利用啓発ツー
ルの投函を行った。
・戸別訪問では、公共交通利用啓発ツールとして作
成した大泉駅と大泉駅前バス停に特化した時刻表・
路線図マップを使用して利用啓発を図るとともに、公
共交通の利用状況、利用していない理由などの聞
取り調査を行った。
・訪問した世帯を対象に事後アンケートを行い、事業
効果の把握のための分析を進めているところであ
る。
・交通事業者が主体的に戸別訪問等の利用啓発活
動を、効率よく効果的に実施できるよう支援するた
め、これまでの取り組みを踏まえ、今後、戸別訪問
の手順やノウハウをまとめたマニュアルの作成を予
定している。
〔参考：昨年度の事業効果〕
対象地区周辺のバス停利用者数（ICカード（定期・
SF）の乗降者数）が1.8％（約127人/月）の増となっ
た。＜平成29・30年度の4～10月比較＞

A 計画通り適切に実施する予定。

地域公共交通網形成計画に掲げる「公共交通1日
平均利用者数の富山市人口当たりの割合の増」と
いう目標の達成に向けて、次のことに取り組んでい
く。

・公共交通の利用啓発を図るには、交通事業者が
主体的に公共交通沿線住民へ利用啓発活動を行う
ことが効果的と考えられることから、これまでの取り
組みを踏まえ、戸別訪問等の利用啓発活動の手順
やノウハウをマニュアル化し、交通事業者が主体的
な利用啓発活動を実施できるよう支援していく。
・新たに交通事業者に独自の営業活動に取り組ん
でもらうために、交通事業者に対して、戸別訪問に
どの程度の人数、時間をかければどの程度の効果
が見込めるかを、これまでの実績をもとに示し、交通
事業者の理解を得ていくようにしていく。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「公共交通１日平均利用者数の富山市
人口当たりの割合の増」の目標の達成に向けて、地
域一体となって事業が実施されることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）
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別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

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

②事業実施の適切性

富山市都市交通協議会

【のりもの語り教育教材修正】
・市内の教員が小学校３～６年生を対象に、社会
科、総合的な学習の時間の単元で使用する学習教
材（３～６年生用）、指導テキスト（３年生用）の修正
と印刷製本を計画通り実施する。
・教材を使用していないとアンケートに回答した小学
校に、活用していない理由を聞き取りに行き、公共
交通に実際に乗る課外実習は必須でないことなどを
説明した結果、平成３０年度は市内６６校（全校）で
教材を活用される見込みとなった。
〔参考：これまでの実績〕
教材を活用した授業を行った小学校は、平成２９年
度に市内６６校中５９校となり、平成２７年度の３２校
から２７校増加した。

A 計画通り実施する予定。

・教材については３月中に成果品を作成する予定。
・のりもの語り教育を市内全校（６６校）で実施できる
見込みになったことから、今後は市内全小学校に対
するアンケート調査や、教材の修正や教員への指
導研修を行っている教員のご意見を参考に、教材の
質的な向上を目指した取り組みを行う。
・また、各小学校教員への指導研修を初心者向けと
経験者向けに分けて実施し、経験者向けにはお互
いの事例での情報交換等を通してより深化した授業
内容を目指せるよう指導研修の実施方法について
検討を行う。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「公共交通１日平均利用者数の富山市
人口当たりの割合の増」の目標の達成に向けて、地
域一体となって事業が実施されることを期待する。

富山市都市交通協議会
【協議会開催】
９月に協議会を開催し、計画に基づく事業評価を実
施した。

A 計画通り実施する予定。

・３月に２回目の協議会を実施予定。
・９月に開催した協議会において、全体的に電車・バ
スの利用者数が増加し、地域公共交通網形成計画
に掲げる目標も達成できているが、増加した理由に
ついてデータの階層分析等を行い、ターゲットを定
めて利用啓発活動を実施できるようにするべきでは
ないかと指摘を受けたため、交通事業者が持つデー
タと市が持つデータをどのように分析をすれば、効
果的な指標となるのか検討を行っていく。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通網形成計
画に掲げる「公共交通１日平均利用者数の富山市
人口当たりの割合の増」の目標達成に向けて、地域
一体となって事業が実施されることを期待する。
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

城端・氷見線活性化推進協議会

総合時刻表の作成
・城端線・氷見線の全21駅（高岡駅含む）について、
各駅の総合時刻表、乗換案内、駅及び駅周辺情報
を掲載したガイドを作成。鉄道の時刻表のほか、バ
ス、路面電車、その他の公共交通機関が接続してい
る場合は乗換案内、また、バリアフリー情報等に関
する駅情報や駅周辺案内等についても掲載。
・2000部作成し、沿線企業、駅等へ配布。

A
計画通り事業は適切に実施され
た。

ダイヤ改正などによって、掲載されている情報が古
い情報となっていく。今後、当協議会が管理する「城
端線・氷見線観光ガイド」のウェブページにおいて総
合時刻表の掲載情報を公開し、最新情報に更新し
ていく予定であり、冊子で配布した総合時刻表をフォ
ローしていくことでこの事業の効果が継続されるよう
取り組んでいく。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、地域公共交通網形成計画に掲げる「城端・
氷見線とその他鉄道やバスとの乗り継ぎ満足度の
改善」の目標の達成に向けて、③の事業の今後の
改善点を具体化するとともに、地域一体となって地
域公共交通網形成計画に位置付けられた各事業が
進められることを期待する。

城端・氷見線活性化推進協議会

モビリティマネジメントの実施
・城端線・氷見線沿線企業を対象に、「総合時刻表」
を配布し、通勤時の公共交通移動に関する情報提
供を行うほか、自らの通勤スタイルを見直し、城端
線・氷見線等の公共交通利用による通勤移動の
きっかけづくりとなるようなアンケートを行う。
・沿線4市において、合計20社を対象に実施。

A
計画通り事業は適切に実施され
ている。

アンケートの分析を行い、公共交通を利用した通勤
への転換を図るための施策を検討する。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、地域公共交通網形成計画に掲げる「過去１
年に利用者交通手段における城端・氷見線利用割
合の増加」の目標の達成に向けて、③の事業の今
後の改善点を具体化するとともに、地域一体となっ
て地域公共交通網形成計画に位置付けられた各事
業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通調査事業（計画推進事業）
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別添２

平成31年2月27日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

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

上越市地域公共交通活性化協
議会

①総合時刻表の作成
　市内の路線バスや鉄道などの運行時刻や運賃、
路線図など公共交通に関する情報をまとめ、市内全
戸に配布する予定

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施する予定（平
成31年3月作成予定）

　市内の路線バスや鉄道などの運行時刻や運賃に
関する情報をまとめ、より見やすく、分かりやすい時
刻表となるよう改善を図る予定。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通再編実施
計画に掲げる利用促進効果の目標達成に向けて、
地域一体となって事業が実施されることを期待す
る。

上越市地域公共交通活性化協
議会

②啓発資料の作成
　地域公共交通の利用を促す啓発資料を作成し、配
布する予定。

・【イベント時等に配布する公共交通啓発資料】
　バスの日フェスタ開催時等に配付する啓発資料を
作成し、配布した。

・【降雪期前の通勤・通学者へ配布する公共交通啓
発資料】
降雪期の通学・通勤者へのバス利用を促す内容の
啓発資料を作成し、学生等に配布する予定。

A

・【イベント時等に配布する公共
交通啓発資料】
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施した。（平成30
年9月作成済み）

・【降雪期前の通勤・通学者へ配
布する公共交通啓発資料】
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施する予定（平
成30年12月作成予定）

・【イベント時等に配布する公共交通啓発資料】
　引き続き、小学生が親しみやすく、分かりやすい資
料に改善していく。

・【降雪期前の通勤・通学者へ配布する公共交通啓
発資料】
　引き続き、通勤・通学における公共交通のお得情
報の充実やより分かりやすい資料とする改善を図る
予定。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　なお、③の事業の今後の改善点については、地域
公共交通の利用促進につなげるという観点から、事
業をより具体化するとともに、地域公共交通再編実
施計画の目標達成に向けて、地域一体となって各
事業が進められることを期待する。

上越市地域公共交通活性化協
議会

③高校生や高齢者を対象としたリーフレットの作成
　地域公共交通の主な利用者である高校生及び高
齢者の利用促進を図るため、啓発資料を作成し、配
布する予定。

・【高校等新入生を対象とした公共交通啓発資料】
高校等新入生を対象としたパンフレットを作成し、配
布する予定。

・【高齢者を対象とした公共交通啓発資料】
高齢者を対象としたパンフレットを作成し、配布し
た。

A

・【高校等新入生を対象とした公
共交通啓発資料】
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施する予定（平
成31年2月作成予定）

・【高齢者を対象とした公共交通
啓発資料】
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施した（平成30年
9月作成済み）

・【高校等新入生を対象とした公共交通啓発資料】
　高校等新入生に対し、通学手段の一つとして公共
交通を利用いただけるよう、引き続き、高校生等が
親しみやすく感じる内容を掲載する予定。

・【高齢者を対象とした公共交通啓発資料】
　引き続き、公共交通のお得情報の掲載や、より見
やすく、わかりやすい資料とする改善を図る。

　協議会における事業評価結果の②については自
己評価のとおりである。
　　なお、③の事業の今後の改善点については、地
域公共交通の利用促進につなげるという観点から、
事業をより具体化するとともに、地域公共交通再編
実施計画の目標達成に向けて、地域一体となって
各事業が進められることを期待する。

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）

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

②事業実施の適切性

評価対象事業名：地域公共交通再編推進事業（再編計画推進事業）
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別添２

地方運輸局等における
二次評価結果

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

②事業実施の適切性

上越市地域公共交通活性化協
議会

④路線別の大文字時刻表の作成
　地域（合併前上越市、13区）ごとに路線バスの時
刻やお得な切符情報等を記載したチラシを作成し、
配布する予定。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施する予定（平
成31年3月までに作成予定）

　各地域の路線情報や路線バスの利用を促す内容
の記事を掲載するなど、引き続き、記載内容の充実
を図る予定。

　協議会における事業評価結果の②及び③につい
ては自己評価のとおりであり、今後も引き続き示さ
れた改善点の実施を進め、地域公共交通再編実施
計画に掲げる利用促進効果の目標達成に向けて、
地域一体となって事業が実施されることを期待す
る。
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別添２

平成31年3月29日

北陸信越運輸局

地方運輸局等における
二次評価結果

③計画策定等に向けた方針、
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）

評価対象事業名：地域公共交通バリアフリー化調査事業

協議会名 ①事業の結果概要

射水市バリアフリーマス
タープラン策定協議会

・各事業における整理が適切に行
われ、今後の業務を進めるうえで
有効なものとなった。
・年度末であることから、協議会委
員の都合が合わなかったため、協
議会の開催に至ることができな
かった。

当初計画していた協議会の開
催について、協議会委員の日
程調整がつかなかったことから
開催に至らなかったが、それ以
外の事業は適切に行われた。

平成３１年度以降の射水市は、①西新湊駅に近
い新湊庁舎跡地で新湊地区観光の窓口となる複
合交流施設や公共交通ターミナルの整備、②越
中大門駅前で都市計画道路の整備や都市公園
の再整備、③小杉駅周辺エリアでの宿泊施設の
整備や社会福祉会館が再整備など、駅舎を中心
としたエリアで施設等の整備を行うこととし、小杉
駅周辺を移動等円滑化促進地区として指定してま
ちづくりを実施する。また、越中大門駅周辺、西新
湊駅周辺についても、移動等円滑化促進地区とし
ての指定を目指すこととしている。

事業が計画に位置づけられたとおり概ね
実施されていることは評価出来る。協議
会委員の日程調整がつかなかったことか
ら、協議会の開催ができなかったため、
次年度では、状況・課題を整理したものを
協議会構成員間で共有し、対応策を検討
することを期待する。

協議会における事業評価結果

②事業
実施の
適切性

Ａ
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