
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

19年度（実績）

274.2 267.5

21年度（実績）

19年度（実績）

236,711

施策№

3

16

第1章

施　策　名

成果指標ＡとＢの平成２２年度実績が、いずれも平成２６年度の目標を上回ったため、目標値を再設定した。

Ａ 年間6,000人の成果向上を目標に設定した。（総合計画中間見直し時の年間1,000人の成果向上から変更）
　平成22年度に人口推計に基づく将来の交通需要予測を実施した。2010年から2015年までの市営バス、富士町
廃止路線代替バス、松梅地区循環バス及び三瀬コミュニティバスの乗降者数の推計結果は、29,702人(1.1％)の
増加であったため、毎年6,000人の成果向上に設定。
 　 〔2010年から2015年までの交通需要予測結果〕
　　　・市営バス　＋41,238人（＋1.6％）　　・富士町廃止路線代替バス　△9,445人（△15.9％）
　　　・松梅地区循環バス　△941人（△15.9％）　　・三瀬コミュニティバス　△1,150人(△9.7％）
　　　　　計29,702人　　※29,702人÷5年＝5,940人
　
Ｂ平成24年度から１％ずつの成果向上を目標に設定した。
　公共交通ビジョンの策定が平成23年度であり、ビジョンに基づく施策の成果は徐々に現れてくるものと想定し、
平成24年度から年１％ずつの成果向上を見込んで設定。

成果指標設定の考
え方（成果指標設

定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定企
画（実際にどのよう
に実績値を把握す

るか）

Ａ 市が運行に関与する公共交通機関（市営バス、富士町廃止路線代替バス、松梅地区バス及び三瀬コミュニ
ティバス）の利用者数の合計とする。

Ｂ市民意向調査結果による。

Ａ 交通政策の全体を見通した場合、公共交通機関利用者の推移が最も施策の成果を反映していると考えられ
るため、「公共交通機関の利用者数」を成果指標とした。

Ｂ佐賀市公共交通ビジョンは、本市の公共交通機関の中心を担うバスを主体としたものであり、このビジョンに基
づく施策の成果を表すものとして、「市内を走る路線バスが利用しやすいと感じている市民の割合」を成果指標と
した。

松尾邦彦

関　係　課　名 交通局

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

総合政策課自然と調和した個性的な美しいまちの実現

総合交通体系の確立

24724平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

市民は、公共交通機関を快適に利用でき、主要な場所へスムーズに移動することができる。

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（目標） 26年度（目標）

佐賀市民

233,619235,700235,692 237,501 236,740佐賀市の人口 236,057

単位

人

対象指標

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

成果指標 単位 20年度（実績）

268.0
（273.9）

22年度（実績） 26年度（目標）

271.5

23年度（実績）

％ 31.1
29.0

（34.1）
B

市内を走る路線バスが利用し
やすいと感じている市民の割合

C

市民が公共交通機関を快適に利用でき、主要な場所へスムーズに移動することができる。

E

D

24年度（目標）

272.1

268.3

31.1

A 公共交通機関の利用者数 277.0万人 272.7

32.1
29.7



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： 佐世保市 ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

■利用者数を人口比率で比較すると低い水準
となる。
■佐世保市は、定期観光バス事業を有し、車両
数など事業規模にも違いあり。2002年、全国初
の共通ICバスカード「長崎スマートカード」導入。
（佐世保市交通局）
　・利用者数924万人(本市の3.5倍)
　・バス保有台数117台(本市の1.8倍)

■市交通局が市内中心部・南部地域の25路線
を直接運行していることから、市の裁量余地は
大きい。
■バス事業については、公営民営ともに厳しい
経営が続いており、国や県、市の財政支援が不
可欠な状況にある。
■よって、今後も生活交通の維持・確保には、
行政の関与は大きくなっていく。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

■公共交通機関の利用者数は、基準値よりも
0.8万人多かった。
　・基準値267.5万人　・平成23年度実績268.3万
人
■市内を走る路線バスが利用しやすいと感じて
いる市民の割合は、基準値よりも1.4ポイント低
かった。
　・基準値31.1％　　・平成23年度実績29.7％

1) 市営バスについては、経営改善を図り、生活路線の維持に努める。
2) バス事業者と協力しながら、人口減少、少子高齢化、環境問題等の社会変化に対応した取り組みにより、バスの利用を促進する。
3) 有明佐賀空港については、県や市・町及び民間団体等で構成する「有明佐賀空港活性化推進協議会」と連携して利用促進を図る。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

1) 今後、高齢化が進み、交通弱者の増加が見込まれることから、公共交通の必要性は高まると予想される。
2) 北部地域では、利用者の減少から基幹バス路線が廃止となり、廃止路線代替バスやコミュニティバスによる生活交通の維持に努めてきた
　　が、さらに利用者の減少が続いており、他の基幹ﾊﾞｽ路線においても存続が危ぶまれる路線が増えてきた。
3)生活交通の存続が危機に瀕している地域等に対する国の支援として、「地域公共交通確保維持改善事業」が平成23年度から開始された。

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか

1) 公共交通に関する市民アンケートでは、バスの運行本数増加、ルートや運行時間の見直し、ﾊﾞｽの小型化など、多くの意見が寄せられている。
　(対応）2013年春の県立病院移転に合わせ、市営バスの路線改編を予定。市民アンケートやバス乗り込み調査の結果等を踏まえ検討していく。
2 地域特性に応じた交通手段の維持確保のため、デマンド交通への転換に向け、地元との十分な協議やコスト比較を踏まえ取り組むべき。
　(対応) 公共交通ビジョンでは、北部地域の移動手段の改善から取り組むこととしている。まずは、利用状況に対して市の負担が大きすぎる松梅
　　　　地区バスをジャンボタクシーによるデマンド運行とする。富士、三瀬についても、地域の協議会を設置し、地元住民と一緒になって改善策を
　　　　検討していく。

現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ● 妥当な水準である

妥当性（構成事業見直し） ●

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

1)すべての市民は、公共交通が果たす環境負荷の軽減や交通渋滞の緩和等を理解し、公共交通機関を積極的に利用する。
2)企業、事業所等においては、従業員等が公共交通機関を利用することについて配慮し、利用を促進する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

● 概ね達成 達成していない
評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

一部妥当ではない 妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

①公共交通利用者減少への対応
　市営バスの利用者数は、1968年の約1,500万人をピークに年々減少し、バス路線別収支は、25路線のうち黒字6路線、赤字19路線となっており、国や県、市の
公的支援を受けながら路線を維持している。人口減少によりバス利用可能者数も減少していき（将来推計人口：2050年には2/3の水準）、特に、北部地域の交通
需要予測では、2020年時点で約28％の減少が見込まれている。
②地球環境への対応
　地球環境の保全という面から、過度に自動車に依存したライフスタイルの見直しが必要であり、公共交通への代替を働きかける必要性は高い。現在、通勤し
ている人の74％が自家用車を利用（バス利用は3.2％ ※自転車14.9％）。
③将来を見据えた公共交通ネットワークへの対応
　市民アンケートでは、将来、運転できなくなった場合の代替交通手段については、68.1％の市民がバス利用を希望しており、超高齢社会を見据えると、公共交
通の必要性はさらに高まっていくものと考える。交通需要予測からみると、中期的には、中部・南部の現状維持を図りながら、北部の公共交通を如何に維持して
いくかが課題である。
④厳しい財政運営への対応
　市民アンケートでは、89.7％の市民が「バスを維持するため、“積極的に”、もしくは“ある程度の”行政支援が必要」と回答している。しかし、将来的な税収の減
少、社会保障費の増大などが懸念され、バス路線維持対策とあわせ、財政支援に対する一定のルール化を図っていく必要がある。
⑤佐賀空港の利用促進
　有明佐賀空港は、東京便４往復を運航している。25年度中に羽田空港の国内線発着枠の拡大が予定されており、5往復化の実現に向け、搭乗率アップが求
められている。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

○達成度　「公共交通機関の利用者数」が目標値を下回っているが、東日本大震災の影響による外出控え、バルーンフェスタ期間の悪天候による市営バ
ス
　　　　　　利用者の減少が大きな要因であり、これらを除けば概ね達成している。
○妥当性　全体として各事務事業の目的直結度は高いため、現行の体系でよい。
○経済性　きめ細かな交付金を活用した超低床型バス３台の導入補助や春秋航空上海便の就航に伴う空港リムジンバス２台の導入補助を行ったため、
　　　　　　昨年度よりもトータルコストが増加しているが、これらは臨時的な要因であり、その他の費用は妥当な水準である。
○必要性　“若年層”と“高齢者“を交通弱者と捉えた場合、2015年までは、高齢者の増加数が若年層の減少数を上回っていることから、交通弱者が増加
　　　　　　し、必要性が増すと判断した。（高齢者数は、2025年をピークに減少し、交通弱者の絶対数も減少していく）
　　　　　　　　※推計人口（2010年～2015年）　　19歳以下：△660人/年、65歳～84歳：＋775人/年　　　差し引き＋115人/年

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している



●次年度方向性の考え方

７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

１　バスを中心とした利便性・効率性の高い公共交通ネットワークの構築
　(1) 市営バスの路線改編（2013年春の県立病院移転時）
　(2) 公共交通利用促進のための啓発
　　　現在、佐賀大学と連携し「佐賀市モビリティマネジメント方針」を策定中。これを活用し産学官連携によるモビリティマネジメントの推進を検討
２　地域特性に応じた多様な生活交通の実現
　　今後とも北部地域における利用者数の減少が予測されることから、市、住民、事業者等で「地域の協議会」を設置して地域のニーズや需要の
　　見通し、連携・協力体制、費用負担等を総合的に検討し、コミュニティバスやデマンド交通（バス、タクシー）など、地域に適した交通モードへの
　　転換を探っていく。
　【今後交通モードの転換を検討していく路線等】
　　(1) 松梅地区バス・・・2012年10月からジャンボタクシーによる事前予約制のデマンド運行に切り替える。
　　(2) 富士町廃止路線代替バス・・・９路線のうち特に利用者の少ない赤字路線（域内で完結している路線）から検討
　　(3) 実験運行バス・・・社会福祉協議会富士支所の特定事業を活用した実験運行バスの整理
　　(4) 三瀬コミュニティバス・・・ニーズに即した運行ルートの再検証と、他地域とのバランスを考慮した料金設定（有料化）の検討
３　佐賀空港利活用促進事業
　　県や市・町及び民間団体等で構成する有明佐賀空港活性化推進協議会と連携した利用促進

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３

１　市営バスの経営改善に向け、平成22年3月に策定した佐賀市自動車運送事業経営健全化計画の着実な実施
２　公共交通ビジョンに基づく施策の実施、地域公共交通会議（交通事業者、住民代表、学識経験者など）の意見の活用
　(1)生活バス路線の維持・確保
　　　①生活交通路線の維持　②都市間バス路線の維持　③効率的なバス路線への見直し
　(2)交通結節機能の向上
　　　①ターミナル機能の改善　②バス停等の環境改善　③パーク＆ライドの推進　④サイクル＆ライドの推進
　(3)公共交通の利便性の向上
　　　①運行頻度、運行時間帯の改善　②バリアフリーの推進
　(4)北部山間地域の移動手段の改善
　　　①北部山間地域の公共交通の改善　②北部山間地域の交通結節点の環境整備
　(5)公共交通の維持・活性化の推進体制
　　　①公共交通の維持・活性化に向けた連携
    　    ・地域公共交通会議の活用　・地域の協議会の設置　・ﾊﾞｽ事業者が主催するバス利便の向上検討会の活用
　(6)公共交通利用促進の啓発
　　　①利用促進に向けた広報の実施　②利用促進に向けたイベント等の実施
３　有明佐賀空港の利用促進に向けた、市民への広報活動の推進

大 中 小

大

中

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

事務事業の成果向上余地

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

事
務
事
業
の
成
果

向上

減少 維持 増加

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

維持

減少

・自動車運送事業会計関係事業

・廃止路線代替バス運行事業

・松梅地区バス運行事業

・赤字路線バス運行事業

・都市間バス路線等運行対策事業

・コミュニティーバス運行事業

・地域公共交通促進事業

・佐賀空港利活用促進事業

・久保田駅トイレ管理事業

・自動車運送事業会計関係事業

・廃止路線代替バス運行事業

・松梅地区バス運行事業

・赤字路線バス運行事業

・都市間バス路線等運行対策事業

・コミュニティーバス運行事業

・地域公共交通促進事業

・佐賀空港利活用促進事業

・久保田駅トイレ管理事業



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

　■実績水準総合評価（28点満点） 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

・18年度評価 15.33 ・実績水準総合評価（28点満点） 17.05

・重要度総合評価（14点満点） 11.02

・19年度評価 16.24 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.47

・市の裁量余地の大小（10点満点） 8.29

・20年度評価 15.91

※経営戦略会議調整

・21年度評価 15.75    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 13.00 参考：H24方針

成果向上・コスト向上

・23年度評価 17.81

93

④トータルコスト（②＋③）

1,736

効率性指標

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/  236,740　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　　236,740　　）

施策トータル
コスト

105

168,681

21,906

190,587

716

平成23年度実績

8

387,478

9

519,336

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　236,740　　）

平成21年度実績

7

項　　目

809

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

111

2,305

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

24,825

412,303

1,631

26,371

545,707

2,194

平成22年度実績

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


