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令和2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

・ダイヤ改正及び競合路線との
時刻調整を実施した。
・りゅーと20万枚謝恩ｷｬﾝﾍﾟｰﾝで
ﾊﾞｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ、ICｶｰﾄﾞ出張販売を
実施。また、夏休みこどもりゅー
と50円バスを実施しICカードの普
及促進を図った。

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

輸送人員前年度比較：97%
H30 154千人
R1   150千人
・暖冬による通勤、通学利用者の減少

・利用動態を分析し、ダイヤ改正
及び競合路線の時刻調整を検
討する。
・関係市町村などと協議し、地域
内交通の相互連携を検討する。
・ＩＣカードの普及・利用促進及び
商業施設との連携による利用促
進を検討する。

　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～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
による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

B

輸送人員前年度比較：97%
H30 361千人
R1   349千人
・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～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：102%
H30 198千人
R1   201千人

・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

B

輸送人員前年度比較：94%
H30 72千人
R1   68千人
・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～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：100%
H30 58千人
R1   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。

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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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～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：104%
H30 69千人
R1   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～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

B

輸送人員前年度比較：93%
H30 110千人
R1   102千人
・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：100%
H30 138千人
R1   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
（白根横町
～臼井～新
津駅）

・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：100%
H30 26千人
R1   26千人

・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
②
（白根横町
～矢代田～
新津駅）

・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：108%
H30 39千人
R1   42千人

・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

３社共同運
行
（新潟交通
観光バス
㈱、泉観光
バス㈱、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

A
輸送人員前年度比較：100%
H30 65千人
R1   65千人

・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

越佐観光バ
ス㈱

長辰～燕三
条駅

・利用者からの要望に応え平日
以外に運行日を設定した。

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

輸送人員前年度比較：97%
H30 33千人
R1   32千人
・高齢者の利用者減少による

・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。
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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～三条

・運行回数0.5回増を行い利便性
の向上を図った。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：125%
H30 52千人
R1   65千人

・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

越後交通㈱

長岡～分水
②
（長岡駅前
～興野～分
水駅前）

・系統の統廃合を行い効率化を
実施。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：115%
H30 47千人
R1   54千人

・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

越後交通㈱ 長岡～今町

・運行回数1.0回増を行い利便性
の向上を図った。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：107%
H30 30千人
R1   32千人

・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

越後交通㈱

（急行）
長岡～栃尾
①
（(急行)長岡
駅前～百束
～栃尾車庫
前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：93%
H30 74千人
R1   69千人
・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
運行計画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～栃尾
②
（(急行)長岡
駅前～百
束・楡原～
栃尾車庫
前）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：121%
H30 72千人
R1   87千人

・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。
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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㈱
（快速）
長岡～栃尾

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：98%
H30 42千人
R1   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

・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
運行計画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
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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：58%
H30 59千人
R1   34千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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
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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：137%
H30 59千人
R1   81千人

・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

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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：90%
H30 40千人
R1   36千人
・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
運行計画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）

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：95%
H30 82千人
R1   78千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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㈱

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

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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%
H30 48千人
R1   49千人

・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

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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：92%
H30 25千人
R1   23千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：90%
H30 136千人
R1   123千人
・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
運行計画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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：103%
H30 39千人
R1   40千人

・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

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、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：99%
H30 134千人
R1   133千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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%
H30 53千人
R1   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

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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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%
H30 68千人
R1   68千人

・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

越後交通㈱
長岡～蓮花
寺

・運行回数0.5回減を行い効率化
を図った。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：77%
H30 39千人
R1   30千人
・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
運行計画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～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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：86%
H30 29千人
R1   25千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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
①
（(快速)長岡
駅前～曽地
～柏崎駅
前）

・一部経路変更を行い定時性の
確保を行った。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：91%
H30 95千人
R1   86千人
・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
運行計画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～柏崎
②
（(急行)長岡
駅前～西山
～柏崎駅
前）

・一部経路変更を行い定時性の
確保を行った。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：104%
H30 85千人
R1   88千人

・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

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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：86%
H30 42千人
R1   36千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：85%
H30 73千人
R1   62千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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㈱
三条～八
木ヶ鼻

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：90%
H30 48千人
R1   43千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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㈱
八木ヶ鼻～
地場産

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：72%
H30 32千人
R1   23千人
・沿線の通勤・通学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
運行計画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～十
日町

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：97%
H30 61千人
R1   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
運行計画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㈱
小千谷～小
国

・運行回数の維持、利便性の確
保に努めた。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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%
H30 25千人
R1   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

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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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

B

輸送人員前年度比較：71%
H30 41千人
R1   29千人
・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
運行計画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。
・夏休み期間に小学生50円キャ
ンペーンを行い利用促進を実
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：120%
H30 35千人
R1   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
運行計画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

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

B

輸送人員前年度比較：84%
H30 80千人
R1   67千人
・運行回数を H30 : 7.9回 → R1 : 7.5回に減便し経費
削減を図ったため。
・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、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

B

輸送人員前年度比較：68%
H30 57千人
R1   39千人
・運行回数を H30 : 9.2回 → R1 : 7.5回に減便し経費
削減を図ったため。

・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。
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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～小
出

・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

B

輸送人員前年度比較：98%
H30 56千人
R1   55千人
・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、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㈱

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

B

輸送人員前年度比較：97%
H30 36千人
R1   35千人
・運行回数を H30 : 5.6回 → R1 : 5.4回に減便し経費
削減を図ったため。

・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㈱

十日町～津
南

・系統の終点を変更（路線の延
長）し、利便性の向上に努めた。
・減便を実施し、経費削減に努め
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

B

輸送人員前年度比較：97%
H30 113千人
R1   110千人
・運行回数を H30 : 11.9回 → R1 : 11.3回に減便し経
費削減を図ったため。

・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

頸城自動車
㈱

上越妙高駅
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

B

輸送人員前年度比較：97%
H30 220千人
R1   213千人
・少子化の影響で通学利用者が減少した。

・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

頸城自動車
㈱

中央病院～
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：100%
H30 81千人
R1   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：114%
H30  7千人
R1   8千人

・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～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

B

輸送人員前年度比較：99%
H30 68千人
R1   67千人
・回数券利用者が少し減少した。

・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

くびき野バス
㈱

高田駅前～
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：105%
H30 33千人
R1   35千人

・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～
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：113%
H30 13千人
R1   14千人

・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、観光
客向け(外国人含む）パンフレット
を作成し、フリー乗車券も販売
し、観光客利用増に努めた。

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

B

輸送人員前年度比較：99%
H30 196千人
R1   195千人
・９月の相次ぐ台風による観光客数減、島内人口減
に伴う利用者減。

・佐渡金銀山の世界遺産登録に
向けた動きが進めば観光客の増
加につながるので、佐渡市と連
携して活動、誘客に努め、バス
利用客増を図る。

　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。
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別添２

令和2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

路線再編を実施。分岐点までの
ルートを統一し、近い時間帯に
重複運行している状況を改善し
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：37.9
に対して
実績輸送量31.2であった。

利用客の増加を図るため、観光
協会等と連携していく。

　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

バスの乗り方教室を実施し利用
促進を図った。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：29.9
に対して
実績輸送量25.3であった。

バス停や車内表示器をインバウ
ンド対応し、利便向上に努める。

　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。

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

近隣自治体の乗合タクシー事業
との接続を図り、利便を向上させ
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：22.9
に対して
実績輸送量22.9であった。

利用者の少ない時間帯を減便
し、経費節減に努める。

　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。

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

免許返納制度と、高齢者に対す
るバス利用促進イベントを通じ
て、利用者への路線周知を図っ
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：21.8
に対して
実績輸送量21.2であった。

自動車通勤の方が、バス通勤に
変えてもらえるような施策を自治
体と検討する。

　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㈱

牟礼線
※車両減価
償却費等国
庫補助金

飯綱町内の高齢者への運賃低
減サービスを、長野市在住の高
齢者と共通とし、利用促進を図っ
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

A
目標輸送量：30.8
に対して
実績輸送量31.3であった。

飯綱町独自路線にもICカードを
導入し、牟礼線とのサービスを
一体化し、公共交通全体の利便
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。

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
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金

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：37.1
に対して
実績輸送量37.1であった。

利用者の少ない時間帯を減便
し、経費節減に努める。

　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。

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、
公有民営方
式車両購入
費国庫補助
金

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18.6であった。

利用者の少ない時間帯を減便
し、経費節減に努める。

　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。

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）
※車両減価
償却費等国
庫補助金

小学生を対象にバスの乗り方教
室を実施し、バスへの理解と利
用促進を図った。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量：20.0
に対して
実績輸送量17.6であった。

利用者の少ない時間帯を減便
し、経費節減に努める。

　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㈱

屋代須坂線
（須坂駅～
松代駅）
※車両減価
償却費等国
庫補助金

小学生を対象にバスの乗り方教
室を実施し、バスへの理解と利
用促進を図った。

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19.2であった。

利用者の少ない時間帯を減便
し、経費節減に努める。

　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

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37.6
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量34.3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）
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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21.5
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量20.0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。
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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
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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42.1
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量35.7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39.5
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量37.2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
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33.1
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量27.8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31.5
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量25.7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
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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30.7
に対して、
実績輸送量38.1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
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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30.4
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量27.9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

市町村と連携して時刻表冊子を
作成・配布を行ない公共交通利
用促進を図るとともに、ノンス
テップ、ワンステップバスを導入
して利用者の便を図った。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

B
目標輸送量36.7
に対して、利用者が伸びなかったことから、
実績輸送量35.8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15.9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42.3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）
※車両減価
償却費等国
庫補助金、
公有民営方
式車両購入
費国庫補助

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。

A
目標輸送量：50.0
に対して
実績輸送量52.5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
（丸子～下
秋和）
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金

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75.0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。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。
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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㈱ 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。

B
目標輸送量21.2人
に対して
輸送量は20.6人であった。

平成28年から回復傾向にある客
足を継続して伸ばす。今後もバ
スの乗り方教室や、チラシの配
布などによる利用啓発を行う。地
区行事の際に積極的な利用啓
発を行う。

　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㈱

菅平高原線
※車両減価
償却費等国
庫補助金、
公有民営方
式車両購入
費国庫補助
金

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。

A
目標輸送量41.4人
に対して
輸送量は41.4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。また、支払い方法の拡充
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。

B
目標輸送量34.4人
に対して
輸送量は33.2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

信南交通㈱

駒場線（中
村経由）
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金

阿智高校生の利便性を確保する
よう、学校行事にあわせ臨時便・
続行便の運行を行った。

A
計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された

B

朝晩の通学便は前年度輸送量を上回るが、沿線人
口減少により日中便の利用者が減少した結果
輸送量42.9人
の目標に対し
41.1人となり計画達成出来なかった。

高校生の通学に対しては引き続
き利便性を確保するよう学校行
事に合わせ臨時便・続行便の運
行を行っていく。

　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

信南交通㈱

駒場線（市
立病院経
由）
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金

ＰＴＡ連合会からの要望により
2019年4月より運行回数増回。

A
計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された

B

本年度、ＯＩＤＥ飯田長姫高校への通学生が減少し、
輸送量24.4人
の目標に対し
20.3人となり計画達成出来なかった。

飯田市と共同にて市内主要企業
へ利用促進に関するアンケート
調査を実施し通勤利用における
問題点の把握と課題を整理。

　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

令和2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＞
今年度の利用者は120,097人で前年比100.3％とな
り、利用者が微増となった。

沿線の自治体と連携し、これま
でに実施してきたバス停周辺の
駐輪場やバスのロケーション情
報などのPRを行い、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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

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148,395人で前年比105.6％とな
り、利用者が増加した。

富山市と連携し、これまでに実施
してきたP&R駐車場やバスのロ
ケーション情報などのPRを行うと
ともに、沿線の商業施設や病院
等にバス時刻表を設置するな
ど、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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

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261,229人で前年比105.6％とな
り、利用者が増加した。

沿線の自治体と連携し、これま
でに導入してきたバス停周辺の
駐輪場やバスのロケーション情
報などのPRを行うとともに、バス
停の上屋整備などの利用促進
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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

猪谷
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

富山～高岡
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
に努めた。
H31.4にダイヤ改正を実施した
際、利用者の少なかった高岡駅
前～新高岡駅前を廃止したこと
により、収支率が改善した。

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。

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

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

滑川
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
に努めた。

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

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は111,220人で前年比95.0％となり、
利用者が減少した。

沿線の自治体と連携し、これま
でに実施してきたバスのロケー
ション情報などのPRを行う。
また、減少した定期利用者のう
ち、通学利用者は学校用のバス
へ移行していることから、新規利
用者獲得に向けたモビリティマネ
ジメントに取り組む。

　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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

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124,728人で前年比102.6％とな
り、利用者が増加した。

富山市と連携し、これまでに実施
してきたバス停周辺の駐輪場や
バスのロケーション情報などの
PRを行うとともに、沿線の学校
や商業施設などに公共交通の
利便性をPRし、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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

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78,576人で前年比101.3％となり、
利用者が増加した。

富山市と連携し、これまでに実施
してきたロケーション情報などの
PRを行うとともに、新しくなった大
型ショッピングセンターへのアク
セスのよさの周知に努めるなど
の利用促進に努める。

　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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
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。

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

富山～小杉
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

山田
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
に努めた。

A

- 17 -



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＞
今年度の利用者は198,834人で前年比95.0％となり、
利用者が減少した。

富山市と連携し、これまでに実施
してきたバスのロケーション情報
などのPRを行うとともに、富山市
民病院など沿線の施設への利
便性をPRし、利用促進に取り組
む。
当該路線は、2年連続で黒字の
路線となっている。

　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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は139,048人で前年比97.5％となり、
利用者が減少した。

富山市と連携し、これまでに実施
してきたバスのロケーション情報
などのPRを行うとともに、沿線の
学校等に公共交通の利便性を
PRし、利用促進に取り組む。
なお、当該路線は2年連続で黒
字の路線となっている。

　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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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。

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は215,801人で前年比99.4％となり、
利用者は微減となった。

富山市と連携し、これまでに実施
してきた平日の23時発のスター
ライトバスやバスのロケーション
情報などのPRを行うとともに、沿
線の学校等に公共交通の利便
性をPRし、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。

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R1.7に3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
入に努めるともに、中古車両の
購入等で低床車両の導入にも努
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㈱

城端

バス位置情報の提供等を実施
するとともに、砺波市・南砺市の
両地区からの富山市中心部へ
の利用者利便のため、運行本数
を維持し、路線維持に努めた。

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。

B
＜目標：県民一人当たりのバスの年間利用回数＞
今年度の利用者は110,430人で前年比99.9％となり、
利用者は微減となった。

昨年度、未実施であった運賃見
直しによる収支改善の他、利便
性向上のために、利用者から意
見が出ているバス停新設などの
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。

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

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
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

熊野経由八
尾
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地方鉄
道㈱

富山国際大
学
※車両減価
償却費等国
庫補助金

各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供、ノンステップバス
の導入等を実施するとともに、夏
休みの親子でおでかけキャン
ペーンなど関係自治体との利用
促進に取り組み、利用者の増加
に努めた。

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

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

脇

現在の運行回数を維持しつつ、
各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供等、小学生へのバ
スの乗り方教室への協力等、公
共交通への利用促進に取り組ん
だ。

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142,589人で前年度比97.7%と
なり、特に定期外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
㈱

守山経由氷
見

現在の運行回数を維持しつつ、
各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供等、小学生へのバ
スの乗り方教室への協力等、公
共交通への利用促進に取り組ん
だ。

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64,256人で前年度比118.5%と
なり、定期、定期外利用とも増加した。

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
㈱

新高岡守山
経由氷見

現在の運行回数を維持しつつ、
各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供等、小学生へのバ
スの乗り方教室への協力等、公
共交通への利用促進に取り組ん
だ。

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145,136人で前年度比109.1%と
なり、定期、定期外利用とも増加した。

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
㈱

伏木経由氷
見

現在の運行回数を維持しつつ、
各種割引定期券の販売、バス位
置情報の提供等、公共交通への
利用促進に取り組んだ。また、沿
線市と連携し観光ポータルサイト
への掲載等利用者の掘り起こし
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：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118,505人で前年度比112.9%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

加越能バス
㈱

仏生寺
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。

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91,360人で前年比88.8%となり
定期、定期外とも減少した。

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
㈱

石動
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。

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63,917人で前年比127.5%と増
加し定期・定期外とも増加した。

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
㈱

済生会・中
田団地

沿線市と連携し、運転免許返納
者への回数券の交付等、潜在的
な利用者の掘り起こしを行った。

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
＜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35,046人で前年比92.5%と減少
し定期・定期外とも減少した。

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。
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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
㈱

加越
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。

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29,830人で前年比94.9%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。利用実態に見合った
運行の見直しを図る。

　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。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

砺波立野脇
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。

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定期利用が利用が伸びず、
18,468人で前年比93.8%と減少した。

利用実態に見合った運行体系の
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
㈱

城端白川郷

国内外からの観光客にも対応
し、観光需要の取り込みやWi-Fi
機器の更新、企画切符等の販売
を継続し利用促進に取組んだ。

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70,052人で前年比100.6%と増
加した。定期利用は減ったが定期外利用が増加し
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
㈱

庄川町
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。

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144,574人で前年比104.1%と増
加したが、定期利用は減少した。

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。又、観光需要
の取り込みも並行して実施する。

　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。

富山県生活
路線バス協
議会

加越能バス
㈱

若林

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：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18,486人で前年比87.5%と減少
した。定期・定期外とも利用者が減少した。

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。
利用実態に見合った運行の見直
しを図る。

　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。

富山県生活
路線バス協
議会

西日本ジェイ
アールバス
㈱

名金

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を図る等、沿
線自治体と連携した取組みに努
めたとともに、インバウンド向け
のサービス向上等、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100.3％と推移した。

バスロケーションシステム導入
への参画や、青春18きっぷ利用
者への割引施策実施等、幅広い
ニーズに対応した施策の実施
や、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。
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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

ICカード、割安定期券の販売促
進に加え、富山市のおでかけ定
期券や夏休みの親子でおでかけ
キャンペーンなど関係自治体と
の利用促進に取り組み、利用者
の増加に努めた。

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83,949人で前年比101％と増加し
た。

引き続き、沿線の自治体と連携
し、利用促進に取り組むととも
に、沿線の病院や学校等にも公
共交通の利便性をPRし、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。

ノンステップバス（新車）を導入
し、修繕費・燃料費等の経費節
減に努めるとともに、高齢者など
の乗りやすさといった利便性の
向上に努めた。

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R1.7に1台導入した。

利用者の利便性向上のため、ノ
ンステップバスの運行に加え、ロ
ケーションシステム等による利用
者の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。

ICカード、割安定期券の販売促
進に加え、富山市のおでかけ定
期券や夏休みの親子でおでかけ
キャンペーンなど関係自治体と
の利用促進に取り組み、利用者
の増加に努めた。

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82,027人で前年比102％と増加し
た。

引き続き、沿線の自治体と連携
し、利用促進に取り組む。
あわせて、沿線の学校に通学す
る利用者の増加に努めるため、
ダイヤの見直しや定期券施策を
検討する。

　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。

ノンステップバス（新車）を導入
し、修繕費・燃料費等の経費節
減に努めるとともに、高齢者など
の乗りやすさといった利便性の
向上に努めた。

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R1.7に1台導入した。

利用者の利便性向上のため、ノ
ンステップバスの運行に加え、ロ
ケーションシステム等による利用
者の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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地鉄北
斗バス㈱

富山簡保保
養センター
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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。

富山県生活
路線バス協
議会

富山地鉄北
斗バス㈱

布目経由新
港東口
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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。
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別添２

令和2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）

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
を図る車内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行さ
れた。

A
県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）65,980人→
（H30.10～R1.9）66,260人

ダイヤや便数の見直し、利用者
のニーズを捉え、利便性向上に
努める。また、利用促進を図る車
内放送を継続し行う。

　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。

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）

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
を図る車内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行さ
れた。

B

県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）114,050人→
（H30.10～R1.9）108,420人
※減少理由：郊外での沿線利用者の減少、お客様
の交通手段の変更に伴うもの

ダイヤや便数の見直し、利用者
のニーズを捉え、利便性向上に
努める。また、利用促進を図る車
内放送を継続し行う。

　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㈱

内灘

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
を図る車内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行さ
れた。

B

県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）94,613人→
（H30.10～R1.9）88,202人
※減少理由：郊外での沿線利用者の減少、お客様
の交通手段の変更に伴うもの

ダイヤや便数の見直し、利用者
のニーズを捉え、利便性向上に
努める。また、利用促進を図る車
内放送を継続し行う。

　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

西日本ジェイ
アールバス
㈱

名金
※車両減価
償却費等国
庫補助金

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を図る等、沿
線自治体と連携した取組みに努
めたとともに、インバウンド向け
のサービス向上等、当該路線の
利用促進を図った。

A
計画どおり適切に実行さ
れた。

A
県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）74,511人→
（H30.10～R1.9）74,720人

バスロケーションシステム導入
への参画や、青春18きっぷ利用
者への割引施策実施等、幅広い
ニーズに対応した施策の実施
や、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。

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

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、周知を図った。
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、
利便性の向上を図った。

A
計画どおり適切に実行さ
れた。

A
県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）124,416人→
（H30.10～R1.9）132,930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、加賀市の
協力で時刻表全戸配布を継続
し、周知を図る。
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Ｈ

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、周知を図った。
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、
利便性の向上を図った。

A
計画どおり適切に実行さ
れた。

A
県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）98,306人→
（H30.10～R1.9）107,564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、加賀市の
協力で時刻表全戸配布を継続
し、周知を図る。
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㈱

富来

羽咋市観光協会が作成した観光
案内アプリ「はくいじかん」の路
線バス案内で、時刻検索ができ
るようにしていただき、観光客利
用の促進につなげた。

A
計画どおり適切に実行さ
れた。

B

県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）181,088人→
（H30.10～R1.9）165,765人
※減少理由：沿線人口の減少による利用者の減少

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、バスの乗り方教室
を開催してバスの利便性を沿線
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

能登島交通
㈱

曲

和倉温泉観光協会と連携して、
バスの1日フリー乗車券及び水
族館、ガラス美術館入館券等の
セット券を販売することで、利用
促進を図った。

A
計画どおり適切に実行さ
れた。

A
県内路線バス利用者数の維持
（H29.10～H30.9）46,804人→
（H30.10～R1.9）50,505人

和倉温泉観光協会との取組を継
続するとともに、沿線上の観光
資源（能登島周辺を回遊するイ
ルカなど）の情報をＳＮＳ等の媒
体で発信することで、更なる利用
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。

中能登町地
域公共交通
協議会

北鉄能登バ
ス㈱

おりひめバ
ス
（こしじコー
ス、みおや
コース）
※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金

運行ルート見直しについては、
網形成計画策定とあわせて見直
しを検討している。
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。
また、免許返納者へ進呈した回
数券について、利用状況の追跡
調査を開始した。

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：車両更新による重整備の減等により、
経費については、微増に留まるも、利用者数が横ば
い状態であったため、収支率も横ばいであった。

網形成計画策定を踏まえ、次の
取り組みを行う。
・免許返納者に進呈した回数券
の利用状況の把握や、モニター
的な協力をお願いし、今後の改
善につなげる。
・観光施策との連携、交通系情
報サイトへの情報提供の実施。
・運休日、ダイヤの見直しを行
う。
・総合時刻表マップの更新、乗り
方教室(CATVの番組作成)やバ
ス無料の日などの利用啓発事業
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。
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令和2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

事業者名：
新潟交通観
光バス㈱

村上市まち
なか循環バ
ス（小回り循
環）

　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

事業者名：
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）

　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

事業者名：
新潟交通観
光バス㈱

村上～馬下
～寒川線

　学割半額制度の周知を行い、
利用促進を図った。

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

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14人/日に対して、
実績が16人/日であった

　引き続き、学割半額制度の周
知を行い、利用促進を図る。
　また、市報等により路線バスの
利用を呼びかける。
　さらに、村上総合病院の移転
に伴い、運行ルートの変更を検
討し利用者の利便性向上に努め
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、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。

　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46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。
　さらに村上総合病院の移転に
伴い、運行ルートの変更を検討
し利用者の利便性向上に努め
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

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

　新型車両を導入し、住民に親し
みをもってもらえるようなラッピン
グデザインを施し、障がい者等
に配慮した車内表示機器を設置
した。
　PR活動については新型車両の
運行開始を市報に画像入りで掲
載した。また、時刻表及び夏休
み期間中における小学生対象の
フリー乗車券の配布を行った。

A
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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

村上市地域
公共交通活
性化協議会

事業者名：
新潟交通観
光バス㈱

村上市せな
み巡回バス

　時刻表及び夏休み期間中にお
ける小学生対象のフリー乗車券
の配布を行い、利用率が向上す
るようPR活動を行った。

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

　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23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。
　さらに村上総合病院の移転に
伴い、運行ルートの変更を検討
し利用者の利便性向上に努め
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、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

事業者名：
新潟交通観
光バス㈱

村上～塩野
町～北中線

　学割半額制度の周知を行い、
利用促進を図った。

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

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38人/日に対して、
実績が38人/日であった。

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
38人/日に対して、実績が38人/
日であった。

　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

令和2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

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

C

目標である1回平均6.2人に対し、5.6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ったが病院利用者が
施設入所等により利用を終了し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。
・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利用案内を
実施する。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

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

阿賀野市地
域公共交通
協議会

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。高校新１年生向けに
利用促進パンフレットを配布し
た。７５歳以上高齢者の利用料
を免除した。高齢者運転免許証
返納者への支援を拡充した。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

C

目標である1回平均5.0人に対し、通勤利用の減少の
ため1.3人で目標を達成できなかった。
特定の通勤利用者が退職したためと通学利用等で
の新規の利用者を獲得できなかったためと考えられ
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。
・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。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
た。

A
計画どおり事業は適切に
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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

- 26 -



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

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市地
域公共交通
協議会

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均11.8人に対し、買い物利用の減
少のため11.1人で目標を達成できなかった。
常連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。
・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利用案内を
実施する。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均8.0人に対し、7.5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ったが、介護施設入
所者への訪問利用が減少したためと考えられる。

・路線別時刻表の作成・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利用案内を
実施する。

- 27 -



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

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

阿賀野市地
域公共交通
協議会

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均9.6人に対し、8.7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ったが、病院利用者
の施設入所等による利用終了、福祉作業所への通
所利用者が転居等により利用終了したことなどが考
えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。
・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利用案内を
実施する。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均5.8人に対し、通院利用と買い物
利用の減少のため4.9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、常連利
用者が外出を控え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。
・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利用案内を
実施する。
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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

　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。

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

阿賀野市地
域公共交通
協議会

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
た。

A
計画どおり事業は適切に
実施された。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均13.2人に対し、福祉施設への通
所利用の減少と小学生の通学利用の減少のため9.1
人で目標を達成できなかった。
福祉作業所への通所利用者が転居等により利用終
了したこと、沿線地域の小学生が減少したこと及び
時間割変更等による利用回数が減少したことが考え
られる。

・路線別時刻表の作成・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利用案内を
実施する。

C

目標である1回平均7.0人に対し、通院利用の減少の
ため6.0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り利用を終了したこと
などが考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。
・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利用案内を
実施する。
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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

阿賀野市地
域公共交通
協議会

　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。

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均15.6人に対し、通院利用と買い
物利用の減少のため10.8人で目標を達成できなかっ
た。
診療所利用者の施設入所等による利用終了、常連
利用者が外出を控え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。
・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利用案内を
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。

事業者名：
阿賀野市
運行系統
名：神山線
(951)

阿賀野市役
所～熊堂、
中ノ通、笹神
支所～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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均5.4人に対し、買い物利用の増加
のため5.8人で目標を達成した。
常連利用者の外出が増えたことが考えられる。

・路線別時刻表の作成・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利用案内を
実施する。
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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

阿賀野市地
域公共交通
協議会

　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。

　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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均2.9人に対し、1.7人で目標を達成
できなかった。
利用者数は横ばいであったが、日帰り温泉利用者が
外出を控え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。
・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利用案内を
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。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均4.9人に対し、通学利用の増加の
ため5.1人で目標を達成した。
小学生の下校時刻に合せたダイヤを確保したことが
要因と考えられる。

・路線別時刻表の作成・配布を
行う。
・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利用案内を
実施する。
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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

阿賀野市地
域公共交通
協議会

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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3.5%以上及び5.5%以上に対し、
2.1%及び3.4%で目標を達成できなかった。運行経費
は減少できたが、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利用案内を
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、既存・常連の利用
者の増減のみならず、潜在的利用者の取り込みが
十分であったか、という点についても着目した上で分
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。

　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。

事業者名：
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。市のホー
ムページにも時刻表と路線図を
掲載し、周知した。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
実施した。７５歳以上高齢者の利
用料を免除した。高齢者運転免
許証返納者への支援を拡充し
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回平均10.1人に対し、買い物利用の減
少のため7.4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。
・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利用案内を
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。

- 32 -



別添２

令和2年2月27日
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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

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

B

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
10.6％に対して実績10.3％（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）
目標未達成の要因：高齢者を中心とした利用者の減少に
より、現金収入が減り収支率が悪化（運送収入前年度比
△9千円・収支率前年度比△0.3%）ただし、柿崎区総合事
務所と連携したお得な定期券情報等の周知の効果によ
り、運送収入の減少(前年度比△9千円)を最小限に抑えた
ことで、収支率の減少幅は過去3か年より改善した。

沿線のニーズを踏まえたルート・ダ
イヤの見直しを行い、高齢者を中心
とした利用喚起を図る。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。
なお、利用実績が改善されなけれ
ば、令和4年4月に路線の廃止を予
定しているため、地域と連携し路線
廃止後の移動手段を検討する。

　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。

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。

C

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
53.8％に対して実績47.0％（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）
目標未達成の要因：高田高校安塚分校へ通学する生徒の
利用減少により、収入全般（現金・回数券・定期券）が減り
収支率が悪化（運送収入前年度比△356千円・収支率前
年度比△6.8%）

引き続き、鉄道や他のバス路線へ
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、安
塚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。

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、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。

　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、当該路
線の高田高校安田分校へ通学する学生の利用が減
少し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。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

上越市地域
公共交通活
性化協議会
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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：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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
17.4％に対して実績19.0％（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）
目標達成の要因：高校生を中心とした利用者の増加によ
り、現金収入、回数券収入が増え、収支率が改善（運送収
入前年度比172千円・収支率前年度比1.6%）

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
保に努めるとともに、利用の少ない
土休日の利用喚起を図るため、土
休日の上越妙高駅へ乗り入れ実証
実験を行う。また、板倉区総合事務
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。

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。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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
12.5％に対して実績13.2％（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）
目標達成の要因：H30年度は大雨・大雪による運休（18日
間、101便）に伴い、収入が減少したが、R1年度は通常ど
おりの運行ができたため、収入が回復し、収支率が改善
（運送収入前年度比46千円・収支率前年度比0.7%）

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、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、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
するとともに、直江津ショッピングセ
ンターの全店オープンに向け、買い
物目的の新規利用者獲得のため、
頸城自動車と連携して利用促進を
図る。

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
るとともに、高齢者の通院需要に対
応するため、午前中中心のダイヤ設
定や医療機関付近に新たに停留所
を設けルート変更を行う。また、中郷
区総合事務所と連携し、乗合タク
シーの利用方法等を事務所だより
やチラシに掲載・配布し利用促進を
図る。
なお、令和2年10月に通院帰りの利
用が多い、昼のデマンド便を定時便
に変更する。

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

鉄道や幹線系統への接続、通学に
配慮したダイヤを設定し、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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
12.1％に対して実績10.5％（未達成）
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）
目標未達成の要因：冬期間（12月から3月）の中郷中学校
へ通学する生徒の利用が減少（1人減）したことや定期的
に利用する高齢者の利用が減少したことにより、収支率が
悪化（利用者数H30 4,421人→R1 3,872人・収支率前年度
比△1.6%）ただし、中郷区総合事務所と連携し、中郷中学
校へ通学する生徒の冬季間の乗合タクシーの利用を積極
的に勧めたことで、利用する生徒数の減少(H30.6人→
H31.5人)を最小限に抑えることができ、収支率の減少幅は
過去3か年より改善した。

　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。

　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

上越市地域
公共交通活
性化協議会
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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

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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
16.3％に対して実績17.7％（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）
目標達成の要因：月影・下保倉・末広ルートにおいて、浦
川原小学校へ通学する生徒の増加（2人増）により、定期
券収入が増加し、収支率が改善（運送収入前年度比18千
円・収支率前年度比1.4%）

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
するとともに、沿線のニーズを踏ま
えたダイヤの見直しを行い、高齢者
を中心とした利用喚起を図る。また、
浦川原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。
なお、上柿野ルート・小麦平ルート
は利用実績が改善されなければ、
令和3年10月に路線の廃止を予定し
ているため、地域と連携し路線廃止
後の移動手段を検討する。

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。

　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。

　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

上越市地域
公共交通活
性化協議会

A

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
18.1％に対して実績19.1％（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）
目標達成の要因：高校生を中心とした利用者の増加によ
り、回数券、定期券収入が増え、収支率が改善（運送収入
前年度比53千円・収支率前年度比1.0%）

引き続き、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と
ともに、路線を三和体育館までとし、
効率性を高める。また、三和区総合
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。
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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

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。

C

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
18.3％に対して実績15.7％（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）
目標未達成の要因：浦川原小学校へ通学する児童の減少
（5人減）により、定期券収入が減少し、収支率が悪化（運
送収入前年度比△80千円・収支率前年度比△2.6%）

引き続き、幹線系統との接続に配慮
したダイヤの維持や小学生の登下
校の移動手段の維持確保に努める
とともに、浦川原・大島区総合事務
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。また、令和4年4月
に直江津・浦川原線と統合し、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。

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。

C

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
18.3％に対して実績15.7％（未達成）
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）
目標未達成の要因：浦川原小学校へ通学する児童の減少
（5人減）により、定期券収入が減少し、収支率が悪化（運
送収入前年度比△37千円・収支率前年度比△2.6%）

引き続き、幹線系統との接続に配慮
したダイヤの維持や小学生の登下
校の移動手段の維持確保に努める
とともに、浦川原・大島区総合事務
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。また、令和4年4月
に直江津・浦川原線と統合し、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。

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設定や小
学生の通学に配慮したダイヤ変更
を行い、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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
30.7％に対して実績31.3％（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）
目標達成の要因：高齢者を中心とした利用者の減少によ
り、収入は減少したが、それ以上に人件費等の経費の減
少が大きかったため、収支率が改善（収支率前年度比
0.6%）

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。また、新たな需要を掘り起
こすために、ルート変更の実証実験
を行う。

上越市

運行路線：名
立区自家用有
償運送（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。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

　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。

　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。

B

目標：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
8.5％に対して実績8.3％（未達成）
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）
目標未達成の要因：稼働実績の減少により、1㎞当たりの
単価が増加したことで、経費が増え収支率が悪化（稼働実
績前年度比△52㎞・収支率前年度比△0.2%）ただし、名立
区総合事務所と連携したお得な定期券情報等の周知の効
果により、運送収入の減少(前年度比△5千円)を最小限に
抑えたことで、収支率の減少幅は過去3か年より改善し
た。
※1㎞当たりの単価＝市営バス全路線の経費/市営バス
全路線の走行距離
　 経常経費＝1㎞当たりの単価＊名立区市営バスの実車
走行距離

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とともに、
名立区総合事務所と連携し、お得な
乗車券を設定し利用促進を図る。
（高校生向け定期券・土休日乗り放
題乗車券）

上越市地域
公共交通活
性化協議会
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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

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。

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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
21.2％に対して実績21.7％（達成）
事業効果：沿線住民及び高齢者の通院などの移動手段を
確保（達成）
目標達成の要因：下稲塚経由において、高齢者を中心に
利用が増加し、回数券収入が増え、収支率が改善（運送
収入前年度比71千円・収支率前年度比0.5%）

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
努めるとともに、路線を地域の生活
拠点である清里区総合事務所まで
とし、効率性を高める。また、中央病
院に高齢者向け啓発資料を設置す
ることや清里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。

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：前年度収支率より改善もしくは維持する。前年度
38.3％に対して実績40.9％（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）
目標達成の要因：吉川中学校へ通学する生徒のうち、利
用区間の長い生徒が増えたことで、定期券収入が増加
し、収支率が改善（運送収入前年度比303千円・収支率前
年度比2.6％）

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。また、吉川
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。

上越市地域
公共交通活
性化協議会

　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。

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。

- 37 -



別添２

令和2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

コミュニティ
バス（C通常
ルート）
（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
【運行期間
H30.10.1～
H31.3.31】

前年度の動態調査を分析し平成
31年4月1日からのダイヤ改正・
ルート等に反映した。

利用者の利便性を図る。
①JR信越本線見附駅へのアク
セスの改善。②バスの発着時刻
を通勤・通学時間帯に合わる。
③新停留所の設置

利用者への周知。
①停留所サインの整備②利用者
が多い停留所上屋整備③ダイヤ
改正時に時刻表を市内全世帯
への配布④沿線企業への案内
⑤定期券の販売⑥市広報紙へ
の掲載。

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

ダイヤ改正や時刻表配布などの周知活動により、利
用者数は185,651人、前年比6.9％増（11,974人増）と
なり、効果を得ることができた。目標値である186,000
人をほぼ達成することができた。
増車は計画通りに行った。（6台→7台）増車による増
便は10月1日より実施。

注）10月1日からの増便に伴うダイヤ改正に備え、計
画通り9月中にバスの増車を行った。

令和元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。また、現在
の運行車両を有効に使うための
ルート再編を準備する。

普段、公共交通を利用しない年
齢層が利用するためのきっかけ
作りとして車内ラッピングなどの
取組みを実施する。

バス待合場所の整備のため、利
用が多い停留所のベンチ設置を
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、今後も例えば、直行便・普通便別でダイヤの組
み方を検討するなどの適切な検証を行い、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。

コミュニティ
バス（B短縮
ルート）
（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
【運行期間
H30.10.1～
H31.3.31】

前年度の動態調査を分析し平成
31年4月1日からのダイヤ改正・
ルート等に反映した。

利用者の利便性を図る。
①JR信越本線見附駅へのアク
セスの改善。②バスの発着時刻
を通勤・通学時間帯に合わる。
③新停留所の設置

利用者への周知。
①停留所サインの整備②利用者
が多い停留所上屋整備③ダイヤ
改正時に時刻表を市内全世帯
への配布④沿線企業への案内
⑤定期券の販売⑥市広報紙へ
の掲載。

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

ダイヤ改正や時刻表配布などの周知活動により、利
用者数は185,651人、前年比6.9％増（11,974人増）と
なり、効果を得ることができた。目標値である186,000
人をほぼ達成することができた。
増車は計画通りに行った。（6台→7台）増車による増
便は10月1日より実施。

注）10月1日からの増便に伴うダイヤ改正に備え、計
画通り9月中にバスの増車を行った。

令和元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。また、現在
の運行車両を有効に使うための
ルート再編を準備する。

普段、公共交通を利用しない年
齢層が利用するためのきっかけ
作りとして車内ラッピングなどの
取組みを実施する。

バス待合場所の整備のため、利
用が多い停留所のベンチ設置を
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、今後も例えば、直行便、普通便別でダイヤの組
み方を検討するなどの適切な検証を行い、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。

越後交通
（株）

見附市地域
公共交通活
性化協議会

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

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
（B通常ルー
ト）
（B２通常名
木野ルート）
（B２通常
（中）ルート）
コミュニティ
バス車庫～
（名木野）～
緑町～上新
田町～パ
ティオにいが
た
【運行期間
H31.4.1～
R1.9.30】

前年度の動態調査を分析し平成
31年4月1日からのダイヤ改正・
ルート等に反映した。

利用者の利便性を図る。
①JR信越本線見附駅へのアク
セスの改善。②バスの発着時刻
を通勤・通学時間帯に合わる。
③新停留所の設置

利用者への周知。
①停留所サインの整備②利用者
が多い停留所上屋整備③ダイヤ
改正時に時刻表を市内全世帯
への配布④沿線企業への案内
⑤定期券の販売⑥市広報紙へ
の掲載。

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

ダイヤ改正や時刻表配布などの周知活動により、利
用者数は185,651人、前年比6.9％増（11,974人増）と
なり、効果を得ることができた。目標値である186,000
人をほぼ達成することができた。
増車は計画通りに行った。（6台→7台）増車による増
便は10月1日より実施。

注）10月1日からの増便に伴うダイヤ改正に備え、計
画通り9月中にバスの増車を行った。

令和元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。また、現在
の運行車両を有効に使うための
ルート再編を準備する。

普段、公共交通を利用しない年
齢層が利用するためのきっかけ
作りとして車内ラッピングなどの
取組みを実施する。

バス待合場所の整備のため、利
用が多い停留所のベンチ設置を
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、今後も例えば、直行便・普通便別でダイヤの組
み方を検討するなどの適切な検証を行い、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

令和2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

福沢線
(福沢～長沢
駅跡)

Ａ
計画どおり事業は適切に
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、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。

高校生通学
ライナーバス
（東三条駅
～県央工業
高等学校）

Ａ
計画どおり事業は適切に
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、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。

三条市地域
公共交通協

議会

三条市内の全中学校卒業生に
対し、利用時間、利用方法、循
環バスや自転車駐車場の案内
などを記載したチラシを配布し、
周知を図った。（H31.3)

B

福沢線については、目標に掲げた日平均利用者数
が5人に対し、平成30年10月～令和元年9月までの
実績は4.9人／日と前年度の実績から0.5人／日減
少し、目標をわずかに下回った。
高校生通学ライナーバス（東三条駅～県央工業高等
学校）については、目標に掲げた日平均利用者数30
人に対し、実績は28.0人／日となり、目標を下回っ
た。
令和元年６月に下田中学校３年生の保護者に高校
生の通学手段に関するアンケートを行ったところ、複
数回答可とした中でバスが59.7％、家族送迎が
36.4％の結果となった。その一方で、同保護者との
意見交換の中では、保護者の勤め先が東三条駅方
面であること、時間が合えば高校まで送ることなど家
族送迎に関する意見があった。これらのことから、家
族送迎の実態が利用者減の一因となっているとも考
えられる。

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

越後交通株
式会社

下田中学校の保護者を対象とし
たアンケートや意見交換の中
で、下田地区の通学手段である
バスの存続を求める声も聞かれ
たことから、短期的な利用者の
減少のみを捉えるのではなく、下
田地域における交通弱者に移動
手段の確保といった観点から利
用促進を図るよう、チラシの配布
やホームページによる情報発信
に努める。

- 40 -



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

市内循環バ
ス南コース
（市内）

Ａ
計画どおり事業は適切に
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。

市内循環バ
ス北コース
（市内）

Ａ
計画どおり事業は適切に
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。

市内循環バ
ス嵐南コー
ス
（市内）

Ａ
計画どおり事業は適切に
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。

市内循環バ
ス嵐北コー
ス
（市内）

Ａ
計画どおり事業は適切に
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。

通学でバスを利用する児童・生
徒の声を吸い上げるため、市内
小中学校等へ現運行に対する
要望を聴き取り、交通事業者へ
伝えて見直しを行うための下地
づくりを行った。（R1.9）

B

目標に掲げた日平均利用者数が100人に対し、平成
30年10月～令和元年9月までの実績は74.4人／日で
あり、前年度の実績から1.9人／日減少し、目標を下
回った。※各コースの内訳（南コース 目標60人、実
績47.7人）、（北コース  目標20人、実績11.3人）、（嵐
北コース  目標20人、実績7.1人）、（嵐南コース  目
標20人、実績8.3人）
平成26年４月から運行を開始した嵐北コース・嵐南
コースについては、一定期間を経過し徐々に浸透さ
れつつあることが昨年度と比べて増加につながった
ものと捉えているが、10年以上前から運行している
北コース、南コースについては利用ニーズの変化等
により減少しているものと考える。

三条市地域
公共交通協
議会

越後交通株
式会社

まとまった人数の利用が期待さ
れる学生の通学手段の観点か
ら、現行の運行対する要望を聴
きとったところであり、その内容
を基に交通事業者と協議を進
め、当該コース以外の路線も含
めた循環バスの運行時間等の
見直しについて検討していく。
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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

株式会社エ
ス・タクシー

Ａ
計画どおり事業は適切に
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
今後の改善点として「自家用車を運転しない交通弱
者に効果的なサービス内容の充実を図るための政
策」について検討する、としていた点の反映が十分で
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。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。

三条タクシー
株式会社

Ａ
計画どおり事業は適切に
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
今後の改善点として「自家用車を運転しない交通弱
者に効果的なサービス内容の充実を図るための政
策」について検討する、としていた点の反映が十分で
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。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。

三条市地域
公共交通協
議会

デマンド交通をより多くの方から
利用していただけるよう、高齢者
が集まる場に足を運び、デマンド
交通の制度の概要や利用方法、
停留所等について話をする出張
説明会を27回開催した。（H30.10
～R1.9)

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

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30年10月～令和元年9月ま
での実績は276.4人／日であり、前年度の実績から
1.4人／日減少し、目標を下回った。また、土日の運
行について、目標に掲げた土曜日の日平均利用者
数100人、日曜日の日平均利用者数50人／日に対
し、同期間の実績は、土曜日が86.7人／日、日曜日
が52.7人となった。土曜日は目標を下回ったものの、
日曜日は目標を上回った。
土曜日の通院、週末の買い物を目的とした利用ニー
ズに応えるため、平成30年６月から運行を開始した
ところであるが、時々「土日も運行しているのか」とい
う問合せがあるところを見るとまだまだ周知不足の
実態があるため、引き続き、主な利用層である高齢
者を対象とした周知・啓発が必要である。

高齢者が集まる機会を捉えたデ
マンド交通出張説明会の中で、
デマンド交通の使い方や更なる
利便性の向上等に関する意見を
いただいたことから、こうした
ニーズに応えるよう、利用者の
目線に立った周知として新たな
公共交通マップの作成やサービ
ス内容の充実の検討などを進
め、使い勝手が良く持続可能な
運行を目指していく。

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

中越交通株
式会社

Ａ
計画どおり事業は適切に
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
今後の改善点として「自家用車を運転しない交通弱
者に効果的なサービス内容の充実を図るための政
策」について検討する、としていた点の反映が十分で
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。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。

日の丸観光
タクシー株式
会社

Ａ
計画どおり事業は適切に
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
今後の改善点として「自家用車を運転しない交通弱
者に効果的なサービス内容の充実を図るための政
策」について検討する、としていた点の反映が十分で
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。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。

三条市地域
公共交通協
議会

デマンド交通をより多くの方から
利用していただけるよう、高齢者
が集まる場に足を運び、デマンド
交通の制度の概要や利用方法、
停留所等について話をする出張
説明会を27回開催した。（H30.10
～R1.9)

三条市デマ
ンド交通
（三条市内）

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30年10月～令和元年9月ま
での実績は276.4人／日であり、前年度の実績から
1.4人／日減少し、目標を下回った。また、土日の運
行について、目標に掲げた土曜日の日平均利用者
数100人、日曜日の日平均利用者数50人／日に対
し、同期間の実績は、土曜日が86.7人／日、日曜日
が52.7人となった。土曜日は目標を下回ったものの、
日曜日は目標を上回った。
土曜日の通院、週末の買い物を目的とした利用ニー
ズに応えるため、平成30年６月から運行を開始した
ところであるが、時々「土日も運行しているのか」とい
う問合せがあるところを見るとまだまだ周知不足の
実態があるため、引き続き、主な利用層である高齢
者を対象とした周知・啓発が必要である。

高齢者が集まる機会を捉えたデ
マンド交通出張説明会の中で、
デマンド交通の使い方や更なる
利便性の向上等に関する意見を
いただいたことから、こうした
ニーズに応えるよう、利用者の
目線に立った周知として新たな
公共交通マップの作成やサービ
ス内容の充実の検討などを進
め、使い勝手が良く持続可能な
運行を目指していく。

Ｂ
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令和2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

　公共交通の需要が高まる冬場
に向け12月号の市報において利
用促進記事を掲載した。
　また、市外来訪者の観光利用
や学生の通学利用促進に向け
て中条駅デジタルサイネージに
おいて継続的に情報発信を行っ
ている。

　平均利用者数は、目標とした
150人を上回る152.88人を記録し
た。
　昨年度平均利用者数153.95人
と比べると年間平均利用者数は
若干の減少しているものの、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。株式会社中

条タクシー
区域運行
（乙）

株式会社中
条タクシー

区域運行
（中条築地）

　事業が計画に位置付けられたと
おり、適切に実施された。

　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

A

　胎内市地域公共交通網形成
計画が令和元年9月に策定され
たことから、その中で定めた基
本方針、基本目標に基づき利用
促進や情報発信に係る各施策
を実施していくこととする。

A

A

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

　　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。

　　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

胎内市地域
公共交通協
議会

胎内市地域公共交通網形成計
画が令和元年9月に策定された
ことから、その中で定めた基本
方針、基本目標に基づき利用促
進や情報発信に係る各施策を
実施していくこととする。

　公共交通の需要が高まる冬場
に向け12月号の市報において利
用促進記事を掲載した。
　また、市外来訪者の観光利用
や学生の通学利用促進に向け
て中条駅デジタルサイネージに
おいて継続的に情報発信を行っ
ている。

平均利用者数は、目標とした150
人を上回る152.88人を記録した。
　昨年度平均利用者数153.95人
と比べると年間平均利用者数は
若干の減少しているものの、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。

AA

　　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。

藤観光タク
シー株式会
社

区域運行
（乙）

　事業が計画に位置付けられたと
おり、適切に実施された。

　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 A
株式会社中
条タクシー

　　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。

区域運行
（黒川）
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別添２

令和2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

⑴平成29年度から実施している
高　齢者割引制度を継続した。
⑵このほか、次のとおり、各年代
に応じた利用促進事業を実施し
た。
・保育園児による車内アナウン
ス
・小学生バスの乗り方教室の開
催
・小、中学生夏休み無料運行
・高校生等通学割引キャンペー
ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

Ａ
事業は計画通り適切に実
施された。

A

収支率は、目標40％以上に対して、実績は40.2％
（前年度比+3.1％）であった。
また、利用者数は41,482人（前年度比＋6.0％）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
者割引制度の実施が挙げられる。

⑴高齢者割引制度の利用を促
進させるため、更なる当該制度
の周知を行っていく。
⑵各年代に応じた利用促進事業
を引き続き、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、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

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

⑴市街地循環バスのみで実施を
していた高齢者割引制度を拡充
し、当該路線でも実施した（令和
元年10月～）。
⑵このほか、次のとおり、各年代
に応じた利用促進事業を実施し
た。
・保育園児による車内アナウン
ス
・小学生バスの乗り方教室の開
催
・小、中学生夏休み無料運行
・高校生等通学割引キャンペー
ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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20.6％
（前年度比△7.0％）であった。
また利用者数は14,963人（前年度比△18.7％）であっ
た

⑴当該路線において、本年10月
から導入した高齢者割引制度の
利用を促進させるため、更なる
当該制度の周知を行っていく。
⑵引き続き、各年代に応じた利
用促進事業を実施していく。
⑶利用者数の減少傾向が続い
ていることから、乗降調査等によ
り、その要因分析を行い、当該
路線の減便、経路変更、他路線
との統合等を検討していく。

　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。

越後交通㈱
柏崎駅前～
久米線

⑴市街地循環バスのみで実施を
していた高齢者割引制度を拡充
し、当該路線でも実施した（令和
元年10月～）。
⑵このほか、次のとおり、各年代
に応じた利用促進事業を実施し
た。
・保育園児による車内アナウン
ス
・小学生バスの乗り方教室の開
催
・小、中学生夏休み無料運行
・高校生等通学割引キャンペー
ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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26.2％（前
年度比△8.7％）であった。
また、利用者数は17,903人（前年度比△14.5％）で
あった。

⑴当該路線において、本年10月
から導入した高齢者割引制度の
利用を促進させるため、更なる
当該制度の周知を行っていく。
⑵引き続き、各年代に応じた利
用促進事業を実施していく。
⑶利用者数の減少傾向が続い
ていることから、乗降調査等によ
り、その要因分析を行い、当該
路線の減便、経路変更、他路線
との統合等を検討していく。

　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
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別添２

令和2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

・高校生や高齢者の利用を促進
するために、通学や通院、買い
物へのバスの利用をPRするパン
フレットを作成、配布した。

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

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 C

事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかっ
た。
＜事業の目標＞
年間利用者数81,704人以上
(前年度)81,527人→(今年度)78,184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。
＜達成状況の分析＞
・少雪の影響もあり、冬期利用者が昨年度に対し大
きく減少したため、目標値を達成することができな
かったものと考えられる。
・1便あたり13.7人の利用があり、中心市街地や商業
施設、医療施設等を移動するための手段として定着
している。
・近年は利用者数が横ばいに推移している傾向もあ
ることから、さらなる利用促進を図るため、運行内容
の検証を行う必要がある。

・高校生の通学や高齢者の通
院、買い物へのバス利用を促進
するためのパンフレットの作成、
配布を継続する。
・四半期に一度行う動態調査結
果を基に、運行内容を検証す
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

・利用時において、乗り継ぎへの
不安感もあることから、地域とと
もに乗り方教室を継続して実施
するほか、バス停掲示物や車内
掲示物の工夫を行うなど利用促
進を図る。
・地域住民と一体となり、運行内
容の検証を行う。
・小・中学校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。

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

・地域のイベントでのPR活動、通
院利用、買物利用を促すための
利用ガイドを作成、配布したほ
か、地域住民の積極的な利用を
促すための乗り方教室を実施し
た。
・学校への通学に配慮したダイ
ヤ設定を継続した。

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

事業が計画に位置づけられた目標を達成できなかっ
た。
＜事業の目標＞
1日当たり利用者数260人以上
(昨年度)228人→(今年度)184人
1日当たり運賃収入27,500円以上
(昨年度)19,982円→(今年度)17,190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要因の一つとして、
昨年度と比較し、冬期間において少雪であったこと
から、利用者が大幅に減少したことが考えられる。
・運賃収入が目標に達しなかった理由として、身体障
害者手帳等の提示による無料乗車人数の割合が増
加していることに加え、少雪による冬期利用者の減
少が主な要因と考えられる。
【参考①】川東地区高校生の市内6高校における学
生数と利用率(見込)
（H30.7動態調査）73人、18.4％　→　（R1.7動態調査）
72人、20.3％
【参考②】県立新発田竹俣特別支援学校のバス利用
者数
（H30）26人　→　（R1）31人
【参考③】手帳提示率(手帳提示者/乗車人数)
(H30)19.8％ → (R1)22.4％
・目標は達成しなかったものの、川東地区内の高校
生及び川東地区にある県立新発田竹俣特別支援学
校の生徒の重要な通学手段として定着している。
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別添２

令和2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。

H30に引き続き「病院乗り入れ便
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。

学生ワイドフリー乗車券及び障
がい者割引運賃制度（割引拡
充）を継続。通学する学生のバ
ス利用を取り込むため、新規高
校生への制度案内を実施し、利
用促進を図った。

路線バス利用促進の一環として
佐渡テレビデータ放送への時刻
掲載を試験的に実施。

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
R1利用者数：19,460人
（達成率：97.3%）
H30利用者数：17,915人
（達成率：89.6%）

目標数には届かなかったものの前年を上回る利用
者数となった。
佐渡総合病院での乗降者数は増加傾向にあり、「病
院乗り入れ便のご案内」チラシの効果が高いものと
考えられる。
通学の面では、学生ワイドフリー定期券の利用が延
びていることから学生の利用が増加したものと考え
られる。

引き続き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
シの作成、配布を継続する。併
せて路線バス割引サービス制度
の周知を図り、相乗効果が得ら
れるよう努める。

学生ワイドフリー定期券及び障
がい者割引運賃制度は、引き続
き教育委員会や社会福祉課と連
携を図りながら、周知、利用促進
に努めたい。

　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

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。

地域内交通の具体的整備に向
けた検討を進めるため、地域の
団体と協議を開始した。

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

目標利用者数：4,200人
R1利用者数：2,687人
（達成率：64.0％)
H30目標利用者数：6,200人
Ｈ30利用者数：5,779人
（達成率：93.2%）

小木港での乗降者数は増加した。航路利用の観光
客等の利用が増えたものと考えられる。
一方、生活路線としての利用減少の影響が大きく、
路線のあり方について協議が必要と考える。

利用者のニーズを把握し、地域
に合った交通体系を構築するた
め、地域の団体等と地域内交通
について検討を進める。

　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、生活路
線としての利用者減少の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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別添２

令和2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

台風の影響により運航で
きない日が１日あったが、
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

住民利用者数が1,863人（1人当たりの利用回数5.0
回）であり、目標の2,230人（1人当たりの利用回数6.3
回）は達成できなかった。コミュニティバス全体の利
用者は昨年度と比べ1.24倍（平成30年度4,694名に
対し、平成31年度5,543名）となっていることから、観
光船がなくなったために観光目的で利用する人が増
えたと思われる。

・引き続き停留所の雨風避けの
方法について検討する。
・コミュニティバスをもっと日常か
ら利用してもらえるように外出意
欲を高めるイベントを企画するな
どして維持を図っていく。

　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。

粟島浦村地
域公共交通
協議会

粟島浦村 県道ルート

・温泉事業と協働し、コミュニティ
バス乗車目的地の１つである温
泉の利用環境の改善について
は、温泉施設としての利用の他
にも広い和室を活かした休憩所
としての機能を強化させ、書籍の
設置を行なった。
・頻繁に使用する停留所付近に
雨風避けがないことから、雨風
避けを設置することとしたが、漁
港区域内であるため設置が困難
となっている。違う方法で雨風を
凌げないか引き続き検討する。
・冬期間の外出意欲を高める取
り組みとして、11月～3月の間温
泉施設の割引キャンペーンを行
なっている。

A

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

令和2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

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）

高齢者を対象とした利用促進活
動を継続実施した。（免許返納
高齢者への制度説明）・利用者
の動態やニーズを把握　するた
め、アンケート調査を実　施し
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、
104.7％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、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）
また、予約お断りを削減する取
組みについて検討、実施する。

　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。

㈲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）

・周知を図るため、総合時刻表
の　配布先を拡大した。（医療機
関、　ハローワーク窓口、障がい
者施　設等）・利便性向上へ向
け、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。・利用者の動態やニーズを
把握　するため、アンケート調査
を実　施した。

Ａ
計画通り事業は適切に実
施された

C

　輸送人員の目標値である前年比100％以上に対
し、82.5％であり、目標を達成できなかった。　利用者
減少は、40代・50代と高齢者層で現れており、40代・
50代では通所や通院等で多く利用するヘビーユー
ザーの影響（利用終了）、高齢者層では郊外地で進
む人口減少や免許保有者（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。

　若年層への対策として、引き続
きPR活動を継続し、知らないか
ら利用できなかった方を減らすよ
う周知に努める。　高齢者層へ
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）
また、予約お断りを削減する取
組みについて検討、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。

五泉市地域
公共交通活
性化協議会

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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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

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）

・周知を図るため、総合時刻表
の　配布先を拡大した。（医療機
関、　ハローワーク窓口、障がい
者施　設等）・高齢者を対象とし
た利用促進活　動を継続実施し
た。（免許返納　高齢者への制
度説明）・利便性向上へ向け、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。・利
用者の動態やニーズを把握　す
るため、アンケート調査を実施し
た。

Ａ
計画通り事業は適切に実
施された

C

　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
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・80代で主に現れている。要因とし
て、郊外部で進む人口減少や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。

　高齢者層への対策として、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。　また、予約お断りを
削減する取組みについて検討、
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

令和2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

C

A

C

運行事業者との意見交換等に
よって利用者ニーズの把握に努
め、利用者の新規開拓を図る。

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。

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。

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。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

A
＊計画通り、適切に実施
された。

㈱小出タク
シー

小出地域乗
合タクシー

湯之谷地域
乗合タクシー

田中・清本・
長松・米沢
乗合タクシー

魚沼市地域
公共交通協
議会

三ツ又乗合
タクシー

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
用促進を図った。

チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

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
用促進を図った。

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

【達成状況】
輸送人員目標値比： 129%
目標：6,500人→実績8,390人

【達成状況】
輸送人員目標値比：90%
目標：400人→実績360人
【未達成の主な理由】
利用者の新規開拓がすすまなかったため

【達成状況】
輸送人員目標値比： 104%
目標：450人→実績470人

【達成状況】
輸送人員目標値比：99%
目標：880人→実績：870人
【未達成の主な理由】
利用者の新規開拓がすすまなかったため

　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。

　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。

　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。

　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

ひかり交通
㈱

　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。

　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。

C

【達成状況】
輸送人員目標値比： 115%
目標：3,560人→実績4,110人

【達成状況】
輸送人員目標値比：82%
目標：1,310人→実績：1,070人
【未達成の主な理由】
無料買い物送迎に利用者が転移したため

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。

運行事業者との意見交換等に
よって利用者ニーズの把握に努
め、利用者の新規開拓を図る。

A
チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

魚沼市地域
公共交通協

議会

チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

上稲倉・魚
野地乗合タ
クシー

新道島乗合
タクシー

＊計画通り、適切に実施
された。

A

A
＊計画通り、適切に実施
された。
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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

小出まちな
か循環線
（逆回り）

＊計画通り、適切に実施
された。

A C

奥只見タク
シー㈱

チラシの配布等によって、公共
交通のPRを行い、利用者の新規
開拓を図る。

小出まちな
か循環線
（順回り）

滝之又乗合
タクシー

　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、新規停留所
のPRが不足し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。

A

A

A

【達成状況】
輸送人員目標値比： 100%
目標：1,330人→実績1,330人

【達成状況】
輸送人員目標値比： 117%
目標：1,030人→実績：1,210人

【達成状況】
輸送人員目標値比： 111%
目標：800人→実績：890人

【達成状況】
輸送人員目標値比： 98%
目標：990人→実績970人
【未達成の主な理由】
新規停留所のPRが不足したため

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。

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。

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。

　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。

　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。

　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。

水沢・越又・
泉沢乗合タ
クシー

運行事業者との意見交換等を行
い、利用者ニーズの把握に努め
経路の見直しを行い利用促進に
努めた。

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
用促進を図った。

＊計画通り、適切に実施
された。

＊計画通り、適切に実施
された。

＊計画通り、適切に実施
された。

A

A

魚沼市地域
公共交通協

議会

A

運行事業者との意見交換等を行
い、利用者ニーズの把握に努め
経路の見直しを行い利用促進に
努めた。
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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

チラシの配布等によって、公共
交通のPRを行い、利用者の新規
開拓を図る。

運行事業者との意見交換等に
よって利用者ニーズの把握に努
め、利用者の新規開拓を図る。

運行事業者との意見交換等に
よって利用者ニーズの把握に努
め、利用者の新規開拓を図る。

チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

チラシの配布によって公共交通
のPR行い、利用促進を行った。

＊計画通り、適切に実施
された。

＊計画通り、適切に実施
された。

＊計画通り、適切に実施
された。

A

A

A

赤土乗合タ
クシー

福山新田乗
合タクシー

高倉乗合タ
クシー

　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。

　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、当該路線の
中学生の定期利用が減少し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。

　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、当該路線にお
いて、高齢者の利用が減少し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。

C

C

C

【達成状況】
輸送人員目標値比：75%
目標：40人→実績：30人
【未達成の主な理由】
経路見直しの周知が前半期においてすすまなかっ
たため

【達成状況】
輸送人員目標値比：65%
目標：1,830人→実績：1,190人
【未達成の主な理由】
中学生の定期利用が減少したため

【達成状況】
輸送人員目標値比：74%
目標：2,410人→実績：1,790人
【未達成の主な理由】
利用を止めた高齢者数が新規利用者数を上回った
ため

魚沼市地域
公共交通協
議会

観光タクシー
㈱
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令和2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

1.株式会社
燕タクシー

　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。

2.株式会社
中央タクシー

　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

　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。

　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38,880人）に対し、実績が158.0人/日
（年換算38,085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。
しかし、利用者数は過去最高となっており、利用がよ
り広まってきたことと、配車技術が向上していること
によるものと推測される。

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

　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。

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

A C
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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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

3.中越交通
株式会社

　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。

4.まきタク
シー有限会
社

　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。

5.地蔵堂タク
シー有限会
社

　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。

6.弥彦タク
シー株式会
社

　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

　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。

　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38,880人）に対し、実績が158.0人/日
（年換算38,085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。
しかし、利用者数は過去最高となっており、利用がよ
り広まってきたことと、配車技術が向上していること
によるものと推測される。

　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。

燕市デマンド
交通
おでかけきら
らん号

A C
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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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

　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。

燕・弥彦地
域公共交通
会議

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18,225人）に対し、実績が83.0人/日（年
換算20,002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。

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。
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令和2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

・高齢者の通院需要に対応する
ため、午前中心のダイヤ設定や
医療機関付近に新たに停留所を
設け、ルート変更を行う。
・引き続き、ダイヤ改正等の情報
をタイムリーに市ホームページ
等で発信し、沿線住民の利用を
促進する。

妙高市

関・燕温泉
線
・関山駅～
大洞原～燕
温泉

・地域住民だけでなく観光客でも
利用しやすいよう、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月の運賃収入水準を
維持（1,523千円）
●実績：1,625千円（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、利便性を確保
する。
・引き続き、ダイヤ改正等の情報
をタイムリーに市ホームページ
等で発信するとともに、時刻や路
線等を検索できるツールの導入
を検討する。

新井タクシー
株式会社

関山ルート
・妙高市新
井地域及び
関山地区、
上越市中郷
区

・市ホームページに乗合タクシー
のページを設けて周知を図っ
た。
・お盆期間（8月15,16日）を運行
することで利用者ニーズに対応
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

妙高市地域
公共交通協
議会

妙高市地域
公共交通協
議会

　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、定期的に利
用する高齢者を中心とした利用者が減少した理由につい
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。

　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。

C

●目標：H25年10月～H26年9月の運賃収入水準を
維持（979千円）
●実績：591千円（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：定期的に利用する高齢者を
中心とした利用者の減
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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

妙高市地域
公共交通協
議会

　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、高齢者を中心
とした利用者の減少以外の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。

妙高市

杉野沢線Ｃ
・妙高高原
駅～いもり
池入口～杉
野沢上
杉野沢線Ｅ
・杉野沢上
～関川関所
前～妙高病
院前
杉野沢線Ｆ
・妙高高原
駅～関川関
所前～杉野
沢上

・地域住民だけでなく観光客でも
利用しやすいよう、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

C

●目標：市営バス転換前のH26年10月～H27年9月
の運賃収入水準を維持（3,026千円）
●実績：2,496千円（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：高齢者を中心とした利用者の
自然減

・地域住民と観光客のニーズを
分析して、需要に応じたダイヤを
検討する。
・引き続き、ダイヤ改正等の情報
をタイムリーに市ホームページ
等で発信するとともに、時刻や路
線等を検索できるツールの導入
を検討する。
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別添２

令和2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

・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、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
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7,000人に対して7,210人であった。（達成
率103.0％）
第5便の利用者が前年の451人から803人（178.0%）と
増加した。

・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。

・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。
・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、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
し、情報の共有を行った。
・一部にフリー降車区間を設け、
利便性の向上を図った。

A
計画通り適正に実施され

た。
B

利用者目標4,200人に対して3,919人であった。（達成
率93.3％）
福祉センターしらゆり（温浴施設）の乗客が前年比
100人超減少したためである。他の公共交通の利用
に変わったか、固定客の利用がなくなった可能性が
ある。

・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。
・既存の固定客だけでなく、新た
な利用客による利用を促進する
ような広報を検討する。
・今年度実施したアンケート結果
により、利用者ニーズを整理し、
市と事業者が連携し利便性の改
善を行っていく。

　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、聞き取
り調査等により、福祉センターの乗客が減少した理
由について可能な限り特定・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

南越後観光
バス株式会
社

南魚沼市地
域公共交通
協議会

　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。

・城内コース
（南魚沼市
役所～城内
～福祉ｾﾝﾀｰ
しらゆり）
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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

・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、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
し、情報の共有を行った。
・一部にフリー降車区間を設け、
利便性の向上を図った。

A
計画通り適正に実施され

た。
A

利用者目標1,900人に対して2,294人であった。（達成
率120.7％）
五日町市街地周辺から六日町市街地周辺への利用
の増加がみられた。

・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。

・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。
・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。
（H31バス年度で２団体）
・市民バス事業者全体打合せ、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
し、情報の共有を行った。
・一部にフリー降車区間を設け、
利便性の向上を図った。

A
計画通り適正に実施され

た。
B

利用者目標2,900人に対して2,200人であった。（達成
率75.9％）
福祉施設通所者の利用が減少し、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612人から216人（-64.7％）と減少
したことが要因である。

・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。
・既存の固定客だけでなく、新た
な利用客による利用を促進する
ような広報を検討する。
・今年度実施したアンケート結果
により、利用者ニーズを整理し、
市と事業者が連携し利便性の改
善を行っていく。

　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。

南魚沼市地
域公共交通
協議会

銀嶺タクシー
株式会社

　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。

・大巻・泉
コース（大巻
泉～庄之又
～銀嶺タク
シー前）
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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

・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。

南魚沼市地
域公共交通
協議会

計画通り適正に実施され
た。

A

・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。
（H31バス年度で２団体）
・市民バス事業者全体打合せ、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
し、情報の共有を行った。
・一部にフリー降車区間を設け、
利便性の向上を図った。

・中之島・吉
里コース（柄
沢来泉寺～
塩沢庁舎～
南魚沼市役
所）

　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。

　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。

株式会社魚
沼中央トラン
スポート

・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。

利用者目標2,500人に対して2,888人であった。（達成
率115.5％）
近年、継続して利用者が伸びており、市民バスが地
域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。

A
計画通り適正に実施され
た。

A

・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、
個別事業者と打合せを行うこと
により、寄せられた意見や苦情
などについて市と事業者で把握
し、情報の共有を行った。
・一部にフリー降車区間を設け、
利便性の向上を図った。
・バス停の増設を行い、利便性
の向上を図った。

・石打・竹俣
コース（五十
嵐～塩沢庁
舎～南魚沼
市役所）

利用者目標2,500人に対して2,888人であった。（達成
率115.5％）
近年、継続して利用者が伸びており、市民バスが地
域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。

A
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令和2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

利用実態を分析したうえでの目
標設定
【事業目標】
・経常収支率20%
・月間利用者数1,500人
【利用促進取組み】
・公共交通マップ作成全戸配布
・道の駅におけるポイントサービ
ス導入
・市や商工会主催イベントチラシ
への公共交通利用掲載

循環バス
4便×2（内
外回り）=計8
便/日
※土日祝計
6便/日

越後交通㈱
小千谷市地
域公共交通
協議会

　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「月間平均利用者数」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「経常収
支率」に関する目標が、なぜ達成出来なかったのか
を分析し、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。

利用者数は昨年度ダイヤ改正を
実施した下半期1,495人/月を上
回ったが、経常収支率が前年同
率12%で目標20%を下回った。
H29.4運行開始後3年目となり定
着してきたことで利用者数は微
増となっているが、収支率向上
のためには、③記載の利用促進
取組みの他、地域懇談会での住
民説明、観光や商工会等と連
携・協力し、公共交通利用増加
に取り組む。

経常収支率は12%で、昨年と同率であったが、目標
の20%を達成できなかった。
月間平均利用者数は1,637人で目標の1,500人を上
回った。

B
計画通り事業は適切に実
施された。

A

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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令和2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

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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6.9人に対し、8.6
人となり、目標達成率は125％。

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。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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3.7人に対し、2.3
人となり、目標達成率は62％。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
利用が減少した要因をさらに深掘りする観点からも
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。

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

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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10.7人に対し、
11.7人となり、目標達成率は109％。

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。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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10.7人に対し、
11.3人となり、目標達成率は106％。

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

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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4.4人に対し、5.8
人となり、目標達成率は132％。

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。（小学生の通学利用
により、2月以降の利用が伸び
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。
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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

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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6.1人に対し、5.0
人となり、目標達成率は82％。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。

　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
利用が減少した要因をさらに深掘りする観点からも
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。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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6.6人に対し、
10.3人となり、目標達成率は156％。

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。

飯田市地域
公共交通改
善市民会議

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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2.9人に対し、3.0
人となり、目標達成率は103％。

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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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

事業者名：
（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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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2.9人に対し、2.4
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

事業者名：
南信州広域
タクシー㈲

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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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2.3人に対し、1.7
人となり、目標達成率は74％。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

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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3.1人に対し、2.9
人となり、目標達成率は94％。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

事業者名：
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。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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2.0人に対し、1.1
人となり、目標達成率は55％。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

事業者名：
（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。
平成28・29年度に乗合タクシー
座光寺上郷線の実証運行を行
い、平成30年度にエリアを拡大し
た。
平成31年4月からマタニティ割引
を開始した。

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2.0人に対し、2.1
人となり、目標達成率は105％。

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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令和2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

事業者名：
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、将来の利用者を
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

キロ当り運行コストは463円以内に対し467円76銭、
経常収支率は50％以上に対し30.94％となり目標達
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等の要因に
より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。

全体的に人口減少と少子化によ
る影響により運送収入が前年を
下回ってしまったため収益減とな
り、また、世界情勢の動向から燃
料油脂費用が増加傾向となり経
常費用が増え、運行コストも上
がってしまう結果となった。しか
し、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。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。

　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

事業者名：
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、将来の利用者を
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

キロ当り運行コストは463円以内に対し467円76銭と
なった。経常収支率は15％以上に対し6.81％となり
目標達成には至らなかった。このことは、別所線の
利用者が増加していたため利用者を思うように伸ば
せなかったと考えられる。（H30.10～R1.9の実績比
較）

全体的に人口減少と少子化によ
る影響により運送収入が前年を
下回ってしまったため収益減とな
り、また、世界情勢の動向から燃
料油脂費用が増加傾向となり経
常費用が増え、運行コストも上
がってしまう結果となった。しか
し、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。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。

　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、なぜ利
用者が別所線に転換したのか、また、塩田線の利用
者減少との因果関係が不明なことから、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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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

事業者名：
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、将来の利用者を
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。

B
キロ当り運行コストは467円76銭となり目標達成には
至らなかったが、経常収支率は15％以上に対し
15.30％となり目標を達成した。

全体的に人口減少と少子化によ
る影響により運送収入が前年を
下回ってしまったため収益減とな
り、また、世界情勢の動向から燃
料油脂費用が増加傾向となり経
常費用が増え、運行コストも上
がってしまう結果となった。しか
し、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。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。

　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。

- 76 -



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

事業者名：
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、将来の利用者を
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。

B
キロ当り運行コストは467円76銭となり、目標達成に
は至らなかったが、経常収支率は15％以上に対し
15.30％となり目標を達成した。

全体的に人口減少と少子化によ
る影響により運送収入が前年を
下回ってしまったため収益減とな
り、また、世界情勢の動向から燃
料油脂費用が増加傾向となり経
常費用が増え、運行コストも上
がってしまう結果となった。しか
し、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。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。

　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

上田市公共
交通活性化
協議会

事業者名：
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、将来の利用者を
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

キロ当り運行コストは467円76銭となった。経常収支
率は15％以上に対し8.81％となり目標達成には至ら
なかった。運行開始から3年がたち新たな利用者確
保のための周知等が出来ておらず、実績が伸び悩
んでいると考えられる。

全体的に人口減少と少子化によ
る影響により運送収入が前年を
下回ってしまったため収益減とな
り、また、世界情勢の動向から燃
料油脂費用が増加傾向となり経
常費用が増え、運行コストも上
がってしまう結果となった。しか
し、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。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。

　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

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。

C

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標28％以上に対し、
27.2％と目標を達成できなかった。原因としては収入
は運賃低減バスの効果により前年と比較し1.8％増
加したが、燃料の高騰で予定していた燃料費より経
費が掛かってしまったことと、車両の老朽化による修
繕費用が増加した為と考える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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。
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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

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。

C

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標28％以上に対し、
27.2％と目標を達成できなかった。原因としては収入
は運賃低減バスの効果により前年と比較し1.8％増
加したが、燃料の高騰で予定していた燃料費より経
費が掛かってしまったことと、車両の老朽化による修
繕費用が増加した為と考える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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。
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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

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

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標12％以上に対し、
10.8％と目標を達成できなかった。原因としては今ま
で利用していた学生の卒業や自転車や徒歩等によ
る通学方法の切り替等で利用者が減少してしまい収
入面にも影響が出てしまった。その他経費に関して
は、燃料の高騰で予定していた燃料費より経費が掛
かってしまったことと、車両の老朽化による修繕費用
が増加した為と考える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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

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

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標12％以上に対し、
10.8％と目標を達成できなかった。原因としては今ま
で利用していた学生の卒業や自転車や徒歩等によ
る通学方法の切り替等で利用者が減少してしまい収
入面にも影響が出てしまった。その他経費に関して
は、燃料の高騰で予定していた燃料費より経費が掛
かってしまったことと、車両の老朽化による修繕費用
が増加した為と考える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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。
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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

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標4％以上に対し、
2.8％と目標を達成できなかった。原因としては、2年
前に改正したダイヤが市民に十分浸透していないこ
とで利用者が減少してしまい収入面にも影響が出て
しまった。その他経費に関しては、燃料の高騰で予
定していた燃料費より経費が掛かってしまったこと
と、車両の老朽化による修繕費用が増加した為と考
える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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、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、今後も適切に検証
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～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

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標4％以上に対し、
2.8％と目標を達成できなかった。原因としては、2年
前に改正したダイヤが市民に十分浸透していないこ
とで利用者が減少してしまい収入面にも影響が出て
しまった。その他経費に関しては、燃料の高騰で予
定していた燃料費より経費が掛かってしまったこと
と、車両の老朽化による修繕費用が増加した為と考
える。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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、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、今後も適切に検証
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、事業が計画に位置付
けられたとおり、適切に実
施された。

C

運行コストは418円以内に対し427円04銭で目標に達
成できなかった。収支率は目標20％以上に対し、
11.8％と目標を達成できなかった。原因としては燃料
の高騰で予定していた燃料費より経費が掛かってし
まったことと、啓発活動不足により認知度が下がって
しまい利用者が減少した為と考えられる。

運行コストは燃料の高騰により
予定していた燃料費より経費が
かかってしまい目標が達成出来
なかったためアイドリングストップ
など経費削減に努めていく。
収支率は利用者を増やすため
利便性の向上について、今後も
啓発活動を実施することにより、
利用実態を注視し、利用者の声
を反映させたダイヤの見直しを
継続していく。
夏休み期間中に実施した「夏休
みキッズパス」企画においては
千曲バス路線全体で前年に比
べ250人増といいう結果だった。
幼少期からバスに親しんでもら
い、将来的に利用者と なってい
ただけるよう引き続き実施してい
きたい。 また、運賃低減バスの
継続がR1年10月以降も継続され
ることから周知、PRも続けて実
施していきたい。

　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、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、今後も適切に検証
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

令和2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
（株）

・大島循環
（午前1便）
西山～伊那
大島駅
・大島循環
（午前2便）
伊那大島駅
～キラヤ前
・大島循環
（午前3便）
（午後便）
役場前～キ
ラヤ前

平成30年度の調査結果をもと
に、運行形態等について検討を
行った。
共通定期券の発売を開始し、町
内の通勤・通学者の利用促進を
図った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
4,000人目標のところ2,995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して考えられ
る。

聞き取り調査や乗り込み調査を
引き続き行い、住民ニーズを掴
む。
フリー降車区間を拡大し、利用
者の利便性の向上を図る。需要
が多ければ、フリー乗降への拡
大を検討する。

 　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、なぜ
定期利用の高齢者が減少したのかという観点からも
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。

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス
（株）

・上片桐循
環（午前1
便）　役場前
～役場前
・上片桐循
環（午前2
便）（午後1・
2便）　役場
前～キラヤ
前

平成30年度の調査結果をもと
に、運行形態等について検討を
行った。
共通定期券の発売を開始し、町
内の通勤・通学者の利用促進を
図った。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
4,500人目標のところ3,836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して考えられ
る。

聞き取り調査や乗り込み調査を
引き続き行い、住民ニーズを掴
む。
フリー降車区間を拡大し、利用
者の利便性の向上を図る。需要
が多ければ、フリー乗降への拡
大を検討する。

 　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、なぜ
定期利用の高齢者が減少したのかという観点からも
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。

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

松川町地域
公共交通対
策協議会

伊那バス
（株）

・大島・上片
桐通学便
役場前～伊
那大島駅

平成30年度の調査結果をもと
に、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
6,000人目標のところ3,860人であった。対象児童・生
徒の保護者による送迎が想定より多く、バス利用が
進まなかったことが原因として考えられる。

中学3年生の保護者向け説明会
を開催し、バスの利用や安価な
定期券のPR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

丸茂自動車
（有）

・生田循環
峠部奈線
（午前1便）
社協前～キ
ラヤ前
・生田循環
峠部奈線
（午前2便）
下峠～清流
苑
・生田循環
峠部奈線
（昼便）
社協前～新
井
・生田循環
峠部奈線
（午後1便）
社協前～下
峠
・生田循環
峠部奈線
（午後2便）
キラヤ前～
社協前

平成30年度の調査結果をもと
に、運行形態等について検討を
行った。
起伏の激しい生田地区での高齢
者の負担軽減と利便性の向上
のため、フリー乗降区間を全域
に拡大した。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
3,500人目標のところ3,013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して考えられ
る。

デマンドタクシーのPRを積極的
に行い、定時定路線では利用が
ままならなかった高齢者の利用
を積極的に促す。
デマンドタクシーの本格運行に
向け、実証運行期間中に乗り込
み調査やアンケート調査を実施
し、運行形態などの改善を検討
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、なぜ
定期利用の高齢者が減少したのかという観点からも
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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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
（有）

・生田循環
中山柄山線
（午前1便）
社協前～キ
ラヤ前
・生田循環
中山柄山線
（午前2便）
石橋～清流
苑
・生田循環
中山柄山線
（昼便）
社協前～新
井
・生田循環
中山柄山線
（午後1便）
社協前～石
橋
・生田循環
中山柄山線
（午後2便）
キラヤ前～
社協前

平成30年度の調査結果をもと
に、運行形態等について検討を
行った。
起伏の激しい生田地区での高齢
者の負担軽減と利便性の向上
のため、フリー乗降区間を全域
に拡大した。

A
事業は計画どおり適切に
実施された。

C
3,000人目標のところ2,370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して考えられ
る。

デマンドタクシーのPRを積極的
に行い、定時定路線では利用が
ままならなかった高齢者の利用
を積極的に促す。
デマンドタクシーの本格運行に
向け、実証運行期間中に乗り込
み調査やアンケート調査を実施
し、運行形態などの改善を検討
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、なぜ
定期利用の高齢者が減少したのかという観点からも
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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別添２

令和2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

事業社名
　・伊那バス㈱
運行系統名
　・若宮・美原
　　（若宮・美
原・手良・福島
　　 循環バス
の一部）

アピタ伊那～
美原５～アピ
タ伊那

【前回の事業評価結果】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「路線を守り育てる会」の発足と
活動支援を実施する。

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を実施した。（富県、新山、西春近
地区）
【3】「路線を守り育てる会」を発足し、
活動を支援した。（バス利用者アン
ケートの実施を計画）

A 計画に位置付けられた事業
は適切に実施されている。

A ・H31年度目標7.05人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は7.16人／1便であり、達成（参考：H30年度 6.84人
/1便）

・通勤や買い物等での利用により、利用者が増加した。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・バス利用者アンケート等を実施し、
運行内容の見直しや、地域にあった
公共交通のあり方についての検討
を進める。（高齢化の進行や、運転
免許証自主返納の推進等、社会情
勢も考慮）
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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。

伊那市地域
公共交通協
議会

事業社名
　・伊那バス㈱
運行系統名
　・若宮・美
原・手良・福島
　 循環バス

本社前～美原
５～中坪～ア
ピタ伊那

【前回の事業評価結果】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「路線を守り育てる会」の発足と
活動支援を実施する。

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を実施した。（富県、新山、西春近
地区）
【3】「路線を守り育てる会」を発足し、
活動を支援した。（バス利用者アン
ケートの実施を計画）

A 計画に位置付けられた事業
は適切に実施されている。

A ・H31年度目標7.05人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は7.16人／1便であり、達成（参考：H30年度 6.84人
/1便）

・通勤や買い物等での利用により、利用者が増加した。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・バス利用者アンケート等を実施し、
運行内容の見直しや、地域にあった
公共交通のあり方についての検討
を進める。（高齢化の進行や、運転
免許証自主返納の推進等、社会情
勢も考慮）
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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

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

事業社名
　・伊那バス㈱
運行系統名
　・富県・東春
近地区循環バ
ス

本社前～北福
地～中殿島～
本社前

【前回の事業評価結果】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】試験運行を実施した乗合タク
シーについて、利用者や地域住民
の意見を集約し、地域にあった公共
交通のあり方の検討を進めている。
（「守り育てる会」の活動）

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】沿線の保育園にてバス育を実施
した。（富県保育園）
【3】実証運行に対しては前向きな意
見が多く、引続き地域にあった公共
交通のあり方の検討を進める。
・路線バスの利用促進についても地
域の集会等で情報発信につとめた。

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 ・H31年度目標3.70人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は3.48人/1便であり0.22人/1便の未達（参考：H30
年度3.60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みられる。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・路線バスの利用促進（情報発信
等）と並行して地域にあった公共交
通のあり方についての検討を、地域
住民や交通事業者と一体となって進
める。（高齢化の進行や、運転免許
証自主返納の推進等、社会情勢も
考慮）
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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、なぜ新
規利用者を増加させることが出来なかったのかとい
う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。

伊那市地域
公共交通協
議会

事業社名
　・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】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「守り育てる会」の活動を支援
し、利用促進等の取組みにより地域
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
けにより、更なる利用者増を図る）

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】沿線の保育園にてバス育を実施
した。（新山保育園）
【3】引き続き、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
図った。

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 ・H31年度目標5.00人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は3.99人であり1.01人/1便の未達（参考：H30年度
4.49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みられる。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・引き続き「守り育てる会」の活動支
援と、情報発信等による利用促進を
進める。
・高齢化の進行や、運転免許証自主
返納の推進等、社会情勢も考慮し、
地域にあった交通のあり方の検討を
進める。
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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、なぜ新
規利用者を増加させることが出来なかったのかとい
う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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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

事業社名
　・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】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「守り育てる会」の活動を引続き
支援し、地域からの要望に基づく経
路延長のPRや利用者からの意見聴
取等を実施し、持続的な見直しと利
用促進に取組む。

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を実施した。（富県、新山、西春近
地区）
【3】運行内容の見直しに基づき、商
業施設への乗入れ（停留所の新設）
と経路延長を実施した。
・当該取り組みについて、周知チラ
シの回覧や有線放送の活用による
周知を実施した。

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 ・H31年度目標4.04人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は3.31人/1便であり0.73人/1便未達（参考：H30年
度3.95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みられる。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・過疎や通学利用の児童生徒の減少に伴って利用者が減
少していることも考えられる。（小中学校よりも遠距離とな
る高校への通学にあたっては、保護者が通勤時等に送迎
するケースも考えられる。）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・引き続き「守り育てる会」の活動支
援と、情報発信等による利用促進を
進める。
・高齢化の進行や、運転免許証自主
返納の推進等、社会情勢も考慮し、
地域にあった交通のあり方の検討を
進める。
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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、なぜ新
規利用者を増加させることが出来なかったのかとい
う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、今後も適切に検
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

事業社名
　・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】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「守り育てる会」の活動を引続き
支援し、地域からの要望に基づく経
路延長のPRや利用者からの意見聴
取等を実施し、持続的な見直しと利
用促進に取組む。

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を実施した。（富県、新山、西春近
地区）
【3】運行内容の見直しに基づき商業
施設への乗入れ（停留所新設）と経
路延長、道の駅への停留所新設を
実施した。（地域外からの利用も期
待できる提案）
・当該取り組みについて、周知チラ
シの回覧や有線放送の活用による
周知を実施した。

 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
・H31年度目標2.00人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は1.27人/1便であり0.73人/1便未達（参考：H30年
度1.61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みられる。
（高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる）

・過疎や通学利用の児童生徒の減少に伴って利用者が減
少していることも考えられる。（小中学校よりも遠距離とな
る高校への通学にあたっては、保護者が通勤時等に送迎
するケースも考えられる。）

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・引き続き「守り育てる会」の活動支
援と、情報発信等による利用促進を
進める。
・高齢化の進行や、運転免許証自主
返納の推進等、社会情勢も考慮し、
地域にあった交通のあり方の検討を
進める。
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

　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、なぜ新
規利用者を増加させることが出来なかったのかとい
う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、今後も適切に検
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

事業社名
　・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】

　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。

事業社名
　・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】 　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。

【前回の事業評価結果】
【1】高齢者教室等での説明（情報発
信）による利用促進策を実施する。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を計画する。
【3】「守り育てる会」の活動を引続き
支援し、地域からの要望に基づく経
路延長のPRや利用者からの意見聴
取等を実施し、持続的な見直しと利
用促進に取組む。

【反映状況】
【1】高齢者説明会にて、公共交通の
利用や利用促進イベントについて情
報発信を実施した。
【2】バス育の市内保育園への横展
開を実施した。（富県、新山、西春近
地区）
【3】運行内容の見直しに基づき商業
施設への乗入れ（停留所新設）と経
路延長、道の駅への停留所新設を
実施した。（地域外からの利用も期
待できる提案）
・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
停留所の統合を実施した。
・当該取り組みについて、周知チラ
シの回覧や有線放送の活用による
周知を実施した。

・利用促進の一環として、地域住民
と沿線保育園に通う園児を導入車
両の出発式に招待した。

伊那市地域
公共交通協
議会

・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実施する。
・バス育の市内保育園への横展開
を計画する。
・引き続き「守り育てる会」の活動支
援と、情報発信等による利用促進を
進める。
・高齢化の進行や、運転免許証自主
返納の推進等、社会情勢も考慮し、
地域にあった交通のあり方の検討を
進める。
・上記のほかにも利用促進策とし
て、1回10円でバスに乗車できる「10
円バスの日」や児童生徒向けの格
安定期券販売（子ども定期券）、運
転免許証自主返納者に係る運賃割
引制度についても継続的に取組み
ます。

・H31年度目標2.00人/1便に対して、H30年10月～R1年9月
の実績は2.05人であり達成（参考：H30年度1.92人/1便）

・遠距離通学の児童生徒の利用等により利用者が増加し
た。（小中学校よりも遠距離となる高校への通学にあたっ
ては、保護者が通勤時等に送迎するケースも考えられ
る。）

・高齢化の進行や、免許の自主返納の推進等の動向によ
り、今後の利用が増えることも考えられる。

計画に位置付けられた事業
は適切に実施されている。

AA
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令和2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

運行方法を見直し、週５日運行
から週３日運行へ変更したことに
よる効果等について、事業者とヒ
アリングを実施した。また、地区
には利用状況を説明し、利用促
進の依頼をした。

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
令和3年度まで2,800人以上確保する目標に対し、令
和元年度実績は2,282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。利用状況を分析
し、必要に応じて見直しを検討す
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、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。

Ａ
令和3年度まで1,400人以上確保する目標に対し、令
和元年度実績は1,943人であった。

利用者が減少し続けていたが、
今年度は若干増加した。今後も
維持できるように、利用状況を注
視しながら、引き続き地域や事
業者と連携を図っていく。

　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、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。

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。

Ａ
令和3年度まで3,200人以上確保する目標に対し、令
和元年度実績は3,748人であった。

利用者が減少し続けていたが、
今年度は若干増加した。今後も
維持できるように、利用状況を注
視しながら、引き続き地域や事
業者と連携を図っていく。

　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、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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令和2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

・「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。
・車両減価
償却費補助
金（南安タク
シー２台、安
曇観光タク
シー１台）を
受給中

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平成30
年10月から開始した。

A 計画どおり運行できた。 Ａ

今回計画において達成目標として掲げている利用者
数は年間85,600人である。
今年度の実績は「１日平均利用者数：　360.2人、年
間利用者数：　86,810人」であり目標は達成した。な
お、昨年度は「１日平均利用者数：349.5人、年間利
用者数：85,287人」であったため、対前年比でも利用
者数は増加している。

網形成計画において掲げている
利用者数の目標値を達成できる
よう日々利用者の増加を図りた
い。そのために、今年度は網計
画の中間評価の一貫として実施
する利用者アンケートにより利用
者実需の把握とそれに合った運
行に近づけるよう検討を進めた
い。
平成30年10月から開始した運行
見直しの効果を検証するため、
予約断り件数の推移を把握す
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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令和2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

（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

　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、路線
バス一般利用に係る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。

（路線名）高
沢・六月線
（運行区間）高
沢-黒姫駅-信
濃小中学校

　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、路線
バス一般利用に係る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。

平成31（令和元）年度の目標として、平成29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：7,864人、デマンドタク
シー13,400人、利用者ひとりあたりの財政支出5,073
円）
これに対して、平成31（令和元）年度の実績値とし
て、路線バス一般利用：6,917人、デマンドタクシー：
10,553人と路線バス利用者が12.1％減少、デマンド
タクシーの利用者が21.3%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は21,264人で
あり、実績値の合計は17,470人と17.9％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。
  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、また、現在見込みであるが、
利用者当たり財政支出についても前年度を上回る見
込みである。

B
計画どおり事業は適切に
実施された。

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。
(令和１年11月にアンケートを行
い、令和2年2月に分析をし、ス
クールバス化を含む運行の見直
しの検討を行う）
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。
利用者拡充をめざし、乗車対象
の見直しを行う。

「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

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

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱
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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

（路線名）石
橋・板橋線
（運行区間）石
橋-信濃小中
学校-黒姫駅

　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、路線
バス一般利用に係る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。

（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

　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、路線
バス一般利用に係る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。

「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
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

平成31（令和元）年度の目標として、平成29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：7,864人、デマンドタク
シー13,400人、利用者ひとりあたりの財政支出5,073
円）
これに対して、平成31（令和元）年度の実績値とし
て、路線バス一般利用：6,917人、デマンドタクシー：
10,553人と路線バス利用者が12.1％減少、デマンド
タクシーの利用者が21.3%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は21,264人で
あり、実績値の合計は17,470人と17.9％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。
  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、また、現在見込みであるが、
利用者当たり財政支出についても前年度を上回る見
込みである。

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。
(令和１年11月にアンケートを行
い、令和2年2月に分析をし、ス
クールバス化を含む運行の見直
しの検討を行う）
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。
利用者拡充をめざし、乗車対象
の見直しを行う。

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱
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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

（路線名）国道
線
（運行区間）黒
姫駅-いこい
の家

　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、路線
バス一般利用に係る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。

（路線名）国道
線
（運行区間）黒
姫駅-黒姫高
原

　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、路線
バス一般利用に係る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。

「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 B

平成31（令和元）年度の目標として、平成29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：7,864人、デマンドタク
シー13,400人、利用者ひとりあたりの財政支出5,073
円）
これに対して、平成31（令和元）年度の実績値とし
て、路線バス一般利用：6,917人、デマンドタクシー：
10,553人と路線バス利用者が12.1％減少、デマンド
タクシーの利用者が21.3%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は21,264人で
あり、実績値の合計は17,470人と17.9％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。
  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、また、現在見込みであるが、
利用者当たり財政支出についても前年度を上回る見
込みである。

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。
(令和１年11月にアンケートを行
い、令和2年2月に分析をし、ス
クールバス化を含む運行の見直
しの検討を行う）
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。
利用者拡充をめざし、乗車対象
の見直しを行う。

計画どおり事業は適切に
実施された。

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱
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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

（路線名）国道
線
（運行区間）い
こいの家-黒
姫高原

　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、路線
バス一般利用に係る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。

（路線名）国道
線
（運行区間）黒
姫駅-飯綱病
院

　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、路線
バス一般利用に係る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。

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。
(令和１年11月にアンケートを行
い、令和2年2月に分析をし、ス
クールバス化を含む運行の見直
しの検討を行う）
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。
利用者拡充をめざし、乗車対象
の見直しを行う。

「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
計画どおり事業は適切に
実施された。

B

平成31（令和元）年度の目標として、平成29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：7,864人、デマンドタク
シー13,400人、利用者ひとりあたりの財政支出5,073
円）
これに対して、平成31（令和元）年度の実績値とし
て、路線バス一般利用：6,917人、デマンドタクシー：
10,553人と路線バス利用者が12.1％減少、デマンド
タクシーの利用者が21.3%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は21,264人で
あり、実績値の合計は17,470人と17.9％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。
  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、また、現在見込みであるが、
利用者当たり財政支出についても前年度を上回る見
込みである。

信濃町地域
公共交通協
議会

長電バス㈱
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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

　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。

（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
計画どおり事業は適切に
実施された。

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。
(令和１年11月にアンケートを行
い、令和2年2月に分析をし、ス
クールバス化を含む運行の見直
しの検討を行う）
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。
利用者拡充をめざし、乗車対象
の見直しを行う。

B

平成31（令和元）年度の目標として、平成29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：7,864人、デマンドタク
シー13,400人、利用者ひとりあたりの財政支出5,073
円）
これに対して、平成31（令和元）年度の実績値とし
て、路線バス一般利用：6,917人、デマンドタクシー：
10,553人と路線バス利用者が12.1％減少、デマンド
タクシーの利用者が21.3%減少している。
　利用者全体でみると、目標値の合計は21,264人で
あり、実績値の合計は17,470人と17.9％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。
  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、また、現在見込みであるが、
利用者当たり財政支出についても前年度を上回る見
込みである。

信濃町地域
公共交通協

議会

野尻湖タク
シー㈱
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別添２

令和2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

　利用促進に向けた取組みとし
て、平成30年10月のダイヤ改正
に合せて市広報誌9月号に無料
体験乗車券5枚を掲載し新規利
用者の拡大を図った。また、通勤
通学者への利用促進として岡谷
駅前にてポケット版時刻表入り
のポケットティッシュ配布を行っ
た。
　利用状況及び利用者から寄せ
られた意見要望等を元に令和元
年10月ダイヤ改正について検討
を行ったが、必要性が認められ
ず改正は見送った。
　令和元年9月より免許返納者
へのアンケート調査を行い、免
許を持たない高齢者の公共交通
に対するニーズ把握に努めてい
る。また、シルキーバス全体の
利用実態やニーズ調査の手法と
して、民間事業者の情報技術の
活用について検討を進めてい
る。

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357人で、目標達成率は、88.4%。
＜理由＞
利用者数の増加を図るため、無料体験乗車やポケッ
トティッシュ配布を実施したが、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、無料体験乗車券配布時に行ったアンケート調査
の実施により利用者の実態を把握し、ダイヤ改正の
検討に役立てることができた。

③収支状況については、目標の45%以上に対して、
24.0%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。利用促進と
して、免許返納等で自動車を持
たない高齢者向けの支援施策を
検討している。

・利用者満足度については、乗
降調査等により利用者の実態把
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
いても引き続き慎重に検討を進
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
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別添２

令和2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

・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。
（H31.4.20）

・すざか市民バスの全路線全時
間帯に乗車し利用者アンケート
を実施した。

・市で行っている出前講座の科
目にバスの乗り方教室を追加し
た。

・高齢者の交通安全についての
出前講座の際に、併せて公共交
通の利用について啓発を行っ
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：65,900人
　実績：59,187人
②米子線
　目標： 24,850人
　実績： 21,880人
③明徳団地線
　目標： 12,050人
　実績： 12,443人
④北相之島線
　目標： 7,200人
　実績： 6,464人

⑤ＫＵＲＵＲＵ昼割利用者
　目標：13,000人
　実績：13,767人
⑥ＫＵＲＵＲＵ乗継割引利用者
　目標：3,500人
　実績：3,490人

③以外の路線について、目標が達成されなかった。
一方⑤の目標は達成しており、⑥の数値も目標値に
近いが、バス利用者全体から見ると、ＩＣカードの利
用者は約3割となっており、バス利用者へのICカード
の周知が不足している。

・アンケート結果より、比較的頻
繁にバスを利用している方でもＩ
Ｃカードを所有しておらず、また
存在を知らない方が多いため、
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、Ｉ
Ｃ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。

・郊外から市街地へのバスの乗
り方教室を実施し、免許返納後
の交通手段としての公共交通に
ついて周知を図っていく。

・市内の中学校等に対し、通学
でバスを利用してもらえるように
チラシを作成し、配布を依頼す
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。

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

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。

・高齢者の交通安全についての
出前講座の際に、併せて公共交
通の利用について啓発を行っ
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　　　　　9.8人

・引き続き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を行う。また、
スーパーの利用者が比較的多
いため、停留所のない店舗への
新たな停留所設置を検討し、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。
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別添２

令和2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。

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

・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…22.0人
実績…21.1人

・JR飯山線の利用者が減少して
いることや沿線住民の人口減少
を受け、当路線の利用者も減少
傾向であることが、目標を達成で
きなかった原因であると思われ
る。
・広報等を通じ利用促進を図ると
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。

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

・利便性の向上を図るため、H30
年10月にルート及び運賃の見直
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。
・新規利用者の獲得に向けて、
H30年10月～H31年3月まで月約
２回、無料デーを実施した。

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

・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…16.0人
実績…23.7人

・利用者負担の軽減及び新規利
用者確保のため、運賃の見直し
（減額）を行っている。
・目標を達成しているが、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。

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
ス倭・科野地
区
岩井東⇔市
役所

・利便性の向上を図るため、H30
年10月にダイヤ及び運賃の見直
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。
・新規利用者の獲得に向けて、
H30年10月～H31.3まで月約２
回、無料デーを実施した。

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

・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…9.5人

・利用者負担の軽減及び新規利
用者確保のため、運賃の見直し
（減額）を行っている。
・目標は達成できなかったが、利
用者数は昨年と比較して堅調に
推移しているため、この推移を維
持できるように、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。

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

・利便性の向上を図るため、H30
年10月にダイヤ等の見直しを
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。
・新規利用者の獲得に向けて、
H30.10～H31年3月まで月約２
回、無料デーを実施した。
・住民の意識改革を図るため、
地元説明会を実施した。

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

・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…5.0人
実績…4.2人

・利便性の向上及び新規利用者
の確保のため、新規停留所の設
置や、一部フリー乗降区間の設
定などを実施している。
・目標は達成できなかったが、利
用者数は昨年と比較して堅調に
推移しているため、この推移を維
持できるように、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

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。

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

・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…3.0人
実績…2.9人

・利用者の微減に加えて、利用
者０の運行日が見受けられるよ
うになってきた。今までの利用者
が利用しなくなっている恐れがあ
るため、新規利用者の獲得に向
けたPRを行う必要がある。また、
効率的な運行に向けた運行便数
の見直しを検討していく。

　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。
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別添２

令和2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。

C

目標である直近5年間の平均年間利用者数30,360人
の維持に対し、本年度は26,138人と減少している。
高校生の減少や高齢者の入所入院等により利用者
が減る一方、新規利用者の増加が少なかった。

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。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。

　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、なぜ新
規利用者が少なかったのかという観点からも、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。

生坂村地域
公共交通協
議会

生坂村

系統名：北
回り、南回り
運行区間：
北部、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。

C

目標である直近5年間の平均年間利用者数2,802人
の維持に対し、本年度の利用者数は1,443人と減少
した。チラシや広報紙により高齢者に対する周知を
行ってきたが、入院等で利用者が減る一方、新規利
用者の確保が進まなかった。

過疎化・高齢化の進む当村で
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
りことから、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、なぜ新
規利用者の確保が進まなかったのかという観点から
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。

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。

C

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391人の維持に対し、本年度は351人△10％と
減少した。明科駅を利用する高校生が減少した。

高校生の通学に必要な事業であ
ると判断することから、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
対象が高校生専用デマンドという特徴的な系統であ
ることを踏まえて、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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別添２

令和2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）

時刻表を全戸配布し利用促進を
図るとともに、運転免許証返納
者に対し窓口でバスの紹介を
し、高齢者の利用促進に努め
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

Ａ，Ｂの路線で利用者は増加したが、Ｃ路線の利用
者が大きく減少し、全体で１日当たりの利用者数は
49.3人で、目標の50.7人を達成することができなかっ
た。Ａ路線については１便当たりの利用者が前年の
2.8人から3.3人に増加した。

全8便中3便の利用者が増加し
た。3便についてはいずれも通園
通学時間帯の便で、園児児童数
の利用の増加が影響したと思わ
れる。その他便について1便当た
りの利用者数が1人以下の便
は、減便などの見直しをするとと
もに、千曲バス青木線との接続
をとり、千曲バス利用者に村営
バスの利用も促していきたい。

　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、C路線
の利用者が大きく減少したのは何故かという観点か
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
Ｂ路線（弘
法・原池方
面）

時刻表を全戸配布し利用促進を
図るとともに、運転免許証返納
者に対し窓口でバスの紹介を
し、高齢者の利用促進に努め
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

Ａ，Ｂの路線で利用者は増加したが、Ｃ路線の利用
者が大きく減少し、全体で１日当たりの利用者数は
49.3人で、目標の50.7人を達成することができなかっ
た。Ｂ路線については１便当たりの利用者が前年の
0.8人から0.9人に増加した。

全8便中3便はＡ路線同様の理由
で利用者が増加した。その他便
について1便当たりの利用者数
が0.5人未満の便が多いため、
減便などの見直しをするととも
に、千曲バス青木線との接続を
とり、千曲バス利用者に村営バ
スの利用も促していきたい。

　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、C路線
の利用者が大きく減少したのは何故かという観点か
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。

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

青木村地域
公共交通会
議

青木村
Ｃ路線（管
社・当郷・
殿戸方面）

時刻表を全戸配布し利用促
進を図るとともに、運転免許
証返納者に対し窓口でバス
の紹介をし、高齢者の利用促
進に努めた。

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。

C

Ａ，Ｂの路線で利用者は増加したが、Ｃ路線の
減少が大きく減少し、全体で１日当たりの利用
者数は49.3にんで、目標の50.7人を達成するこ
とができなかった。Ｃ路線については１便当たり
の利用者が前年の4.4人から3.5人に減少した。

1便当たりの利用者が3.5人と
4線中最も利用者が多い路線
だが、ほぼすべての路線で利
用者が減少している。1便当
たりの利用者数が1人以下の
便は、減便などの見直しをす
るとともに、千曲バス青木線と
の接続をとり、千曲バス利用
者に村営バスの利用も促して
いきたい。

　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、C路線
の利用者が大きく減少したのは何故かという観点か
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（村
松・田沢方
面）

時刻表を全戸配布し利用促
進を図るとともに、運転免許
証返納者に対し窓口でバス
の紹介をし、高齢者の利用促
進に努めた。

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。

C

Ａ，Ｂの路線で利用者は増加したが、Ｃ路線の
利用者が大きく減少し、全体で１日当たりの利用者
数は49.3人で、目標の50.7人を達成することができな
かった。Ｄ路線については1便当たりの利用者が0.8
人で昨年と変化はなかった。

5便中4便で利用者が1人前後
で4線中最も利用者の少ない
路線である。1便当たりの利
用者数が1人以下の便は、減
便などの見直しをするととも
に、千曲バス青木線との接続
をとり、千曲バス利用者に村
営バスの利用も促していきた
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、C路線
の利用者が大きく減少したのは何故かという観点か
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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令和2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】
伍和・智里
東線第1便
（伍和～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.1
人に対し、実績3.9人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
2】
伍和・智里
東線第2便
（駒場～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.1
人に対し、実績3.9人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
3】
伍和・智里
東線第3,4便
（駒場～昼
神～駒場～
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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.2
人に対し、実績4.1人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
4】
伍和・智里
東線第5便
（阿智高～
駒場～伍和
～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.0
人に対し、実績1.1人であった。
　沿線の学生の利用が見込みを下回ったため目標
に満たなかったが、前年実績0.2人よりは増加した。
　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。

　引き続き、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。

　協議会における事業評価結果の③及び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・効果達成状況については、なぜ学
生の利用が減少したのかという観点についても分析
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、実績向上に向け
た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。
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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

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
5】
春日・智里
西線第1便
（月火木土）
（駒場～智
里西～駒場
～春日～駒
場～昼神）

・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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）3.1
人に対し、実績3.9人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
6】
春日・智里
西線第1便
（水金）
（駒場～横
川～智里西
～駒場～春
日～駒場～
昼神）

・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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）4.8
人に対し、実績8.1人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
7】
春日・智里
西線第2便
（月火木土）
（昼神～駒
場～春日～
駒場～智里
西～駒場）

・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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.4
人に対し、実績4.1人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
8】
春日・智里
西線第2便
（水金）
（昼神～駒
場～春日～
駒場～智里
西～横川～
駒場）

・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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）4.2
人に対し、実績6.8人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
9】
春日・智里
西線第3便
（月火木土）
（昼神～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.0
人に対し、実績1.9人であった。
　定期利用者の高齢者が施設等の入所により乗車し
なくなったため目標に満たなかったが、前年実績1.2
人よりは増加した。
　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。

　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
10】
春日・智里
西線第3便
（水金）
（昼神～駒
場～春日～
駒場～智里
西～横川）

・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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.0
人に対し、実績1.3人であった。
　定期利用者の高齢者が施設等の入所により乗車し
なくなったため目標に満たなかったが、前年実績1.2
人よりは増加した。
　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。

　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。
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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
11】
清内路線第
1,5便
（清内路～
駒場～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）7.4
人に対し、実績5.9人であった。
　定期利用者の学生数が減少したため目標に満たな
かった。
　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。

　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、なぜ学
生の利用が減少したのかという観点についても分析
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、実績向上に向け
た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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
12】
清内路線第
2,3便
（清内路～
駒場～ラック
～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）7.0
人に対し、実績5.7人であった。
　定期利用者の学生数が減少したため目標に満たな
かった。
　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。

　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、なぜ学
生の利用が減少したのかという観点についても分析
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、実績向上に向け
た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。
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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
13】
清内路線第
4便
（清内路～
駒場～ラック
～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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）4.5
人に対し、実績4.6人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
14】
浪合線第1
便
（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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.3
人に対し、実績3.9人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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。

阿智村地域
公共交通協
議会

阿智村

【申請番号
14】
浪合線第1
便
（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。
・デマンド運行により既存路線の
補完を維持。

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

　目標の1便平均乗車数（Ｈ30年4月～Ｈ31年3月）2.1
人に対し、実績3.8人であった。
　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。

　引き続き、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。

　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

令和2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

※購入補助
対象車両（平
成29年度購
入）での運行

・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：311人／月
実績：326人／月

　主に高校生の通学に利用される路線であるため、
卒業、入学に伴う変動の影響を受ける。
　今年度は運行改善により定期的に利用する学生が
増加し、目標を上回ることができた。

　利用者の減少が続いている路
線もあるが、通院、通学に欠かせ
ない移動手段であることから、情
報提供による利用者の確保、運
行の効率化に努め、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が、
今後は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

（阿南線）
温田駅前⇔
川路駅
６便

・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：1,195人／月
実績：1,199人／月

　高齢者の通院に主に利用される路線である。
　運行改善の結果、目標値をやや上回ることができ
た。

　利用者の減少が続いている路
線もあるが、通院、通学に欠かせ
ない移動手段であることから、情
報提供による利用者の確保、運
行の効率化に努め、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が、
今後は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。

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

※購入補助
対象車両（平
成30年度購
入）での運行

・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：719人／月
実績：719人／月

　主に、高齢者の通院（阿南病院及び飯田市内の病
院）に利用されている路線である。

　定期的に通院で利用する高齢の利用者を確保する
ことができたことで目標を達成することができた。

　利用者の減少が続いている路
線もあるが、通院、通学に欠かせ
ない移動手段であることから、情
報提供による利用者の確保、運
行の効率化に努め、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が、
今後は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

※購入補
助対象車
両（平成27
年度購入）
での運行

・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。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

・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：1,131人／月
実績：838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。

　利用者の減少が続いている路
線もあるが、通院、通学に欠かせ
ない移動手段であることから、情
報提供による利用者の確保、運
行の効率化に努め、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が、
今後は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、なぜ定
期的な高齢者の利用がなくなったのかという観点か
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、実績向上に向け
た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。
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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

（温田線）
車庫前⇒
温田駅前
２便

・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：110人／月
実績：48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。

　今年度は天候に恵まれたことで、昨年度より
も「阿南高校入口」から「温田駅前」まで利用す
る高校生が減少した。これにより、利用者数が
減少したと考えられる。

　利用者の減少が続いている路
線もあるが、通院、通学に欠かせ
ない移動手段であることから、情
報提供による利用者の確保、運
行の効率化に努め、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が、
今後は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。

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

※購入補
助対象車
両（平成26
年度購入）
での運行

・全村民を対象としたアンケー
ト調査を実施した。
・今後、アンケート結果を踏ま
え、運行改善を進める。

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

【利用者数】
目標：281人／月
実績：277人／月

　台風により国道の崩落で運行回数が減少した
ため、目標には届かなかった。
　しかし、目標とほぼ同等の利用者数を確保す
ることができた。

・崩落箇所については、建設係に
よる再発防止対策を進め、安定
した運行を継続できるように努め
る。

・アンケート結果及び令和２年２
月に開催予定の天龍村地域公
共交通会議での意見を踏まえ、
改善策を検討する。
　現時点では、平岡駅における
JRとの接続改善のためのダイヤ
改正が挙げられている。

　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

令和2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
ンケート調査の実施。
・朝日村ホームページより、意
見・要望の受付の実施。
・近隣松本市（バス路線地区）に
対して利用促進のため広報活動
の実施。

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

【事業の目標】
利用者数：H29年度に対して同等以上

【達成状況】
H29年度29,334人
H30年度24,199人
前年比：82.5%

主要利用者である高校生の人口が減少し前年度比
17.5％減となり目標は達成できなかった。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、JR
ダイヤ改正に併せダイヤの見直
し等の改善を行う。
・ホームページからの意見要望
の受付。
・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。
・近隣市村と連携し、よりよい運
行体系を検討する。

　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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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

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・要望の受付の実施。
・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の
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

【事業の目標】
利用者数：H29年度に対して同等以上

【達成状況】
H29年度9,050人
H30年度8,291人
前年比：91.6%

人口減少の影響で利用者数は減少傾向で前年
度比8.4％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要
望の受付。
・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。
・近隣市村と連携し、よりよい
運行体系を検討する。

　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、単に
人口減少を要因とせず、利用ターゲットとなる層が減
少したのかどうかという観点も踏まえて目標が達成
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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別添２

令和2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　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
性向上を図った。

２　地区別の時刻表の作成、停
留所のベンチ設置等、各地域の
状況に合った利用促進事業を実
施した。

３　全線時刻表の作成・配布、広
報誌によるバス路線の周知等を
実施し、利用促進を図った。

４　バスを利用した買物ツアーを
実施し、バスやバスを利用した買
物の認知と新規利用者の確保を
図った。

A
計画に位置づけられた事
業は、適切に実施した。

C

目標値　前年比5％増
H29.10～H30.9（63,302人）
H30.10～R1  .9（62,679人）

前年比約99％

（増加路線）
Ｃ線　1,253人
Ｅ線　    40人
利用促進効果により増加

（減少路線）
Ａ線  -1,192人
Ｂ線 -   471人
Ｄ線　-  253人
Ａ線は、沿線体育施設の送迎バス運行により、利用
者が減少
Ｂ線は起終点を変更したことについて、十分認知され
ていないことによる減少
Ｄ線は通学利用が多く、少子化で生徒数が減少して
いるが、ほぼ現状維持（減少率約１％）

１　利用者や住民の意見を聴取
し、利便性向上を図る取り組みを
実施する。

２　各地域に見合う利用促進事
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。

４　買物ツアー等を実施し、バス
を利用した買物の認知や取組み
を通じたをコミュニティづくりを通
じて利用者の確保を図る。

　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）

A
計画に位置づけられた事
業は、適切に実施した。

A

目標値　利用者数現状維持
H29.10～H30.9（27,243人）
H30.10～R1.9  （28,823人）
前年比約105％

小中学生の減少により、通学利用者が約170人減少
したものが、一般の通勤利用者数が約1,750人増加
したため、約1,580人増加

　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。

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

A
計画に位置づけられた事
業は、適切に実施した。

B

目標値　利用者数現状維持
H29.10～H30.9（11,731人）
H30.10～R1.9  （10,766人）
前年比約92％

　一般の通勤利用者が約120人増加したが、小中学
生の減少により、通学利用者が約1,080人減少したた
め、約970人減少

　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

A
計画に位置づけられた事
業は、適切に実施した。

A

目標値　利用者数現状維持
H29.10～H30.9（10,419人）
H30.10～R1.9  （10,790人）
前年比約104％

　小中学生の減少により、通学利用者が約230人減
少したが、一般の買物、通院利用者が約600人増加
したため、約370人増加

　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。

１　四賀地域バスの日中運行便
の利用者数が減少していたた
め、住民の意見、要望を把握す
るための意見交換会を実施し
た。また、買物ツアーを実施し、
バスやバスを利用した買物の認
知と新規利用者の確保を図っ
た。

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
今後の在り方について検討し、
R2年4月に両路線を統合予定

３　統合に併せ、要望の多い四
賀支所～明科駅の便を新設予
定

１　四賀地区内のスーパーが閉
店したこともあり、四賀地域バス
の利用による地区外の商業施設
への利用者数が増加した。更な
る利用促進を図るため、買物ツ
アー等の利用促進事業を実施す
る。

２　運賃体系の異なる市営バス
四賀線と四賀地域バスを統合
し、より分かりやすく、利便性の
向上を図る。要望の多い四賀支
所～明科駅の便を新設し、高校
生の通学利用を促進する。

３　四賀地域内の公共交通の今
後の在り方について検討する。
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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　地域住民から意見や要望を
聴取し、運行の効率化を図った。

２　時刻表を地区内全戸に配布
し、利用促進を図った。

３　住民意見交換会で積極的な
利用を呼びかけた。

A
計画に位置づけられた事
業は、適切に実施した。

C

目標値　利用者数現状維持
H29.10～H30.9（13,622人）
H30.10～R1.9　（11,969人）
前年比約88％

　一般利用者は、人口減少により、約430人減少。極
度の少子化により、通学利用者数が約1,220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。

　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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別添２

令和2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

事業者名：
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

実積向上に向けて具体的な改善
策について引き続き検討を行う
とともに、新たな利用者の確保に
向け、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）行っ
た。特に運転免許証の返納を考
える高齢者に向けて、公共交通
の利用を促すような内容になる
よう心掛けた。

Ａ
計画通り事業は適切に事
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、西回り線①～③合計で利用者数846
人減、収支率10％という結果になった。（いずれも前
年度比）
利用者が大幅に減少したことは、主な経由地である
温泉施設「権現の湯」が長期間の改修工事を行った
ため、その間利用ができなかったことに起因すると考
える。
（西回り線①のみでは、利用者数450人減、収支率
14.5％）

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。バス利用者に限らず地域で
人口減少が進む中、単純に利用
者数の増加を目標とすることは
難しいため、今後は乗車効率（１
便あたりの利用者数）向上と、利
用率（1人当たりの利用回数）向
上を目標とする。
また、平成31年3月には網形成
計画を策定しており、今後はこの
計画に沿った事業等の実施によ
り、路線の見直しや利用者ニー
ズに合わせて運行形態の導入
等を目指す。

　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

立科町地域
公共交通活
性化協議会

事業者名：
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

実積向上に向けて具体的な改善
策について引き続き検討を行う
とともに、新たな利用者の確保に
向け、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）行っ
た。特に運転免許証の返納を考
える高齢者に向けて、公共交通
の利用を促すような内容になる
よう心掛けた。

Ａ

午前中の通院等利用に加
え、通学者の利用も想定
しているため、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、西回り線①～③合計で利用者数846
人減、収支率10％という結果になった。（いずれも前
年度比）
通学利用している学生数が増加し、当該運行系統に
ついて、利用者数は微増したが、学生にあっては割
引運賃を適用（高校生以下半額）しているため、収支
率では目標を達成できなかった。
（西回り線②のみでは、利用者数39人増、収支率
6.8％）

午前中の通院、通学利用を想定
しており、年度の通学利用生徒
数の影響を受け、年度により利
用者数が増減するため、利用促
進による効果は小さい。
利用者属性が概ね把握できるた
め、対象のニーズを的確に把握
し、網形成計画に基づく事業等
の実施により、適宜ダイヤ改正
等の改善策を行う。

　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。

立科町地域
公共交通活
性化協議会

事業者名：
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

実積向上に向けて具体的な改善
策について引き続き検討を行う
とともに、新たな利用者の確保に
向け、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）行っ
た。特に運転免許証の返納を考
える高齢者に向けて、公共交通
の利用を促すような内容になる
よう心掛けた。

Ａ

午前中の通院等利用に加
え、通学者の利用や障が
い者作業施設への通所を
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、西回り線①～③合計で利用者数846
人減、収支率10％という結果になった。（いずれも前
年度比）
利用者が大幅に減少したことは、主な経由地である
温泉施設「権現の湯」が長期間の改修工事を行った
ため、その間利用ができなかったことに起因すると考
える。
（西回り線③のみでは、利用者数435人減、収支率
6.3％）

午前中の通院、通学、運転免許
証を持たない通勤者、障がい者
作業所への通所を想定している
便で、通学利用者数、障がい者
施設への通所者数の影響を受
けるため、利用促進による効果
は小さい。
各経由地（施設等）の稼働時間
に合わせたダイヤ設定としてい
るが、更なる利便性向上に向
け、網形成計画に基づく事業等
を実施していく。

　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。
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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

立科町地域
公共交通活
性化協議会

事業者名：
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

実積向上に向けて具体的な改善
策について引き続き検討を行う
とともに、新たな利用者の確保に
向け、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）行っ
た。特に運転免許証の返納を考
える高齢者に向けて、公共交通
の利用を促すような内容になる
よう心掛けた。

Ａ
計画通り事業は適切に事
業実施された。

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、利用者数973人減、収支率6.1％という
結果になった。（いずれも前年度比）
利用者が大幅に減少したことは、経由地である温泉
施設「権現の湯」が長期間の改修工事を行ったた
め、その間利用ができなかったことに起因すると考え
る。

主に、午前中は通院や買い物、
午後は障がい者作業所の利用
者が帰宅時に利用している。
利用者数は減少し、収支率も目
標値を下回っているが、バス利
用者に限らず地域で人口減少が
進む中、単純に利用者数の増加
を目標とすることは難しいため、
今後は乗車効率（１便あたりの
利用者数）向上と、利用率（1人
当たりの利用回数）向上を目標
とし網形成計画に基づく事業等
を実施により、実績向上を目指
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。

立科町地域
公共交通活
性化協議会

事業者名：
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、町広報誌への記
事掲載を複数回）行った。
観光客来訪時の移動手段として
の役割もになっており、観光客の
利用促進のため、町観光部局や
観光協会とも連携し、観光案内
窓口でのバス利用案内等を実施
した。

Ａ

学校からの要請や観光部
局等との調整により増発
便を運行するなど、変更
はあったが、それ以外は
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、利用者数193人減、収支率22.3％とい
う結果になった。（いずれも前年度比）
利用者減少の理由は、人口減少により主な利用者
である通学利用の児童・生徒数も減少していること
が影響していると考えられる。

通学での利用者が主であるた
め、年度により日常的な利用者
が異なり、利用促進による効果
は小さい。
ただし、町外からの観光客の移
動手段としても役割を担ってお
り、町民の生活交通と観光交通
としての機能のバランスを見直
し、できる限り両方に対応してい
けるよう検討を行っていく。

　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

令和2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31年4月に実施した一部ダ
イヤ改正も含め、一定の利便性
の向上を図ることができた。

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。

A

　平成31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9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9系統を包括した目標設定である。
　事業実施期間（平成30年10月～令和元年9月）に
おける年間利用者総数は9,102人で、令和元年9月
末時点の人口が6,702人であることから135.8％という
結果となり、目標数値を大幅に達成することができ
た。
　これは、高齢者への乗降無料乗車券発行の効果
が大きいと分析している。
　実績値は、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）、平成30年度100.1%（年間利用者数6,758人）と推
移しており、近年は率・人数ともに上昇傾向である。

　当村のような地方部では多くの
方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、免許返納者等の交通弱者
の増加が予想される。
　当村においては、特に山間部
の集落と村中心部を、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
公共交通の役割は極めて重要
であり、それを担う地域内フィー
ダー系統の必要性・重要性も増
加している。
　近年は、平成30年4月開設の
道の駅　南信州とよおかマル
シェ へ村内外から多くの集客を
行えるよう、またＪRや近隣自治
体運行の広域バスなど他の公共
交通との乗継がスムーズに行え
るよう取り組みを行っており、今
後も必要なダイヤ改正や公共交
通利用への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

令和2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
中での最大利用が想定される時
間帯は従前どおりであり、同様
の運行を継続しつつ、継続的な
学生に対し利用の呼び掛けに加
え、保護者会への呼びかけなど
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25％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。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。

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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19人／日に対し、実績が24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。

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㈱

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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37人／日に対し、実績が39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。

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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。

B

利用者目標の101人／日に対し、実績は96人／日と
下回っている。原因としては、台風が頻発した7月の
利用者数が前年同月比17％減と大幅に減少したた
めと考えられる。しかし、年間利用者総数は前年比
3％増と利用者数の増加がみられている。

利用者目標は達成できていない
が、今年度利用者数は前年比
３％増加と再編後３年で一定の
効果はみられる。ただし、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。

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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101人／日に対し、103人／日と目標
値を達成している。

利用者目標を達成しているが、
観光利用者に対しては期間限定
の自主運行便の増発を行うな
ど、生活利用者の足として機能
を明確化・維持していきたい。ま
た、「生活利用者の足としての機
能」を評価できるよう今後は、利
用者満足度などの目標設定の
検討を進めていく。

　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

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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。

B

利用者目標の40人／日に対し、実績が38人／日と
目標を下回っている。原因としては、朝夕の利用者
総数は前年比は７％増に対し、曜日運行の日中便
における利用者が前年比3％増にとどまったためと
なっている。

目標は達成できなかったが利用
者は増加傾向を示しており、継
続的に利用状況を把握しつつ、
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

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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31人／日に対し、実績が37人／日と
目標を達成している。

当該路線に導入したフリー降車
制度をはじめ、利用者満足度は
高く、年間総利用者数も前年比
24％増加となっており、今後も継
続的に利用者、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、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。

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71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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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52人／日と
目標を達成している。

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、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。

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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。

B

利用者目標の35人／日に対し、実績が31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
ると考えているが、利用者満足度は76％（H30.11月
調査）と地域の全体平均（80％）程度と一定の評価
はなされていると考えている。

茅野市と原村を結ぶ重要な路線
であることから、利用状況を注視
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。
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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㈱

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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23人／日に対し、利用実績は23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。

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、従来から取り組
んでいる市内全路線の時刻表作
成や市HPに路線別の路線図、
時刻表、バスの乗り方案内に加
え、携帯版時刻表を作成し全戸
に配布するなど利用促進に向け
た情報発信に取り組んだ。
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3人／日に対し、利用実績は5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

令和2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

事業者名：
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

  外国人観光客や外国人農業実
習生向けに３カ国語に対応した
村営バス利用促進チラシを作成
（内容更新）し、実習生について
は住民登録の際に窓口で配付し
た。
  バス車内に観光パンフレット及
び上記の外国語チラシを設置し
て、観光客等の利用リピート率
の向上に取り組んだ。
  高校生の通学バス助成制度の
拡充（助成割合の拡大）を実施
し、中学校卒業式等の機会に合
わせ、卒業生や保護者を対象に
バス利用のメリットや制度の説
明を行った。
  村営バスとJRの時刻表を掲載
したオリジナルカレンダーを引き
続き作成し、利用PRについての
記載と、無料お試し乗車券を備
えつけるなどして新規利用者の
開拓に取り組んだ。

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。

B

  一日平均利用者数は、67.2人で目標値に設定した
65人をクリアした。また、平日平均利用者数は78.1人
で、目標値の75人を超えた。休日平均利用者数は
44.2人で、目標値の50人を下回ったものの、前年の
数値（42.0人）よりは若干増加した状況である。
  高校生の通学助成制度の拡充により、平日の利用
者は増加したが、6～8月には著しく悪天候が続き、
観光等での利用の機会が減少したことが、休日利用
者が伸びなかった要因と考えられる。

  平日のみに限定している公共
施設バス停への乗り入れを、休
日にも対応することを検討し、利
用者の利便性向上を図りつつ、
休日の利用者数の増加につな
げる。
  高校生の通学助成制度の拡充
により利用者数は伸びたもの
の、保護者が自家用車で送迎す
る家庭もまだ多く存在することか
ら、これらの利用者を取り込むた
めの利用促進PRを引き続き実
施する。
  JR小海線と村営バスとの接続
改善を目指し、信濃川上駅での
同時発着のダイヤ改正につい
て、引き続きJR東日本に要望し
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
掲げられた一日平均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村営バ
ス利用者の満足度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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別添２

令和2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

事業者名：
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、平成31年
4月よりダイヤ改正を行った。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。車両減価償却費等国
庫補助金を受けている車両で運
行。

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13,708人/年に対し、11,011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。利用学生が1人減ると、往復
で400回程の乗車人数減となる。

区や住民から寄せられた要望や
意見等を取り纏め、運行事業者
と相談し可能な限り対応する。ダ
イヤは鉄道との接続を優先し、
鉄道のダイヤ改正があればバス
のダイヤも都度改正する。お買
い物優待券も引き続き促進す
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、ここに
掲げられた輸送人員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。

辰野町地域
公共交通会
議

事業者名：
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、平成31年
4月よりダイヤ改正を行った。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。車両減価償却費等国
庫補助金を受けている車両で運
行。

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3,434人/年に対し、1,766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。利用学生が1人減ると、往復で
400回程の乗車人数減となる。

区や住民から寄せられた要望や
意見等を取り纏め、運行事業者
と相談し可能な限り対応する。ダ
イヤは鉄道との接続を優先し、
鉄道のダイヤ改正があればバス
のダイヤも都度改正する。お買
い物優待券も引き続き促進す
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、ここに
掲げられた輸送人員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。

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

辰野町地域
公共交通会
議

事業者名：
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

利用者の声を反映し、居住地側
の停留所を増やすなど利便性向
上に努めた。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4,058人/年に対し、4,226人の利用
があった。利用者数は年々増加傾向にあり、目標も
達成した。

乗合タクシーの利用者は安定的
に増えており、今後は運行時間
や停留所についても要望を聞き
ながら、さらに使いやすい路線を
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
掲げられた輸送人員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。
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別添２

令和2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

山手線
野沢バスセ
ンター ～ 前
山 ～
望月バス
ターミナル

山手線
野沢営業所
～
野沢バスセ
ンター ～ 相
浜

山手線
中込駅 ～
野沢バスセ
ンター ～ 八
幡

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

　「佐久市民の日」（3月9日）に合
わせた無料運行を実施する等、
利用促進に取り組んだ。

Ａ
計画通り事業は適切に実
施された。

Ａ

【利用者数】
目標：2,000人／年
実績：2,068人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：60.0％
【収支割合】
目標：14.8％
実績：7.7％
　利用者数及び満足度は目標を達成したが、収支割
合は、目標に達しなかった。
　主な利用者が、定期券乗車の小中学生であり、収
入が伸びなかったことが原因と考えられる。

　本路線については、運行事業
者の都合により令和元年9月30
日（本事業年度末）をもって廃線
となった。

　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る。バス路線は廃止となる
ものの、代替交通手段等を検討し、今後も地域一体
となって地域公共交通の確保維持を図られるよう期
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

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

　「佐久市民の日」（3月9日）に合
わせた無料運行を実施する等、
利用促進に取り組んだ。

計画通り事業は適切に実
施された。

【利用者数】
目標：27,000人／年
実績：20,766人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：54.2％
【収支割合】
目標：14.8％
実績：26.8％
　満足度及び収支割合は目標を達成したが、利用者
数は、昨年の実績を大きく下回り目標を達成出来な
かった。
　本路線利用者のほとんどが中学又は高校に通学
する生徒であり、生徒の利用者減による影響が非常
に大きい。
　沿線地域の生徒減又は通学方法の切替等が原因
と考えられる。

　利用者（特に学生）のニーズに
合わせた運行をするため、乗車
ヒアリング調査及び高校生アン
ケートを実施し、ニーズの把握に
努める。
　また、それらのニーズをルート
変更やダイヤ改正に活用する。

　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。

A B
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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

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

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

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

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

佐久市地
域公共交
通確保維
持改善協
議会

　JR小海線ダイヤの変更に伴っ
た接続向上のためのダイヤ改正
を実施した。
　また、夏休み期間中に小学生
が自由に乗降できる「キッズパ
ス」を配布する等の利用促進を
実施した。

　計画通り事業は適切に
実施された。

【利用者数】
目標：10,300人／年
実績：6,265人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：71.4％
【収支割合】
目標：14.8％
実績：3.5％

　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。
　運行開始初年である昨年度と比較すると、利用者
は増加を続けているが、1便あたりの平均乗客数は2
人に満たない状況である。
　運行開始2年目であることを踏まえると、周知や利
用促進の不足ではなく、潜在的な利用者の移動ニー
ズが、現在のルートや運行時間に合っていないこと
が原因として考えられる。

　利用者の少ない土日祝日便を
廃止し、効率化を図る。
　また、各循環線の乗り継ぎを改
善するダイヤ変更を行い、市内
南北の縦移動を円滑にする。
　通勤・通学に配慮したダイヤ改
正及び定期券の発行を行うな
ど、毎日乗車する利用者の増加
を図る。

千曲バス株
式会社

A B

　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

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

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

　JR小海線ダイヤの変更に伴っ
た接続向上のためのダイヤ改正
を実施した。
　また、夏休み期間中に小学生
が自由に乗降できる「キッズパ
ス」を配布する等の利用促進を
実施した。

計画通り事業は適切に実
施された。

【利用者数】
目標：9,300人／年
実績：8,542人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：64.7％
【収支率】
目標：14.8％
実績：4.8％

　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。
　運行開始初年である昨年度と比較すると、利用者
は増加を続けているが、1便あたりの平均乗客数は2
人に満たない状況である。
　運行開始2年目であることを踏まえると、周知や利
用促進の不足ではなく、潜在的な利用者の移動ニー
ズが、現在のルートや運行時間に合っていないこと
が原因として考えられる。

　利用者の少ない土日祝日便を
廃止し、効率化を図る。
　また、各循環線の乗り継ぎを改
善するダイヤ変更を行い、市内
南北の縦移動を円滑にする。
　通勤・通学に配慮したダイヤ改
正及び定期券の発行を行うな
ど、毎日乗車する利用者の増加
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。

Ａ B

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
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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

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

臼田デマンド
タクシー
（田口線）
城下　～　水
落観音入口

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

臼田デマンド
タクシー
（岩水線）
城下　～　岩
水

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

　利用状況の把握やアンケート
等による利用者の意見聴取を継
続的に行うとともに、「佐久市民
の日」　（3月9日）に合わせた無
料運行を実施する等、利用促進
に取り組んだ。
　また、地域から設置の要望が
あった停留所を新設し、利便性
の向上を図った。

計画通り事業は適切に実
施された。

【利用者数】
目標：4,100人／年
実績：3,823人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：53.1％
【収支率】
目標：14.8％
実績：5.3％

　全ての項目で目標を下回った。
　利用者数については、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原因と考えられる。
　満足度については、同じ運行事業者であっても地
区により評価の差が大きいため、地区ごと停留所や
運行時間帯等の利用環境に差があることが考えられ
る。
　また、収支率については、乗合率の低さが原因と
考えられる。

　より利便性を向上させるため、
フリー乗降区間を延伸する。
　また、新規利用者の獲得に向
け、地域の集会等において、デ
マンドタクシーの利用教室を開
催するなど、引き続き利用促進
に向けた取組を続ける。

　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。

Ａ 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

ニュー交通
有限会社

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（平根エリ
ア）
平根地区

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（東エリア）
東地区

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（平賀エリ
ア）
平賀地区

【利用者数】
目標：5,700人／年
実績：6,904人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：79.1％
【収支率】
目標：14.8％
実績：5.6％

　利用者数及び満足度については、目標を大きく上
回ることができた。
　ただし、利用者の固定化が進んでいる側面もある
ため、新規利用者を増加させ、乗合率を高めること
で、収支率の向上に努める必要がある。

　運行エリアの拡大や移動ルー
ルの見直し、停留所の増設によ
り利便性向上を図る。
　また、新規利用者の獲得に向
け、地域の集会等において、デ
マンドタクシーの利用教室を開
催するなど、引き続き利用促進
に向けた取組を続ける。

（２）－１
　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。

A Ｂ

佐久市地域
公共交通確
保維持改善
協議会

岩村田観光
タクシー株式
会社

　利用状況の把握やアンケート
等による利用者の意見聴取を継
続的に行うとともに、「佐久市民
の日」　（3月9日）に合わせた無
料運行を実施する等、利用促進
に取り組んだ。
　また、運行エリアの拡大や運行
日数の増加、地域から設置の要
望があった停留所の新設など、
利便性の向上を図った。

計画通り事業は適切に実
施された。
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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

東信観光バ
ス株式会社

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（野沢エリ
ア）
野沢地区

浅科観光ハ
イヤー有限
会社

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（浅科エリ
ア）
浅科地区

松葉タクシー
有限会社

旧佐久・浅
科地域デマ
ンドタクシー
（中佐都エリ
ア）
中佐都地区

佐久市地域
公共交通確
保維持改善

協議会

　利用状況の把握やアンケート
等による利用者の意見聴取を継
続的に行うとともに、「佐久市民
の日」　（3月9日）に合わせた無
料運行を実施する等、利用促進
に取り組んだ。
　また、運行エリアの拡大や運行
日数の増加、地域から設置の要
望があった停留所の新設など、
利便性の向上を図った。

計画通り事業は適切に実
施された。

【利用者数】
目標：5,700人／年
実績：6,904人／年
【満足度】
目標：53.8％
実績：79.1％
【収支率】
目標：14.8％
実績：5.6％

　利用者数及び満足度については、目標を大きく上
回ることができた。
　ただし、利用者の固定化が進んでいる側面もある
ため、新規利用者を増加させ、乗合率を高めること
で、収支率の向上に努める必要がある。

　運行エリアの拡大や移動ルー
ルの見直し、停留所の増設によ
り利便性向上を図る。
　また、新規利用者の獲得に向
け、地域の集会等において、デ
マンドタクシーの利用教室を開
催するなど、引き続き利用促進
に向けた取組を続ける。

　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。

A Ｂ
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令和2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
り微減してきたため、目標値を
0.5pt高めに設定した。リピータの
利用者を確保しながら、広報で
のPRを行うことができた。

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2.5人の利用者を目標としたが、当年度の実
績値は2.06人であった。昨年は1.94人であったことか
ら、これまで取り組んできているPR効果が出てきて
いる。

利用者はほぼ高齢者に限定され
ているため、民生委員会に出席
しPRするなどの活動を行う。ま
た、より良いサービスが提供でき
るよう、運行便に乗車して、利用
者の声を聞き、運行の参考にし
ていきたい。また、社会情勢など
を考慮したダイヤの組み直しも
検討し、目標値を達成できるよう
にする。

　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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　　　令和2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

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,現行ダイヤの課題整理や
今後のダイヤ改正方針の分析を
進めている。

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。

A

1便あたり11.0人、年間利用者数14,500人の目標値
に対し、それぞれ11.0人、15,085人の利用があり、事
業が計画に位置づけられた目標を達成したが、前年
度と比較すると固定客の減少等の理由により、229
人利用者が減少している。

地域公共交通網形成計画の検
討の中で、利用者ニーズ調査で
得られた課題を整理し、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、今後も例えば、乗降人員の調査地点を見直
すことで検証の制度を上げるなどして適切な検証を
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

令和2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

■事業者名
　・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
　
（※）運休日
　・諏訪祭湖上花火大
会当日
　・全国新作花火競技
大会当日
　・諏訪湖マラソン大
会当日

■平成29年10月ダイヤ路線改正
により利用者より寄せられた意
見等を反映して、平成30年10月
に軽微なダイヤ路線の修正を行
い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、市民に
対しての周知活動やイベント等
でのモビリティマネジメントを行っ
た。
・「広報すわ」を活用した利用案
内
・高島城祭においてバスを展示
・夏休み小中学生を対象とした無
料体験乗車企画

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、１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、13,356便、
利用者数94,082人、7.0人/便

■免許返納者に回数券を配布しているが、利用につ
ながらなかったものと考える。

■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
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、小中学生を対象に
した体験乗車企画に加え、高校
生・大学生のバス利用促進に向
けたアイデアコンテストを実施予
定である。

■市高齢者福祉課や社会福祉
協議会と連携して、高齢者を対
象にした体験乗車企画を計画
し、バスの利用促進を図る。

　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

諏訪市地域
公共交通協
議会

■事業者名
　・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）

（※）運休日
　・諏訪祭湖上花火大
会当日
　・全国新作花火競技
大会当日
　・諏訪湖マラソン大
会当日

■平成29年10月ダイヤ路線改正
により利用者より寄せられた意
見等を反映して、平成30年10月
に軽微なダイヤ路線の修正を行
い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、市民に
対しての周知活動やイベント等
でのモビリティマネジメントを行っ
た。
・「広報すわ」を活用した利用案
内
・高島城祭においてバスを展示
・夏休み小中学生を対象とした無
料体験乗車企画

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、１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、13,356便、
利用者数94,082人、7.0人/便

■免許返納者に回数券を配布しているが、利用につ
ながらなかったものと考える。

■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
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、小中学生を対象に
した体験乗車企画に加え、高校
生・大学生のバス利用促進に向
けたアイデアコンテストを実施予
定である。

■市高齢者福祉課や社会福祉
協議会と連携して、高齢者を対
象にした体験乗車企画を計画
し、バスの利用促進を図る。

　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。

諏訪市地域
公共交通協
議会

■事業者名
　・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

（※）運休日
　・諏訪祭湖上花火大
会当日
　・全国新作花火競技
大会当日
　・諏訪湖マラソン大
会当日

■平成29年10月ダイヤ路線改正
により利用者より寄せられた意
見等を反映して、平成30年10月
に軽微なダイヤ路線の修正を行
い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、市民に
対しての周知活動やイベント等
でのモビリティマネジメントを行っ
た。
・「広報すわ」を活用した利用案
内
・高島城祭においてバスを展示
・夏休み小中学生を対象とした無
料体験乗車企画

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、１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、13,356便、
利用者数94,082人、7.0人/便

■免許返納者に回数券を配布しているが、利用につ
ながらなかったものと考える。

■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
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、小中学生を対象に
した体験乗車企画に加え、高校
生・大学生のバス利用促進に向
けたアイデアコンテストを実施予
定である。

■市高齢者福祉課や社会福祉
協議会と連携して、高齢者を対
象にした体験乗車企画を計画
し、バスの利用促進を図る。

　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

令和2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

事業者：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。

C

平成30年6月の計画策定時の目標14,413人以上に
対し高校生の定期的な利用者が見込みよりも大幅
に減少したため、利用者実績が11,492人（H30.4～
H31.3）となった。

高校生の通学利用を主たる目的
とした運行のため、その年の高
校生数により利用者は増減する
ものの、今後も生徒数全体の減
少は明らかであり、高校生以外
の一般利用者の利用促進を図る
ことが急務となる。
人口減少、少子高齢化が進む地
域にあって、一般利用者の大幅
な増加も難しいが、地域のニー
ズ把握に努め、当面は免許返納
者等の高齢者の利用料無料化
等、公共交通利用促進の具体的
な対策を検討していく。

　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。

西部コミュニ
ティバスを守
り育てる会

事業者：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。

C

平成30年6月の計画策定時の目標14,413人以上に
対し高校生の定期的な利用者が見込みよりも大幅
に減少したため、利用者実績が11,492人（H30.4～
H31.3）となった。

高校生の通学利用を主たる目的
とした運行のため、その年の高
校生数により利用者は増減する
ものの、今後も生徒数全体の減
少は明らかであり、高校生以外
の一般利用者の利用促進を図る
ことが急務となる。
人口減少、少子高齢化が進む地
域にあって、一般利用者の大幅
な増加も難しいが、地域のニー
ズ把握に努め、当面は免許返納
者等の高齢者の利用料無料化
等、公共交通利用促進の具体的
な対策を検討していく。

　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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別添２

令和2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 ＞
【こまタク】竜
東地区～共
通指定目的
地(JR駒ヶ根
駅含む)

■平日毎日運行を継続的に実
施
■市報やＨＰ等で広報活動を展
開
■運転免許証自主返納支援事
業を継続的に実施し、利用登録
者数の増加に寄与

A
計画どおり適切に実施さ
れた

B

１．利用登録者数
【目標】1,340人以上
【実績】1,545人
【考察】運転免許証自主返納支援事業の推進によ
り、堅調に増加

２．一便当たり平均乗車人数
【目標】3.2人以上
【実績】2.3人
【考察】平日毎日運行化による利用者の分散が影
響、目標値の見直しを検討

３．運行率
【目標】90％以上
【実績】93％
【考察】登録者数・利用者数の増加に伴い堅調に推
移

４．登録者数に占める実利用者の割合
【目標】26％以上
【実績】11％
【考察】登録者数の増加に対し、実利用者数は横ば
いで推移。目標値の見直しを検討

５．交通空白/不便地域
【目標】ゼロ
【実績】ゼロ
【考察】現状維持を継続

登録者数・利用者数の増加に向
けて、引き続き「平日毎日運行」
及び「運転免許証自主返納支援
事業」を実施するとともに、より
効果的な広報活動を展開する。

　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、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、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

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 ＞
【こまタク】竜
西地区～共
通指定目的
地(JR駒ヶ根
駅含む)

■平日毎日運行を継続的に実
施
■市報やＨＰ等で広報活動を展
開
■運転免許証自主返納支援事
業を継続的に実施し、利用登録
者数の増加に寄与

A
計画どおり適切に実施さ
れた

B

１．利用登録者数
【目標】1,340人以上
【実績】1,545人
【考察】運転免許証自主返納支援事業の推進によ
り、堅調に増加

２．一便当たり平均乗車人数
【目標】3.2人以上
【実績】2.3人
【考察】平日毎日運行化による利用者の分散が影
響、目標値の見直しを検討

３．運行率
【目標】90％以上
【実績】93％
【考察】登録者数・利用者数の増加に伴い堅調に推
移

４．登録者数に占める実利用者の割合
【目標】26％以上
【実績】10％
【考察】登録者数の増加に対し、実利用者数は横ば
いで推移。目標値の見直しを検討

５．交通空白/不便地域
【目標】ゼロ
【実績】ゼロ
【考察】現状維持を継続

登録者数・利用者数の増加に向
けて、引き続き「平日毎日運行」
及び「運転免許証自主返納支援
事業」を実施するとともに、より
効果的な広報活動を展開する。

　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、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、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

令和2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
計画通り事業は適切に実
施された。

A

（対人口比の利用率向上を目標として設定）
目標値：7.77　　実績：8.24
（利用者数8,223人/人口998人)
利用者は減少したが、人口の減少もあり、目標として
は達成した。

目標は達成しているが、引き続
き公共交通促進の周知を行い利
用者の増加を図る。

　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。

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

令和2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
行内容の大枠は変更はせず前
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
月平均利用者目標1,328人に対して、実績値1,234人
（93％）。利用者満足度目標80％に対し89％（満足度
はH30調査値）。

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、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
行内容の大枠は変更はせず前
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
月平均利用者数目標1,071人に対して、実績値703人
（66％）。満足度評価は同上。高校生の少ない年代
であることなどが影響し、目標を大きく割込む。

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、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、今後も適切に検証
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

利用者数の回復を図るべく、
R1.11月より運行便を拡充。ただ
し補助期間内(H30.10-R1.9)に関
しては従前通りで、利用人数が
足りずフィーダー系統から除外と
なった。

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、運行内容の改定
を早められる余地はあっ
た。

B
※R1.11月より改正。暫定的に改正前分のみ評価
目標利用者人数9人に対して、実績値25人(277%)。
目標値が過小でもあり、再設定予定。

R1.11月の改定内容について沿
道地域に周知し、利用促進に努
め、次年度以降のフィーダー系
統への復帰を目指していく。

　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。

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
1)トヨタ　ハイ
エース

上記3)の東西線に充当していた
が、昨期フィーダー系統から外れ
たことに対応して10月移行は南
回り線に車両繰りを変更して、補
助の維持に努めた。

B

変更した南回り線での運
行便もフィーダー除外とな
ることがわかったため、1
月に東西線に運用を戻し
た。補助取得はできなかっ
たが車両は村営バスとし
て適切に運用された。

Ｃ
左記の通り、補助の取得ができなかったことから、目
標が達成されたとはいえない。R1.11月の改正からは
再び取得可能な路線に充当している。

R2.4月の改正時に再調整。東西
線をフィーダー路線に復帰させる
ことでの補助対象への該当を目
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

令和2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

　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
登録者数が増えたにも関わらず、利用者が減ってい
る（新規利用に繋がっていない）根本的理由につい
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。

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4,500人に対し、3,504人と
目標値には届かなかった。また、前年度と比較しても
減少がみられた。要因としては、大型連休で運行日
数が減少したためだと分析している。
一方で、利用登録者数は、目標値950人に対し、963
人と目標値を上回ることができた。

利用してもらうために、地元説明
会や乗り方教室を今後も引き続
き実施する。
また、「千曲市地域公共交通網
形成計画」に基づいた再編を行
う中で、デマンドから循環バス、
循環バスからデマンドの乗り継
ぎが円滑にできるよう、ダイヤや
料金についても検討していく。

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

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、引き続き実施
した。

また、利用者、登録者を増加させ
るため運転免許証自主返納者に
対して、3,600円分の補助をおこ
なったほか、地元説明会や乗り
方教室を実施した。

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。
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別添２

令和2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）
(H30.10～
H31.3)
北部タクシー
（有）
(H31.4～
R1.9)

氏乗線（第
５・６便）
矢筈こん
にゃく～飯田
駅前

Ａ
計画通り事業は適切に実
施された。

C

　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）
(H30.10～
H31.3)
北部タクシー
（有）
(H31.4～
R1.9)

大島線（第
５・６便）
大島～飯田
駅前

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

　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。

評価結果のとおり、利用人数を
分析したところ、内訳は以下のと
おりであった。
（括弧内は、村内在住65歳以上
の利用者）
氏乗線　H29 3,737人(2,225人）
　　　　→H30 3,051人（1,588人)

大島線 H29 2,158人（1,435人)
　　　 →H30 2,400人(1,496人）

合計　H29 5,895人(3,660人）
      →H30 5,451人（3,084人）

上記のとおり、氏乗線の高齢者
の利用が大幅に減少しているた
め、R１．４月から毎月1回後期高
齢者医療制度とバスの利用方法
の説明会を開始した。

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
利用に関する説明会を実施し
た。

目標利用人数6,000人に対して、利用者は5,024人と
目標値の83.7%となった。
内訳は以下のとおり。
（括弧内は、村内在住65歳以上の利用者）

氏乗線 H30 3,051人(1,588人）
       →H31 2,575人（1,596人)

大島線 H30 2,400人（1,496人)
　　    →H31 2,449人(1,869人）

合計　H30 5,451人(3,084人）
　    →H31 5,024人（3,465人）

左記のとおり、全体の利用者は
減少している一方で、高齢者に
ついては増加傾向であるため、
バスに対する需要をより正確に
把握できるよう、現在バスが運行
していない時間帯に実証運行を
開始する。

また、高校進学予定の中学３年
生等について、更なる利用促進
のため、バス利用に関する説明
会を継続して実施する。

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

令和2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

高山村地域
公共交通協
議会

北信タクシー
株式会社
長電タクシー
株式会社

高井中山線
公共交通マップの作成と全戸配
布／ICカード導入／乗り合いタク
シーによる区域運行開始

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

目標値1 運行日数　359日
実績値1 運行日数　217日

目標値2 運行回数1,227回
実績値2 運行回数　481回

新たに乗合タクシーの運行を開始した。
利用者がどれだけあるか推測が難しいことから、毎
日の利用があることとして計画したが、実際は予約
の無い日が多かったため減となった。

乗合タクシーの運行内容が定
まっていない時期に生活交通確
保維持改善計画を策定してお
り、その時点で当面の目標値を
「利用者数11人/日」と設定した
が、運行を開始したなかで指標
として適当な目標基準を、以下
のとおりとしたい。
①運行日数
②運行回数

今後の改善点としては、利用者
は高齢者が大半を占めているこ
とから、老人クラブや老人クラブ
支部へのＰＲを兼ねた利用説明
会を順次実施している。また、他
の年齢層への利用促進を図るた
め、区長を通じ各地区への説明
会も実施したい。

　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、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

- 154 -



別添２

令和2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

山ノ内町地
域公共交通
会議

山ノ内町
（１）西部・北
部ルート①

平成３０年１０月からの実証運行
時における乗降調査や利用者ア
ンケート結果をふまえ、バス停の
増設や幹線交通への結節点に
おける待合時間の改善にむけて
ダイヤ改正を行った。

A
計画どおり事業は実施さ
れた

A
通院・通学・通勤に利用する時間帯の利用者数が堅
調であり目標値である１０人／日の利用を上回る１１
人／日の利用があった。

幹線交通への結節点となる夜間
瀬駅での待合環境を改善して、
利用者の利便を一層図る。

　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、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。

山ノ内町地
域公共交通
会議

山ノ内町
（２）西部・北
部ルート②

平成３０年１０月からの実証運行
時における乗降調査や利用者ア
ンケート結果をふまえ、バス停の
増設や幹線交通への結節点に
おける待合時間の改善にむけて
ダイヤ改正を行った。

A
計画どおり事業は実施さ
れた

B
昼間の通院帰りの利用はあったものの、夕方の便の
利用が少なく、目標値とした６人／日の利用には、
５．９人／日とわずかに及ばなかった。

幹線交通への結節点となる夜間
瀬駅での待合環境を改善して、
利用者の利便を一層図るほか、
北部地域での回数券販売を行っ
ている旨を地域住民へ周知す
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。

山ノ内町地
域公共交通
会議

山ノ内町
（３）南部
ルート

平成３０年１０月からの実証運行
時における乗降調査や利用者ア
ンケート結果をふまえ、より効率
的な運行ダイヤ編成を行うた
め、一部運行経路の見直しを
行った。

A
計画どおり事業は実施さ
れた

C

運賃無料で実施した実証運行時に中学生の利用が
多かったものが、有償運送とした段階で利用が減少
し、８人／日の目標に対して６人／日の利用であっ
た。

区長会や南部地区で開催される
各種会議等で、利用促進を啓発
するほか、実証運行時に利用の
多かった学生の利用を促す。

　協議会における自己評価結果の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

令和2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

定量的な目標・効果
【目標①】
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）の維持
令和元年度実績
14,690人／月（平成30年10月～令和元年９月）
【目標②】
公共交通満足度　　　　　　　　　　60.0％
令和元年度実績　　　　　　　　　　41.1％
【目標③】
市内バス交通の乗車密度　　　　　　0.36人／km
令和元年度実績　　　　　　　　　　0.31人／km

　富山地方鉄道（株）や沿線自治体と共同で、小学生以下の運賃が無料
となる「こどもの日キャンペーン」や夏休みに保護者と同伴の小学生を無
料とする「親子でおでかけ事業」を実施した。これらの事業の目的は、公
共交通の利用啓発及び、利用方法の習得である。これらの取り組みを通
じて、将来の需要の掘り起こしが図られた。
　また、停留所毎の利用者数の増減等から、平成30年４月の中学生及び
高校生利用者増が推測されるが、これまで利用していた高齢者層の利
用者数は年々減少しており、何れの目標も達成しなかった。
　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、大幅な利用者増には繋がっていな
い。また、人口の比較的多い隣接地域での利用者増が図れるよう工夫を
行っているたが、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。
・年間利用者数：13,470人（前年度：13,303人）
・１日平均利用者数：45.9人（前年度：45.2人）
・事業収入：2,180,710円（前年度：2,069,410円）

　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
かっている状態が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、平成30年度に新設した停留
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
通満足度が目標値に到達し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

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：魚
津市
運行系統名：
上野方ルー
ト

魚津消防署
前～魚津駅

　平成30年12月
に、住民及び利用
者アンケートを実施
し、バス交通に対す
るニーズの把握に
努めた。
　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（令和元
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
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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

定量的な目標・効果
【目標①】
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）の維持
令和元年度実績
14,690人／月（平成30年10月～令和元年９月）
【目標②】
公共交通満足度　　　　　　　　　　60.0％
令和元年度実績　　　　　　　　　　41.1％
【目標③】
市内バス交通の乗車密度　　　　　　0.36人／km
令和元年度実績　　　　　　　　　　0.31人／km

　富山地方鉄道（株）や沿線自治体と共同で、小学生以下の運賃が無料
となる「こどもの日キャンペーン」や夏休みに保護者と同伴の小学生を無
料とする「親子でおでかけ事業」を実施した。これらの事業の目的は、公
共交通の利用啓発及び、利用方法の習得である。これらの取り組みを通
じて、将来の需要の掘り起こしが図られた。
　また、停留所毎の利用者数の増減等から、平成30年４月の中学生及び
高校生利用者増が推測されるが、これまで利用していた高齢者層の利
用者数は年々減少しており、何れの目標も達成しなかった。
　自由乗降型のデマンド（一部区間で実施）利用者は前年比で減少して
いるが、利用者は存在することから交通弱者の日常の足を確保してい
る。
・デマンド利用：2,638人（前年度：2,771人）
・年間利用者数：12,164人（前年度：11,903人）
・１日平均利用者数：41.5人（前年度：40.5人）
・事業収入：1,478,046円（前年度：1,561,690円）

　計画に位
置付けられ
た事業は適
切に実施さ
れた。

C

　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。
　起点地域の過疎化に加え、高齢者の利用の
減少が続いているが、中学生等学生の利用
者が増加してきていることから、これまでとは
異なる利用者層の獲得を目指す。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。
　自由乗降型のデマンド実施区間の人口は
年々減少しており、利用者となる可能性のあ
る人数自体が減少しているが、自家用車の利
用からバスの利用に切り替えてもらえるよう、
利用促進活動や魅力的な誘導施策の検討が
必要である。

　
　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、公共交
通満足度が目標値に到達し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：魚
津市
運行系統名：
松倉ルート

鹿熊～魚津
駅

　平成30年12月
に、住民及びバス
利用者アンケートを
実施し、市内バス
交通に対するニー
ズの把握に努め
た。
バスの日（令和元
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
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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

定量的な目標・効果
【目標①】
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）の維持
令和元年度実績
14,690人／月（平成30年10月～令和元年９月）
【目標②】
公共交通満足度　　　　　　　　　　60.0％
令和元年度実績　　　　　　　　　　41.1％
【目標③】
市内バス交通の乗車密度　　　　　　0.36人／km
令和元年度実績　　　　　　　　　　0.31人／km

　富山地方鉄道（株）や沿線自治体と共同で、小学生以下の運賃が無料
となる「こどもの日キャンペーン」や夏休みに保護者と同伴の小学生を無
料とする「親子でおでかけ事業」を実施した。これらの事業の目的は、公
共交通の利用啓発及び、利用方法の習得である。これらの取り組みを通
じて、将来の需要の掘り起こしが図られた。
　また停留所毎の利用者数の増減等から、平成30年４月の中学生及び
高校生利用者増が推測されるが、これまで利用していた高齢者層の利
用者数は年々減少しており、何れの目標も達成しなかった。
　自由乗降型のデマンド（一部区間で実施）利用者は前年比で減少して
いるが、利用者は存在することから交通弱者の日常の足を確保してい
る。
・デマンド利用：174人（前年度：183人）
・年間利用者数：10,586人（前年度：10,449人）
・１日平均利用者数：36.1人（前年度：35.5人）
・事業収入：1,398,915円（前年度：1,665,763円）

魚津市公共
交通活性化
会議

事業者名：魚
津市
運行系統名：
坪野ルート

坪野～魚津
駅

　平成30年12月
に、住民及び利用
者アンケートを実施
し、バス交通に対す
るニーズの把握に
努めた。
　バスの日（令和元
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

　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。
　起点地域の過疎化に加え、高齢者の利用の
大きく減少しているが、中学生等学生の利用
者が増加してきていることから、これまでとは
異なる利用者層の獲得を目指す。
　また、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。
　市民バス全体としては、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。
　自由乗降型のデマンド実施区間の人口は
年々減少しており、利用者となる可能性のあ
る人数自体が減少しているが、自家用車の利
用からバスの利用に切り替えてもらえるよう、
利用促進活動や魅力的な誘導施策の検討が
必要である。

　
　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、公共交
通満足度が目標値に到達し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

定量的な目標・効果
【目標①】
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）の維持
令和元年度実績
14,690人／月（平成30年10月～令和元年９月）
【目標②】
公共交通満足度　　　　　　　　　　60.0％
令和元年度実績　　　　　　　　　　41.1％
【目標③】
市内バス交通の乗車密度　　　　　　0.36人／km
令和元年度実績　　　　　　　　　　0.31人／km

　親子参加型イベント等の移動で積極的にバス利用を行うなど、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。
　あわせて、小学生以下の運賃が無料となる「こどもの日キャンペーン」
や夏休みに保護者と同伴の小学生を無料とする「親子でおでかけ事業」
を実施した。これらの事業の目的は、公共交通の利用啓発及び、利用方
法の習得である。これらの取り組みを通じて、将来の需要の掘り起こしが
図られた。
　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。
　東城地区における事前予約式乗車のデマンド運行については、月間平
均79.5人(平成30年度74.0人)の利用、月間平均133.0km（平成30年度
128.7km）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。
・１日平均利用者数：57.9人（前年度：63.9人）

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

　
　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
通満足度が目標値に到達し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、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

　鉄道との接続を
考慮し、平成31年４
月１日にダイヤ改
正を行い、利便性
向上を図った。
　バスの日（令和元
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

　沿線人口が減少し、65歳以上高齢者の免許
保有率が高まることが想定されるが、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137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。
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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

定量的な目標・効果
【目標①】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）の維持
令和元年度実績
14,690人／月（平成30年10月～令和元年９月）
【目標②】
公共交通満足度　　　　　　　　　　60.0％
令和元年度実績　　　　　　　　　　41.1％
【目標③】
市内バス交通の乗車密度　　　　　　0.36人／km
令和元年度実績　　　　　　　　　　0.31人／km

　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。これにより、利用者数、運
賃収入とも前年度比で増加していることから、新たな中学生・高校生の
需要が掘り起こされ、高校生以下の利用率が高まっていることが想定さ
れる。
　また、小学生以下の運賃が無料となる「こどもの日キャンペーン」や夏
休みに保護者と同伴の小学生を無料とする「親子でおでかけ事業」を実
施した。これらの事業の目的は、公共交通の利用啓発及び、利用方法の
習得である。これらの取り組みを通じて、将来の需要の掘り起こしが図ら
れた。
　地域住民の生活及び通勤・通学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。
・１日平均利用者数：46.7人（前年度43.3人）

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

平成31年４月１日よ
り、魚津市民バスと
の一部重複路線も
含めてダイヤ調整
を行い、特に沿線
近隣企業の通勤利
便性の向上に努め
た。

A

　計画に位
置付けられ
た事業は適
切に実施さ
れた。

C

　
　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
通満足度が目標値に到達し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、地域公共交通の持続性向上や利用促進
が図られるよう期待する。

　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58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。
　沿線人口の減少及び65歳以上高齢者の免
許保有率が高まっていくことが想定されること
から、通勤や通学での利用者の増加が見込
めるよう、利用者の声が反映され、より利便性
の高いダイヤとなるよう努める。
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令和2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．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

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った。

A
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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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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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

　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。

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）

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．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

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った。

A
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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。
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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）

循環系統
石動駅～道
明～石動駅
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

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った。

A
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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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

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

　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。

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～保
健福祉セン
ター～七社
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

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った。

A
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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。
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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．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

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った。

A
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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
５．宮島線

石動駅北口
～西中野～
森屋
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

４．「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った。

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
６．宮島線
（スクールバ
ス）

宮島温泉～
西中野～石
動駅北口

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

５．「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った。

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

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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
７．南谷線

石動駅～南
谷公民館～
嘉例谷
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

６．「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った。

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
７．南谷線

石動駅北口
～南谷公民
館～嘉例谷
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

７．「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った。

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

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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
８．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．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

７．「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った。

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
８．蟹谷線

石動駅北口
～安養寺～
コミュニティ
プラザ
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

７．「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った。

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

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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
９．津沢線
（津沢発）

津沢～水島
～石動駅南
口
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

８．「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った。

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
１０．津沢線
（循環）

循環系統
石動駅北口
～水島～石
動駅北口
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

９．「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った。

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

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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
１１．津沢線
（石動駅発）

石動駅南口
～水島～蓑
輪口
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

１０．「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った。

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

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
12．正得線
（七社発）

七社～保険
福祉セン
ター～石動
駅南口

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

１１．「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った。

A
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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

　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。

小矢部市地
域公共交通
活性化協議
会

小矢部市
13．正得線
（循環）

石動駅北口
～道明～石
動駅北口
車両減価償
却費等国庫
補助金

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

１２．「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った。

A

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。
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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
14．正得線
（石動駅発）

石動駅南口
～道明～大
谷小学校

１．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。また、ケーブルテレビのデー
タ放送へ時刻表掲載を実施する
ために準備を行った。

１３．「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った。

A

即位日等休日法の施行に
伴う運休はあったが、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30年6月6日に策定した地域内フィーダー系統
確保維持計画【平成31年度～平成33年度】におい
て、平成31年度における１便あたり利用者数を4.6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31年度に１便あたり利用
者数を4.6人/便とする目標に対し、平成31年度の１
便あたり利用者数は5.1人/便となり、目標を大きく上
回った。
　なお、過去５か年度の１便あたり利用者数は、
　　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
　　平成31年度：5.1人/便と推移している。
　
　利用者数についても、平成31年度は54,231人と
なった。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
としており、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
　　平成31年度：54,231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％、平成31年度：8.5％）は低
い状況にあることから料金等の
改正を含めて検討を行う。
※平成31年度の支出からはダイ
ヤ変更に伴うバス停及び時刻表
の作成費用を除いています。

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導入
した「バスロケーションシステム」
を活用して、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。また、HPや広報誌を活用して
制度の周知に努める。

　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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令和2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)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
朝は鉄道上り線との滑川駅での
乗り継ぎ、夕方は鉄道下り線と
の滑川駅での乗り継ぎを検証し
ダイヤに反映させたほか、回数
券を導入し、利用者の利便性向
上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,332人（前年同期12,910人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少や新規利用者の伸び悩みが
考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者の人口減少や新規利用者の伸び悩みといった
一般的な理由だけでなく、運行ルートや時間帯、利
便性といった当該運行系統に特有の具体的な原因
の有無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。

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

蓑輪②
(滑川駅前～
みのわ温泉
～市民交流
プラザエー
ル前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
朝は鉄道上り線との滑川駅での
乗り継ぎ、夕方は鉄道下り線と
の滑川駅での乗り継ぎを検証し
ダイヤに反映させたほか、回数
券を導入し、利用者の利便性向
上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,332人（前年同期12,910人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少や新規利用者の伸び悩みが
考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者の人口減少や新規利用者の伸び悩みといった
一般的な理由だけでなく、運行ルートや時間帯、利
便性といった当該運行系統に特有の具体的な原因
の有無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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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

蓑輪③
(滑川駅前～
中新～みの
わ温泉)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
朝は鉄道上り線との滑川駅での
乗り継ぎ、夕方は鉄道下り線と
の滑川駅での乗り継ぎを検証し
ダイヤに反映させたほか、回数
券を導入し、利用者の利便性向
上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,332人（前年同期12,910人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少や新規利用者の伸び悩みが
考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者の人口減少や新規利用者の伸び悩みといった
一般的な理由だけでなく、運行ルートや時間帯、利
便性といった当該運行系統に特有の具体的な原因
の有無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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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

大日室山①
(博物館前～
大日～市民
交流プラザ
エール前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,329人（前年同期14,056人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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

大日室山②
(滑川駅前～
大日～市民
交流プラザ
エール前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,329人（前年同期14,056人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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

大日室山③
(滑川駅前～
大日～中開)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は12,329人（前年同期14,056人）、１便あた
りの輸送人員は6.4人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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。

- 183 -



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)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,328人（前年同期14,591人）、１便あた
りの輸送人員は7.4人（目標8.4人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、既存利用者
の入院・死亡等による減少等や新規利用者の伸び
悩みが考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,328人（前年同期14,591人）、１便あた
りの輸送人員は7.4人（目標8.4人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、既存利用者
の入院・死亡等による減少等や新規利用者の伸び
悩みが考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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③
(滑川駅前～
小森～本江)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は14,328人（前年同期14,591人）、１便あた
りの輸送人員は7.4人（目標8.4人）であった。
目標・効果が未達成な理由については、既存利用者
の入院・死亡等による減少等や新規利用者の伸び
悩みが考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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①
(グリーンタ
ウン北野口
～杉本～市
民交流プラ
ザエール前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は11,696人（前年同期12,391人）、１便あた
りの乗車人数は6.1人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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②
(滑川駅前～
杉本～市民
交流プラザ
エール前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は11,696人（前年同期12,391人）、１便あた
りの乗車人数は6.1人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は11,696人（前年同期12,391人）、１便あた
りの乗車人数は6.1人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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

市街地循環
(滑川駅前～
西滑川駅～
市民交流プ
ラザエール
前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。。

C

利用者数は10,441人（前年同期11,485人）、１便あた
りの輸送人員は7.9人（目標8.4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・死亡等による減少等や新規利用者の伸び悩み
が考えられる。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、既存利
用者（高齢者を含む）の人口減少や新規利用者の伸
び悩みといった一般的な理由だけでなく、運行ルート
や時間帯、利便性といった当該運行系統に特有の
具体的な原因の有無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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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

寺町
(滑川駅前～
寺町～市民
交流プラザ
エール前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信したり、コミュ
ニティバスの時刻を掲載した利
用を呼び掛けるポスターを作成
し市内中学校へ掲示した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

A
利用者数は11,766人（前年同期11,667人）、１便あた
りの輸送人員は8.9人（目標8.4人）であった。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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

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

北部循環
(滑川駅前～
水族館前～
市役所前)
車両減価償
却費等国庫
補助金

新規利用者獲得のため、市内公
共交通の路線図や時刻を掲載し
たコミュニティバスの時刻表を全
世帯に配布したほか、市内の学
校、病院、商業施設、観光施設
等に時刻表を設置した。また、コ
ミュニティバスの利用状況や、車
両の更新、利用を促す記事を掲
載したニューズレターを作成し、
班回覧により発信した。
また、コミュニティバスの認知度
向上のため、１日無料デーの実
施、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
施した。
回数券を導入し、利用者の利便
性向上に努めた。

A
計画通り事業は適切に実
施された。

C

利用者数は7,848人（前年同期7,797人）、１便あたり
の輸送人員は5.9人（目標8.4人）であった。
目標・効果が未達成な理由として、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。

新規利用者獲得のための事業
を継続するほか、非利用者の声
の収集に努め、利用者増を目指
す。
鉄道のダイヤ改正時には、乗り
継ぎの利便性が向上または維持
できるよう、コミュニティバスのダ
イヤを検証する。

　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、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（「目的地に遠回りになる」ことに対
する改善の方向性が示されていない）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
後も適切に検証を行い、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

令和2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

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（時刻表・ニュースレター
の配布、回数券の販売）を実施
した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：3,210人
平成31年度：2,689人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・バス路線網の再編（見直し）を
行っていく中で、地域住民との協
議や利用促進策をより一層強化
し、路線の最適化や運行手法の
変更も含めた検討を進め、地域
とともに持続可能な運行形態の
確立を目指す。

　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、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

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、運行ダイヤの改正や利用
促進策（時刻表・ニュースレター
の配布、回数券の販売）を実施
した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

・路線バス利用者アンケート調
査を実施した。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：7,899人
平成31年度：8,317人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・バス路線網の再編（見直し）を
行っていく中で、地域住民との協
議や利用促進策をより一層強化
し、路線の最適化や運行手法の
変更も含めた検討を進め、地域
とともに持続可能な運行形態の
確立を目指す。

　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、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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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

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

・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、利用促進策（時刻表・
ニュースレターの配布、回数券
の販売）を実施した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：552人
平成31年度：546人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・本路線においては利用者数が
減少していることから、新規利用
者の開拓・利用頻度の増大に向
けて、利用者ニーズの把握に努
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、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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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

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

・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、利用促進策（時刻表・
ニュースレターの配布、回数券
の販売）を実施した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：462人
平成31年度：716人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・本路線においては利用者数は
増加しており、引き続き、新規利
用者の開拓・利用頻度の増大に
向けて、利用者ニーズの把握に
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、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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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

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

・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、利用促進策（時刻表・
ニュースレターの配布、回数券
の販売）を実施した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：　774人
平成31年度：1,028人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・本路線においては利用者数は
増加しており、引き続き、新規利
用者の開拓・利用頻度の増大に
向けて、利用者ニーズの把握に
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、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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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

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

・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、利用促進策（時刻表・
ニュースレターの配布、回数券
の販売）を実施した。

・市民アンケート調査を実施し
た。

A
計画に位置付けられた事
業は適切に実施された。

B

（１）市内路線バス・コミュニティ交通の利用者数

平成31年度目標値：
87,000人
平成31年度実績値：
189,886人

（参考）
当該系統利用者数
平成30年度：375人
平成31年度：474人

（２）公共交通利用圏域内　町内会人口率（交通空白
地域の解消）

平成31年度目標値：99.5％
平成31年度実績値：99.9％

（３）１年に１回以上公共交通を利用する市民の割合

平成31年度目標値：70.0％
平成31年度実績値：58.1％

・本路線においては利用者数は
増加しており、引き続き、新規利
用者の開拓・利用頻度の増大に
向けて、利用者ニーズの把握に
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、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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令和2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　市広報紙、ホームページ、観
光案内等にバス情報を掲載し、
周知した。
２　現状分析と計画策定の基礎
データとして乗降調査を実施し
た。
３　通勤・通学利用を取り込むた
め、JR氷見線・地域間幹線系統
との接続性を向上させるダイヤ
改正を行った。
４　利用促進のため、氷見線・
フィーダー系統の時刻表等を掲
載した「ひみまちなかバスマッ
プ」を作成し、市内各所のほかバ
ス車内にも配架した。

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

１　目標
・1便あたりの利用者数目標値
　平日3.9人、土日祝日9.1人
・系統別の年間利用者数
　1,600人
２　効果達成状況
・1便あたりの利用者数目標値
　平日4.6人、土日祝日9.3人
・系統別の年間利用者数
　3,269人
全て目標値を達成し、利用者数は前年度比204%と
なった。ダイヤ改正後から利用者増となったことか
ら、接続性に配慮したダイヤが利用者増につながっ
たと考えられる。

１　次年度にバス位置情報等が
取得できる「とやまロケーション
システム」が運用開始となり、バ
ス利用の利便性が高まるため、
市広報紙・ホームページ・観光案
内等でシステムを周知する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
を把握し、ダイヤ編成に活用す
る。

３　JR氷見線・地域間幹線系統
との乗継利便性を確保・維持し、
乗継方法の周知を行う。

　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。

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　市広報紙、ホームページ、観
光案内等にバス情報を掲載し、
周知した。
２　現状分析と計画策定の基礎
データとして乗降調査を実施し
た。
３　通勤・通学利用を取り込むた
め、JR氷見線・地域間幹線系統
との接続性を向上させるダイヤ
改正を行った。
４　利用促進のため、氷見線・
フィーダー系統の時刻表等を掲
載した「ひみまちなかバスマッ
プ」を作成し、市内各所のほかバ
ス車内にも配架した。

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

１　目標
・1便あたりの利用者数目標値
　平日3.9人、土日祝日9.1人
・系統別の年間利用者数
　6,800人
２　効果達成状況
・1便あたりの利用者数目標値
　平日4.6人、土日祝日9.3人
・系統別の年間利用者数
　8,000人
全て目標値を達成し、利用者数は前年度比117%と
なった。ダイヤ改正後から利用者増となったことか
ら、接続性に配慮したダイヤが利用者増につながっ
たと考えられる。

１　次年度にバス位置情報等が
取得できる「とやまロケーション
システム」が運用開始となり、バ
ス利用の利便性が高まるため、
市広報紙・ホームページ・観光案
内等でシステムを周知する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
を把握し、ダイヤ編成に活用す
る。

３　JR氷見線・地域間幹線系統
との乗継利便性を確保・維持し、
乗継方法の周知を行う。

　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。

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　市広報紙、ホームページ、観
光案内等にバス情報を掲載し、
周知した。
２　現状分析と計画策定の基礎
データとして乗降調査を実施し
た。
３　通勤・通学利用を取り込むた
め、JR氷見線・地域間幹線系統
との接続性を向上させるダイヤ
改正を行った。
４　利用促進のため、氷見線・
フィーダー系統の時刻表等を掲
載した「ひみまちなかバスマッ
プ」を作成し、市内各所のほかバ
ス車内にも配架した。

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

１　目標
・1便あたりの利用者数目標値
　平日3.9人、土日祝日9.1人
・系統別の年間利用者数
　6,500人
２　効果達成状況
・1便あたりの利用者数目標値
　平日4.6人、土日祝日9.3人
・系統別の年間利用者数
　5,802人
年間利用者数目標値の不達理由として、観光客の
入込客数が減っていないこと、早朝と午後にダイヤ
を組んでいることから、通学・通勤・買い物などの生
活利用が想定より伸びなかったと考えられる。

１　次年度にバス位置情報等が
取得できる「とやまロケーション
システム」が運用開始となり、バ
ス利用の利便性が高まるため、
市広報紙・ホームページ・観光案
内等でシステムを周知する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
を把握し、ダイヤ編成に活用す
る。

３　JR氷見線・地域間幹線系統
との乗継利便性を確保・維持し、
乗継方法の周知を行う。

　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

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　市広報紙、ホームページ、観
光案内等にバス情報を掲載し、
周知した。
２　現状分析と計画策定の基礎
データとして乗降調査を実施し
た。
３　通勤・通学利用を取り込むた
め、JR氷見線・地域間幹線系統
との接続性を向上させるダイヤ
改正を行った。
４　利用促進のため、氷見線・
フィーダー系統の時刻表等を掲
載した「ひみまちなかバスマッ
プ」を作成し、市内各所のほかバ
ス車内にも配架した。

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

１　目標
・1便あたりの利用者数目標値
　平日3.9人、土日祝日9.1人
・系統別の年間利用者数
　5,100人
２　効果達成状況
・1便あたりの利用者数目標値
　平日4.6人、土日祝日9.3人
・系統別の年間利用者数
　5,363人
全て目標値を達成し、利用者数は前年度比105%と
なった。ダイヤ改正後から利用者増となったことか
ら、接続性に配慮したダイヤが利用者増につながっ
たと考えられる。

１　次年度にバス位置情報等が
取得できる「とやまロケーション
システム」が運用開始となり、バ
ス利用の利便性が高まるため、
市広報紙・ホームページ・観光案
内等でシステムを周知する。

２　乗降調査を継続し、利用実態
を把握し、ダイヤ編成に活用す
る。

３　JR氷見線・地域間幹線系統
との乗継利便性を確保・維持し、
乗継方法の周知を行う。

　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

令和2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

市営バスの利用促進について
ホームページや広報紙で市民へ
のPR活動を行った。
「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
提供により、経路検索の充実を
図った。

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。

B

輸送人数について、東部循環線は１便あたり1.6人を
目標としており、１便あたり2.0人であり計画に位置付
けられた目標を達成できた。
デマンドタクシーは１便あたり3.6人を目標としてお
り、１便あたり3.8人であり計画に位置付けられた目
標を達成できた。
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30年
度は支出60,138千円に対して費用3,504千円、収支
率は5.8%となり、目標値を下回った。

⑤目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたりの乗車率は
目標に達したが、市営バス全体
の収益率は目標に達しなかっ
た。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。
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、収支率が目標値を下回ってい
ることに対する改善の方向性となっていないため、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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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

砺波市地域
公共交通会
議

となみ観光
交通㈱

デマンドタク
シー（愛のり
くん）
庄東・雄神
区域

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。

B

輸送人数について、東部循環線は１便あたり1.6人を
目標としており、１便あたり2.0人であり計画に位置付
けられた目標を達成できた。
デマンドタクシーは１便あたり3.6人を目標としてお
り、１便あたり3.8人であり計画に位置付けられた目
標を達成できた。
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30年
度は支出60,138千円に対して費用3,504千円、収支
率は5.8%となり、目標値を下回った。

⑤目標・効果達成状況に記載し
たとおり、１便あたりの乗車率は
目標に達したが、市営バス全体
の収益率は目標に達しなかっ
た。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。
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、収支率が目標値を下回ってい
ることに対する改善の方向性となっていないため、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。
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令和2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(株)

（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

今年度もMM施策として、加賀市
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
本年4月から(一社)加賀市観光交流機構との提携で
開始した周遊クーポンの効果もあり、1便あたり乗車
人数は15.02人と目標の13人を上回ることができた。

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。また、周遊クーポン
の認知度向上を図るため金沢市
内の拠点乗車券窓口での販促
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。

加賀市地域
公共交通活
性化・再生
協議会

加賀温泉バ
ス(株)

（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

今年度もMM施策として、加賀市
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
進を図るとともに、ダイヤ改正を
行い効率的な運行に努めた。

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
今年度は通学定期利用が増加したこともあり、1便当
たり乗車人員は12.54人と目標の12人を上回ることが
できた。

沿線の高校と連携し、高校生へ
の周知を強化することで、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。

　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(株)

（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

今年度もMM施策として、加賀市
内全世帯及び高校の新入生に
時刻表を配布とともに、沿線の
小学校において「路線バスふれ
あい教室」を実施し利用促進に
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
今年4月より減便を実施。効率的な運行に努め、1便
当たり乗車人員は5.28人と目標の4人を上回った。

沿線の高校と連携し、高校生へ
の周知を強化することで、特に
高校生の通学及び部活動での
利用増加を図る。また、通学時
間帯において大聖寺実業高校
起終点となる系統が運行できな
いか検討する。

　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(株)

（路線名）
吉崎線
（運行区間）
加賀温泉駅
～上河崎～
大聖寺駅～
塩屋

今年度もMM施策として、加賀市
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。

B
沿線中学校の通学定期利用があるものの、定期外
利用が落ち込み、1便当たり乗車人員は10.16人と目
標の13人を下回った。

市内全世帯及び中学校・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。

　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、定期
外利用が落ち込んだ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

日本海観光
バス（株）

（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～空港

沿線住民に割安回数券の利用
促進、Wi-Fi設置をパンフレットに
記載して、利用促進に努めた。

A
事業が計画的に位置づけ
られた通り、適切に実行さ
れた。

C
１便当たり、2.62人と目標の3人に達していない。原
因は冬季間の利用は多いが、夏季が減少していた。

年間を通しての利用促進をパン
フレット等で告知し、観光客向き
に交通系ＩＣカードが事務所でご
利用できることも告知して、利用
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、夏季
の利用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。
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別添２

令和2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（株）

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）

運行計画の見直しを検討中 A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

昨年に比べ利用者数は7％、収入は39％増えたが、
平成30年4月より運行ルートを見直し、バス１台増台
したことに伴う減価償却費の増加や、走行距離が延
びたことによって運行委託費が増加したため、収支
率は目標35％に対し26.6％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、新興住宅地である白
帆台地区に潜在的な需要が見
込まれるため周知強化を図り、
利用増加に努める。

　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。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス（株）

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）

運行計画の見直しを検討中 A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

昨年に比べ利用者数は7％、収入は39％増えたが、
平成30年4月より運行ルートを見直し、バス１台増台
したことに伴う減価償却費の増加や、走行距離が延
びたことによって運行委託費が増加したため、収支
率は目標35％に対し26.6％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、新興住宅地である白
帆台地区に潜在的な需要が見
込まれるため周知強化を図り、
利用増加に努める。

　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。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス（株）

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）

運行計画の見直しを検討中 A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

昨年に比べ利用者数は7％、収入は39％増えたが、
平成30年4月より運行ルートを見直し、バス１台増台
したことに伴う減価償却費の増加や、走行距離が延
びたことによって運行委託費が増加したため、収支
率は目標35％に対し26.6％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、新興住宅地である白
帆台地区に潜在的な需要が見
込まれるため周知強化を図り、
利用増加に努める。

　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。

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（株）

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）

運行計画の見直しを検討中 A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

昨年に比べ利用者数は7％、収入は39％増えたが、
平成30年4月より運行ルートを見直し、バス１台増台
したことに伴う減価償却費の増加や、走行距離が延
びたことによって運行委託費が増加したため、収支
率は目標35％に対し26.6％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、新興住宅地である白
帆台地区に潜在的な需要が見
込まれるため周知強化を図り、
利用増加に努める。

　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。

内灘町地域
公共交通協
議会

日本海観光
バス（株）

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
（町内循環）

運行計画の見直しを検討中 A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

B

昨年に比べ利用者数は7％、収入は39％増えたが、
平成30年4月より運行ルートを見直し、バス１台増台
したことに伴う減価償却費の増加や、走行距離が延
びたことによって運行委託費が増加したため、収支
率は目標35％に対し26.6％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、新興住宅地である白
帆台地区に潜在的な需要が見
込まれるため周知強化を図り、
利用増加に努める。

　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。
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別添２

令和2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、
利用者の意見等から分析を行
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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　5.30人
(H30.10～R1.9)9.77人

R2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、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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H30.10～R1.9)2.21人

R2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、引き続き利用促進の広
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

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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H30.10～R1.9)3.45人

R2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、引き続き利用促進の広
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：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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　2.40人
(H30.10～R1.9)4.60人

R2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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　2.49人
(H30.10～R1.9)4.40人

R2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、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

（目標達成）
運行コストを1㎞当たり250円以内
(H30.10～R1.9)212.00円
平均乗車人数/1回　2.00人
(H30.10～R1.9)2.15人

R2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、引き続き利用促進の広
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

令和2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、令和
元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

沿線住民の減少等により目標を達成できなかった

乗車人数
【目標】1,128人以上
【実績】922人
⇒目標未達成

1㎞あたりのコスト
【目標】109.40円
【実績】123.07円
⇒目標未達成

急激な人口減少が進む中で、利
用者の確保は困難な状況にある
が、利用促進のため、引き続き
情報発信を行い、利用促進に向
けて、対応を検討する。

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。

　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沿線住民の減少と
しているが、新規利用者の掘り起こしや利用促進の
取り組みが十分であったかという観点からも分析し、
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。

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、令和
元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

B

沿線住民の減少等により目標を達成できない点が
あった

乗車人数
【目標】1,457人以上
【実績】1,165人
⇒目標未達成

1㎞あたりのコスト
【目標】167.20円
【実績】134.55円
⇒目標達成

急激な人口減少が進む中で、利
用者の確保は困難な状況にある
が、利用促進のため、引き続き
情報発信を行い、利用促進に向
けて、対応を検討する。

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。

　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沿線住民の減少と
しているが、新規利用者の掘り起こしや利用促進の
取り組みが十分であったかという観点からも分析し、
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

輪島市地域
公共交通会
議

北鉄奥能登
バス株式会
社

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、令和
元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

沿線住民の減少等により目標を達成できなかった

乗車人数
【目標】1,082人以上
【実績】994人
⇒目標未達成

1㎞あたりのコスト
【目標】212.10円
【実績】239.06円
⇒目標未達成

急激な人口減少が進む中で、利
用者の確保は困難な状況にある
が、利用促進のため、引き続き
情報発信を行い、利用促進に向
けて、対応を検討する。

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。

　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沿線住民の減少と
しているが、新規利用者の掘り起こしや利用促進の
取り組みが十分であったかという観点からも分析し、
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

令和2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

株式会社敷
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
　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。

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

　目標の利用者数を8,100人としていたが、前年度比
19.7%減少と目標を達成できなかった。

H28.10月～H29.9月
　8,009人
H29.10月～H30.9月
　7,717人（▲3.7%）
H30.10月～R1.9月
　6,193人（▲19.7%）

　デマンドタクシーの利用者の大
半は自宅で生活する高齢者であ
り、生活の足として利用する場面
が多い。
　一方、町が運行する無料バス
と利用者層が重なる状況や、利
用者が施設に入所するなどの要
因により、大幅減になった考察
する。
　継続して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
るよう努める。
　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(28%)
H30 16/60(27%)
H31 9/34(26%)※R1.12末現在
免許返納者の約3割がデマンドタ
クシーと回数券を選択しており、
利用者増に寄与しているため今
後も続けたい。

　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④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③については、前年度の事業評価におい
て、「高齢者の免許自主返納者に対するデマンドタク
シー回数券交付制度についても周知し、利用者の増
加を図る」こととしている点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

- 213 -



別添２

令和2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」

新規利用者やリピーター確保の
ため、1カ月フリー乗車券（500
円）の周知に努めた。（販売数が
前年同月比（4月～9月）の1.8倍）

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

＜目標＞
利用者数　12人/日以上

＜実績＞
利用者数　11.87人/日

前年度（11.74人/日）に比べ利用実績はわずかなが
ら増加している。午前の便（2.58人/便）に対し、午後
の便（0.76人/便）の利用者数が少なく、目標を達成
できない要因となっている。

令和元年11月に公共交通の利
用者に対するヒアリング調査を
予定しており、次回の運行委託
契約（R2.10）に向けたダイヤ改
定の検討材料としたい。

　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、令和
元年11月に実施したとされるヒアリング調査の結果
を基に、午後の便の利用者数が少ない根本的な要
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。

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」

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。

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＞
利用者数　2人/日以上

＜実績＞
利用者数　2.62人/日

人口減少に伴い公共交通の利
用者数も減少していくことが想定
されるが、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、利用者数の維持に
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。

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。

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＞
利用者数　2人/日以上

＜実績＞
利用者数　2.90人/日

人口減少に伴い公共交通の利
用者数も減少していくことが想定
されるが、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、利用者数の維持に
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

令和2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、駅等
において、時刻表などを確認し
やすいスペースに配置した。

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

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
　124.56円（目標250円以内）
・１日当たりの乗車人員
　10.46人（目標13.05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、引き続き利用者増に努め
るとともに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については、前年度の事業評価におい
て、「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」することとした点の反映が十分
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、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

令和2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㈱

【平成30年9
月～平成31
年3月】
市内循環線
（千松閣経
由、市民病
院経由）
運行区間：
小松駅～市
民病院/千
松閣～小松
駅

【平成31年4
月～令和元
年9月】
市内循環線
ブルーこまち
（左回り、右
回り）
運行区間：
小松駅～市
役所～小松
駅

・市内循環線の運行について、
北コース、南コースの車両につ
いては「ブルーこまち」と「オレン
ジこまち」が交互に運行していた
が、北コースを「ブルーこまち」、
南コースを「オレンジこまち」と
し、利用者に分かりやすい運行
へと見直しを行った。

・バス事業者の乗務員不足への
対応のため、運行便数の減便を
行った。（北コース・南コース　各
10便⇒各8便）

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（H30実績65,852人）に対し､
令和元年度実績は61,464人であった。

<要因>
平成30年10月から平成31年3月までは利用者数が
増加したものの，平成31年4月からは乗務員不足に
よる運行便数の減便により、利用者数が減少した。

【10月～3月】（対前年比較）
H30　32,324人
R１　 34,932人　 +2,608人
【4月～9月】
H30  33,528人
R1　 26,532人　△6,996人

　利用実態を踏まえ、鉄道や主
要な施設、他の市内路線バスへ
の接続に配慮した運行ルート・ダ
イヤの見直しを行い、移動手段
の維持確保に努める。
　令和元年10月からは、ブルー
こまちの小松市民病院への乗り
入れを開始しており、引き続き、
利用ニーズを把握しながら必要
な見直しを行っていくとともに、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④及び⑤につい
ては自己評価のとおりである。
　なお、③については、前年度の事業評価におい
て、「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」こととしている点の反映が十
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。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。

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

令和2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

・計画通り適切に実施
している。

（１）事業の目標　輸送人員について、16,674人
（平成28年度実績値）を上回った。
（平成30年10月～令和元年9月輸送人員21,071
人）
※増加要因：市健康福祉部の運賃助成による利
用者増及び路線バス廃止に伴う代替便としての
利用者増が要因と思われる。

・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なかっ
た。（平成30年10月～令和元年9月1kmあたり運
行コスト173円）
※未達成要因：車両修繕に係る費用の増加及び
燃料費（主に軽油）の高騰。

・今後も、のと鉄道のダイヤ改正
に対応し、乗り継ぎ利便性を考
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。

・利用状況を確認し、路線の見
直し等を検討していく。

　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。

Ｂ

中島げんきバス
※車両減価償却費等国庫
補助金 補助対象バス2台
①釶打・熊木方面
　すこやか～横田バス停
～別所集会所
②釶打・熊木方面（朝・夜
便）
　古江入り口～横田バス
停～中島地区コミュニティ
センター前
③西岸方面
　すこやか～瀬嵐集会所
～横見集会所
④西岸方面（朝・夜便）
　横見集会所～瀬嵐集会
所～中島地区コミュニティ
センター前
⑤豊川方面
　すこやか～土川バス停
～萩谷バス停
⑥豊川方面（朝・夜便）
　萩谷バス停～土川バス
停～中島地区コミュニティ
センター
⑦笠師保方面　第2・4便
　筆染神社～塩津神社前
～すこやか
⑧笠師保方面　第1便
　すこやか～塩津神社前
～すこやか
⑨笠師保方面　第3便
　すこやか～塩津神社前
～すこやか
⑩笠師保方面（朝・夜便）
　笠師保駅～笠師保保育
園～上笠師集会所

七尾市地域
公共交通協
議会

七尾市

・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。

・平成27年度に作成した公共
交通マップ「七尾市コミュニ
ティバス路線図」の修正を行
い、市ＨＰ等を利用しＰＲを
行った。

Ａ

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

七尾市地域
公共交通協
議会

北鉄能登
バス㈱

まりん号順回り
　七尾駅～ミナ．クル～
七尾駅

まりん号逆回り
　ミナ．クル～七尾駅～
ミナ．クル

・観光関係機関と連携し、交
通系大手検索サイトへの情
報掲載の準備を進めている。

・バス停の移設を行うなど、
利用者の利便性向上に努め
た。

・市内で開催されたイベントに
コミュニティバスを利用して来
場してもらうなど、他団体と連
携し利用促進を図った。

Ｂ

・事業が計画どおりに
実施されていない点が
あった。交通系大手検
索サイトへの情報掲載
について、まだ実施に
は至っていないが、観
光関係機関と連携し、
広く情報を発信してい
く。

Ｂ

（１）事業の目標　輸送人員について、68,200人
（平成28年度実績値）を下回った。
（平成30年10月～令和元年9月輸送人員65,389
人）
※減少要因：利用者人口の減少によるものであ
るが、今後自動車免許返納者等にも積極的に利
用を促していく。

・利用者減少に歯止めをかける
べく、交通系大手検索サイトへ
の情報掲載に向け、引き続き進
めていく。

・地域の実情に合わせ、コミュニ
ティバス、路線バスの運行経路、
運行形態等の見直しを検討する
とともに、通学利用に合わせたダ
イヤ改正を行うことで学生の利
用促進に努める。

　協議会における事業評価結果の③及び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・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利用者人口の減
少としているが、新規利用者の掘り起こしや利用促
進の取り組みが十分であったかという観点からも分
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については、生活
交通確保維持改善計画に位置付けられたとおり適
切に事業を実施するとともに、実績向上に向けて改
善策及びその具体化について引き続き検討する必
要がある。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

令和2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
協議会

北鉄能登バ
ス株式会社

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

※公有民営
方式車両購
入費国庫補
助金を受け
ている

運行ルート見直しについては、
網形成計画策定とあわせて見直
しを検討している。
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。
また、免許返納者へ進呈した回
数券について、利用状況の追跡
調査を開始した。

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：12.0％

未達成理由：車両更新による重整備の減等により、
経費については、微増に留まるも、利用者数が横ば
い状態であったため、収支率も横ばいであった。

網形成計画策定を踏まえ、次の
取り組みを行う。
・全路線の商業施設への乗りれ
や、一部路線のJR駅との結節を
検討し、見直しを図る。また、免
許返納者に進呈した回数券の利
用状況の把握や、モニター的な
協力をお願いし、今後の改善に
つなげる。
・観光施策との連携、交通系情
報サイトへの情報提供の実施。
・運休日、ダイヤの見直しを行
う。
・総合時刻表マップの更新、乗り
方教室(CATVの番組作成)やバ
ス無料(デマンドタクシー含む)の
日などの利用啓発事業を実施す
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
者数が増加せず横ばい状態であった根本的な要因
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。

中能登町地
域公共交通
協議会

株式会社中
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、
網形成計画策定とあわせて見直
しを検討している。
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。
また、免許返納者へ進呈した回
数券について、利用状況の追跡
調査を開始した。

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：7.3％
未達成理由：利用者数が横ばい状態であったため、
収支率が若干悪化した。デマンドタクシーの運行経
費については利用者数により変動し、利用者数の増
が必ずしも収支率アップにつながるとは言えないの
で、今後は、数値目標に利用者数を追加し、検証し
ていきたい。

網形成計画策定を踏まえ、次の
取り組みを行う。
・免許返納者に進呈した回数券
の利用状況の把握や、モニター
的な協力をお願いし、今後の改
善につなげる。
・観光施策との連携、交通系情
報サイトへの情報提供の実施。
・運休日、ダイヤの見直しを行
う。
・総合時刻表マップの更新、乗り
方教室(CATVの番組作成)やバ
ス無料(デマンドタクシー含む)の
日などの利用啓発事業を実施す
る。
・数値目標に利用者数を追加し、
収支率と利用者数で検証する。

　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
者数が増加せず横ばい状態であった根本的な要因
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

令和2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

志賀町地域
公共交通活
性化協議会

㈱高浜タク
シー

志賀町コミュ
ニティバス
まちなか循
環線志賀の
郷ルート

運行ダイヤを見直し、高浜バス
ターミナルにおける地域間幹線
系統である富来線との接続を改
善した。

Ａ
計画通り事業は適切に実
施された。

Ｂ

計画運行日数が8日と短期間である中、令和元年台
風第17号の影響により、9月23日のコミュニティバス
利用者が極端に少なかったため、前年度利用者数
（1日あたり平均利用者数）を下回った。
【利用者数】
・平成30年度実績
市街地循環線　10,038人
※1日あたり平均利用者数
　10,038人/362日≒27.7人
・計画運行期間実績
　（R1.9.23～9.30）
まちなか循環線　219人
※1日あたり平均利用者数
　219人/8日≒27.3人

志賀町地域公共交通網形成計
画に基づき、以下の取組を実施
する。
・民間事業者との定住促進の取
り組みとの連携
・老人会等への公共交通利用の
ための意識醸成
・わかりやすい時刻表の配布
・運行情報のオープンデータ化

　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

令和2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

前回の評価を踏まえ、輸送量拡
大・確保に向けて、周遊コースの
宣伝強化、自治体と連携した乗
用車航送割引の継続、有
人国境離島法（滞在型観光）の
活用、インバウンドセールス強
化、関西地区等のセールス強
化、観光素材の磨き上げ、情報
発信強化等を計画するとともに、
修繕費等の経費削減に取り組む
こととし、佐渡汽船を中心におお
むね計画どおり事業を実施する
ことができた。

（実施例）
○旅行会社に対する個人商品
向けの旅客割引運賃の提供、自
治体と連携した航送割引による
新潟航路と同一運賃設定
等により周遊観光型商品の販売
環境を整備
○島内バス満車時の島外バス
受入支援（航送運賃無料）
○長野県民限定の航送運賃割
引企画とメディア広告の連動
○佐渡汽船ホームページリ
ニューアル、さどトリコ、
Facebook、Instagram等による発
信力強化、インターネット予約の
スマホ対応

A

計画に位置付けられたと
おり適切に実施された。
なお、有人国境離島法
（滞在型観光）を活用した
取組については、より割
安感の出るジェットフォイ
ル利用商品を対象とした
ため本航路での実績はな
かった。

B

目標を達成できていない点があった。

輸送人員は計画188,380人に対して実績は115,639
人だった（計画比64.8％）。
前年比では▲1.2％、1,388 人減となり、あかね就航
効果の反動減となった平成28 年度（H27.10-H28.9）
以降続いていた10％程度の減少幅が改善、下げ止
まりが見られた。
減少の要因は、旅行会社の企画募集団体や斡旋団
体の不振が大きく、ＧＷ10連休効果もあり増加した
個人利用も、 利便性の高い新潟航路や割安な他の
観光地が選ばれる傾向は続いている。また、例年に
増して週末や多客期の台風・天候不順による欠航、
キャンセル、新潟航路への振り替えが見られた。
航送台数は計画36,500台のところ20,532台だったが
（計画比56.2％）、前年比2.7%増であり、割引施策が
定着してきたものと考えている。

佐渡汽船においては、赤字が続
く本航路の経費削減に引き続き
努めるとともに、輸送量拡大・確
保に向け、効果を検証した上で
実施するこれまでの取組に加
え、 大手旅行会社のキャンペー
ン誘致、新潟航路で実績を上げ
ている取組（親子クルーズ等）の
横展開、SNSを活用した情報発
信強化等を図ることとする。
県・地元市などの関係者におい
ては、誘客に一定の効果が認め
られる乗用車航送割引やバス受
入の支援等を継続するほか、他
の施策・事業との連動や佐渡汽
船の取組との連携を深め、 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、減少の幅が
微少となり、車両航走台数が昨年度から微増傾向と
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
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別添２

令和2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、３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。
・粟島観光協会と一体となり、誘
客イベントとして、運賃割引と名
物わっぱ煮定食をセットにした
「わっぱ煮パック」商品を継続し、
誘客に取り組んだ。「わっぱ煮
パック」は、新聞・雑誌等に広告
を掲載し利用者増加を図った結
果、500名を誘客することができ
た。
・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
行業者へ配布し宣伝を行った。

A

10月に台風が接近し、ま
た冬季間の時化で運航で
きない日があったが、繁
忙期には好天に恵まれ事
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　473.5　414
普通船　513.5　442.5

（就航率）
高速船 87.43％（-0.14％）
普通船 86.17％（+1.49％）

B

旅客輸送者数は、目標54,702.0人に対して実績
48,904.5人（▲5,797.5人）となり目標を10.6％下回る
結果となったが、前年度実績46,812.0人から4.5％
（2,092.5人）増加となった。10月～3月は天候が崩れ
運航できない日があったが、新造船フェリーの就航
や「わっぱ煮パック」の継続実施による誘客効果等も
あり、前年度より2,092.5名増加させることができた。
　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、目標143,975千円に対して、実績
121,662千円（▲22,313千円）となり目標を15.5％下回
る結果となった。高速船から普通船へ振り替える傾
向があったことも収益の減少に繋がったと考えられ
る。

・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。
・利用者を増やすため島内のイ
ベントを実施し利用促進に取り
組む。
・観光客の誘致増加に向けて観
光協会と連携し「あわしま自然体
験」での学習を目的とした利用者
の誘致や県の支援事業を活用
し、学生対象のイベント等を企画
し実施していく。
・一層の経費削減を行い、欠損
額の抑制に努める。

　
　利用者数は、目標に達していないが、前年度に比
べると増加している。
　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
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別添２

令和2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

事業が計画に位置づけられた目標を達成した

・年間旅客運賃
【目標】　17,639,870円
【実績】　19,418,690円
⇒達成

新船就航による集客や利用者の
多い時期に好天に恵まれ実績増
となった。今後も目標を達成でき
るよう、引き続き利用促進を図
る。

・年間貨物運賃
【目標】　12,876,890円
【実績】　13,899,510円
⇒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
は前年に比べて増加しており、
目標を達成することができた。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】　31.8%以上
【実績】　64.2%
　　　　　 32.6%（船売却除く）
⇒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】　料金体系の維持及び1日1往復の運航体系
の維持
【実績】　維持した
⇒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。

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

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

　目標値である旅客運賃、貨物運賃、収支率とも達
成できており、前年度から増加している。
  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、令和
元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。特に新船就航をPRすること
で、利用促進を図った。

無駄な支出がないよう、経費削
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
した。
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別添２

令和2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

妙高市地域公共交通協議会

【事業内容】
・妙高市地域公共交通総合連携計画の評価、上位・
関連計画の整理及び現状分析
・妙高市地域公共交通網形成計画（案）の作成
・協議会開催
【結果概要】
・基礎的データの整理、現況分析などにより、地域
の公共交通の状況を整理した。
・乗降者アンケートや立地適正化計画策定に向けた
アンケート等により、地域公共交通を取り巻く課題を
把握することができた。
・現況や課題を踏まえ、まちづくり施策と連動し、地
域の実情に即した持続可能な地域公共交通を目指
すための計画素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、地域公共交通網形
成計画として最終的に取りまとめる。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施されている。

『誰もが安心・便利に利用できる公共交通』を基本方
針に掲げ、上位・関連計画との整合を図り、本市の
市街地、郊外地・中山間地の地域特性に対応し、市
民と来訪者のニーズに対応した公共交通ネットワー
クを構築するため、「まちづくりに対応した地域公共
交通網の構築」「誰もが安心・便利に利用できる公
共交通サービスの整備」「みんなで支える公共交通
の実現」の３つを基本目標とした。

　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

令和2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

五泉市地域公共交通活性化協
議会

【事業内容】
・現状と課題の整理
・上位関連計画等との位置づけの整理
・アンケート調査等の実施
・計画案の作成・法定協議会の開催
【結果概要】
・基礎データの整理、現況調査や事業者ヒアリング
を実施し、五泉市の公共交通の現状を整理した。
・上位計画である総合計画や、立地適正化計画等
の　関連計画との位置づけについて整理した。
・市民および公共交通利用者向けのアンケート調査
を実施し、移動特性やニーズ等について把握した。
・現状把握とアンケート調査の結果分析を踏まえ、
課題を抽出、整理した。
・五泉市に適した公共交通網について検討し、計画
の素案を作成した。（協議会は予定していた5回のう
ち4回目まで開催）
・今後の協議会での検討を経て、五泉市地域公共
交通網形成計画として最終的に取りまとめる。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施されている。

五泉市において住民や来訪者の移動を確保してき
た公共交通をこれからも守り続け、将来にわたり安
心して快適に生活ができる移動手段の維持・確保を
目指す。そのために、以下の4点について方針を定
め、改善へ向けた取組みを進めるものとする。
① 既存の公共交通ネットワークの維持（交通弱者
の移動手段確保、公共交通空白地域の解消等）
② 複合施設や東南環状線等のハード整備による土
地利用の変化に対応した公共交通網への見直し
（円滑なアクセスの確保・必要車両の更新等）
③ さくら号の運行内容の改善（予約お断り件数の削
減へ向けた増車や運行内容変更の取組み）
④公共交通の利用促進（効果的なPRの実施、出前
講座等の実施等）

　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

令和2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

南魚沼市地域公共交通協議会

【事業内容】
・地域公共交通に関する現況調査
・市民・利用者のニーズ把握
・南魚沼地域公共交通総合連携計画の評価及び南
魚沼市地域公共交通網形成計画（案）の作成
・協議会開催
【結果概要】
・上位計画、基礎的データの整理などにより、公共
交通の現況を整理した。
・市民アンケート、利用者アンケートにより目的地の
ニーズ、現状の課題等について把握した。
・地域に適した交通モード、ルートについて検討し、
協議会に諮るための計画素案を作成した。
・今後の協議会の検討を経て、地域公共交通網形
成計画として最終的に取りまとめる。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施されている。

南北方向を広域幹線軸とし、主要施設とのアクセス
を強化し、路線を維持していく。幹線軸にアクセスす
る集落からのネットワークについて、最適な交通
モードを選定し、幹線交通との接続性を向上させる。

　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

令和2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

津南町地域公共交通協議会

【事業内容】
・公共交通利用者アンケートの実施、集計、分析
・地域公共交通網形成計画（案）の作成
・協議会開催

【結果概要】
・町民全世帯を対象にアンケート調査を実施。町公
共交通の現況やニーズ等を把握した。
・基礎データの整理、町民アンケートの結果などか
ら、町公共交通の特性や課題を整理した。
・地域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。
・今後パブリックコメントを経て、最終的に協議会で
津南町地域公共交通網形成計画として検討、とりま
とめを行う。

A
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施されている。

　調査結果から町公共交通の現状や諸課題、町民
及び来町者ニーズを的確に捉え、将来に渡り持続
可能な地域公共交通体系を構築するため「津南町
地域公共交通網形成計画」を策定する。
【基本方針】
　「誰もが使いやすく　移動できるまち　つなん」
【基本目標】
①つなん型の地域公共交通ネットワークの構築
　地域特性や人の移動特性に応じた運行サービス・
運行携帯を導入して持続可能な地域公共交通の構
築を図る。
②利用しやすい環境整備による利用促進
　町民・来町者誰もがわかりやすく、利用しやすい公
共交通の構築を図るため、利用環境づくりや公共交
通情報の提供・発信を行う。
③多様な関係者の連携による公共交通の構築
　地域全体で公共交通を支えるため積極的な利用
促進を図り、公共交通への町民参画推進を図る。

　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

令和2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

黒部市公共交通戦略推進協議
会

【事業内容】
・公共交通に関する現況整理
・市民アンケート調査
・北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の利用に関するア
ンケート調査
・路線バス利用者アンケート調査
・第２次地域公共交通網形成計画(案)の作成

【結果概要】
・市内公共交通の持続可能性を検討するための基
礎資料として、市内公共交通の利用者数や運行状
況、運行体制等の整理を行った。
・市民アンケート調査では、現行計画策定時からの
市民の交通行動や公共交通に対する評価、公共交
通のあり方に関する意向の変化を把握した。
・北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅の利用に関するア
ンケート調査では、北陸新幹線開業直後からの利用
者の交通行動や黒部宇奈月温泉駅の利用環境に
対する評価の変化を把握した。
・路線バス利用者アンケート調査では、利用者の交
通行動や利用環境に対する評価を把握した。
・以上の調査等を踏まえ、第２地域公共交通網形成
計画を取りまとめる予定である（次回の協議会で計
画素案を提示予定）。

Ａ 事業は予定どおり適切に実施さ
れている。

・左記の調査結果や第１次計画の検証結果、まちづ
くり等の動き等を踏まえ、第２次計画に向けた主な
課題を、以下のように整理した。

○公共交通網の維持・さらなる利便性向上
○新幹線効果の持続と新たなまちづくりへの対応
○将来的な公共交通網の持続に向けた対応
○公共交通のさらなる利用促進

・併せて、目指すべき都市構造の実現に向け、第２
次計画の基本方針を、以下のように設定した（前回
の協議会で協議済）。

基本方針①
鉄道を軸とした公共交通網の維持
基本方針②
公共交通網を支える潜在的需要の開拓
基本方針③
公共交通網の持続に向けた運行体系の確立
基本方針④
新幹線効果の維持・向上
基本方針⑤
利便性と魅力を高める公共交通環境の提供
基本方針⑥
「コンパクトかつ公共交通等ネットワークが充実した
まちづくり」の推進

　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

令和2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

小矢部市

【事業内容】
・現状データの更新及び再整理
・石動駅折り返し運転設備の整備による増便の効果
予測
・オンデマンドバスの利用ニーズの把握、導入の検
討
・現計画の評価及び新たな課題の整理
・次期小矢部市地域公共交通網形成計画（案）の取
りまとめ
・協議会の開催
・交付申請（交付決定）の補助対象事業

【結果概要】
・現状データの更新及び再整理を実施した。
・石動駅折り返し運転設備の整備による増便の効果
予測を実施している。
・利用者アンケートをもとにオンデマンドバスの利用
ニーズ等を把握、導入の検討を実施している。
・現計画を評価し、新たな課題の整理を実施してい
る。
・今後のパブリックコメント及び協議会の検討を経
て、小矢部市地域公共交通網形成計画として最終
的にとりまとめる。
・協議会を開催（6/10、7/24、10/30、2/20（予定）、
他に書面協議３回）

A
事業が適切に実施されている。
（令和２年３月作成予定）

　調査及び現状データの取りまとめ結果から、公共
交通利用者の移動需要及び路線毎の効率性等を
把握することができた。
　そこから、地域特性に対応し、市民の移動手段とし
て便利に使える持続可能な地域公共交通ネットワー
クとサービス環境の実現及び便利に使える地域公
共交通の構築による地域活性化の推進を目指し
て、下記の基本理念と基本方針を定め、計画作成を
実施していく。

基本理念：「住んで良し、訪れて良しを支える地域公
共交通網の構築」
・地域公共交通は、市民の通勤・通学、通院、買い
物など市民生活の移動そして通勤・通学、観光など
により来訪する人の移動を支えている。市民生活や
来訪者の移動が快適になる地域公共交通網の構築
を目指す。

・基本方針：「地域（都市）間交通の連携強化」
　地域（都市）間交通は市民及び来訪者の広域的な
移動の足となる。地域（都市）間交通の強化や公共
交通機関の連携により、地域（都市）間交通の連携
を強化し、快適な移動の実現を目指す。

・基本方針：「生活交通の持続可能性の向上」
　生活交通は、市民の通勤・通学、通院、買い物な
ど市民生活の足となる。生活交通のサービスの向
上や持続可能な運賃のあり方の検討、生活交通の
利用促進により、生活交通の持続可能性が向上し、
快適な移動の実現を目指す。

　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

令和2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

　
　射水市全域において、公共交通の現状と課題を整
理し、今後の市内公共交通ネットワークの在り方や
目指すべき目標、様々なまちづくり分野と連携した
施策、関係者の役割分担等を示し、持続可能な公
共交通の実現を目指して「射水市地域公共交通網
形成計画」を策定する。

【基本理念】
地域の暮らし、賑わい、交流を育む持続可能な公共
交通の実現

【基本方針】
１　まちづくりと連携した公共交通網の整備
２　持続可能な公共交通の仕組みづくり
３　暮らしを支え、交流を促す交通機能の充実

【目標】
１　各交通機関の市民満足度の向上及び交通拠点
での乗降者数の増加
２　コミュニティバス・デマンドタクシーの１人当たりの
運行負担金の削減及び便別平均利用者数の増加
３　高齢者運転免許返納支援事業利用件数の増加
及び各交通機関の利用者数の増加

【重点実施プロジェクト】
１　公共交通ネットワーク再構築プロジェクト
・コミュニティバス・デマンドタクシーの最適化（交通
拠点を中心とした路線再編による重複路線・長大路
線の解消や利用の少ない路線の改善、乗合の促進
等）
・鉄道・路線バスとの役割分担・連携強化　など
２　公共交通を活用したお出かけ推進プロジェクト
・過度に自家用車に依存したライフスタイルからの
脱却
・福祉や商業等との連携による移動の活性化　など

射水市

【事業内容】
・地域特性と公共交通の現状整理
・市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）の策定
・射水市地域公共交通活性化協議会（法定協議会）
の開催

【結果概要】
・射水市が目指す将来都市像とそれを支援する公
共交通の位置づけを整理した。また、平成25年度に
策定された射水市公共交通プランの取組状況を確
認した。
・公共交通の利用実態及び平成30年度に実施した
アンケート結果を用いて、市内公共交通の評価を行
うとともに、課題を整理した。
・整理した課題の解決のため、基本理念、基本方
針、目標及び施策を検討し、計画（素案）をまとめ
た。今後は、パブリックコメントを実施し、計画（案）を
策定する。
・地域公共交通網形成計画の策定に向けた議論を
行う法定協議会を8月、11月、2月（予定）に開催。

A
事業が計画どおり適切に実施さ
れている。

　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

令和2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 評価結果

上市町

【事業内容】
１．地域内公共交通に関する現況調査
２．町営バス利用者等のニーズ把握
３．地域公共交通網形成計画（案）の策定
４．協議会の開催
【結果概要】
○既存資料の収集・整理から、町の地理的条件や
道路網の状況、人口分布、施設立地（病院、公共施
設、商業施設等）など地域特性を把握・整理した。ま
た、既存公共交通（鉄道、町営バス、タクシー等）の
ルートや頻度などの運行状況の整理と、バス停ごと
の利用者数などを、バス運転手によるカウントで把
握した。
○バス利用者等への聞き取り調査を実施したほか、
運転手への聞き取りによるニーズ把握、近年行われ
たアンケート結果の取りまとめ、バス利用者等から
運転手や役場へ寄せられた意見を路線別に取りま
とめて、ニーズの把握を行っている。
○現況調査及びニーズ把握調査などの結果をもと
に、持続可能な公共交通網の形成にあたっての問
題点や課題を整理し、上位計画や関連計画を踏ま
えつつ、地域にとって望ましい公共交通網のあり方
についての基本方針をまとめた。
○基本方針に沿って、持続可能な公共交通網の形
成に向けた目標、事業の実施主体、進捗管理・評価
検証方法等を具体的に反映させた計画を取りまとめ
ているところである。
○網形成計画の策定等に向けた議論を行うための
協議会を７月、12月、２月（予定）に開催。

Ａ
事業が適切に実施されている。
（令和２年２～３月網形成計画策
定予定）

　上市町全域において、令和２（2020）年度から令和
６（2024）年度までの５年間で、持続可能な公共交通
体系を維持確保する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、その実施スケ
ジュールに加えて、各主体の役割、事業の進捗管
理・評価検証方法を示すものとして、次の事項を定
めた「上市町地域公共交通網形成計画」を策定す
る。

・基本理念
地域をつなぎ、人とまちを元気にする地域公共交通
網の確保・維持

・基本方針
1　町中心部を起点とした、効率的な地域公共交通
網の形成
2　地域公共交通を使い続けたくなる交通環境の整
備・改善
3　まちづくりと連携した公共交通の利用機会創出

・計画の目標
1　町営バス（コミュニティバス）利用者数
2　鉄道利用者数
3  県・町イベントと公共交通利用促進の連携件数

　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

令和2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

中能登町地域公共交通協議会

【事業内容】
・上位・関連計画の整理
・地域の現状、公共交通の利用実態、ニーズ調査
・地域公共交通網形成計画の案策定
・地域公共交通協議会の開催

【結果概要】
・中能登総合計画、総合戦略における公共交通の
関係性について整理分析を行った。
・地域の現状、公共交通の利用実態、ニーズ調査と
してアンケートの実施や利用者へ聞き取り調査を実
施し、日常の移動手段、頻度、公共交通に対する意
見を把握することができた。
・調査結果に基づき、ルートや持続可能な運行方
法、利用促進などの課題について議論、整理し、地
域に適した計画素案を作成中。1月に開催予定の協
議会で、素案を検討し、パブリックコメントを経て最
終的に協議会で取りまとめる。
・網形成計画策定に向けた議論を行う協議会を7
月、11月、1月(予定)、3月(予定)に開催。

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。

【補助対象事業名】
　中能登町地域公共交通網形成計画

【計画策定方針】
　中能登町として、「地域住民の移動手段の確保」、
「まちづくりと連携した公共交通網の構築」、「効率的
かつ持続可能な交通手段の転換」、「地域と共に支
える公共交通の推進」の4つを基本方針とし、次の事
項を定めたを網形成計画を策定する。

【事業内容】
①移動手段の確保として、日常生活における移動
手段の確保については、JRや路線バスのパーク＆
ライド、キス＆ライド等の利用促進策を実施し、交通
弱者の移動手段の確保については、コミュニティバ
ス全路線の商業施設への乗りれの検討を行う。ま
た、一部路線のJR駅との結節を検討する。
②まちづくりの推進として、観光施策との連携、交通
系情報サイトへの情報提供を実施する。
③持続可能な交通手段への転換として、運行曜日、
運行ダイヤの見直しを行う。
④地域でともに支える公共交通の推進として、総合
時刻表マップの更新、乗り方教室(ケーブルテレビの
番組作成)やバス無料の日(デマンドタクシー含む)な
どの利用啓発事業を実施する。

【実施期間】
2020年度から2024年度までの5ヵ年

　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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令和2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

公共交通マップの作成
10月の幹線のダイヤ改正に併せ、「千曲市循環バス
マップ・時刻表」25,000部を作成し市内全戸及び公
共機関に配布を実施

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

バスマップ・時刻表を作成配布したことで、新しい路
線の周知ができた。今後は令和2年4月の周辺地域
のダイヤ改正に併せて交通マップ・時刻表の作成を
進めていく。

　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の今後の改善点については、ここで示さ
れた今後の方針のみならず、「信州ナビ」の情報を
逐次更新するなど、積極的な情報発信を行い、地域
公共交通網形成計画に掲げた「市民等が積極的に
利用し、公共交通を維持する」という目標達成に向
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。

千曲市地域公共交通活性化協
議会

モビリティマネジメントの実施
・市内２校の小学校でバスの乗り方教室を実施した
（５月２３日上山田小学校、９月５日八幡小学校）
・民生委員対象に３回実施（７月５日、９月２５日、１１
月２６日開催）

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（５回実
施）

小学校で実施する「乗り物遠足」の予行練習となり、
バスに親しみを持ってもらえた。小学校での実施が
少なかったので、校長会や教頭会に出向いて説明
をする等、学校機関への周知を徹底して今後も継続
していきたい。

　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、今後も引き続き改善
点の実施を進め、地域公共交通網形成計画に掲げ
た「市民等が積極的に利用し、公共交通を維持す
る」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。

千曲市地域公共交通活性化協
議会

評価・検証の実施
令和元年10月に見直しを実施した大循環線につい
ては、1月以降乗降調査を予定している。路線見直
しに係る住民説明会は、大田原地区、上山田地区、
峯・郡地区、羽尾４区・５区に加え、森・倉科地区で
開催した。

A
スケジュール通り事業を進めて
いる

大循環線は、乗降調査及び意見交換会の結果をも
とに、必要に応じて改善を図っていく。支線について
は、住民説明会における意見をもとし、再編案を作
成し、来年度の再編につなげていく。
乗降調査については、今後も定期的に、実施できる
よう標準化していく。

　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、今後も引き続き改善
点の実施を進め、地域公共交通網形成計画に掲げ
た「市民等の生活に必要な移動を確保する交通体
系を整備する」という目標達成に向けて、地域一体
となって事業が実施されることを期待する。

千曲市地域公共交通活性化協
議会

協議会の開催
大循環線の再編のための協議会を8月に実施。そ
の後、住民説明会の結果や支線再編の方針につい
ての協議会を12月に開催した。

A
スケジュール通り事業を進めて
いる

支線の再編案について、引き続き詳細を設計し、年
度末に改めて協議会を開催し、再編につなる。その
際、大循環線の再編の後の利用状況についても報
告し、今後の改善を検討していく。

　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、今後も地域公共交通
ネットワークの再編に向けて、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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令和2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

志賀町地域公共交通活性化協
議会

時刻表等作成
・コミュニティバス・路線バスの時刻表及び利用者が
普段よく利用するダイヤを書き込めるマイ時刻表を
加えた総合時刻表を10,000部作成した。
・作成した総合時刻表は町内全世帯及び公共施
設、病院、バスターミナル、学校、観光施設等の公
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
事業が計画に位置づけられたと
おり、適切に実施された。

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
提供を実施していく予定。

　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「コミュニティバス及び路線バス利用者数
の増加」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。

志賀町地域公共交通活性化協
議会

利用状況等調査
・地域公共交通網形成計画に定める目標の達成状
況等の評価を行うため、利用者数や利用者意見、
路線バスの乗換状況等を整理・分析する。

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。
（利用者数整理など、可能なも
のから順次実施中）

利用状況等調査については、地域公共交通網形成
計画に定める目標の達成状況等の評価を行うた
め、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「コミュニティバス及び路線バス利用者数
の増加」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。

志賀町地域公共交通活性化協
議会

協議会開催
・地域公共交通網形成計画に基づく事業評価及び
進捗確認を実施するための協議会を開催する。
　R1.7.1第2回協議会
　（予約制のりあい交通運行実験等について評価）
　R2.3（予定）第6回協議会
　（目標の達成状況や利用状況等について評価予
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。
（目標の達成状況や利用状況等
についての評価のための協議
会はR2.3月に開催予定でスケ
ジュール調整中）

地域公共交通網形成計画のＰＤＣＡについては、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「コミュニティバス及び路線バス利用者数
の増加」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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令和2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な
ど公共交通に関する情報をまとめた冊子を配布する
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（令
和2年3月作成予定）

　時刻表の作成に当たっては、いつでも、どこでも見
られるよう電子化を進めるとともに、情報の周知に
努める。また、高齢者に対しては、一人ひとりのニー
ズに応じたマイ時刻表を作成し、配布する。

　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
布した。

【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、学校等に配布した。

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。（令和
元年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、適切に実施した。（令和
元年11月作成済み）

【イベント時等に配布する公共交通啓発資料】
　利用促進につながる取組を行う。

【降雪期前の通勤・通学者へ配布する公共交通啓
発資料】
　通勤・通学者が簡単に公共交通に関する情報を確
認できるよう、経路検索やバスロケを掲載した特設
ホームページを開設するほか、ホームページの案内
ポスターをバス案内所や各高校等に掲示する。

　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【イベント時等に配布する公共交通啓発
資料】に関する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啓発資料を作成し、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啓発資料を作成し、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（令
和2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。（令和
元年7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】
　高校生等が簡単に公共交通に関する情報を確認
できるよう、経路検索やバスロケを掲載した特設
ホームページを開設し、ホームページの案内ポス
ターを各高校等に掲示するほか、経路検索事業者
が提供するサービスの周知を強化する予定。

【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ほか、
70歳を迎える高齢者への配布物に啓発資料を同封
するなど、配布方法を工夫する。
　また、一人ひとりのニーズに応じたマイ時刻表を作
成し、配布する

　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。

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（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（令
和2年3月作成予定）

　再編を行う地域ごとに路線バスの時刻や路線図等
を記載したチラシを作成するほか、一人ひとりの
ニーズに応じたマイ時刻表を作成し、配布する予
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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令和2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

糸魚川市移動等円滑化促進方
針推進協議会

【事業内容】
・糸魚川市移動等円滑化促進方針推進協議会開催
・糸魚川市の概況や上位・関連計画における位置付
け等の整理
・基本理念及び基本方針の検討
・まち歩きの企画検討、移動等円滑化促進地区の素
案検討
【結果概要】
・協議会を開催し、制度概要及び市の策定方針、進
め方等、情報共有を行った。
・移動等円滑化促進地区の選定について、検討を
行った。

　２月の協議会で以下の内容を検討し、令和２年度
中の移動等円滑化促進方針策定に向け、今後も事
業を推進する。
・人口推移や公共交通の利用状況等を調査し、糸
魚川市の概況を整理
・総合計画、駅北復興まちづくり計画、都市計画マス
タープラン等、各種上位・関連計画との関連性を整
理
・基本理念及び基本方針の素案検討
・まち歩きの企画検討、移動等円滑化促進地区の素
案検討

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

　来年度はまち歩き等により現状を把握する中で、
市が抱える人口減少・少子高齢化の進行や復興ま
ちづくり等の課題を見据え、コンパクトな都市構造構
築、誰もが安全・安心に暮らすことのできるバリアフ
リー環境を目指し、最適な方針を策定する。

　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
により示している基本方針等に従いつつ、移動等円
滑化促進方針の策定に向けて、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：地域公共交通バリアフリー化調査事業
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別添２

令和2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

射水市バリアフリーマスタープラ
ン策定協議会

【事業内容】
・射水市バリアフリーマスタープラン策定協議会開催
・現況等の整理
・ヒアリング調査・まち歩き点検の実施
・移動等円滑化促進地区の設定
・基本的な方針の設定
・マスタープランのとりまとめ
【結果概要】
・地域における現況を整理し、策定目的や地区設定
の考え方について協議会で委員と共有を図った。
・各福祉関係団体にヒアリング調査を実施し、生活
関連施設や生活関連経路に関する意見を聴取し
た。
・まち歩き点検を実施し、生活関連施設や生活関連
経路の具体的な課題を明確化するとともに、移動制
約者や施設管理者による課題の共有を図った。
・移動等円滑化促進地区（案）及び基本的な方針
(案）について、協議会で検討した。
・今後の協議会（2月）の検討を経て、最終的に本プ
ランをとりまとめる。

Ａ
計画通り、事業は適切に実施さ
れた。

　地域における高齢者や障がい者等が日常生活や
社会生活を確保する上で生活の支障となる物理的
障害や精神的障害を取り除き、都市整備等と連携し
たバリアフリー化を推進するため、「射水市バリアフ
リーマスタープラン」を策定する。

【基本目標】
・安全で快適に暮らせる都市環境の形成
・外出を促す都市環境の形成
・思いやりの心の醸成

【基本方針】
・快適な歩行ネットワークの形成
・施設内の安全性・快適性の向上
・情報提供方法の充実
・公共交通の充実
・バリアフリー意識の醸成
・人材の育成

　①小杉駅周辺、②複合交流施設周辺、③越中大
門駅周辺の３か所を移動等円滑化促進地区として
設定する。
　今後、交通事業者、施設管理者等の意見も十分に
踏まえ、本プランを策定する。

　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
により示している基本方針等に従いつつ、移動等円
滑化促進方針の策定に向けて、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：地域公共交通バリアフリー化調査事業
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