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Ⅱ　計画事業の実施

　①　事業計画に位置づけられた事業が適切に実施されたか。事業計画に位置づけられた事業が事業計画
　　どおりに実施されなかった場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

計画事業計画事業計画事業計画事業にににに係係係係るるるる事後評価事後評価事後評価事後評価（（（（２２２２年度目年度目年度目年度目））））

Ⅰ　総合評価

　地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ、個性豊かで活力に満ちた地域社会
実現に寄与するために適切な事業を選び出し、当該事業を本格実施する環境を整備するための検討を行ったか。

　秦野市が抱える公共交通の課題である公共交通空白・不便地域の解消と市民のモビリティの向上を図ることを
目的に、平成20年9月に秦野市地域公共交通総合連携計画を策定し、初年度は路線固定型の乗合タクシーの実
証運行を行った。本年度は、実証運行における利用実績等を踏まえ、本格運行に向けた問題点の検証を行い、運
行計画の見直しを行ったほか、秦野市地域公共交通総合連携計画に基づいて、新たにデマンド型の乗合タクシー
の実証運行と、公共交通利用者の利便性の向上を図るため、バスロケーションシステムの導入を、秦野市地域公
共交通会議での承認を得て実施した。

【二次評価】
・路線固定型乗合タクシーについては、１１月の運行ルートの見直しにより収支率が上昇するなど適切に事業を実
施している。一方、デマンド型乗合タクシーについては、まだ運行開始して間もないものの、利用が低迷している状
況にあることから、更なる周知や利用促進に向けた取組に期待する。
・地域懇談会等を活用し住民の意見が反映される仕組みが設けられていること、宣伝広告による企業との協賛な
ど地域住民や地域の商店会との連携を図っていることは評価する。

神奈川県秦野市 秦野市地域公共交通会議

　秦野市地域公共交通総合連携計画に位置付けた事業のうち、初年度から継続して実施している路線固定型の
乗合タクシーの実証運行は、平成21年4月から12月までの間38,888人の利用があった。また、デマンド型の乗合タ
クシーの実証運行は、11月16日から開始し、さらには、秦野市内の路線バスを対象にバスロケーションシステムの
導入に向けた環境整備を行い、12月16日から運用を開始した。

【二次評価】
　路線固定型の乗合タクシーの実証運行については、平成２１年４月から１２月までの間、１便あたり平均３人の利
用があり、また、デマンド型乗合タクシーについては、１１月１６日から運行が開始されており、１便当たり平均１人
の利用がある。
　路線バスを対象としたバスロケーションシステムの導入についても、１２月１６日から運用を開始していることか
ら、事業計画に基づいて事業が適切に実施されている。



【乗合タクシー実証運行（路線固定型）】
　初年度実績（平均2.17人/便）と比べ、平成21年4月から12月までの実績は平均3.01人/便と増加しているが、4月
から10月までの収支率が30.8％であり、当面の目標である40％に達していなかったことから、運行ルートや運行ダ
イヤ等を見直し、11月から見直しした計画に基づく運行を行っている。その結果、12月の収支率は37.7％と見直し
前に比べて改善された。
【乗合タクシー実証運行（デマンド）】
　道路事情や地形上などから路線固定型よりもデマンド型の方が、より実効性の高い地域で実施しているもので、
対象地域内の居住者263人に対して、利用登録者数が74人（31世帯）あり、地域公共交通として周知がなされてい
るものと判断される。
【バスロケーションシステム】
　バスロケーションシステムの運用に関する市民アンケートを実施した結果、システム導入の効果が見込めるとの
回答が50％以上、本システムを利用したいとの回答は62％となっていることから、適切な事業と判断される。

【二次評価】
　評価基準等により事業が目標を達成するために適切な事業であるかを検証している。
　今後も、路線固定型乗合タクシー及びデマンド型乗合タクシーの導入により、目標である「公共交通不便地域を
緩和し、住民の移動手段の確保を図る」について、適切な事業を行うことに期待する。
　また、市内路線バスに対応したバスロケーションシステム導入により目標である「バス利用の円滑と利便性の向
上を図る」についても、適切な事業を行うことに期待する。

【乗合タクシー実証運行（路線固定型）】
　路線固定型による実証運行については、平成21年4月から12月までの日別の運行実績を基に整理した利用実
績のほか、収支状況等を整理して事業評価を行った。
【乗合タクシー実証運行（デマンド）】
　デマンド型の実証運行については、平成21年11月16日より運行開始したもので、事前アンケートでの利用希望
者68人（26世帯）に対し、登録者は74人（31世帯）となった。開始時における利用登録状況や利用実績を整理して
事業評価を行った。
【バスロケーションシステム】
　バスロケーションシステムは、秦野市内の路線バス123台に導入したもので、検索件数が平均800件/日あり、バ
ス利用者の利便性の向上が図られたものと判断される。
【地元商店街等の連携による利用促進】
　路線固定型乗合タクシーの利用促進を図るため、地元商店会の祭りやルート沿線住民等を対象とした地域での
試乗会を実施するとともに、商店会のホームページでの事業内容の掲載や、各店舗での運行案内ポスターの掲
示など、商店会や自治会と連携が図れた。

【二次評価】
　実証運行における評価基準である定量的データとして「利用者数」及び「月別収支率」、定性的データとして地域
懇談会等での意見などに基づき適切に評価を実施している。
　また、バスロケーションシステムの導入についても利用件数（アクセス平均８００件／日）などにより適切に評価を
実施している。

　②　実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを
　　検証したか。

Ⅲ　具体的成果

　①　定められた評価方法・評価基準にしたがって、評価事項について事業を評価したか。
　　その際、事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。



　路線固定型の乗合タクシーの実証運行は、持続可能な本格運行を見据えた運行となるよう見直しを図っていく。

【二次評価】
　路線固定型乗合タクシーについては、収支率の目標を４０％と定めている中で、１１月の運行ルートの見直しに
より収支率が３０．８％（４～１０月）から３７．７％（１２月）に上昇するなど適切に事業を実施している。
　一方、デマンド型乗合タクシーについては、まだ運行開始して間もないものの、利用が低迷している状況（１１・１
２月の合計利用者数は１２名）にあることから、更なる周知や利用促進に向けた取組に期待する。

１　事業の本格実施に向けての準備

　①　実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

【乗合タクシー実証運行（路線固定型）】
　平成21年11月の運行ルートや運行時間等の見直しにより経費面のコスト削減が図られ、平成21年4月から10月
までの収支率（30.8％）に対し、平成21年12月の収支率は37.7％と改善され、当面の目標である40％に近づいてき
ている。さらに、本格運行に移行するための目標収支率（車両経費を除いた場合の収支率）を66％と設定している
中で、12月での車両経費を除いた場合の収支率は56.3％であることから、本格運行に向けて、安全運転を最優先
に更なる運行ダイヤやルート等の見直しによる経費の削減を図るとともに、運賃体系等の見直しを行う。また、利
用者増に向け、引き続き関係自治会等との連携を図っていくものである。
【乗合タクシー実証運行（デマンド）】
　道路環境に課題がある公共交通空白・不便地域を対象に11月16日から実証運行を開始し、既存のタクシー事業
者の資源を活用した低コスト化による運行システムは、設計通り機能していることが確認できたことから、今後の
利用動向を検証し、登録者で未利用者に対する利用促進や、新たに利用が想定される住民に対する情報提供等
を行う予定である。
【バスロケーションシステム】
　12月16日から運用開始したところであり、今後のシステムの運用状況等を把握した上で、周知やＰＲの方法を検
討する予定である。

【二次評価】
　評価基準等に基づき検証を行い、運行ダイヤ、運行ルート、運賃等の見直し、利用促進策として地域住民に対し
ての情報提供への取組等が必要であることを明らかにしており、適切に検証を行った。

　②　実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には、
　　翌年度事業を実施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する
　　場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　②　住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を
　　翌年度実施する環境を整備しているか。

２　事業の実施環境

　①　当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い、財源の目処がついたか。

　現在実施している実証運行等の状況を踏まえ、本格実施に向け、財政面を含めた対応を検討する予定である。

【二次評価】
　自己評価のとおり

Ⅳ　自立性・持続性

　連携計画に位置付けられた計画事業について、平成22年度実施事業は地域公共交通活性化・再生事業による
国庫補助金及び秦野市の予算支出を受けて実施する。秦野市の予算は、平成22年3月の秦野市議会第１回定例
会において審議される予定である。

【二次評価】
　自己評価のとおり

　③　当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

　新たな公共交通の導入を図り、持続性ある運行を実現するためには、行政や交通事業者のみならず、地域住民
（沿線住民）も含めて連携を図ることが必要であり、実施計画見直しの懇談会や時刻表、リーフレットの配布等、自
治会を中心とした地域住民の協力は得られている。

【二次評価】
　商店会のホームページに路線固定型乗合タクシーの運行ルートや停留所の掲載協力、宣伝広告による企業と
の協賛など地域住民や地域の商店会との連携を図っていることは評価する。
　さらなる住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等について検討することを期待
する。



　②　協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか
　　　（公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。

　自治会との懇談会においては、乗合タクシーの実証運行の継続については合意が得られている。それ以外の次
年度以降の対応事項については、今後の法定協議会の中で協議を行う予定である。

【二次評価】
　翌年度以降継続実施するに当たり、問題点や課題が整理された上で合意形成が行われている。

　法定協議会の構成員には住民代表として、自治会連合会や老人クラブ連合会等から選出された委員も含まれ
ているほか、地域公共交通の今後の対応等に関する市民アンケートを適宜実施し、その内容を協議会の中で報
告しており、住民の意見が事業に反映される仕組みが設けられている。

【二次評価】
　地域懇談会等を活用し、住民の意見が反映される仕組みが設けられていることについては評価する。
　今後住民の意見が反映されることに期待する。

　①　協議会における審議事項が明確に定められ、計画事業の進め方、実施状況について審議される
　　体制となっているか。

　法定協議会の運営に関しては、設置要綱に基づいて協議事項を明確にしており、計画の策定や事業内容の実
施に係る評価等を行う役割としている。

【二次評価】
　法定協議会が設置され、適切に審議される体制となっており、平成２１年度もすでに３回の協議会が開催されて
いる。

Ⅴ　住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

　③　計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

　法定協議会である地域公共交通会議は平成20年度に5回、平成21年度に3回実施した。

【二次評価】
　自己評価のとおり、適切に開催されている。

　④　協議会の議事が傍聴、議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

　法定協議会では、会議の傍聴が可能となっているほか、会議の議事内容については、秦野市のホームページで
閲覧可能となっている。

【二次評価】
　自己評価の通り

　⑤　地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて
　　地域関係者の実質的な合意が形成されたといえるか。
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　また、市内路線バスに対応したバスロケーションシステム導入により目標である「バス利用の円滑と利便性の向
上を図る」についても、適切な事業を行うことに期待する。

【乗合タクシー実証運行（路線固定型）】
　路線固定型による実証運行については、平成21年4月から12月までの日別の運行実績を基に整理した利用実
績のほか、収支状況等を整理して事業評価を行った。
【乗合タクシー実証運行（デマンド）】
　デマンド型の実証運行については、平成21年11月16日より運行開始したもので、事前アンケートでの利用希望
者68人（26世帯）に対し、登録者は74人（31世帯）となった。開始時における利用登録状況や利用実績を整理して
事業評価を行った。
【バスロケーションシステム】
　バスロケーションシステムは、秦野市内の路線バス123台に導入したもので、検索件数が平均800件/日あり、バ
ス利用者の利便性の向上が図られたものと判断される。
【地元商店街等の連携による利用促進】
　路線固定型乗合タクシーの利用促進を図るため、地元商店会の祭りやルート沿線住民等を対象とした地域での
試乗会を実施するとともに、商店会のホームページでの事業内容の掲載や、各店舗での運行案内ポスターの掲
示など、商店会や自治会と連携が図れた。

【二次評価】
　実証運行における評価基準である定量的データとして「利用者数」及び「月別収支率」、定性的データとして地域
懇談会等での意見などに基づき適切に評価を実施している。
　また、バスロケーションシステムの導入についても利用件数（アクセス平均８００件／日）などにより適切に評価を
実施している。

　②　実施した事業が地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業であるかどうかを
　　検証したか。

Ⅲ　具体的成果

　①　定められた評価方法・評価基準にしたがって、評価事項について事業を評価したか。
　　その際、事業の効果・影響とそれ以外の効果・影響を分離して評価したか。



　路線固定型の乗合タクシーの実証運行は、持続可能な本格運行を見据えた運行となるよう見直しを図っていく。

【二次評価】
　路線固定型乗合タクシーについては、収支率の目標を４０％と定めている中で、１１月の運行ルートの見直しに
より収支率が３０．８％（４～１０月）から３７．７％（１２月）に上昇するなど適切に事業を実施している。
　一方、デマンド型乗合タクシーについては、まだ運行開始して間もないものの、利用が低迷している状況（１１・１
２月の合計利用者数は１２名）にあることから、更なる周知や利用促進に向けた取組に期待する。

１　事業の本格実施に向けての準備

　①　実施した事業を翌年度実施するにあたって問題点があるかどうかを検証したか。

【乗合タクシー実証運行（路線固定型）】
　平成21年11月の運行ルートや運行時間等の見直しにより経費面のコスト削減が図られ、平成21年4月から10月
までの収支率（30.8％）に対し、平成21年12月の収支率は37.7％と改善され、当面の目標である40％に近づいてき
ている。さらに、本格運行に移行するための目標収支率（車両経費を除いた場合の収支率）を66％と設定している
中で、12月での車両経費を除いた場合の収支率は56.3％であることから、本格運行に向けて、安全運転を最優先
に更なる運行ダイヤやルート等の見直しによる経費の削減を図るとともに、運賃体系等の見直しを行う。また、利
用者増に向け、引き続き関係自治会等との連携を図っていくものである。
【乗合タクシー実証運行（デマンド）】
　道路環境に課題がある公共交通空白・不便地域を対象に11月16日から実証運行を開始し、既存のタクシー事業
者の資源を活用した低コスト化による運行システムは、設計通り機能していることが確認できたことから、今後の
利用動向を検証し、登録者で未利用者に対する利用促進や、新たに利用が想定される住民に対する情報提供等
を行う予定である。
【バスロケーションシステム】
　12月16日から運用開始したところであり、今後のシステムの運用状況等を把握した上で、周知やＰＲの方法を検
討する予定である。

【二次評価】
　評価基準等に基づき検証を行い、運行ダイヤ、運行ルート、運賃等の見直し、利用促進策として地域住民に対し
ての情報提供への取組等が必要であることを明らかにしており、適切に検証を行った。

　②　実施した事業について利用者数が想定をかなり下回るなど効果が現れていない場合には、
　　翌年度事業を実施するにあたって必要な見直しを行っているか。翌年度も同じ事業を実施する
　　場合には、適切な理由等が明らかにされているか。

　②　住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等当該事業を
　　翌年度実施する環境を整備しているか。

２　事業の実施環境

　①　当該事業の翌年度実施のための財源について検討を行い、財源の目処がついたか。

　現在実施している実証運行等の状況を踏まえ、本格実施に向け、財政面を含めた対応を検討する予定である。

【二次評価】
　自己評価のとおり

Ⅳ　自立性・持続性

　連携計画に位置付けられた計画事業について、平成22年度実施事業は地域公共交通活性化・再生事業による
国庫補助金及び秦野市の予算支出を受けて実施する。秦野市の予算は、平成22年3月の秦野市議会第１回定例
会において審議される予定である。

【二次評価】
　自己評価のとおり

　③　当該事業の本格実施のための財源について検討を行ったか。

　新たな公共交通の導入を図り、持続性ある運行を実現するためには、行政や交通事業者のみならず、地域住民
（沿線住民）も含めて連携を図ることが必要であり、実施計画見直しの懇談会や時刻表、リーフレットの配布等、自
治会を中心とした地域住民の協力は得られている。

【二次評価】
　商店会のホームページに路線固定型乗合タクシーの運行ルートや停留所の掲載協力、宣伝広告による企業と
の協賛など地域住民や地域の商店会との連携を図っていることは評価する。
　さらなる住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等について検討することを期待
する。



　②　協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか
　　　（公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。

　自治会との懇談会においては、乗合タクシーの実証運行の継続については合意が得られている。それ以外の次
年度以降の対応事項については、今後の法定協議会の中で協議を行う予定である。

【二次評価】
　翌年度以降継続実施するに当たり、問題点や課題が整理された上で合意形成が行われている。

　法定協議会の構成員には住民代表として、自治会連合会や老人クラブ連合会等から選出された委員も含まれ
ているほか、地域公共交通の今後の対応等に関する市民アンケートを適宜実施し、その内容を協議会の中で報
告しており、住民の意見が事業に反映される仕組みが設けられている。

【二次評価】
　地域懇談会等を活用し、住民の意見が反映される仕組みが設けられていることについては評価する。
　今後住民の意見が反映されることに期待する。

　①　協議会における審議事項が明確に定められ、計画事業の進め方、実施状況について審議される
　　体制となっているか。

　法定協議会の運営に関しては、設置要綱に基づいて協議事項を明確にしており、計画の策定や事業内容の実
施に係る評価等を行う役割としている。

【二次評価】
　法定協議会が設置され、適切に審議される体制となっており、平成２１年度もすでに３回の協議会が開催されて
いる。

Ⅴ　住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

　③　計画事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されているか。

　法定協議会である地域公共交通会議は平成20年度に5回、平成21年度に3回実施した。

【二次評価】
　自己評価のとおり、適切に開催されている。

　④　協議会の議事が傍聴、議事録や関係資料の公開等によって適切に開示されているか。

　法定協議会では、会議の傍聴が可能となっているほか、会議の議事内容については、秦野市のホームページで
閲覧可能となっている。

【二次評価】
　自己評価の通り

　⑤　地域公共交通に関する目標を達成するために適切な事業を翌年度実施することについて
　　地域関係者の実質的な合意が形成されたといえるか。


