
 

平成２９年度地域公共交通確保維持改善計画（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２９年

度地域公共交通確保維持改善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 

平成２９年度事業（対象期間：平成２８年１０月から平成２９年９月） 

 

４ 案の内容 

  別紙のとおり（別添１、別添１－２、別添２） 

 

５ 参考資料 

  広島運輸支局からの事業評価に関する通知 

議案１ 



別添１

協議会名：協議会名：協議会名：協議会名：

評価対象事業名：評価対象事業名：評価対象事業名：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）

玖島・友和線 Ａ
計画通り事業は適切に実施
された。

B

所山線 Ａ
計画通り事業は適切に実施
された。

B

浅原線 Ａ
計画通り事業は適切に実施
された。

B

飯山・中道線 Ａ
計画通り事業は適切に実施
された。

Ａ

吉和線

・最近の利用状況を検証し、目標
値の見直しを行った。

・高齢者の介護予防事業や小学
生のプール利用時にデマンドを
活用してもらうことで、利用者数
が大幅に増加した。

・ 予約受付の一部を担う吉和支
所や運行事業者と、利用促進策
や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
・ 吉和線1,710人
(目標1,345人 達成率127.1％)

・ 引き続き地域内の行事や福祉
事業及び観光施設等と連携し、
運行事業者との協働のもと、利用
の促進を図る。

・ 今後人口も減少傾向にあること
から、地域のＮＰＯ法人による運
行等を視野に入れるなど、運行
体制を含めた見直しを検討する。

〈評価の反映：運行の効率化、運
行内容の見直し及び利用促進〉

・最近の利用状況を検証し、目標
値の見直しを行った。玖島・友和
線については沿線人口数を考慮
して目標値を１割増に設定した。

・運行事業者や地域協議会と連
携して周知を進めており、一定の
稼働率を維持している。

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

廿日市市公共交通協議会

地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

〈目標：年間のべ利用者数〉

・ 玖島・友和線1,652人
(目標1,948人 達成率84.8％)
※目標未達成

・ 所山線631人
(目標656人 達成率96.2％)
※目標未達成

・ 浅原線1,851人
(目標2,101人 達成率88.1％)
※目標未達成

・ 飯山・中道線702人
(目標670人 達成率104.8％)

・ 一定の稼働率を維持しているも
のの、年度ごとに利用者数のば
らつきが見られるため、利用状況
を引き続き分析し、利用促進の方
法についても併せて検討する。

・ 今後も対面でのＰＲの機会を増
やすとともに、分かりやすいチラ
シや説明用動画を用いるなど、工
夫しながら周知を図る。

佐伯交通有限会社

有限会社津田交通

別添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。
   そうしたなか、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。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善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持費国庫補助金



平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度 地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業地域公共交通確保維持改善事業 事業評価事業評価事業評価事業評価

廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要

廿日市市の概要廿日市市の概要廿日市市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 114,906人（平成27年10月１日現在）

・面積 489.48平方キロメートル（平成27年国勢調査）

協議会の構成員協議会の構成員協議会の構成員協議会の構成員
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、
鉄道事業者、港湾管理者、道路管理者、広島市、大竹市

廿日市市は平成廿日市市は平成廿日市市は平成廿日市市は平成15151515年と平成年と平成年と平成年と平成17171717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23232323年年年年12121212月より運行している。月より運行している。月より運行している。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・効果的・効率的で持続可能な運行に向けた自主運行バス・効果的・効率的で持続可能な運行に向けた自主運行バス・効果的・効率的で持続可能な運行に向けた自主運行バス
等の再編等の再編等の再編等の再編

・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・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・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・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
発発発発

・「廿日市市地域公共交通網形成計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通網形成計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通網形成計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通網形成計画」の策定協議
（平成（平成（平成（平成28282828年３月策定済み）年３月策定済み）年３月策定済み）年３月策定済み）

・「廿日市市バス路線等再編方針」の策定協議・「廿日市市バス路線等再編方針」の策定協議・「廿日市市バス路線等再編方針」の策定協議・「廿日市市バス路線等再編方針」の策定協議
（平成（平成（平成（平成29292929年３月策定済み）年３月策定済み）年３月策定済み）年３月策定済み）

・「廿日市市地域公共交通再編実施計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通再編実施計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通再編実施計画」の策定協議・「廿日市市地域公共交通再編実施計画」の策定協議

概 要

協議会の開催状況協議会の開催状況協議会の開催状況協議会の開催状況 平成平成平成平成28282828年年年年10101010月～平成月～平成月～平成月～平成29292929年年年年9999月月月月 計４回開催計４回開催計４回開催計４回開催

・第３回（１月・第３回（１月・第３回（１月・第３回（１月10101010日書面）日書面）日書面）日書面） 地域内フィーダー系統事業評価地域内フィーダー系統事業評価地域内フィーダー系統事業評価地域内フィーダー系統事業評価
・第４回（１月・第４回（１月・第４回（１月・第４回（１月31313131日）日）日）日） バス路線等再編方針の骨子バス路線等再編方針の骨子バス路線等再編方針の骨子バス路線等再編方針の骨子
・第５回（３月・第５回（３月・第５回（３月・第５回（３月30303030日）日）日）日） バス路線等再編方針の策定バス路線等再編方針の策定バス路線等再編方針の策定バス路線等再編方針の策定

・第１回（８月・第１回（８月・第１回（８月・第１回（８月22222222日書面）日書面）日書面）日書面） 地域内フィーダー系統確保維持計画「平成地域内フィーダー系統確保維持計画「平成地域内フィーダー系統確保維持計画「平成地域内フィーダー系統確保維持計画「平成30303030
～～～～32323232年度」の策定年度」の策定年度」の策定年度」の策定

協議会における検討

別添２別添２別添２別添２



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＞＜目標：年間のべ利用者数＞＜目標：年間のべ利用者数＞＜目標：年間のべ利用者数＞
玖島・友和線玖島・友和線玖島・友和線玖島・友和線1,9481,9481,9481,948人人人人 所山線所山線所山線所山線656656656656人人人人 浅原線浅原線浅原線浅原線2,1012,1012,1012,101人人人人 飯山・中道線飯山・中道線飯山・中道線飯山・中道線670670670670人人人人 吉和線吉和線吉和線吉和線1,3451,3451,3451,345人人人人
＜目標値の設定方法＞＜目標値の設定方法＞＜目標値の設定方法＞＜目標値の設定方法＞
各路線の年間のべ利用者数（目標値）＝各路線の年間のべ利用者数（目標値）＝各路線の年間のべ利用者数（目標値）＝各路線の年間のべ利用者数（目標値）＝

各路線の平成各路線の平成各路線の平成各路線の平成28282828年度の実績値（玖島・友和線のみ１割増）年度の実績値（玖島・友和線のみ１割増）年度の実績値（玖島・友和線のみ１割増）年度の実績値（玖島・友和線のみ１割増）
＜効果＞＜効果＞＜効果＞＜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よる高齢者等を中心とした住民のよる高齢者等を中心とした住民のよる高齢者等を中心とした住民の外外外外出出出出機機機機会の増会の増会の増会の増加加加加

・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・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・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・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。ずつが出席。ずつが出席。ずつが出席。

・各地域協議会を開催し、地域住民の要望や意見を聴き取っ・各地域協議会を開催し、地域住民の要望や意見を聴き取っ・各地域協議会を開催し、地域住民の要望や意見を聴き取っ・各地域協議会を開催し、地域住民の要望や意見を聴き取っ

た。（３月８日た。（３月８日た。（３月８日た。（３月８日 吉和地域協議会、３月９日吉和地域協議会、３月９日吉和地域協議会、３月９日吉和地域協議会、３月９日 佐伯地域協議会）佐伯地域協議会）佐伯地域協議会）佐伯地域協議会）

・支所や運行事業者が利用者等から聴き取った意見を踏まえ、・支所や運行事業者が利用者等から聴き取った意見を踏まえ、・支所や運行事業者が利用者等から聴き取った意見を踏まえ、・支所や運行事業者が利用者等から聴き取った意見を踏まえ、

利用促進策や運行内容の改善について検討した。利用促進策や運行内容の改善について検討した。利用促進策や運行内容の改善について検討した。利用促進策や運行内容の改善について検討した。

廿日市市公共交通協議会公共交通協議会公共交通協議会公共交通協議会 事業の評価事業の評価事業の評価事業の評価廿日市市公共交通協議会公共交通協議会公共交通協議会公共交通協議会 事業の評価事業の評価事業の評価事業の評価

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

・目標値と利用実態との間に乖離があったため、目標値・目標値と利用実態との間に乖離があったため、目標値・目標値と利用実態との間に乖離があったため、目標値・目標値と利用実態との間に乖離があったため、目標値

の見直しを行った。玖島・友和線については沿線人口数の見直しを行った。玖島・友和線については沿線人口数の見直しを行った。玖島・友和線については沿線人口数の見直しを行った。玖島・友和線については沿線人口数

を考慮して１割増に設定した。を考慮して１割増に設定した。を考慮して１割増に設定した。を考慮して１割増に設定した。

昨年度の運輸局二次評価に
対するフォローアップ

・「目標値の設定」については、デマンド予約データから各路・「目標値の設定」については、デマンド予約データから各路・「目標値の設定」については、デマンド予約データから各路・「目標値の設定」については、デマンド予約データから各路

線の利用状況の分析を行い、新たな数値を設定した。線の利用状況の分析を行い、新たな数値を設定した。線の利用状況の分析を行い、新たな数値を設定した。線の利用状況の分析を行い、新たな数値を設定した。

・「利用促進」については、吉和地域内の行事や福祉事業、・「利用促進」については、吉和地域内の行事や福祉事業、・「利用促進」については、吉和地域内の行事や福祉事業、・「利用促進」については、吉和地域内の行事や福祉事業、

観光施設等と連携することで利用者数の増加につながった。観光施設等と連携することで利用者数の増加につながった。観光施設等と連携することで利用者数の増加につながった。観光施設等と連携することで利用者数の増加につながった。

・佐伯地域の交通事業者や地域支援員等から、デマンド運・佐伯地域の交通事業者や地域支援員等から、デマンド運・佐伯地域の交通事業者や地域支援員等から、デマンド運・佐伯地域の交通事業者や地域支援員等から、デマンド運

行に関する要望等の聞取りを行った。行に関する要望等の聞取りを行った。行に関する要望等の聞取りを行った。行に関する要望等の聞取りを行った。

・事業者との協働のもと、吉和地域内の行事や福祉事業と・事業者との協働のもと、吉和地域内の行事や福祉事業と・事業者との協働のもと、吉和地域内の行事や福祉事業と・事業者との協働のもと、吉和地域内の行事や福祉事業と

連携しデマンドの活用を促進することで、利用者数が大幅に連携しデマンドの活用を促進することで、利用者数が大幅に連携しデマンドの活用を促進することで、利用者数が大幅に連携しデマンドの活用を促進することで、利用者数が大幅に

増加した。増加した。増加した。増加した。



事業実施の適切性

目標・効果達成状況

＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞
・飯山・中道線・飯山・中道線・飯山・中道線・飯山・中道線702702702702人（目標人（目標人（目標人（目標670670670670人：人：人：人：達達達達成率成率成率成率104104104104....8888％％％％）は目標）は目標）は目標）は目標達達達達成成成成
・所山線・所山線・所山線・所山線631631631631人（目標人（目標人（目標人（目標656656656656人：人：人：人：達達達達成率成率成率成率96969696....2222％％％％）、）、）、）、玖島・友和線玖島・友和線玖島・友和線玖島・友和線1,6521,6521,6521,652人（目標人（目標人（目標人（目標1,9481,9481,9481,948人：人：人：人：達達達達成率成率成率成率84848484....8888％％％％）、）、）、）、浅原線浅原線浅原線浅原線1,8511,8511,8511,851人（目標人（目標人（目標人（目標2,1012,1012,1012,101人：人：人：人：達達達達成率成率成率成率88888888....1111％％％％）は）は）は）は
目標目標目標目標未達未達未達未達成成成成

＜吉和地域＞＜吉和地域＞＜吉和地域＞＜吉和地域＞
・吉和線・吉和線・吉和線・吉和線1,7101,7101,7101,710人（目標人（目標人（目標人（目標1,3451,3451,3451,345人：人：人：人：達達達達成率成率成率成率127127127127....1111%%%%）は目標）は目標）は目標）は目標達達達達成成成成
・高齢者の・高齢者の・高齢者の・高齢者の介護予防介護予防介護予防介護予防事業や事業や事業や事業や小小小小学生の学生の学生の学生のププププール利用ール利用ール利用ール利用時時時時にデマンドを活用してにデマンドを活用してにデマンドを活用してにデマンドを活用してももももらうことで、利用者数がらうことで、利用者数がらうことで、利用者数がらうことで、利用者数が大幅大幅大幅大幅に増に増に増に増加加加加した。した。した。した。

＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞＜佐伯地域＞
・一定の・一定の・一定の・一定の稼働稼働稼働稼働率を維持している率を維持している率を維持している率を維持しているもももものの、年度のの、年度のの、年度のの、年度ごごごごとに利用者数のとに利用者数のとに利用者数のとに利用者数のばばばばらつきがらつきがらつきがらつきが見見見見られるたられるたられるたられるためめめめ、利用状況を、利用状況を、利用状況を、利用状況を引引引引き続きき続きき続きき続き分析分析分析分析し、利用し、利用し、利用し、利用促促促促進の方法について進の方法について進の方法について進の方法について
もももも併併併併せせせせてててて検討検討検討検討する。する。する。する。
・・・・今後も対今後も対今後も対今後も対面での面での面での面でのＰＲＰＲＰＲＰＲのののの機機機機会を増やすとと会を増やすとと会を増やすとと会を増やすととももももに、に、に、に、分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすいチラシチラシチラシチラシやややや説明説明説明説明用動画を用いるな用動画を用いるな用動画を用いるな用動画を用いるなどどどど、、、、工夫工夫工夫工夫しながらしながらしながらしながら周知周知周知周知をををを図図図図る。る。る。る。

＜吉和地域＞＜吉和地域＞＜吉和地域＞＜吉和地域＞
・・・・引引引引き続き地域内の行事やき続き地域内の行事やき続き地域内の行事やき続き地域内の行事や福祉福祉福祉福祉事業事業事業事業及び観光及び観光及び観光及び観光施設等と施設等と施設等と施設等と連携連携連携連携し、運行事業者との協し、運行事業者との協し、運行事業者との協し、運行事業者との協働働働働ののののももももと、利用のと、利用のと、利用のと、利用の促促促促進を進を進を進を図図図図る。る。る。る。
・・・・今後今後今後今後人口人口人口人口もももも減少傾向にあることから、地域の減少傾向にあることから、地域の減少傾向にあることから、地域の減少傾向にあることから、地域のＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人による運行等を法人による運行等を法人による運行等を法人による運行等を視野視野視野視野に入れるなに入れるなに入れるなに入れるなどどどど、運行、運行、運行、運行体制体制体制体制をををを含め含め含め含めたたたた見直見直見直見直しをしをしをしを検討検討検討検討する。する。する。する。

廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会 事業の評価事業の評価事業の評価事業の評価廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会廿日市市公共交通協議会 事業の評価事業の評価事業の評価事業の評価

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。・佐伯地域：計画どおり実施されている。・佐伯地域：計画どおり実施されている。・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。・吉和地域：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。・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、玖島・友和線、玖島・友和線、玖島・友和線、 所山線、所山線、所山線、所山線、 浅原線、浅原線、浅原線、浅原線、 飯山・中道線飯山・中道線飯山・中道線飯山・中道線

運行形態 ４４４４条条条条路線路線路線路線 区域デマンド型区域デマンド型区域デマンド型区域デマンド型

運行日・便数 玖島・友和：月玖島・友和：月玖島・友和：月玖島・友和：月水金水金水金水金8888便、所山：便、所山：便、所山：便、所山：火木土火木土火木土火木土8888便、浅原：便、浅原：便、浅原：便、浅原：火木金土火木金土火木金土火木金土7777便、飯山・中道：月便、飯山・中道：月便、飯山・中道：月便、飯山・中道：月水水水水5555便（い便（い便（い便（いずずずずれれれれも祝も祝も祝も祝日、日、日、日、12121212////31313131～～～～1111////3333をををを除除除除く）く）く）く）
運賃 大大大大人人人人200200200200円円円円、、、、小児小児小児小児100100100100円円円円

友田



運行系統図 別紙

系統名 吉和線吉和線吉和線吉和線

運行形態 ４４４４条条条条路線路線路線路線 区域デマンド型区域デマンド型区域デマンド型区域デマンド型
運行日・便数 月～月～月～月～土曜土曜土曜土曜日（日（日（日（祝祝祝祝日を日を日を日を除除除除く）く）く）く）９９９９便便便便
運賃 大大大大人人人人200200200200円円円円、、、、小児小児小児小児100100100100円円円円



 

事   務   連   絡 

平成 29 年 11 月 14 日 

 

地域公共交通確保維持改善事業活用協議会 各位 

 

中国運輸局広島運輸支局 

 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価の実施について 

 

 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は、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、

評価を行うことになっております。 

つきましては、当該年度の地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価を下記の

とおり実施いたしますので、了知願います。 

 

 

記 

 

１．事業評価の目的 

  地域公共交通確保維持改善事業の事業評価は、協議会が、生活交通確保維持改善

計画（交付要綱の規定に基づき、生活交通確保維持改善計画に代えることができる各種

計画を含む。）に位置付けられた補助対象事業について、事業の実施状況の確認、目標

達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進され

ることを目的とするものです。 

   

２．事業評価について 

（１）事業評価の実施 

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は、毎年度、協

議会において、事業の実施状況の確認、評価を行い、中国運輸局へ評価の結果を報

告することとなっています。 

中国運輸局においては、提出された事業評価（自己評価）を基に二次評価を行

い、協議会に対し評価結果を通知するとともに、必要に応じて、事業計画の見直

し等を求めるものとします。 

協議会においては、評価結果を踏まえ、確保維持事業については次期生活交通

確保維持改善計画に対して、その他の事業については次年度事業及び今後の取組

に対して改善点等を反映させてください。 

なお、確保維持事業に係る事業評価の実施、次期生活交通確保維持改善計画の

策定にあたっては、「地域公共確保維持改善事業（地域間幹線系統確保維持費国

庫補助金及び地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）の事業評価について

（平成 29 年 7 月 6 日国総支第２６号、国自旅第７４号）」に基づき実施してくだ

さい。 

参考資料 



 

 

（２）事業評価の公表 

協議会が行った事業評価（自己評価）の結果については、速やかに協議会のホ

ームページ等において公表してください。 

 

３．作成に当たっての留意事項 

（１）評価の対象期間 

  ①地域公共交通確保維持事業（離島航路構造改革補助金を除く） 

平成２９年度事業（実施期間：平成２８年１０月から平成２９年９月） 

  ②地域公共交通確保維持事業（離島航路構造改革補助金に限る） 

平成２８年度事業（実施期間：平成２８年４月から平成２９年３月） 

※評価資料については運営費補助に記載し、単独での作成は不要 

  ③地域公共交通バリア解消促進等事業 

平成２８年度事業（実施期間：平成２８年４月から平成２９年３月） 

  ④地域公共交通調査等事業 

平成２９年度事業（実施期間：平成２９年４月から平成３０年３月） 

 

※ 添付の参考資料「地域公共交通確保維持改善事業の事業評価スケジュール」を 

ご確認ください。 

※ 地域公共交通調査等事業については、補助対象期間中に事業評価を行うことと 

なりますが、可能な限り報告期限に近い時点で評価を実施してください。 

 

（２）評価の実施 

      事業評価（自己評価）の実施、報告に当たっては、協議会を開催するなど構成 

員の意思を反映するようにしてください。 

 

（３）評価項目 

① 地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通バリア解消促進等事業 

地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通バリア解消促進等事業（以下「生

活交通確保維持改善計画に基づく事業」という。）については、運行系統、離島 

航（空）路、施設等の別ごとに、以下の評価項目について実施してください。 

  生活交通確保維持改善計画において複数の運行系統等を包括して目標・効果 

が記載されている場合は、当該複数運行系統等を包括的に評価を実施すること

も可能です。 

ア 前回（又は類似事業）の事業評価結果の反映状況 

過去に実施した類似事業又は先行事業の評価結果を反映させた場合は、そ

の事業評価結果をどのように反映させたのかを明らかにしてください。 

イ 事業実施の適切性 

   生活交通確保維持改善計画に基づく事業が適切に実施された（されている） 

か。計画どおり実施されなかった（されていない）場合には、理由等を明ら 

かにしてください。 

ウ 生活交通確保維持改善計画における目標・効果の達成状況 



 

   生活交通確保維持改善計画に位置付けられた定量的な目標・効果が達成さ 

れた（達成できる見込み）か、目標・効果が達成できなかった（達成できな 

い見込み）場合には、理由等を分析の上、明らかにしてください。 

 また、設定した目標について、基となったデータが何か、基礎データ数値

からの目標数値の設定方法等についても明らかにしてください。 

 エ 事業の今後の改善点 

   実施した事業について改善点があるかどうかを、事業の目的の達成状況を 

考慮した上で検証してください。 

   地域公共交通確保維持事業を継続して実施する場合は、必要に応じて、上 

記の検証結果を踏まえて具体的な改善策を検討したか。（改善策は、事業者の 

取り組みだけでなく、地域の取り組みについて広く検討してください。）併 

せて、より適切な目標設定について検討してください。 

② 地域公共交通調査等事業 

 （計画策定・再編計画策定事業） 

事業が適切に実施され、計画策定につながるものとなっているか調査結果（見

込み）を整理し評価してください。適切に実施されなかった場合（未完了項目

の見込みも含む）には、理由等を明らかにしてください。 

  さらに、地域公共交通網形成計画・地域公共交通再編実施計画の計画策定に

向けた方針も明らかにしてください。 

（計画推進事業） 

事業が適切に実施され、次年度事業につながるものとなっているか、事業実

施結果（見込み）を整理し評価してください。適切に実施されなかった場合（未

完了事業の見込みも含む）には、理由等を明らかにしてください。 

  さらに、今後の改善点として、取り組み内容・関係者それぞれが果たすべき

役割・連携のあり方等を明らかにしてください。 

 

（４）事業評価記載様式等 

① 地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通バリア解消促進等事業 

・別添１「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計

画に基づく事業）」  

・別添１－２「事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について」  

 （地域公共交通バリア解消促進等事業については、利用環境改善促進等事業に 

限る） 

・別添２ 生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要 

・別添３ 生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統）の概要 

② 地域公共交通調査等事業 （計画策定・再編計画策定事業） 

・別添 1「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定に係る事業） 

・別添４ 計画策定事業の概要 

③ 地域公共交通調査等事業（計画推進事業） 

・別添 1「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画推進に係る事業） 

・別添５ 計画推進事業の概要 

 



 

④ 参考資料 

     評価項目について、参考となる資料があれば適宜添付してください。 

 

（５）運輸支局への提出資料等 

  ①提出資料等 

自己評価記載様式等については、書面（２部）のほか、あわせて電子データを

提出してください。 

   ②提出期限 

     平成３０年１月１５日（月）までに広島運輸支局へ提出してください。 

 

（６）その他 

    記載方法等について、不明な点等がございましたら、運輸支局担当者にご確認 

ください。 

 

（７）参考資料 

   ①「地域公共交通確保維持改善事業の事業評価スケジュール」 

   ②「地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価実施細目」 

③「自己評価（一次評価）報告様式の記載方法」 

※ その他注意事項 

○運輸支局に提出する事業評価票の電子データは、Excel ファイルとします（PDF ファイルは 

不可）。 

○運輸支局に提出する概要ポンチ絵の電子データは、パワーポイントとします（PDF ファイ 

ルは不可）。 

 

４．二次評価 

平成３０年２月１６日（金）に「第三者評価委員会」を開催したうえで、二次

評価を実施する予定です。 

※地域公共交通バリア解消促進等事業については、利用環境改善促進等事業のみ、二次評価

を実施します。 

 

なお、評価に当たっては国土交通省のＨＰにあります、下記資料もご参照下さい。 

「事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実施に向けて「事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実施に向けて「事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実施に向けて「事業評価を通じた地域公共交通確保維持改善事業の効果的実施に向けて    –––– ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス----」」」」    

http://www.mlit.go.jp/common/001020610.pdf 

 

 


