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はじめに
本市を取り巻く社会経済情勢は厳しく，地方分権や規制緩和の進展などに加え，
予測を上回る少子高齢社会の進行など大きく変化しています。
本計画は，本市の将来を見据えた交通体系整備に当たり，これらの変化に対応す
るとともに，上位計画である「江田島市総合計画」などとの整合を図りながら，本
市と周辺地域との連携・交流のための広域交通ネットワークのあり方や陸上交通と
海上交通の連携，市内公共交通のあり方など，今後の交通の基本方針を策定するも
のです。
そして，本市の現状及び将来の交通に関する様々な問題や課題について，利用者
（市民），交通事業者と行政が連携を図りながら，各事業を計画的に取り組むことに
より，本市の目指す都市像「自然との共生・都市との交流による海生交流都市」の
実現に寄与する「交通ビジョン・戦略」を共有し，共に進めていくための礎とする
ものです。

計画策定のキーワードと目的

本市を取り巻く社会経済情勢
の変化への対応

周辺地域との
連携・交流

将来を見据えた
交通体系整備

市内公共交通
のあり方

陸上交通と
海上交通の連携
利用者
（市民）

行政

事業者

江田島市交通計画
～ 今後の交通の基本方針 ～
「交通ビジョン・戦略」を共有し，共に進めていくための礎
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序
１

章

計画策定に当たって

計画の目標期間
本計画は，まちづくりを推進するための市政運営の指針であり，上位計画である

「江田島市総合計画」の計画期間との整合を図るため，平成19年度から平成26年度
までの概ね10年間を，計画の目標期間とします。

２

計画の位置づけ
本計画は，江田島市総合計画の分野別計画（柱）として，交通体系整備にかかわ

るビジョン及び方針を示すとともに，総合計画における産業・福祉・道路・交通安
全など各分野別計画との整合を図りながら，長期的な計画も視野に入れて策定しま
した。
また，関連する諸計画などの見直しや社会情勢の変化などを踏まえ，必要な場合
には見直しを行うものとします。

３

計画の構成
現状分析の結果やそこから導かれた問題点なども含め整理し，本市の交通の将来

像とその実現のため，本市の交通の柱を，「道路」，「海上交通」，「バス交通」，「歩行
者環境」及び「総合的な将来のまちづくり」の５つに設定しました。
そして，５つの交通ビジョンを具体化するための「戦略」を設定し，戦略の具体
的な展開とその役割分担や目指すべき期間などを踏まえた「アクションプラン」を
もって，江田島市交通計画とします。

４

計画の策定体制
本計画は，行政，市議，交通事業者等で構成する，
「江田島市交通計画検討委員会」

や市庁内体制として「江田島市交通計画策定本部及び幹事会」により計画策定に向
けた庁内の合意形成を図りながら策定しました。
また，これまでに実施したアンケート調査の結果を再分析するとともに，広く一
般市民から参加者を募り，各地域の交通に関するニーズを掘り起こし，これからの
本市の交通に関する意見と，計画への反映などを目的とした「地域ワーキング」で
の論議などを踏まえた上で策定しました。
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第１章
１

江田島市の社会経済情勢と交通の現状

江田島市を取り巻く社会経済情勢
本市の人口，産業，通勤・通学等の地域間流動や観光など社会経済環境指標を基

に整理すると，次のとおりです。
●島しょ部特有の地形条件を有しています。
●瀬戸内海の自然と海洋環境を有しています。
●地区間で船による往来が盛んに行われた風土（港の重要性）を有しています。
●人口の減少傾向と急速な少子高齢化が進行しています。
●地域経済が停滞している状況にあります。
●新たな産業展開への期待が高まっています（観光などの交流）。
●都市交流とＵ･Ｉターン，定住促進への期待が高まっています。
●市域内の日常活動（通勤・通学，買い物等）の一体化が進んでいます。
●依然強い広島市，呉市への通勤・通学状況の傾向にあります。
●自動車保有台数は（市全体：0.94台／世帯）比較的多くなっています。

２

江田島市を取り巻く交通の現状
本市の交通体系を支える道路，海上交通，バス交通，歩行者環境などについて整

理すると，次のとおりです。

道路の現状
●一般国道１路線，主要地方道２路線の計３路線が道路網の骨格を形成しています。
●交通量は，10年間で微増傾向。平日・休日で余り変化もない状況です。
●早瀬大橋付近や大型店が沿道に立地する地域への交通の集中がみられます。
●混雑度は，概ね1.0以下で，30～40㎞／ｈ旅行速度を確保しており，円滑に走行
できる交通環境にあります。
●未改良路線などがあり，特に一般県道における機能の低さがみられます。
●近年，単県道路改良事業の事務・権限移譲が行われています。
●第二音戸大橋など，市外の広域道路網の整備もみられます。
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海上交通の現状
●民間５社と江田島市企業局により海上交通運航が行われています。
（平成19年２月20日現在）
●広島方面：42～69便／日／20～60分間隔で運航されています。
●呉方面

：33～44便／日／30～60分間隔で運航されています。

●海上交通利用者は減少傾向にあります。
（平成16年：約340万人，昭和45年比：約40％減）
●夏季利用者の集中と高い深夜便ニーズに特徴があります。
（22時便：平均66.5人／便・年）
●港の各駐車場は，午前中に利用のピークを迎え，終日満車状態です。
●港ごとのサービス格差（バリアフリー化や施設案内等）がみられます。

バス交通の現状
●２事業者が市域を分けて運行しています。（平成19年２月20日現在）
（呉市交通局：１路線18系統，能美バス㈱：１路線11系統〔全13系統〕）
●バス交通の空白地区（大須・幸ノ浦）もみられ，海上交通の一部（切串〔吹越〕
や秋月）も不便地域になっています。
●運行間隔は，多い路線で約20分～40分ですが，その他の区間では，概ね１時間
となっています。
●市域の東西を結ぶ路線で運行間隔が長く，待ち時間が多くなっています。
●バス利用客数は減少傾向であり，通勤・通学客の利用が非常に少ない状況です 。
●バス停は，上屋など一部のみに整備されています（サービス格差があります ）。
●小学校の統廃合に伴いスクールバスも一部運行されています。
（大須→切串小），（秋月→江田島小）

歩行者環境の現状
●幹線道路では，概ね歩道が設置されている（幅員1.0ｍ程度）ものの，路面の凹
凸が著しい区間や歩行者等の安全性が十分確保されていない状況もみられます。

現状及び将来の自動車交通の流れ
●現況（平成11年）の自動車分布交通量は，約44,000台／日で，そのうち，市内
の移動が約36,000台／日，市内外の移動が約8,000台／日となっています。
●平成42年の将来予想分布交通量は，約35,000台／日で約20％減少する見込みです。
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第２章

上位関連計画からみた交通体系の方向性

本計画を検討する上で踏まえるべき上位関連計画としては，県土における将来の
交通のあり方を示した，
「広島県総合交通計画」があり，本市のこれからのまちづく
り全般においては，「都市計画区域マスタープラン」があります。
さらに，本市のすべての計画のもととなる「江田島市総合計画」や「過疎地域自
立促進計画」が策定されています。
これら上位関連計画のそれぞれを総合的にまとめてみると，次のような方向性で
す。

１

江田島市の交通体系の方向性
本市の交通体系を考える上では，
「広島・呉へのアクセスと地域間交流」，また，
「島

内交通環境」という大きな２つの視点をもって交通体系を考える必要があります。
この２つの視点において，
「利便性・到達容易度の向上」，
「元気で住み良いまちづ
くりを支える交通環境づくり」，さらに，「生活に密着した持続可能な公共交通の確
保」，そして「だれもがいつでも安全・安心に活動できる交通環境の確保」という４
つの方向性が求められます。

利便性・到達容易度の向上
市内や市外（広島市，呉市方面等）をネットワークする交通体系の充実と公共交通及び
自動車の双方で移動しやすい島内交通環境の整備による利便性・到達容易度の向上

元気で住み良いまちづくりを支える交通環境づくり
市域の横断的な公共交通サービスの向上により車だけに頼らない交通環境と，市内外
の交流によるまちの活性化に寄与できる交通ネットワークづくり

生活に密着した持続可能な公共交通の確保
市内での生活の利便性や快適性を確保し，市民生活を支え，新たな交流・連携をつく
り地域を発展させる基盤としての公共交通を持続・向上

だれもがいつでも安全・安心に活動できる交通環境の確保
高齢者や身体の不 自由 な人などをはじめ ，だ れもが使いやすい 交通 手段の提供と，
人にやさしく，移動しやすい交通環境の実現

２

江田島市の交通体系の柱
これらを踏まえると，「江田島市の交通体系の柱」は「道路」，「海上交通」，「バス

交通」，「歩行者環境」であると考えます。
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第３章
１

交通利用者のニーズの把握

既往アンケート調査からみた江田島市の交通の問題点
既往アンケート調査からみた市域レベルでの問題点について整理すると，次の
ようになります。
●市内各地域共通の傾向にある問題点
【道

路】：「広域的道路の整備」

【海上交通】：「バスとの乗継強化」，「始発・最終便時間の見直し」，
「ターミナル駐車場の拡張・整備」
【バス交通】：「バス相互の乗継強化」，「バス停までの距離」，「運賃の妥当性」
●地域で異なる傾向にある問題点
江田島地域・能美地域：【海上交通】「運航時間の見直し」への意見が多い
江田島地域

：【道路】幹線道路の整備への意見が多い

●総合的な問題点
◎公共交通を中心とした「既存の体制やサービスに対する改善」
◎「既存の体制やサービスに対する地域間格差」への懸念

２

地域ワーキングの意見からみた江田島市の交通の問題点
地域ワーキングでの結果からみた市域レベルでの問題点について整理すると，
次のようになります。
●市内各地域共通の傾向にある問題点
【道

路】：「狭小幅員と走行安全性の低さ」

【海上交通】：「始発・最終便時間の見直し」，「運賃の割高感」，「駐車場の不足」
【バス交通】：「東西運行（連絡）の脆弱性」，「異なる運行主体間のダイヤ編成」，
「車両の小型化・効率化」
●地域で異なる傾向にある問題点
能美地域・沖美地域

：【海上交通】フェリー，高速艇の運航体制

江田島地域・能美地域：【道路】既存歩道の安全性・快適性の低さ
●総合的な問題点
◎公共交通を中心とした「既存の体制やサービスに対する改善」
◎「既存の体制やサービスに対する地域間格差」への懸念
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第４章

交通に係る問題点と計画課題の把握

ここまでに整理・把握した，「江田島市の社会経済情勢と交通の現状」及び「上位
関連計画からみた交通体系の方向性」から，交通体系の問題が明らかになりました。
また，交通利用者である市民のニーズとして，既往アンケートの再分析や地域ワ
ーキングでの意見を整理することで，既存の体制やサービスに対する改善や地域間
格差を中心に，様々な問題点が浮き彫りとなりました。
そこで，交通に係る問題点は，本市の交通体系を検討する上で重要であると考え
る「広島・呉へのアクセスと地域間交流」及び「島内交通環境」という大きな２つ
の視点から把握し，「江田島市交通体系の計画課題」として整理しました。
これらの計画課題は，本市で現在直面している，今後の交通を考えていく上での
ハードルであると考えます。

利便性・到達容易度の向上
元気で住み良いまちづくり
を支える交通環境づくり
生活に密着した持続可能な
公共交通の確保
だれもがいつでも安全・安心に
活動できる交通環境の確保

広島・呉への
アクセスと
地域間交流

島内
交通環境

地 域 ワ ー キ ン グ や ま ち づ く り
ア ン ケ ー ト か ら 得 ら れ た
市民の抱える交通の問題点（ニーズ）

上位関連計画からみた江田島
市 の交通 体系の方向性

江
社

田
島
市
会 経 済 特

の
性

●島しょ部特有の地形条件
●人口の減少傾向
●急速な少子高齢化の進行
●地域経済の停滞
●市域内日常活動の一体化
●依然強い広島市，呉市への通勤・
通学状況
●自動車依存型交通体系 など

江
交

田
通

島
の

市
現

の
状

【道路の現状】
【海上交通の現状】
【バス交通の現状】
【歩行者環境の現状】

江

田 島

市 交 通 体 系 の 計 画 課

「江田島市交通体系の計画課題」抽出の概念
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題

１

江田島市交通体系の計画課題
これまで把握した，交通に係る問題点を踏まえると，次に示す「５つの計画課題」

に整理することができます。そして，本市における今後の交通を考えていく上での
ハードルともいえるこれらの課題を克服していくためには，これからの本市のまち
づくりに応じた交通体系を構築するための「ビジョン・戦略」が必要となります。

江田島市交通体系の計画課題
【広島・呉へのアクセスと地域間交流】

市外広域道路網の充実と利便性向上
広島市，呉市をはじめとした，市内外とを結ぶ既存広域道路の整備による
時間短縮を図るとともに，各種機関，周辺市との連携による広域的自動車
交通の利便性の確保が求められています。
海上交通のサービス水準とアクセス性の向上
複数ある海上交通機関が相互に連携することによる，市外（広島市，呉市）
への適正なサービス水準の確保とアクセス性の向上を図るとともに，港タ
ーミナル周辺 の歩行者 環境やバス交 通との連 携によるスム ーズな公 共 交
通体系の構築が求められています。
【島内交通環境】

幹線道路の安全性や走行環境の向上
「道路空間の悪化」や「狭小幅員と安全性の低さ」がみられる中，本市内
の港間や拠点 間を結ぶ 道路空間の適 切な維持 改善による自 動車交通 の 円
滑性，安全性の確保が求められています。

バス交通のサービス水準と地域内連携の向上
バス交通の利用が低い水準に止まり，バス路線の維持も危惧される中，利
用促進と市内の基幹公共交通としてのバス路線の再編・強化を図るととも
に，適正なバスのサービス水準の設定や新たな視点に立ったバスサービス
の必要性の検討が求められています。

歩行者の安全性向上
車社会の進展や高齢社会を迎える中，高齢者等の移動の制約をできる限り
排除し，だれもが安全で利用しやすい交通体系の確立が求められています。

8

第５章
１

江田島市交通ビジョン

江田島市の交通の将来像
本市の現状における地域特性や社会情勢及び交通の問題点と計画課題に加え，本

市の交通の将来像に対する市民の想いを踏まえ，実現すべき「交通の基本理念」と
「交通の将来像」を次のとおり掲げます。
また，「江田島市の交通の将来像」は，都市像である「自然との共生・都市との交
流による『海生交流都市』えたじま」の実現に寄与するものです。

《江田島市の交通の基本理念》

本市の直面する交通の計画課題に対応しながら，住む人も訪れる人も，豊かで快適に生活・
交流ができ，環境負荷が小さな交通手段を，だれもが便利で安心して利用できる交通環境を目
指します。
また，既存の道路ネットワークや公共交通網など，本市の有する「既存交通資源」の活用と
段階的なサービス改善を進めながら，効率的かつ持続性の高い，市民の生活に溶け込んだ交通
ネットワークを構築し，江田島市総合計画に掲げる「自然との共生・都市との交流による『海
生交流都市』えたじま」の都市像実現に寄与する交通の確立を目指します。

江田島市の交通の将来像

安全・安心
生活

交流
持続

環境

江田島市の都市像実現への寄与
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２

江田島市の交通ビジョン
交通ビジョンは，「江田島市の交通の将来像」実現に向けて推進すべき，本市の交

通にかかわる基本的な方針のことです。ここでは，交通体系の柱である「道路」，
「海
上交通」，「バス交通」，「歩行者環境」に応じ，将来像の実現に向けて推進する方針
を，「広島・呉へのアクセスと地域間交流」と「島内交通環境」の視点及び「将来の
まちづくり」の視点から定めます。

広島・呉へのアクセスと地域間交流を支える交通ビジョン

ビジョン

道路

１

既存の道路網のさらなる充実と公共交通のスムーズ
な連携に重点をおいた，快適な道路環境の整備

●既存の道路ネットワークのさらなる充実を目指し，産業・就業支援や市域の生
活利便の確保，広島市，呉市との都市機能分担支援
●環境負荷の軽減に配慮しながら，自動車交通の円滑な維持と安全性向上
●バス交通や海上交通とのスムーズな連携に重点をおいた道路整備を効率的に推
進
●津久茂架橋などの長期構想は，事業の必要性や効果を明確にし，地域が一体と
なり架橋の必要性をアピールすることができるような環境づくり
●広島市，呉市などとの，より充実した広域的な道路・交通ネットワークの強化
と自動車交通環境の確保

ビジョン
２

公共交通 信頼性，効率性の向上とスムーズな連携に重点を
（海上交通） おいた，海上交通アクセスの充実

●海上交通を本市の誇るべきストックとして，改めてその重要性や有効性を踏ま
えながら，本市の基幹公共交通として，市民生活や交流促進を支えることを重
視した施策を展開
●海上交通のサービス水準の公平性や運航の効率性，広域活動，交流などの観点
から，柔軟かつ正確な運航と，他の交通手段との接続性の向上などによる信頼
性，効率性の高い海上交通サービスの実現
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島内交通環境を支える交通ビジョン

ビジョン
３

公共交通 日常生活におけるバス交通を中心とした地域内連携の
（バス交通） 向上と市民の交通手段の持続的な維持

●市内バス路線の持続的な維持・確保を念頭に，市域内でのサービス水準の公平
性や運行の効率性，相互のスムーズな乗継ぎのできる運行ダイヤの設定と乗継
拠点の充実運行を図るなど，分かりやすく，利用しやすいバス交通の充実
●長期的な視点では，市内バス路線の一元化による効率的な運行体制の実現を見
据え，高齢者をはじめあらゆる人々の行動の変化に対応できる新たな交通手段
の導入も視野に入れ，市民の身近な交通手段としてのバス交通の実現

ビジョン
４

歩行者
環境

だれもが安全・安心で快適な生活を送れる
交通環境の整備

●高齢者等が交通事故の発生などを心配せずに，安全でスムーズな歩行者環境の
充実
●市内の道路を中心に交通安全施設の整備
●多様な参加者による交通安全指導の充実など，歩行者等の安全で快適な通行を
確保するために，計画的な交通安全対策を進め，安全・安心で快適な生活を支
える交通環境の実現

将来のまちづくりを支える交通ビジョン

ビジョン
５

まちづくり 江田島市の自然環境と地域文化を守りはぐくみ，
多様な交流を支える交通施策の推進
支援

（環境保全への支援）
●公共交通の利便性向上を図りながら，企業・市民と行政が一体となって，環境
負荷が小さな交通手段への転換による環境保全・改善を進める環境づくり
（観光資源のネットワーク化への支援）
●観光資源を有する地域をネットワーク化し，周遊観光の定着を図るなど，新し
い発想に立った交通環境づくり
●本市の特性を活用した，海上交通による地域内のネットワーク化について検討
●バスやタクシーなどを中心とした「周遊環境づくり」など，新しい交通として
の可能性も長期的な視点に立ち，積極的に検討
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第６章 交通ビジョン実現に向けた戦略と施策の展開
１

交通ビジョン実現に向けた戦略と施策
先の５つの交通ビジョンに対応し，「江田島市の交通の将来像」実現に向けた戦略

を設定します。
戦略とは，「江田島市交通体系の計画課題」に対応した，交通ビジョンの実現に向
けて取り組むべき施策（内容）とその具体的な展開を示すものです。

江田島市の交通体系の柱
道路

公共交通
（海上交通）

公共交通
（バス交通）

歩行者
環 境

江田島市交通体系の計画課題
計画課題を克服し，これからのまちづくりに応じた

「交通ビジョン」と「戦略」の設定
●「交通ビジョン」とは・・・
「江田島市の交通の将来像」実現に向けて推進すべき
江田島市の交通にかかわる基本的な方針
計画課題と，これからのまちづくりに応じた「交通ビジョン」

●「戦略」とは・・・

江田島市交通体系の計画課題に対応した，ビジョン
の実現に向けて取り組むべき施策（内容）とその具
体的な展開
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交通ビジョン実現に向けた戦略と施策の体系
江田島市の
交通体系の
柱

交通体系の
視点

江田島市交通体系
の計画課題

江田島市の交通ビジョン

道路

交通ビジョン実現に向けた戦略

施 策
施策１ 多様な媒体を活用した交通情報の提供

ビジョン

１

① 道路の利便性・快適性向上
施策２ 道路案内環境の改善・充実

市外広域道路網の

道路

充実と利便性向上

施策３ 円滑な道路環境の維持と安全性向上

既存の道路網のさらなる充実と公共交通の
スムーズな連携に重点をおいた，快適な道

② 交流を促進する市内道路ネットワークの充実
施策４ 港ターミナルへのアクセス環境の改善による時間短縮

路環境の整備

施策５ 周辺自治体と連携した広域・主要幹線道路の充実

③ 国・県・周辺自治体と連携した広域交流環境の充実
広島・呉へのア
クセスと地域間
交流

公共交通
ビジョン
（海上交通）

施策１ 運航情報提供等のサービスの向上と情報の一元化

２

① 海上交通の利便性・快適性向上

海上交通のサービ
海上
交通

施策６ 社会経済情勢の動向を踏まえた
津久茂架橋などの長期構想への取組み

ス水準とアクセス性

信頼性，効率性の向上とスムーズな連携に

の向上

重点をおいた，海上交通アクセスの充実

施策２ 定期券等共通化の検討
施策３ 利用者ニーズを踏まえた柔軟なダイヤ編成の導入
施策４ 港ターミナル機能の強化
施策５ 海上交通とバス交通との結節性の向上

③ 海上交通の効率化に向けた取組み
公共交通
（バス交通）ビジョン

施策１ バス待ち環境や乗換え・乗継環境の改善

３

① 既存バスサービスの充実

バス交通のサービ

バス
交通

ス水準と地域内連
携の向上

施策６ 各航路，フェリー・高速艇の役割も踏まえた効率化の検討
《最重点施策》

日常生活におけるバス交通を中心とした地

施策２ 新たな料金システムの検討
施策３ 利用者ニーズを踏まえた柔軟なダイヤ編成の導入

域内連携の向上と市民の交通手段の持続
的な維持

② 交通空白不便地域の解消

施策４ 新たな交通サービスの検討

③ バス交通の効率化に向けた取組み

施策５ 既存バス路線の効率化の検討《最重点施策》

島内交通環境
施策１ 路上交通安全施設の充実

幹線道路の安全性
道路

や走行環境の向上

歩行者
環境

ビジョン

４

① 生活環境を維持・向上させる道路環境の充実
施策２ 円滑な道路環境の維持と安全性向上（再掲）
施策３ 歩行者環境の改善・充実

歩行者
環境

歩行者の安全性向

だれもが安全・安心で快適な生活を送れる

② 移動しやすい歩行者ネットワークの充実

交通環境の整備

施策４ 港ターミナルやバス停周辺のバリアフリー化

上
③ 交通安全に対する市民意識の高揚
まちづく
り支援

将来のまちづくり支援

ビジョン ５

江田島市の自然環境と地域文化を守りはぐ
くみ，多様な交流を支える交通施策の推進

① マイカー依存型市内交通体系の改善

施策５ 交通ルールの周知・徹底
施策１ 市民，交通事業者と行政の協働による
公共交通利用促進キャンペーンの展開
施策２ 利用促進に向けた多様な連携方策の検討

② 観光交流を支える周遊環境づくり
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施策３ 市内周遊観光に対応する新たな交通ネットワークの検討

施策の展開

② 連携拠点となる港の利便性確保とアクセス改善
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交通ビジョンと戦略に基づく江田島市の交通の将来構想図

凡

「航路の再編」と「バス路線の一元化」は，本市交通体系の計画課
題や上位計画である，江田島市総合計画などを総合的に踏まえると，
本市の交通の将来像を実現する上で特に重要であり，優先的に取り
組む必要があるため，「最重点施策」として位置づけます。

例
広島市

既存の道路網のさらなる充実と公共交通のスムーズな
連携に重点をおいた，快適な道路環境の整備

ビジョン
１

戦略１

道路の利便性・快適性の向上
道路の利便性・快適性の向上

戦略２

交流を促進する市内道路ネットワークの充実
交流を促進する市内道路ネットワークの充実

戦略３

国・県・周辺自治体と連携した広域交流環境の充実
国・県・周辺自治体と連携した広域交流環境の充実

ビジョン
２

信頼性，効率性の向上とスムーズな連携に重点をおいた，
海上交通アクセスの充実

戦略１

海上交通の利便性・快適性向上
海上交通の利便性・快適性向上

戦略２

連携拠点となる港の利便性確保とアクセス改善
連携拠点となる港の利便性確保とアクセス改善

戦略３

海上交通の効率化に向けた取組み
海上交通の効率化に向けた取組み

最

美能

３

既存バスサービスの充実
既存バスサービスの充実

戦略２

交通空白不便地域の解消
交通空白不便地域の解消

戦略３

ビジョン
４

戦略１

バス交通の効率化に向けた取組み
バス交通の効率化に向けた取組み

宮ノ原

交通安全に対する市民意識の高揚
交通安全に対する市民意識の高揚

ビジョン
５

呉市

鷲部

中町
秋月
畑・岡大王

江南・飛渡瀬

鹿川

最

柿浦

小古江

戦略３

小用

中央

高田

生活環境を維持・向上させる道路環境の充実
生活環境を維持・向上させる道路環境の充実
移動しやすい歩行者ネットワークの充実
移動しやすい歩行者ネットワークの充実

重

点

施

深江
大君

市内主要拠点

主なバス停等
マイカー依存型市内交通体系の改善
マイカー依存型市内交通体系の改善

戦略２

観光交流を支える周遊環境づくり
観光交流を支える周遊環境づくり

策

バス路線の一元化
大原

江田島市の自然環境と地域文化を守りはぐくみ，
多様な交流を支える交通施策の推進

戦略１

策

津久茂

だれもが安全・安心で快適な生活を送れる
交通環境の整備

戦略２

施

切串

大須

日常生活におけるバス交通を中心とした地域内連携の
向上と市民の交通手段の持続的な維持

戦略１

点

三高

是長

ビジョン

重

航 路 の 再 編

海上交通ターミナル

広域交流環境
（広島呉道路，国道487号など）

交通空白・不便地域
交通空白・不便地域に
対する新たな交通サービス
注）本構想図は，江田島市全体におけるビジョンの展開を模式的に示したものであり，具体的な路線や場所を特定したものではありません。
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２

戦略と施策の展開方針
施策の実施に当たっては，先の５つの交通ビジョンから導き出された「戦略」と

「施策」に沿って，本計画の目標期間である概ね10年間（平成19年～平成26年）を
見据えながら，実施時期を，短期（19年度～21年度），中期（22年度～24年度），長
期（25年度～26年度）に区分し，段階的に取り組むこととします。
この取り組みの方針は，次のとおりです。

アクションプラン
施策の実施に当たっては，５つの交通ビジョンに沿って，本計画の目標期間で
ある概ね10年間（平成19年～平成26年）を見据えながら，実施時期を，短期（19
年度～21年度），中期（22年度～24年度），長期（25年度～26年度）に区分した，
段階的な取り組み方針

短期（19年度～21年度）：計画策定後概ね３年以内の期間
●この時期には，市民ニーズを踏まえ，主に，協議会の設立をはじめとした
施策の展開を進めるた めの環境整備や情報提 供などのソフト面の支 援 体
制の整備などを中心に施策を展開します。
●短期に展開する施策は，現在継続している施策や新たに着手すべき施策な
ど，その内容も多岐にわたるため，次のとおり分類して取り組むこととし
ます。
※実施（継続）：実施する取組み（継続中のもの）
※実施（新規）：実施する取組み（新規着手するもの）
※実施調整

：計画期間内の実施を目指し調整を行う取組み

※検討

：優先的に検討を行う取組み

中期（22年度～24年度）：計画策定後４年～６年までの期間
●「短期」で展開した施策の評価，見直しを行いながら，実現した施策につ
いても，継続して展開します。
●また，「長期」の施策について，それらを実施する上での諸条件などを明
らかにし，施策展開に向けた具体的な準備を着実に進めます。

長期（25年度～26年度）：計画策定後概ね10年後の期間
●短期・中期施策により実現した成果を踏まえながら，多様な主体との協働
により協議・調整等を行う必要がある施策など，短・中期的な期間では対
応が困難な施策の実現に向けた取組みを展開します。
●また，交通計画の将来像とビジョンが概成する時期として位置づけます。
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ビジョン１（道路）のアクションプラン

アクションプラン
道路

ビジョン

１

施策の展開

計画策定後～３年まで

役割分担

（平成19年度～21年度）

分類

４年～６年まで

７年～８年まで

（平成22年度～24年度）

（平成25年度～26年度）

戦略 ① 道路の利便性・快適性向上
施策１ 多様な媒体を活用した交通情報の提供
①ホームページの充実

②関係機関との連携による情報提供の検
討

インターネットや市内交流施設，
港などでの情報提供環境を整
え，経路案内や所要時間といっ
た道路交通情報のほか，地域
情報等の提供など，円滑で快適
な移動を支援する。

○本市へのアクセスに必要な情報の再整理
○観光ガイドとの一体的な情報提供
行政
交通事業者
市民

（経路，陸上・海上交通での所要時間，運賃等の掲載）

実施
（新規）

○継続

○継続

○継続

○他機関，交通事業者等とのリンク構築
○協働による情報発信体制づくり
（ガイドブックの方向性）

検討

○既存観光マップを機軸とした，ガイドブック
としての充実・作成
○協働による情報発信体制づくり（市内主要
施設での配付及び備え置く体制，内容の充
実・更新体制）

○サイン整備計画策定に向けた実施体制づくり

検討

－

施策２ 道路案内環境の改善・充実
①実施体制づくりと検討

市民のみならず，本市を訪れる
②サイン整備計画の策定
人も含むすべての道路利用者
にとって，分かりやすい道路案
③役割分担に基づく案内標識の改善・充実 内標識の改善・充実を図る。

行政
交通事業者

－

－

－

○サイン整備計画の策定

－

－

○実施

○継続

○国道・県道パトロール対応業務の実施

実施
（継続）

○継続

○継続

○道路維持修繕の実施

実施
（継続）

○継続

○継続

○マイロードシステムの拡充に向けた支援

実施
（継続）

○継続

○継続

○一般国道：４８７号
○主要地方道：高田沖美江田島線外1路線
○一般県道：大君深江線外４路線

実施
（継続）

市民

－

戦略 ② 交流を促進する市内道路ネットワークの充実
施策３ 円滑な道路環境の維持と安全性向上
①危険箇所等，情報共有の体制づくりの
検討（ルール，庁内体制構築等）

市外との広域的な市内幹線道
路の施設の劣化など，修繕に伴
う財政負担の急激な増大の回
②継続的かつ適切な道路維持修繕（随時）
避を念頭におき，市民との協働
③道路維持管理の支援制度など事業化に も視野に入れた適正な道路維
持管理に努める。
向けた取組み

行政
市民

施策４ 港ターミナルへのアクセス環境の改善による時間短縮
市内幹線道路のうち，特に本市
の交通結節点でもある各港を結
①基幹となる一般国道，主要地方道，一般
ぶ主要な路線を対象とした重点
県道の道路ネットワークの形成
的な整備促進により，スムーズ
な接続環境の向上に努める。

行政

○一般国道：４８７号（継続）
○主要地方道：高田沖美江田島線外1路線
（継続）

○一般県道：大君深江線外４路線（継続）

○一般国道：４８７号（継続）
○主要地方道：高田沖美江田島線外1路線
（継続）

○一般県道：大君深江線外４路線（継続）

戦略 ③ 国・県・周辺自治体と連携した広域交流環境の充実
施策５ 周辺自治体と連携した広域・主要幹線道路の充実
①第二音戸大橋（警固屋音戸バイパス）の
整備促進

本市と広島市，呉市及び周辺地
域を結ぶ道路の円滑化に向け
た整備促進や「広島呉道路」の
②国・県・市と周辺自治体の連携による「広
利用促進など，周辺自治体と連
島呉道路」などの利用促進に向けた広報
携した利用促進策を展開する。
活動の展開

行政

○国・県に対し，国道487号等整備促進期成同盟会，全国
半島振興市町村協議会，広島県島嶼会及び広島県中央
地域振興対策協議会での要望活動を行う
○広島呉道路利用促進会議を通じて，中国地方整備局等
関係機関に対し，ＥＴＣ施設の設置及び割引制度の導入
など，通行料金の大幅な引き下げの要望活動を行う

実施
（継続）

○継続

○継続

実施
（継続）

○継続

○継続

施策６ 社会経済情勢の動向を踏まえた津久茂架橋などの長期構想への取組み
①実現に向けた諸検討

広島湾架橋構想，津久茂架橋
実現への対応については，社会
経済情勢の動向などを踏まえな
②社会経済情勢の動向を踏まえた国・県等 がら，国・県等へ引き続き要請
への要請
を行うとともに，具体化への動き
が生じたときの迅速な取り組み
③架橋の必要性を位置づけていくための長 体制について検討する。
期的な取組み

検討

○実現に向けた体制づくり
行政
交通事業者
市民

○全国半島振興市町村協議会，広島県中央地域振興対
策協議会，広島県島嶼会及び県への市主要事業提案活
動を展開する
○体制づくりと併せ検討

20

－

－

実施
（継続）

○継続

○継続

検討

○継続

○継続

21

ビジョン２（海上交通）のアクションプラン

アクションプラン
公共交通
ビジョン
（海上交通）

２

施策の展開

計画策定後～３年まで

役割分担

（平成19年度～21年度）

分類

４年～６年まで

７年～８年まで

（平成22年度～24年度）

（平成25年度～26年度）

戦略 ① 海上交通の利便性・快適性向上
施策１ 運航情報提供等のサービスの向上と情報の一元化
①インターネットなどを活用した情報の一元 だれにでも分かりやすい海上交
化
通に関する情報提供に向けて，
運営主体間の垣根を越えた総
②統一時刻表などの総合案内ツールの検 合的な情報提供の方策を検討
する。
討

行政

実施
（新規）

○継続

○継続

○海上交通，バス交通の集約時刻表の提供

検討

○継続

○継続

○海上交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し検討

検討

○継続

○継続

○既存ホームページの時刻表の改善・充実
※市内発全航路を対象とした時間帯別集約時刻表の提供

交通事業者
市民

施策２ 定期券等共通化の検討
①先行実績の動向分析
（切串－宇品共通定期券）
②社会実験による実施内容の検討
③新たな共通定期券等の実施航路拡大

海上交通事業者の連携のもと，
料金改善の一環として，定期券
等の共通化に向けた取組みを
検討する。

行政
交通事業者

－

－

－

－

○社会実験による実施内容の検討
－

○継続
○新たな共通定期券等の実施航路拡大

施策３ 利用者ニーズを踏まえた柔軟なダイヤ編成の導入
①社会実験による実施内容の検討
②運航ダイヤの拡大・変更等の実施
（条件等整い次第）

海上交通事業者の協力のもと，
利用状況に合わせたダイヤ編
成を行うことにより，利便性の高
い海上交通を目指す。

行政

実施
（継続）

○社会実験運航の検討・実施

交通事業者

－

－

○継続

○継続

○運航ダイヤの拡大・変更等の実施

○運航ダイヤの拡大・変更等の実施

○継続

○継続

○港湾駐車場の適正利用方策の検討

○継続

戦略 ② 連携拠点となる港の利便性確保とアクセス改善
施策４ 港ターミナル機能の強化
①拠点となる港湾の整備促進
②港湾駐車場の適正利用方策の検討
③港湾機能の充実・強化に向けた施策の
拡大（県管理，市管理港湾）

本市の交通結節点，交流拠点と
して，だれにでも快適で利便性
の高い旅客待合所や駐車場の
充実と適正利用に向けて検討
する。

行政

○小用港，中田港などの整備促進

行政

実施
（継続）

市民

－

－

行政

－

－

－

○港湾機能の充実・強化に向けた施策の拡
大

施策５ 海上交通とバス交通との結節性の向上
①海上交通・バス交通事業者合同によるダ 海上交通事業者とバス交通事
業者の協力のもと，海上交通と
イヤ編成体制の構築
バス交通の結節性を高め，乗換
②運航ダイヤの変更等の実施
えしやすい接続環境の確保に
（条件等整い次第）
努める。

行政

実施
（新規）

○継続

○継続

検討

○継続

○継続

○海上交通ビジョン推進協議会（仮称）の設立

実施
（新規）

○継続

○継続

○公共交通施策調整会議（仮称）の設立

実施
（新規）

○継続

○継続

○各港の担う役割を明確にした効率的・効果
的な港づくりの検討

○継続

○航路の合理化・効率化の検討

○継続

○公共交通施策調整会議（仮称）の設立

交通事業者
○運航ダイヤの変更等の実施

戦略 ③ 海上交通の効率化に向けた取組み
施策６ 各航路，フェリー・高速艇の役割も踏まえた効率化の検討（最重点施策）
①海上交通ビジョン推進協議会（仮称）の
設立
②公共交通施策調整会議（仮称）の設立
③各港の担う役割を明確にした効率的・効
果的な港づくり

行政
市民生活や福祉の向上に欠くこ
とのできない本市の航路を，今
後も維持し，さらに，輸送サービ
スを向上させるため，合理的か
つ効率的な運航体制の検討を
行う。

交通事業者
市民

行政
交通事業者

④航路の合理化・効率化の検討

－

－

○航路の合理化・効率化の検討
○航路の再編

22

検討

23

ビジョン３（バス交通）のアクションプラン

公共交通
（バス交通）ビジョン

アクションプラン
３

施策の展開

役割分担

計画策定後～３年まで
（平成19年度～21年度）

分類

４年～６年まで

７年～８年まで

（平成22年度～24年度）

（平成25年度～26年度）

戦略 ① 既存バスサービスの充実
施策１ バス待ち環境や乗換え・乗継環境の改善
①インターネットなどを活用した情報の一元
化（再掲）
行政・交通事業者・市民の協力
のもと，雨，風などをしのげるバ
②統一時刻表などの総合案内ツールの検 ス待ち環境の改善を行うととも
討（再掲）
に，だれにでも分かりやすい運
行情報の提供方策について検
③ベンチ等バス停の「待ち空間」としての快 討する。
適性向上

行政
交通事業者
市民

○既存ホームページの時刻表の改善・充実
※市内発全路線を対象とした市内バス路線の路線図及び
時刻表の提供

実施
（新規）

○継続

○継続

○バス交通，海上交通の集約時刻表の提供

検討

○継続

○継続

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し，協働によ
る快適性向上への取組みを検討
※設置，管理等の共同体制 ※バス停表示の改善 等

検討

○多様な主体による快適性向上への取組み

○継続

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し，その取組
みなどを検討

検討

○継続

○継続

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し，その取組
みなどを検討

検討

○社会実験運行の実施

○継続

－

－

○運行ダイヤの拡大・変更等の実施

○継続

－

－

○社会実験による実施内容の検討

○継続

－

－

○導入効果の分析と，市民や交通事業者と
の合意に基づく，新たな交通サービスの本
格実施

○継続

施策２ 新たな料金システムの検討
①利用促進に寄与する料金システムの検
討

バス交通事業者の連携のもと，
料金の改善や乗継割引の拡充
に向けた取組みを検討する。

行政
交通事業者

施策３ 利用者ニーズを踏まえた柔軟なダイヤ編成の導入
①社会実験による実施内容の検討

②運行ダイヤの拡大・変更等の実施
（条件等整い次第）

バス交通事業者の協力のもと，
利用者ニーズに合わせたダイヤ
編成を行うとともに，海上交通と
の接続も踏まえたダイヤ編成を
検討する。

行政
交通事業者

戦略 ② 交通空白不便地域の解消
施策４ 新たな交通サービスの検討
①社会実験による実施内容の検討

市内において，バスが運行して
いない，又は，バスなどの公共
交通を利用することが不便であ
②導入効果の分析と，市民や交通事業者 る「交通空白不便地域」を解消
との合意に基づく，新たな交通サービスの するため，利便性の高い地域交
本格実施
通の形成に取り組む。

行政
交通事業者
市民

戦略 ③ バス交通の効率化に向けた取組み
施策５ 既存バス路線の効率化の検討（最重点施策）
①バス交通ビジョン推進協議会（仮称）の設
立
通勤・通学手段としてだけでは
なく，通院，買い物などの市民
の日常生活を支える重要な役
③市民の交通の便を確保しながらも，財政 割を担うバス路線を今後も維持
し，サービスの向上を図るため，
負担の軽減に向けた取組み
合理的かつ効率的な運行体制
（運行費補助の適正化）
を検討する。
②公共交通施策調整会議（仮称）の設立
（再掲）

④バス路線の合理化・効率化の検討

行政

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）の設立

実施
（新規）

○継続

○継続

○公共交通施策調整会議（仮称）の設立（再掲）

実施
（新規）

○継続

○継続

検討

○継続

○継続

○バス路線の合理化・効率化の検討

○継続

交通事業者
市民

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し検討
行政
交通事業者

○バス路線の合理化・効率化の検討
○バス路線の一元化

24

実施
（新規）

25

ビジョン４（歩行者環境）のアクションプラン

アクションプラン
歩行者
環境

ビジョン

４

施策の展開

役割分担

計画策定後～３年まで
（平成19年度～21年度）

分類

４年～６年まで

７年～８年まで

（平成22年度～24年度）

（平成25年度～26年度）

戦略 ① 生活環境を維持・向上させる道路環境の充実
施策１ 路上交通安全施設の充実

①ガードレール等安全施設の設置

狭あい道路や通学路など，生活
道路の安全性向上と自動車に
対して交通弱者である歩行者や
公共交通利用者の安全確保に
向けた，交通安全施設の整備・
充実に努める。

実施
（継続）

○継続

○継続

検討

○継続

○継続

○道路維持修繕の実施

実施
（継続）

○継続

○継続

○支援制度など事業化に向けた取組み（住民参加）

実施
（継続）

○道路美化運動・緑化運動等の推進

実施
（継続）

○継続

○継続

○歩道修繕等の実施

実施
（継続）

○継続

○継続

○小用港，中田港などの港湾整備促進

実施
（継続）

○検討

○検討

○小用港，中田港などの港湾整備促進

実施
（継続）

○検討

○検討

行政

○各種交通安全活動の実施

実施
（継続）

○継続

○継続

市民

○地域ワーキングなどを通じた市民参加による交通安全
マップの作成

実施調整

○継続

○継続

行政

○ガードレール等の整備
○カーブミラーの整備

施策２ 円滑な道路環境の維持と安全性向上（再掲）
①危険箇所等，情報共有の体制づくりの検
討（ルール，庁内体制構築等）
市内幹線道路を中心に施設の
劣化など，修繕に伴う財政負担
の急激な増大の回避を念頭に
②継続的かつ適切な道路維持修繕（随時）
おき，市民との協働も視野に入
れた，適正な道路維持管理に努
める。
③道路維持管理の支援制度など事業化に
向けた取組み

○危険箇所等，情報共有の体制・ルールづくりの検討
行政
市民

○継続

○継続

戦略 ② 移動しやすい歩行者ネットワークの充実
施策３ 歩行者環境の改善・充実
①市民との協働による道路美化運動・緑化 だれもが移動しやすく，うるおい
運動等の推進
や安らぎをもたらす交通環境を
目指し，市民にとって最も身近
な交通手段である徒歩や自転
②歩道の段差等の修繕，歩道幅が狭小な
車での移動における良好な環
箇所の改良
境づくりに取り組む。

行政
市民
行政

施策４ 港ターミナルやバス停周辺のバリアフリー化
①港ターミナルやバス停周辺での，総合的
利用者の移動の連続性を確保
なバリアフリー化の促進
するために，現在整備中の港を
はじめ，車両や船舶だけではな
②港ターミナルやバス停周辺での，歩行者 く，バス停周辺での移動におけ
る良好な環境づくりに取り組む。
空間の確保

行政

戦略 ③ 交通安全に対する市民意識の高揚
施策５ 交通ルールの周知・徹底
交通安全に対する市民意識を
高めるために，交通ルールにつ
いて，子どもから高齢者まで
様々な人に，地域と連携しなが
②市民との協働による交通安全マップの作 ら交通安全教育などを実施し，
成
意識高揚に努める。
①地域と連携した交通安全教育の推進

26

27

ビジョン５（まちづくり支援）のアクションプラン

アクションプラン
まちづく
り支援

ビジョン ５

施策の展開

計画策定後～３年まで

役割分担

（平成19年度～21年度）

分類

４年～６年まで

７年～８年まで

（平成22年度～24年度）

（平成25年度～26年度）

戦略 ① マイカー依存型市内交通体系の改善
施策１ 市民，交通事業者と行政の協働による公共交通利用促進キャンペーンの展開

①多様な媒体・主体によるキャンペーンの
展開

環境に配慮した交通を進めるた
めに，市民のみならず行政も含
め，一人ひとりが不要不急の際
には自動車利用を控えるなど，
公共交通へ自発的に転換して
いくことのできる環境づくりを目
指した，交通に対する意識の変
革喚起に向けて取り組む。

行政
交通事業者
市民

○バス交通ビジョン推進協議会（仮称）を設立し検討
○交通事業者の主体的な利用促進策の検討

検討

○協議会などによるキャンペーン展開の具体
案作成
○継続
○キャンペーンの展開
（展開可能なものから）

施策２ 利用促進に向けた多様な連携方策の検討
①主要施設と交通事業者による連携メ
ニューの検討

②観光施設との連携メニューの検討

公共交通の利便性向上に加え，
マイカー利用に対する公共交通
の「不便さ」のイメージを払拭す
るための対応方策を検討する。

行政

－

－

○主要施設と交通事業者による連携メ
ニューの検討

○継続

－

－

○観光施設との連携メニューの検討

○継続

交通事業者

戦略 ② 観光交流を支える周遊環境づくり
施策３ 市内周遊観光に対応する新たな交通ネットワークの検討
①魅力ある観光ルートの形成

②観光によるまちづくりと連動したソフト施
策の検討

③観光ルートと連動した交通ネットワークの
検討

本市の特性を活かした，海上交
通やバス交通，タクシーによる
地域内のネットワーク化など，
観光交流を支える「周遊環境づ
くり」について検討する。

行政

○地域住民と協働で交流・定住につながる観光資源
を発掘するための，ワーキングを開催

実施調整

○継続

○継続

○観光ルートの形成と併せ施策を展開

実施調整

○継続

○継続

○観光ルートと連動した交通ネットワークの
検討

○継続

交通事業者
市民

－

－
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第７章 交通計画の実現に向けて
１

行政・交通事業者・市民の役割分担
本市の交通ビジョン及び戦略の実現には，交通施策に関係する「行政」，「交通事

業者」，「市民」がそれぞれの役割を適切に果たすために，相互に連携を図り，協働
しながら施策の実施に取り組んでいくことが重要です。
そこで，「行政」，「交通事業者」，「市民」それぞれの役割を明確にし，相互の役割
分担が必要です。

●行

政

本計画の示す交通ビジョン及び戦略に基づくほか，引き続き現状や市民のニー
ズを注視しながら，施策を展開していくものとします。
また，国・県・市との連携により実施すべき施策については，相互に連携をと
りながら行うこととします。
公共交通（海上交通・バス交通）の存廃や統合・効率化など諸問題の検討や第
三セクター事業の運営及び再生に当たっての活性化策などの展開については，基
本的に市が主体となり取り組むものとし，国や県には，それに対して支援してい
ただく必要があります。

●交通事業者
「本市における海上交通及びバス交通は公共性の高い資源である」という認識
のもと，今後もこれらを運行していくための経営の改善に努めるとともに，利用
者ニーズに応じたサービス提供や利便性の向上を図りながら，現状における需要
の確保と潜在的な需要の掘り起こしに取り組むものとします。
また，高齢者，障害者の利用に配慮したバリアフリー化や地球環境への負荷軽
減に向けた低公害車の導入などにも取り組むものとします。

●市

民

施策の推進に当たっては，行政や交通事業者とともに，市民も主体的役割を担
っていくことが必要となります。交通事業者の努力と行政の支援だけでは，本市
の交通の将来像を支えるには限界があります。市民一人ひとりが，本市の「既存
交通資源はまちの財産である」ことを認識し，行政や交通事業者に対して，施策
の提言や市民ニーズの発信を適宜行うとともに，自らが積極的に地域交通の抱え
る問題の解決に向けて取り組むこととします。
また，個人の行動においては目的に応じて，車と公共交通を使い分けるなど，
公共交通の利用促進に努めることとします。
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交通計画の推進に向けた行政・交通事業者・市民の役割分担の概念

・現状や市民のニーズを注視した，施策の展開・支援
・相互連携による施策展開

○国
（相互に連携）

○広島県
（相互に連携）

・利用者ニーズに応じたサービスの提供
・経営の改善，潜在需要の開拓努力

・行政や交通事業者とともに主体的に取組む
・ニーズの発信と自己の取組み（利用促進）
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２

施策の推進体制
本計画を多様な主体との協働により，協議・調整等を行いながら，交通に係る施

策を着実に推進するためには，従来のように各施策を単独の主体が取り組む形から，
交通に係る施策については，主体を超えて連携するための推進体制が必要となりま
す。
また，推進体制の確立後は，事業を効果的かつ効率的に実施するための手順が必
要であると考えます。

●体

制

今後，本計画に基づく施策とアクションプランを展開するためには，関係者に
よる連携・協働体制が確立されるように，「協働の場（ビジョン推進協議会）」な
どの設置や市民ニーズを把握するための「地域ワーキング」などを開催し，地域
交通の現状や課題に対する情報の共有を図りながら取り組むこととします。

●手

順

事業を効果的かつ効率的に実施するためには，市民に対する情報提供や効果に
関する分析を行いながら，問題を踏まえた上で，本格導入へと進めます。

多様な主体との協働による施策の推進体制（例）
手順

体制
【海上交通】交通問題懇話会

海上交通ビジョン推進協議会（仮称）
交通事業者

市民の参加による
意見交換や提案
市民

市民

主 要 課題

●利用者ニーズを踏まえた柔軟なダイヤ編成の導入
※早朝・深夜便／航路間調整
●各航路，フェリー・高速艇の役割も踏まえた効率化の検討
※航路の合理化・効率化の検討

行政

→マーケティング（採算性）の視点を踏まえた
手法，ダイヤ，ルートなど検討
※アンケート等実施

②社会実験の実施
●実施方法の検討

●海上交通とバス交通との結節性の向上
※海上交通・バス事業者による合同ダイヤ編成
※その他調整・連携すべき事項の実施

●詳細な現状の把握・実現可能性の検討

交通事業者

公共交通施策調整会議（仮称）
主要
課題

①具体的な施策手法等の検討段階

実施

→実施内容の検討。十分な期間設定。
●社会実験に関する情報の提供
→導入意義・効果を周知。積極的なPR

バス交通ビジョン推進協議会（仮称）
行政

交通事業者

③本格実施に向けての検討

市民

主 要 課題

●新たな交通サービスの提供への取組み
※コミュニティバスなど新しい運行形態の検討
●既存バス路線の効率化の検討
※複数路線の効率的運行形態の検討

【バス交通】バス交通に関する勉強会

市
庁内調整会議
国，県との調整

施策の本格実施
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●実験結果の検証
→実施前後での比較。フィードバック。
●他の施策との組み合わせ等検討
→他の施策との組み合せなど相乗的な効果が
期待できる手法等の検討
実施後も適宜モニタリング

フィードバック

行政

ワーキング

３

施策の進捗管理と評価の考え方
●施策の進捗管理と評価（ＰＤＣＡサイクルの活用）
本計画を着実に実行するため，毎年度事業進行の把握を行い，施策の進捗状況
や導入効果，目標達成度などを確認するとともに，必要に応じて施策の見直しを
行いながら，順次内容の更新を行うこととします。

●目標達成度の評価
目標達成度については，各アクションプランをもとに，短期，中期，長期ごと
に評価していきます。評価に当たり，指標を定量的に示すことができるものにつ
いては可能な限り数値化します。数値化による評価が難しいものについては，江
田島市総合計画との整合を図りながら，目標達成度の評価を行うこととします。

●成果の公表
目標達成度の評価については，広報紙やホームページなどを活用して，広く公
表していきます。

継続的取組み，改善

PLAN
交通
計画
●基本理念，将来像
●交通ビジョン
●各ビジョンの「戦略」と「施策」
●アクションプラン

ACTION

DO

●推進体制の確立（各ビジョン推進協議）
●社会実験の継続
●事業化，ルールづくりの検討
●各施策の実施

●施策や取組みの見直し

施策の進捗管理
と評価

CHECK

協働

協働

●交通実態や市民意識調査（満足度）
などの実施と収集・分析
●パブリックコメント

協働
連携

連携

連携

施策の進捗管理と評価の概念
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