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生活交通ネットワーク計画 

（地域内フィーダー系統「佐伯地域・吉和地域系統」）の事業評価について 

 

１ 案の要旨 

佐伯地域及び吉和地域で運行しているデマンド型乗合交通について、平成２６年

度生活交通ネットワーク計画の事業評価を行う。 

 

２ 案の理由 

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業について、地域公共交通

確保維持改善事業実施要領（平成 23 年 4 月 1 日国総計第 5 号、国鉄財第 4 号、国

鉄業第 4 号、国自旅第 20 号、国海内第 8 号、国空環第 5 号）により、事業の実施

状況の確認、評価を行うこととなっているため。 

 

３ 事業評価の対象期間 

平成２６年度事業（実施期間：平成２５年１０月から平成２６年９月） 

 

４ 案の内容 

  別紙のとおり 

 

５ 参考資料 ※別紙添付 

 （資料１）広島運輸支局からの事業評価に関する説明 

 

 

 

 

 

議案１ 



協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

廿日市市公共交通協議会

地域内フィーダー系統確保維費国庫補助金

Ａ
計画通り事業は適切に実施

された。
Ａ

・今後人口も減少傾向にあることから、
ダイヤを今一度検証し直し、必要であ
れば定時定路線とデマンドの併用など

も検討した見直しを図る。

・説明用動画を用いて利用促進を図る
とともに、高齢者にも分かりやすい利用
の仕方のパンフレット等を作成し、配布
する。観光施設へデマンドバスの利用

を呼びかける。

・吉和線996人（目標2930人：達成
率34%）は目標未達成
・既存利用者の大半が高齢者であ
る中、これまでの定時定路線型か
ら、電話予約が必要な区域運行型
の運行に大きな変更となり、一部
の利用者は未だ新しい運行形態に
対して不安を感じている。また、頻
繁に利用していた高齢者が数人い
なくなったことにより、利用者数が
顕著に減少した。

計画通り事業は適切に実施
された。

Ｂ有限会社津田交通 吉和線

・デマンド交通の説明用動画を作
成し、利用促進策を検討するととも
に、利用が低迷していることからア
ンケート調査を実施し、運行内容
の改善について検討した。

Ａ

計画通り事業は適切に実施
された。

Ａ

＜目標：年間のべ利用者数＞

・玖島・友和線1836人（目標
2500人：達成率73.4％）は目標
未達成であるが、利用者は増
加傾向にある。

・所山線743人（目標240人：達
成率309.6％）、
浅原線1856人（目標1440人：
達成率128.9％）、
飯山・中道線817人（目標240
人：達成率340.4％）は目標達
成

・玖島・友和線は平成25年に玖島線と
友田・河津原線を統合し新設した。目
標達成のため更なる周知を図る。

・所山線は利用者数の目標は達成して
いるものの、午後の便を中心に稼働率
が低い状況が続いているが、平成25年
4月に毎日運行を曜日運行化し、大幅
な減便を行っており、更なる減便は大
幅な利用者減を招く恐れがある。

・これまでサロン等で説明を行ってきた
が、今後もさらに対面での周知、ＰＲの
機会を増やすとともに、チラシや利用の
手引きと合わせて、分かりやすい説明
用動画を用い、利用促進を図っていく。
・計画当初の需要予測の点が課題とさ
れた点については、再度支所や事業者
等に聞き取りを行い、目標値の再考を

検討する。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業）

計画通り事業は適切に実施
された。

④事業実施の適切性

Ｂ

⑤目標・効果達成状況

浅原線

佐伯交通有限会社 所山線
計画通り事業は適切に実施

された。
Ａ Ａ

佐伯交通有限会社

有限会社津田交通

有限会社津田交通 飯山・中道線 Ａ

・デマンド交通の説明用動画を作
成し、佐伯地域の民生委員・児童
委員協議会において説明を行っ
た。
・所山線について、利用の少ない
月水金の運行を廃止し、効率化を
図った。
・浅原線について、住民から要望
のあった掘ヶ迫団地へ乗り入れを
開始した。

玖島・友和線 Ａ

議案１ 



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

・廿日市市は広島県の西部に位置しており、平成15年と平成17年の2度の合併により、南は瀬戸内海に浮かぶ宮島か
ら北は中国山地に位置する吉和までを市域とする広域な市となった。
・急速な少子高齢化の進展や人口減少、マイカー利用を前提とした生活スタイルの定着等により、都市部での公共交
通の利用は減少傾向にあり、その維持存続が困難な状況が発生している。一方で、中山間部、島しょ部では高齢化が
進み、マイカーを自由に利用できない高齢者、通学者等を中心に、公共交通の必要性は高まりつつあり、持続可能な
移動手段を確保・維持することが不可欠である。
・また、地域住民の生活圏は地域内に留まらず、通勤・通学・通院等で廿日市市街方面まで及ぶことから、交通結節点
において廿日市市街への移動を担う幹線と有機的に結びつける必要がある。

事業実施と生活交通ネットワーク計画との関連について

協議会名： 廿日市市公共交通協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維費国庫補助金

議案１ 



 

 

 

 

 

平成２６年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価 
 廿日市市公共交通協議会 

生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統）の概要 
 

 

 

廿日市市の概要 
・平成15年３月に佐伯町、吉和村が合併、平成17年11月に

大野町、宮島町が合併（旧１市３町１村が合併） 
・人口 114,038人（平成22年10月１日現在） 

・面積 489.36平方キロメートル（平成22年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

協議会の構成員 
廿日市市、利用者・住民代表、広島県、中国運輸局、学識
経験者（広島大学大学院・広島工業大学）、広島電鉄㈱バス
事業本部、㈳広島県タクシー協会、私鉄中国地方労働組合、

廿日市警察署、道路管理者、広島市、大竹市 

 

 

 

 

 
 

 
 

 廿日市市は平成15年と平成17年の２度の合併により、南は瀬戸内海に浮かぶ宮島から北は中国山地に位置する吉和までを市域とする
広域な市となった。急速な少子高齢化の進展や人口減少、マイカー利用を前提とした生活スタイルの定着等により、公共交通の利用は減
少傾向にあり、その維持存続が困難な状況が発生している。一方で、中山間部、島しょ部では高齢化が進み、マイカーを自由に利用でき
ない高齢者、通学者等を中心に、公共交通の必要性は高まりつつある。このうち、中山間部における持続可能な移動手段を確保・維持す
る取組として、地域内の主要施設や幹線路線バスとの交通結節点までを区域運行によりカバーするデマンド型乗合交通「佐伯さくら号（佐
伯地域）」「吉和さくらバス（吉和地域）」を「地域内フィーダー系統」として平成23年12月より運行している。 

 

協議会の主な取り組み 

 

・効果的・効率的で持続可能な運行に向けた自主運行
バス等の再編 
 
・桜まつりにおけるブース出展による公共交通利用意
識啓発 

 

概 要 

 

協議会の開催状況 平成25年度～平成26年度 計４回開催 
 
・第１回（平成25年６月24日） 
  佐伯地域デマンド型乗合交通運行計画及び生活交通ネットワーク 
  計画の変更について 
・第２回（平成25年10月１日） 
  デマンド型乗合交通の稼働率向上に向けた見直しの方向性につ   
  いて 
・第３回（平成26年２月26日） 
  佐伯地域デマンド型乗合交通運行計画の変更について 
・第１回（平成26年６月30日） 
  生活交通ネットワーク計画の策定について 

 
協議会における検討 

 

議案１ 



 

 

 

 

 

 

定量的な目標・効果 

 

 

地域住民の意見の反映 

 

 

 

＜目標：年間のべ利用者数＞ 
玖島・友和線2500人 所山線240人 浅原線1440人 飯山・中道線240人 吉和線2930人 
＜目標値の設定方法＞     
各路線の年間のべ利用者数（目標値）＝ 
                   各路線のデマンド交通を利用する可能性が高い人の数（アンケートと高齢者登録数から算出）×2.0回×２×12月 
＜効果＞ 
利便性の向上（日常生活行動に合致したダイヤの設定、幹線路線バスとの乗り継ぎ改善、既存の交通空白地域や個別施設への乗り入れ等）に
よる高齢者等を中心とした住民の外出機会の増加 
 

 

 

 

 

 

 

・地域住民代表として、協議会委員に各地域から代表者１名
ずつが出席 
・ダイヤの見直しとなる路線の沿線集会所等において説明会
を実施 
・高齢者サロン等でのバス利用説明、意見聴取 
・吉和地域においてアンケートを実施 

廿日市市公共交通協議会  事業の評価 

実施した利用促進策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の自己評価に 
対するフォローアップ 

・説明用動画を作成し、利用方法の説明に用いた。 
・所山線は、利用の少ない月水金の運行を廃止し、効率
化を図った。 
 
 

昨年度の運輸局二次評価に 
対するフォローアップ 

・「事業の適切な見直しを期待する」とされた点について、浅
原線では、要望の多かった堀ヶ迫団地への乗り入れを開始
した。 
・利用促進のための意識啓発ツールについては、説明用動
画を作成し、利用方法の説明に用いた。 
 

・佐伯地域の民生委員・児童委員協議会において、説明用
動画を用いてデマンド型乗合交通の利用方法を説明 
・吉和コミュニティ会議において説明会を実施 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施の適切性 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標・効果達成状況 

 ＜佐伯地域＞ 
・玖島・友和線1836人（目標2500人：達成率73.4％）は目標未達成であるが、利用者は増加傾向にある。 
・所山線743人（目標240人：達成率309.6％）、浅原線1856人（目標1440人：達成率128.9％）、飯山・中道線817人（目標240人：達成率340.4％）は
目標達成 
 
＜吉和地域＞ 
・吉和線996人（目標2930人：達成率34%）は目標未達成 
・吉和線では既存利用者の大半が高齢者である中、これまでの定時定路線型から、電話予約が必要な区域運行型の運行に大きな変更となり、
一部の利用者は未だ新しい運行形態に対して不安を感じている。 
 また、頻繁に利用していた高齢者が数人いなくなったことにより、利用者数が顕著に減少した。  

＜佐伯地域＞ 
・玖島・友和線は平成25年に玖島線と友田・河津原線を統合し新設した。目標達成のため更なる周知を図る。 
・所山線は利用者数の目標は達成しているものの、午後の便を中心に稼働率が低い状況が続いているが、平成25年4月に毎日運行を曜日運行
化し、大幅な減便を行っており、更なる減便は大幅な利用者減を招く恐れがある。 
・これまでサロン等で説明を行ってきたが、今後もさらに対面での周知、ＰＲの機会を増やすとともに、チラシや利用の手引きと合わせて、分かり
やすい説明用動画を用い、利用促進を図っていく。 
＜吉和地域＞ 
・今後人口も減少傾向にあることから、ダイヤを今一度検証し直し、必要であれば定時定路線とデマンドの併用なども検討した見直しを図る。 
・説明用動画を用いて利用促進を図るとともに、高齢者にも分かりやすい利用の仕方のパンフレット等を作成し、配布する。 観光施設へデマン
ドバスの利用を呼びかける。 
・計画当初の需要予測の点が課題とされた点については、再度支所や事業者等に聞き取りを行い、目標値の再考を検討する。 
 
 

廿日市市公共交通協議会  事業の評価 

 

事業の今後の改善点 

 

 ・佐伯地域：計画どおり実施されている。 
  
 ・吉和地域：計画どおり実施されている。 



 

交通体系図 別紙 

 



 

運行系統図 別紙 

 

系統名      玖島・友和線、所山線、浅原線、飯山・中道線 
運行形態     ４条路線 区域デマンド型 

運行日・便数  玖島・友和：月水金8便、所山：火木土9便、浅原：火木金土8便、飯山・中道：月水5便（いずれも祝日、12/31～1/3を除く） 
運賃        大人200円、小児100円 



 

運行系統図 別紙 

 

系統名       吉和線 

運行形態     ４条路線 区域デマンド型 
運行日・便数   月～土曜日（祝日を除く）９便 
運賃         大人200円、小児100円 


