
第３回 鳥取県中部地域公共交通協議会について（報告） 

 
１．日 時  平成２２年１２月１０日（金） １５時００分から１６時４５分 
２．場 所  倉吉市役所 大会議室(本庁舎３階) 
３．出席者 【委員】１３名（別紙のとおり） 
     【事務局】倉吉市総合政策室 森室長、向井企画員、木藤主任 
     【委託業者】（株）バイタルリード 森山代表取締役、石飛課長 

 
４．内 容  ①総合連携計画調査実施結果について内容が確認されました。 
       ②中部地域における問題点の抽出・課題整理する要素が確認されました。 

③中部地域における公共交通の基本方針が確認されました。 

５．資 料  別紙のとおり 
６．協議内容 以下のとおり 
７．特記事項 ①アンケート結果及び実態の調査結果を計画にいかす段階で分析し、評価をおこなうこと

とした。 
       ②課題の順番を住民目線で整理しなおすこととした。 
       ③基本方針の整理及び評価指標の再検討をすることとした。 

④修正案をそれぞれに送ることとした。 

 
１ 開  会 
（事務局） 

みなさん、こんにちは。定刻の時間になりました。副会長の加藤先生は少し遅れるという連絡がありま

したので、これから会議を開催させていただきます。はじめに、前回、４月の第２回協議会からの委員の

交代がありますので、報告させていただきます。国土交通省倉吉河川国道事務所の山田委員が山内委員に、

湯梨浜町の中本委員が路線バス利用者協議会会長の仙賀委員に、琴浦町の岩船委員が琴浦町地域公共交通

会議会長の江原委員に、中部地区高等学校 PTA 連合会の寺方委員が松本委員に交代されましたことを報告

させていただきます。 
 

２ 会長あいさつ（市長） 

（事務局） 

それでは日程２に移ります。本協議会の会長であります石田協議会長がごあいさつ申し上げます。 

 

（会長あいさつ） 

あらためまして、みなさんこんにちは。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございまし

た。前回、この回を開いてからずいぶん時間が経ちます。事務的には幹事会等を開催させていただいてお

りますので、結果等ある程度はご承知いただいていると思います。公共交通の問題は、今でも本当に大変

な、重要な課題なんですけれども、これから特に高齢化が進む中で、買い物難民といわれるような方をど

うやって対応していくのかという問題、あるいは、これからの交流人口を増やしていく中で、観光などに

も資するような公共交通体系のあり方、本当にいろんな課題がある中で、やはり、公共的な足の確保とい

うのがないと、充分な利便性が確保できないということではないかと思っております。 
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都市構造も、年を経るにしたがって変わってきます。その変化に必ずしも充分に対応できていないとい

う面もあるんだろうと思います。本当にたくさんの課題がございます。倉吉も今、市議会の開催中であり

ます。昨日まで３日間の一般質問という質問戦をやらせていただきましたが、その中でも、公共交通の問

題が何人かのみなさんに取り上げていただきました。やはり非常に大きな危機感を持って、逆にいうと、

この会議、この計画づくりに大きな期待が寄せられているという現状もあります。利便性を同確保するの

か、あるいは、コストといいますか、運賃の問題をどういうふうにするのか、やはりそのへんを、利便性

の問題と費用の問題、コストの問題を解決しないとなかなか利用が増えない、そういう事態にあるのでは

ないかという気がしております。空気を運ぶよりは、人を運んだほうが良いということであります。どう

せ赤字が出るなら、できるだけ多くの人に利用していただく、結果的にそれが、費用のコストの削減、補

助金の削減につながってくると思います。ぜひ、そういう意味で、この協議会を通じて、この計画づくり

を通じて、この中部の交通のこれからの展望をきちっと整理をしていただければと思っているところでご

ざいます。 

なかなかに難しい課題でありますけれども、知恵を出して、いい案を作っていきたいと思いますので、

皆様方のご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。今日は、お手元に書いておりますように、

今までの調査結果等をふまえて、これからの基本方針について議論していきたいと思いますので、ご協力

いただきますようお願い申し上げます。忌憚のない意見を賜りますようお願いを申し上げましてごあいさ

つとさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 

 

（事務局） 

そういたしますと、本日の委員出席については、お手元に配布しておりますレジュメ２枚目の出席者名

簿のとおりであります。出席が１３名、欠席が６名、欠席のうち、委任状提出が３名、承諾書提出が３名

であります。鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱第５条第３項の規定によります開催要件の過半数を

満たしておりますので、ご報告させていただきます。それでは日程３の報告事項に移りますが、協議会設

置要綱の第５条第４項の規定により、ここからは会長により議事を進めていただきます。それでは会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

３ 報告事項について 

（石田会長） 

はいそれでは、私のほうで、議事進行をさせていただきますので、よろしくお願いします。それでは、

報告事項、協議経過について、事務局のほうで説明をお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、これまでの経過につきましてご報告させていただきたいと思います。次第の３ページ目をご

覧いただきたいと思います。これまでの協議経過というものを一覧表にさせていただいております。３月

１日に第１回目の協議会を開催し、協議会の立ち上げをおこなっております。ここから先ほどありました

４月に第２回目の協議会を開催して、計画策定に係ります調査業務の発注関係をご協議いただいておりま

す。その後、それを受けまして、５月にプロポーザル方式による業務の発注ということをおこないまして、

７月に契約をやっております。そして、その業務内容としまして、アンケート調査等をおこなうために、

いろいろと動きをしておりまして、住民アンケート、バス利用アンケート、バスの利用者の方に対するヒ

アリング、あるいは、病院や学校施設等のアンケートも行っております。このあと、その内容について説

明させていただきたいと思います。協議会の合間合間に、幹事会を実施しておりまして、必要な調整、検
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討を協議してきたところでございます。１２月１日に第５回目の幹事会を開きまして、本日協議していた

だきます提出案を調整して参ったところでございます。その他に、下の欄の表になりますけども、その他

の会議等ということで、各市町の調整会議、業者さんも入っていただいての調整会議をおこなって調整を

続けてきております。第３回までおこなっております。以上がこれまでの経過の報告とさせていただきま

す。 

 

（石田会長） 

何かご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

  （質疑・応答） 

   特になし 

 

３ 協議事項について 

（１）総合連携計画調査実施結果について 

（石田会長） 

それでは協議の方に入らせていただきたいと思います。それでは協議の（１）総合連携計画調査実施結

果について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 お手元のほうと、事前に送らせていただいております、鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（素案）

という資料をご覧いただきたいと思います。まず 初に、お手元のほうに資料の１枚もの、２２ページと

書いておりますが、１－２－４生活交通施策の概要という１枚ものをお配りしております。この分は、資

料の２２ページと差し替えをお願いします。 

それでは、内容についてご説明させていただきます。この資料につきましては、まず資料の形態としま

しては、連携計画の本体、計画書のイメージで作成をしておるものでございます。その内、本日は、本地

域に係ります、公共交通の実態調査の結果、それと、問題点の抽出と課題の整理、今後の交通体系の基本

方針という流れで資料を作らせていただいております。資料の表紙をはぐっていただいたところに目次と

いうことで、この連携計画の計画書の形態というところで掲載させていただいております。序章からはじ

まりまして、第１章として、中部地域の現況と課題、第２章としまして計画の基本方針、３章としまして、

計画の位置づける事業という流れを計画に盛り込むというものでございます。 

まず 初に総合連携計画の調査、実施結果ということで、資料の１ページから記載をさせていただいて

おります。序章といたしましては、本地域の背景とこの計画の目的ということで記載させていただいてお

ります。中部地域につきましては、企業、学校、病院、商業施設が集中している倉吉市を中心として、一

つの生活圏が形成されているということで、その圏域の公共交通は鉄道と路線バスで構成されていて、そ

れが広域路線や一般の路線とつながりを持って通勤、通学、通院、住民生活に密接した公共交通の手段と

なっているということで、これに沿った移動実態に即した、利便性があって効率的な公共交通ネットワー

クをつくるということで、この計画をつくるということを記載しております。 

２ページ以降につきましては、圏域の概況、位置、地勢ですとか、３ページには、公共交通の利用と密

接な関係のある項目としての人口、高齢化の状況を載せております。圏域としましては、昭和６０年から

平成１７年にかけまして約１万人の減少がある中で、この状況を図表としております。あと下の図面につ

きましては、人口の分布状況を赤丸で示しております。４ページには、高齢化の状況ということでござい
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まして、下のグラフにおきましては、昭和６０年から高齢化の状況が各市町でみられているというものを

示しております。 

５ページのほうにつきましては、その高齢化ということで、公共交通を利用するということが見込まれ

る方々、高齢者の方、高校に通われる方、それと６５歳以上の女性が免許の保有率が低いであろうという

ことで、想定ではありますけども、その分布を載せております。それと６ページのほうには、交通の目的

となる拠点がどういうところにあるかということで、主要な施設を図面に載せております。機能の集積と

いうことで、市役所や役場関係、公共施設の関係、商業施設、教育、学校等の教育関係、医療の関係を図

面に落としたものを載せております。駅というものは交通の結節点ということもありますので、集中して

その近辺にありまして、ピンクの破線の丸で囲ってあるところが集中しているところと見て取れると思い

ます。７ページにつきましては、行き先の部分で観光というところに絞ったところを図面に載せておりま

す。各市町の観光の拠点となるものをピックアップして図面に落としております。グラフにつきましては、

観光の入り込み数といいますか、お客さんの数の推移をグラフにして表してあるものであります。全体的

には減少傾向にあることが見て取れます。観光の目的に到達するために、公共交通の利用がどうなのかと

いうことも一つ気になる点でございまして、８ページには、大体自家用車で観光に来ておられるのであり

ますけども、その中でも、ここにあげておりますのは、駅から三徳山への路線というものをピックアップ

してあげております。色の黄色、青、緑等につきましては、凡例であげてありますとおり、通勤、通学と

いうような形での利用というものを聞き取っておりますが、グレーの部分の中に、観光客とみられるとい

う方々が利用されているということがわかってきております。圏域の人口の分布ですとか、施設の状況、

そういったものを説明させていただいたところでございます。次は、９ページ以降ですが、公共交通のこ

の現況や、ニーズの調査というものを先ほど経過の中でも説明させていただきましたけども、そちらの詳

細につきまして、委託業者でありますバイタルリードのほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 

（バイタルリード） 

それでは失礼いたします。バイタルリードと申します。よろしくお願いいたします。座って説明させて

いただきます。９ページからは既存の資料をもとにした現況の整理ということで書き上げておりますけれ

ども、もう一冊お手元に少し厚い、各種調査結果資料というものがあろうかと思いますけれども、アンケ

ート調査ですとか、細かい内容については、こちらに掲載をしておりますけれども、その内容を抜粋する

形で本文のほうに載せております。それでは本文に基づきまして簡単に説明させていただきたいと思いま

す。 

初に、中部地域における公共交通の現況ということで、まず、鉄道の状況でありますけれども、今の

山陰本線につきましては、米子方面に１日 33 本、鳥取方面に 40 本運行されていると。圏域内に８つの駅

があり、１日 4,230 人の乗車があるという状況になっています。この 4,230 人の内の５割強が倉吉駅での

乗車という状況になっております。ここ数年間、５年間のＪＲの利用者数の推移でありますけれども９ペ

ージの右下にありますように、ほぼ横ばいで推移しているという状況にあります。続きまして、路線バス

の状況であります。この地図にございますように、こういう形で今、路線が延びております。この緑色と

赤色、この部分が４条運行のバス路線でありまして、琴浦町さんにつきましては、市町村運営有償運送で

ある 79 条で琴浦町営バスが運行されているという状況であります。これらの路線の特徴といたしまして、

倉吉の中心部に延びている広域路線が中心となっております。西側から来る路線はすべて倉吉駅まで、東

側から来る路線はすべて西倉吉まで行っておりますので、ちょうど倉吉駅と西倉吉の間が、非常に路線が

重複しているということで、１日上り下りあわせて305本が運行されているという状況になっております。

その状況がよくわかりますのが、次の11ページでありますけれども、１日あたりの運行回数ということで、
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太さで表現しておりますけれども、倉吉駅から西倉吉までが異常に太い状況になっております。続きまし

て、12 ページですけれども、バス停までの距離ということで、各集落の中心部から 寄バス停までの距離

を色で表現したのが12ページの図であります。黒い線はバスの路線になっております。こうしてみますと、

寄バス停から２キロ以上離れているところが赤い四角になっておりますけれども、山間部を中心にバス

を利用しずらい、そういった集落がいくつか点在しているのがわかります。これをさらに詳しくしました

ものが、その次のページの横型の地図でありますけれども、この青い点ですけれども、青い点、赤い点、

黄色い点が 50ｍ四方に何名住んでいらっしゃるかという人口の規模を表しております。緑色の丸がバス停

から半径 400 メートルの円であります。基本的にバス停から 400 メートル以上離れると急速に利用率が下

がるという資料に基づきまして、バス停から半径 400 メートルの円を引いております。どういうことかと

いいますと、円の中に収まっている人口の人たちは、バスを比較的利用しやすいと、円の外にいる人たち

がバスを利用しにくい、交通不便地域であることを示す図であります。左の下に表をつけておりますけれ

ども、圏域全体で、総人口 11 万 1,280 人のうち、400 メートル圏域以内に住んでいらっしゃる方が、８万

5,948 人ということで、カバー率は 77.2％ということとなっております。続きまして、14 ページ。バスの

利用状況であります。上の表が、４条路線バスの年間の利用者数の推移。青い方が琴浦バスの利用者の推

移であります。やはり少し減少の傾向で推移していることがわかります。下のところに帯グラフがありま

すけれども、系統ごとの年間輸送人数ということで、輸送人数が多い順から、上から順に並んでいます。

こうして見ますと、北条線、関金線、橋津線、市内線、それから赤碕線、三朝線といったところが、利用

者数が多い路線ということになっております。 

続きまして、15 ページ 16 ページが、平成 21 年度の年間の利用者数ということで、左の方に路線名と系

統が書いてございまして、表の一番右側に年間の輸送人数ということで実績の数が示されております。こ

れを見ましても、多いのは市内線、関金線、橋津線、赤碕線、そういったところが比較的多いという状況

になっております。琴浦町内線についてはすべての系統あわせて 11 万 3,489 名の利用が 21 年度にあった

という状況になっております。 

続きまして、17 ページからは収支の状況であります。これも先ほどと同じような、系統ごとに分けてお

りまして、系統ごとの経常収益、経常費用、欠損額、収支比率等を掲載させていただいております。４条

路線は、圏域の平均の収支比率が 50.2％という状況になっております。経常欠損額が２億 2,956 万５千円

という状況になっております。琴浦バスにつきましては、経常欠損額が３千 900 万程度、収支比率が 21％

という状況になっております。18 ページの下の表でありますけれども、路線バスの収支比率の推移という

ことで、このような状況で推移をしております。右側の市町村の負担金は年々上昇傾向にあるという状況

にあります。 

続きまして、19 ページですけれども、バス以外のその他の公共交通ということで、一番目に、北栄町さ

んで運行されております、乗り合いタクシーを掲載しております。以前は、普通のバスで運行されており

ましたけれども、これをタクシー車両に代えて、定時、定路線で、デマンド方式による運行されていると。

結果的に費用削減が約４分の１から５分の１ぐらいに削減されたと、非常に効果があったと聞いておりま

す。その利用状況が下の方に表にあるとおりであります。 

20 ページでありますけれども、過疎地有償運送ということで、高城地区のほうでＮＰＯ法人のほうで過

疎地有償運送をされているということで、四角の中に概要を載せさせていただいております。高城線の帰

りのバスに対してバス停から自宅まで往復するというサービスをしていただいているという状況でありま

す。 

続きまして、21 ページですけれども、タクシーということで、タクシー会社が図のように、これは営業

所は入っておりませんが、本社ということで、タクシー事業者が７社あるという状況であります。下のス
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クールバスのところでありますけれども、圏域内では、北栄町さんと湯梨浜町さんでスクールバスを運行

されているということで、この地図にあるようなルートをそれぞれ運行されているという状況であります。 

先ほど差し替えのありました 22 ページのものですけれども、これが圏域でいわゆる移動のためにお金を

いくら使っているのかというものをざっくりと把握するという意味で、バスに対する補助プラス、その他

の様々な補助を全部合計をして、どのくらい年間輸送についてお金がかかっているのかを確認する意味で

作った表でありますけれども、結果としまして、年間、圏域として２億円程度が移動、輸送に関して使わ

れているという状況にあります。 

続きまして、23 ページからは、具体的な調査をいたしましたアンケート、ヒアリングの結果を載せてお

ります。アンケートにつきましては、住民の方へのアンケート、それから、バスを利用されている方への

アンケート、それから、高校生のアンケート、この３つを行いました。23 ページからは、住民アンケート

の調査結果であります。住民アンケートにつきましては、圏域の全集落の中から、この圏域の中、まんべ

んなく行き渡るように、あらかじめ抽出した集落に対して、その集落の全世帯に自治会を経由しまして配

らせていただきまして、郵送で回収をいたしました。4,922 枚配布いたしまして、1,312 枚回収できました。

回収率は 26.7％でありました。24 ページからはその結果でありますけれども、だいたい回答者の内訳が一

番上の段。46％が倉吉市。あとこのような割合で回答者があります。性別としては、ほぼ半々程度、また

このアンケート調査につきましては、高齢者等なるべく、普段バスが必要な方にご記入をお願いしますと

いうお願いをした関係で、回答者の年齢は高くなっております。７割が 60 歳以上という回答者の割合にな

っております。 

続きまして、25 ページの方に移りまして、普段移動する際にどういう交通手段を利用されているのかを

聞いたグラフがこれであります。上のグラフでありますけれども、やはり一番多いのが自分で運転する車、

それから自家用車での送迎、合わせてほぼ７割方が自家用車での移動ということになります。その後、こ

こに緑色と紺色とオレンジ色の部分がバスの利用であります。それぞれ、日本交通さん、日の丸自動車さ

ん、琴浦町営バス、合わすと全部で 12.1％がバス利用ということになります。ですから、自家用車に次い

でバスの利用が多いと、その後、徒歩、自転車という状況になっております。バスを利用される方に月何

回程度利用されますか、と聞いたところ、ピンクのところが一番多くて、だいたい月に１回から４回とい

う回答が一番多い状況です。ということは、ひと月は４週間ありますので、多くても週 1 回のバス利用と

いう割合が全体の中では大きくなっているという状況が見て取れます。 

26 ページにまいりまして、バス等で改善すべき点はどういう点でしょうかという質問に対しまして、全

体では、料金を安くというのと、運行本数を増やすという回答が も高くなっておりますが、これを各地

域別に見ますと、琴浦町さんでは、100 円バスが運行されていますので、料金を安くというところは非常に

低くなっておりまして、逆にバスとＪＲの乗り継ぎを改善してほしいという要望が非常に強くなっている

いるという特徴があります。また、北栄町さんの場合は、料金を安くする、運行本数を増やすに加えて、

バス停を自宅近くにといった回答が他に比べて多いという特徴があります。また、三朝町さんにおきまし

ては、料金を安くするということが突出しているということが他と比べて特徴的な点であります。 

続きまして、27 ページに入らせていただきます。これまでバスを利用しないと回答された方に、バスの

サービスが改善された場合には利用されますかということに対して、ほぼ半数の人が、サービスが改善さ

れれば利用してもいいという回答がなされております。28 ページ、これが現行のバス運行に対する満足度

ということで、左側の赤が満足、オレンジがやや満足、右側の明るいブルーがやや不満、濃いブルーが不

満足ということで、全体的にみますと、運行本数、料金、それから、 終便の時間、ＪＲとの乗り換え、

こういったところに不満という割合が高くなっております。これを 29 ページのところで、各地域別に見ま

すと、レーダーのグラフにしておりますけれども、その下に表がついてございます。このマイナスになれ
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ばなるほど、不満足度が高いというグラフであります。地域によっては、赤が多いところもありますし、

それぞれ、例えば琴浦町さんなどは、料金などは 100 円バスですので、非常に満足度が高いというふうな

ところが特徴的に現れております。 

続きまして、30 ページの方で、普段どういうところに買い物にいかれるかというところを聞いたものが

30 ページの図であります。上の黄色の方、これが今、現状よく利用する買い物先ということで、いろいろ

何々店、何々店とありますけれども、煩雑になりますので、総称でやっておりますけれども、こうゆうふ

うな結果になっております。下の赤い帯のところでありますけれども、バスを運行してほしいと希望する

ところはどこですかと聞いたものであります。そうしますと、現状のパーセントよりも希望のパーセント

の方が高いところを見てみますと、例えば、いないですとか、ラ・ムーですとか、ユニクロ倉吉店とか、

しまむらとか、そういったところが、バスを運行してほしいという要望の比率が高いと。これらは、主に

倉吉駅の北部に集中しておりますので、こういったところへのバスのアクセスというものも今後考えてい

く必要があるのかなと思っております。 

続きまして 31 ページ。医療機関で、現在利用している医療機関と、バスを運行して欲しい医療機関を同

じように比較しております。やはり厚生病院が一番多くて、次いで、野島病院、三朝温泉病院等々続いて

おります。バスを運行してほしいという要望が強いのが、先ほどの３つも強いんですけども、清水病院、

藤井政雄記念病院、垣田病院、吉水医院、信生病院、こういったところが比較的目立っているという状況

にあります。 

続きまして 32 ページからはバスの利用者の方にバス停でアンケートを手渡しでお配りして、郵送で回収

をするという方法で、344 枚配布しまして、89 枚返ってまいりました。回収率が 25.9％であります。33 ペ

ージに回答者の属性が載っておりますけれども、住所の割合としては倉吉が半分近くを占めております。

性別の割合を見てみますと、女性の方が多くなっております。免許を持たない、個人の車がない、そうい

った方が多く回答者に含まれております。34 ページで本日の外出の目的は何ですかという質問に対しまし

て、緑色の通院というところが一番割合が高くなっております。目的が通院ですから、目的地は医療機関

が も多いという状況になっております。 

35 ページのほうにいきますと、本日の移動について、どういう交通手段で移動されましたかということ

を行きと帰りで聞いております。ほとんど行きも帰りも同じような結果になっておりますけれども、その

中で、バスを利用する割合は非常に高いということであります。35 ページの下のグラフですけれども、ひ

と月に何回利用しますかというので、先ほどの住民アンケートでは１回から４回が多かったのですが、バ

スを利用されてる方は５回から９回、または、10 回から 14 回、または、20 回以上といった方が大勢いら

っしゃいます。したがって、実際に利用されている方は、日常的にバスを使っていらっしゃるということ

がわかると思います。 

36 ページから、先ほどと同じように、バスに対する満足度を聞いております。これを見ますと、運行本

数、 終便の時間、それから乗り換えに関して不満の割合が高いという状況になっております。 

37 ページでバス等の改善すべき点ということで、一番多かったのが、運行本数を増やすと、２番目がＪ

Ｒの乗り継ぎを改善するということが２番目にきております。以下、料金を安くする、等々が続いており

ます。下のところで、バス路線を維持するための考え方ということで、非常にバス路線は今、苦戦をして

いると、今後も維持していくためにはどういう点が必要だと思うかとういことを選択していただいたとこ

ろ、バス利用者の方は、利用者を増やすことでこのバス路線の維持をしていってほしいという考えが一番

多いという状況になっております。以下、行政負担を増やす、予約制の乗合タクシーの導入が続いており

ます。 

それから 38 ページからは高校生のアンケートであります。これは倉吉市内及び圏域内にあります高校の
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２年生を対象にアンケートをさせていただきました。また、この１市４町の圏域から周辺の高校に通われ

ている方もおられますので、その周辺の高校でこの圏域から通っている２年生を対象にアンケートをしま

した。回収率が 71.4％でありました。39 ページからその具体的な内容ですけれども、回答者の属性はご覧

のとおりであります。生徒の帰宅時間、ほとんど８割以上が部活をしているということで、19 時、20 時が

生徒たちの帰宅時間が一番多くなっております。したがってこの辺がバス路線のダイヤとの若干のミスマ

ッチがあるのかなということが考えられます。 

40 ページで、通学に利用する交通手段を聞いたところ、全体では徒歩、自転車が も多く、ついで、自

家用者で送迎が２番目にきております。それからバス、ＪＲという順になっております。１ヶ月のバスの

利用頻度ということで、それぞれのバスごとに見てみますと、だいたい１回から４回が半数程度でありま

すけれども、20 回以上という割合も一定割合ありまして、日常的にバスで通学している方も見受けれられ

ます。 

41 ページにまいりまして、高校生にとってのバスの改善すべき点ということで、運行本数を増やすとい

うことと、運賃を安くするということが圧倒的に多いということであります。ＪＲにつきましても、１ヶ

月の利用状況を聞きましたら、９割が 20 回以上ということで、ＪＲは毎日の通学手段になっていることが

わかります。 

42 ページから保護者の方に質問した回答であります。保護者の方に通学において送迎されることがあり

ますがということを聞いております。その回数を聞いたのが42ページの上のグラフであります。全体では、

１回から４回までが４割弱、20 回以上が３割あります。各地域ごとにみますと、琴浦町と三朝町さんで日

常的な家族送迎の割合が多いという状況が見て取れます。どういう理由で送迎されますかというところで、

一番左の青い 35％が悪天候、黄色が病気や怪我など、この二つが突発的な理由ということで、それから右

の部分につきましては、それぞれ公共交通機関がないとか、支出が少なくて済むとか、そういう理由が半々

という状況になっております。 

 続きまして、43 ページからは、ヒアリング調査の結果であります。43 ページ、ヒアリングをバス利用の

主な目的地が一般の方にとっては通院と買い物ということで、商業施設と医療機関を対象にヒアリングを

させていただきました。その結果をコンパクトにまとめたものが四角の中に表現されておりますけれども、

商業施設については、高齢者はだいたい午前中に、通院帰りの利用が多いと。だいたい買い物時間は 10 分

から 20 分程度。食料品や惣菜等の軽いものを買われることが多いと。バス利用は５％から 10％程度である

という高齢者の商業施設の利用の形態が見えてまいりました。それから、２番目の医療機関につきまして

は、自家用車送迎が中心ということで、高齢者の場合は、朝、家族の通勤時に病院に送っていただて、帰

りをバスなり、そのほかの交通手段で帰られるということで、バスの利用者の割合は５％から 10％。ただ、

往復バスというよりは、片道をバスという使われ方が多いということであります。来院時間帯としては、

午前中に来られて、お昼前にくらいに帰られるという状況があります。病院への滞在時間は 30 分から２時

間程度。外来の多い日が月曜日と金曜日という状況です。 

続きまして、44 ページですけれども、路線バスの乗降調査ということで、圏域内を走っているすべての

バス路線に乗って調査をいたしました。これにつきましては、別冊の資料の 72 ページ以降に細かく掲載し

ておりますので、これはまた細かい計画づくりの際に活用していきたいと考えておりますので、ここでは

割愛させていただきたいと思います。 

続きまして 45 ページ 46 ページに上位計画ということで、それぞれこの公共交通を考える上での上位計

画の中にある関連項目をピックアップさせていただいております。北栄町さんが現在、ちょうど策定中の

時期であるということで空白になっておりますけれども、 終的には、ここに掲載させていただきたいと

思います。ここまでが現状の調査ということで終わらせていただきたいと思います。 
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（石田会長） 

 ありがとうございました。かなり詳しく説明いただきました。今の説明、この調査について、ご質問、

ご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 

（大島委員） 

 バスとかＪＲの利用回数。１回、２回ということは、往復じゃないですよね。 

 

（バイタルリード） 

 往復のことです。回数は往復で考えてます。 

 

（大島委員） 

 ＪＲのとこだけ片道と書いてあったものですから。（資料 P41） 

 

（バイタルリード） 

 ここの部分は、アンケート用紙の中に片道か往復か書かないと、回答者が迷うということで、一応片道

というふうに括弧づけで書いていたものですから、ここだけ、（片道）という表現となっております。 

 

（大島委員） 

全体のアンケートとしては、１往復を１回としている回答が出ているわけですね。 

 

（バイタルリード） 

そうです。 

 

（大島委員） 

わかりました。それから、今日はタクシー協会の方はきていませんが、中部圏域は７社ではなく、６社

です。21 ページ。 

 

（事務局） 

 すみません、21 ページに７つ、どれが…。 

 

（大島委員） 

これでみると、倉吉ハイヤーセンターという会社はありませんので。 

 

（バイタルリード） 

 失礼しました。 

 

（石田会長） 

その他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（加藤副会長） 
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先ほどの大島委員さんの質問なんですけど、ぶ厚い方の 44 ページ、バス利用者のアンケートの調査票に

なっておりますけれども、例えば、問３の片道１回と書いてありますが、だいたいこのアンケートは全体

としては片道１回ということなんでしょうか。 

 

（バイタルリード） 

 片道１回でやっております。 

 

（大島委員） 

学生さんが 20 回ってさっき言われた時は往復だと、ほとんど毎日利用されているのではなしに、半分に

するということですか。 

 

（バイタルリード） 

おっしゃるとおりです。 

 

（大島委員） 

ずいぶん利用が変わりますのでね。 

 

（加藤副会長） 

ちなみに 35 ページの住民アンケート調査票のほうも片道１回というふうに書いてありますので、基本的

にはこのデータは片道がベースだというふうに理解したいと思います。先ほど、バイタルさんの説明の中

で、往復ではなくて、片道だけ公共交通で片道は通勤に便乗とかの利用形態もあるよということですから、

片道で調査されたんだろうと思います。それと、現況調査を見させていただいて、これまで見落としてい

たと言いますか、お伺いしたいところがあるんですけれども。19 ページのあたりで、路線バスではないで

すけれども、北栄町さんで運行されている乗り合いタクシーに関してなんですけど、拝見しますと、利用

者数が年々増加しているということが書いてありまして、その辺の要因などがわかれば教えていただきた

いと思いまして。公共交通の利用者が増えていくということの要因が、何かヒントになればありがたいな

と思ってお伺いしたいと思います。それから、隣の 20 ページにＮＰＯたかしろの過疎地有償運行が書いて

ありまして、高間副理事長様がお越しですので、 近の利用状況について、教えていただいたらなと思っ

ております。それから、21 ページのところでタクシー業者の話があったんですけど、三朝と琴浦にはタク

シー業者がないとなりますと、住民の方はいったいどういうふうに現状として対応されているのかなと思

っておりまして、もともとタクシー業者さんがあって無くなったのか、それとも、ずいぶん長い間無いの

かなという、もう住民の方はタクシーが無いことを前提にして活動されているのか、やはりそういったも

のが必要としておられるのか、その辺も今後、こういったところにどういう交通機関を手当てしていくか

というところで知りたいなということでもしわかれば、どなたか教えていただければ思っております。現

状に関しまして調査しておられる中で、もう少し聞きたいところを質問させていただきました。 

 

（石田会長） 

初に 19 ページの乗り合いタクシーから。 

 

（田中課長） 

失礼します。北栄町の企画振興課長の田中でございます。19 ページの乗り合いタクシーの利用者が増え
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ていることについてということで、私のほうからお答えさせていただきます。もともと、先ほど説明があ

りましたように、町営の日の丸さん運行のバスが走っておったわけですが、経費がかなりかさんできたこ

ともあって、乗り合いタクシーに切り替えました。タクシーの運行は、由良タクシーさんにやっていただ

いているというところです。当初、タクシーというということで、利用者が年配者の方がおられたので、

乗りにくいというようなことがあり、若干敬遠されておったようですけれども、それぞれ口コミで広がっ

ていって、利用者が増えている。今の運行状況をいいますと、バスをタクシーに代えたために、停留所は

すべて同じものを使っていたのですが、どうも、タクシー会社がドアツードアのサービスをしているよう

であります。これは任意でやっていただくということで、家までとか、病院のあたりまでとか送っている

ようであります。ますます利用がしやすいということで。こちらが特段にＰＲしたわけではございません

けれども、増えているということでございます。これに関して、当初、乗りにくいという苦情もありまし

たけれども、今全然苦情等もありませんし、こうして年々増えているということでありがたいなと思って

おります。以上でございます。 

 

（石田会長） 

ありがとうございます。それでは高間さん。 

 

（高間委員） 

ＮＰＯたかしろの高間でございます。今現在の利用状況はざっと年間 800 人、ピークは 1,200 人でした

ので、やっぱり当初、９集落、さっき距離が出てましたけども、２キロから３キロという９集落を対象に

スタートしたわけであります。そのうちに、距離が短くてもバス停から歩くのが大変だと、家に帰るまで

に距離が短いけど、坂があったり、橋を渡たらないといけないという要望があったりして、高城地区であ

れば、どの地区の人でも利用していただければ別にタクシー会社さんあたりに直接なご迷惑をかけること

もないだろうというようなことから、そういう人も対象にして、ピークが 1,200 人、今は 800 人くらいで

すので、要因としては、お亡くなりになったり、施設に入ったり、というようなことであります。ですか

ら、まだ少しずっと減ってくるだろうなと予測しております。今まで利用していただいた方は、車もない、

免許もないという年齢の方でしたので、これから先は、少なくとも、車を持って運転される方が、公共交

通に乗り換えられるかというと、なかなかそうはいかないだろうなと。無理してでも乗られる方が今でも

ありますので、この人あたりをどがにすればいいかな、というようなことで、これから先、ＮＰＯとして

は重要課題として取り組まないけんなと。利便性のあることをしてあげんと、利用してもらえないとなり

ますよね。こうゆう公共交通の見直しを機に、そのことも一緒に議論させてもらえたらなと思います。 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。そうすると、三朝なり琴浦のタクシー対策。これはどうなってるか。 

 

（江原委員） 

琴浦町ですけど、21 ページの図面には表示はないんですけど、琴浦町内、日交タクシーの営業所があり

まして、浦安なり赤碕の駅にはタクシーの待機もある状況です。ただ、100 円バスの運行を開始してから

かなりタクシーの需要は落ち込んでいるという実態もあります。 

 

（石田会長） 

ありがとうございます。三朝も同じような状況ではないかと思います。確か営業所があったと。 
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（大島委員） 

営業所自体があるのは琴浦だけです。あとは営業所をとおして維持していくことが困難なものですから、

全部、倉吉市内で点呼した上で、何台か上がらすと、全部そういうパターンで。営業所として残っている

部分は、今言われたように、琴浦町さんの浦安の営業所だけです。 

 

（石田会長） 

はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

住民アンケートで、抽出された集落ということだったんですけど、前段で、交通不便地域というのが、

バス停から 400 メートル以上離れているというところが交通不便地域だと。抽出されたときに、基準とし

てどう考えておられたのかを聞きたい。 

 

（バイタルリード） 

バスのアンケートなど、交通不便地域の方たちの声も反映できればと含めまして、そういったところも

中に含めております。 

 

（岡崎委員） 

それは、１町村でそういうバランスを踏まえたうえで抽出調査されたと理解してよろしいでしょうか。 

 

（バイタルリード） 

そうですね。まず地図を広げまして、各集落、全部の集落が落とし込んであります地図を広げまして、

面的に穴のないように、だいたい等間隔にすべての集落がまんべんなく網羅できるような状況で、集落を

抽出をいたしました。その中には、そういうバス停から離れた交通不便地区も含まれていると。面的にほ

ぼ全面から偏りのないような抽出をしたということであります。 

 

（石田会長） 

特定の要素をピックアップして抽出したわけではない。 

 

（バイタルリード） 

物理的に地域全体にどこか空白部分が生まれないように、集落をまんべんなく、これは見た目でありま

すけども、全体を敷き詰めるような形で集落を抽出して、アンケート調査をしたということであります。 

 

（石田会長） 

よろしいでしょうか。なんとなく納得をされないような顔をしておられる。 

 

（伹住委員） 

運輸支局の伹住といいます。先ほど、乗り合いタクシーの関係でですね、ドアツードア等のサービスを

おこなっているんで利用が増えているんではないかということも言われてましたけども、基本的にはです

ね、バス停というか、タクシーといいながら、バス、乗り合い事業ですので、バス停での乗降が基本です。
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ドアツードアはタクシーになりますので、事業者さんは善意でされているかもしれませんけども、ちょっ

と実態をこちらももう一度確認させていただきたいと思いますが、利用者の町民の方にとっては、そのほ

うが利便的にはいいのはわかります。ただ、法律上、いいかどうかはまた持ち帰ってこちらも調査なりを

させていただいて、改めていただかないといけないところは改めてもらうということ、残念ながら必要な

のかなと思っております。それから、過疎地有償のたかしろさんの方で、運賃の運送対価ですね。１乗車

200 円と書いてありますが、100 円の区間がありますよね。せっかく載せられるだったら、正確な形で載せ

ていたただいたほうがいいと思いますので、このへんもお願いをしたいと思います。それから、細かい部

分で、お願い等がございまして、10 ページの１－２の路線バスの部分で、（１）の路線の状況というので、

バスを入れたほうがいいのかなと。路線の次にですね。細かいところですけどねこれは。利用される方が

４条だ、79 条だというのがどんだけ必要なのかということが、わからんとこなんですけども、４条とみな

し４条は、事業者さんが運行されております。それから 79 条は町営ということになっておりますが、そこ

らへんで、どういう見方がいいかというのはあるんですけども、運行状況の下の図ですね。そこのところ

にも、４条は日交と日の丸さんが走っていると括弧でも書いていただくとわかりりやすいのかなと、要望

です。それから、14 ページのバスの利用状況の部分で、平成 17 年から平成 20 年でになってますけども、

平成 21 年の数字は出ていないんですか。実際出ているのは平成 20 年の数字ですかね。 

 

（バイタルリード） 

平成 21 年のは次のページに表では出していますけども…。 

 

（伹住委員） 

もしデータで出ているんでしたら、せっかくですから、21 年まで広げて出していただいた方が、利用者

の方が減ってるということが明らかになるんではないかなと思います。それと、18 ページで、補助金の関

係で、年度のベースと違うからという部分があるかもしれませんが、下の方にグラフがありまして、これ

も 20 年までになってまして、21 年度が出ていれば、21 年度も含めていただきたい。21 年度という言葉と、

グラフは年になってますし、年度なのか、年なのか、統一してほしいと思います。数字的にはそんなに変

わらないかもしれませんけども、対比する上では同じ期間でしたほうが対比しやすいと思いますのでお願

いしたいと思います。今ご説明をいただいたところでは、それくらいだったと思います。よろしくお願い

します。 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。今のご指摘はよく検討してください。その他、いかがでしょう。よろしいで

しょうか。 

 

（岡崎委員） 

分析はしておられるのでしょうか。分析というか、アンケートでこういう結果が出たと、結果の背景み

たいなものは、まだ？ 

 

（石田会長） 

どうでしょう。 

 

（岡崎委員） 
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といいますのは、具体的に、14 ページと 17 ページ、例えば、利用者数が多い倉吉から赤碕、それから生

田車庫から神倉。17 ページの収支比率を見ると、必ずしも連動していないわけですよね、利用者と。利用

者が多ければ収支比率が高いとそういうわけではないと、そこらあたりはどうなのかというと、これから

の分析になるのですか。 

 

（大島委員） 

理屈は関金でもどこでもそうなんですけども、運行本数が多ければ、利用者数が多くても、1便あたりの

乗車が減りますから当然収支が悪くなってきます。 

 

（岡崎委員） 

そういう理解でいいんですか。 

 

（大島委員） 

おそらく間違いないと思います。朝夕片道ずつしかありませんよで、通勤通学に使われるということで

あれば、ドンとよくなるはずです。 

 

（石田会長） 

 ということでよろしいでしょうか。 

 

（バイタルリード） 

運行本数に加えて、運行距離もあります。 

 

（岡崎委員） 

単純にこれを見て、どうだこうだとはいえないということですね。運行本数とか距離とか、そういうの

を見て、利用者と経常収支比率の関係がでてくると。 

 

（大島委員） 

区間が短くて、たくさん乗られていれば当然良くなります。長い区間で本数が多くて、見た目は多く乗

られているようでも、それを延べていくと収支が悪くなります。 

 

（岡崎委員） 

そこらへんの分析は今後必要になってくる。 

 

（石田会長） 

これはアンケートを集計した状態ですけど、これを計画にどういかしていくかという段階で評価が必要

になってくるだと思います。 

 

（岡崎委員） 

アンケートではなしに実態なのでね。分析を今後検討していく必要があると思います。 

 

（石田会長） 
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計画にいかす段階で、その辺の分析をしていただいて、評価もしていただくということにしたいと思い

ます。よろしいでしょうか。時間のこともありますので、次の議題にいかせていただければと思います。 

 

（２）中部地域における問題点の抽出・課題整理について 

（石田会長） 

それでは（２）番。問題点の課題、抽出整理について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料のほうは 47 ページになります。47 ページのほうに記載しておりますが、先ほど説明をいたしました、

調査の状況等を踏まえまして、中部地域の公共交通の実態、社会情勢、それと、人口や高齢化の関係を考

える中で、それと、住民ニーズや利用状況などから、４点の大きな枠とりですけども、課題整理をしてい

るところでございます。鳥取県中部地域における公共交通の課題ということで、１つ目としましては、効

率的な運行による路線バス、補助金の負担抑制ということであります。先ほどの実態の説明の中にもあり

ましたとおり、広域バス路線については、ほとんどの路線が補助金を多く支出している状況であるという

ことでありまして、その他には、ＮＰＯさんですとか、住民の方の連携も視野に入れた効率的な運行方法

が必要であると、それによって、補助金の負担の抑制を図る必要があるということであります。例としま

しては、倉吉駅から西倉吉の重複区間の効率化、それと、広域バス路線の効率化ということがあげられる

と思いますし、公共交通の主体、形態の検討も必要になってくるんではないかなということを課題として

おります。 

２つ目の項目としましては、利用者減少による、既存路線の見直しと生活路線の確保ということでござ

います。このぶんにつきましては、利用者が年々減少している中で、運転免許や車を持たない方々にとっ

てのバス路線は重要な移動手段であるということを踏まえております。その上で、既存路線の効率化を図

って、なおかつ利便性の向上に努めて安定的な確保を図る必要があるということでございます。内容とし

ましては、通院の便の利便性の向上ですとか、通学の利便性の向上などがあげられるというふうに考えて

おります。路線の体系の見直しによる維持も必要なのかなということでこの項をあげております。 

３つ目としましては、利用者の多様なニーズへの対応ということで、振興商業地域の形態に伴います目

的地の変化、それと、観光利用の観点、住民のたくさんのニーズの観点からの運行が求められています。

その中で、なかでも、中山間部を中心とした、バス路線の体系、集落からのバス停の距離というものが課

題となっているということもありまして、交通不便地域の解消に向けた分野での検討も必要となってくる

ということが出ております。下にあげておりますとおり、倉吉駅の北部のほうに商業施設が増えていると

いうことがありまして、利用のニーズもあるということです。路線が現在ありませんので、その辺の検討

も必要になってくるということであります。それと観光の利用も中にはあるということもありますので、

その辺の観点も必要。それと、先ほど、地図での説明がありましたように、交通不便地域への対応も必要

になってくるのではないかということであります。 

４つ目であります。公共交通の利用促進という観点でございます。これにつきましては、利用していた

だくことによって、バス路線を維持していかなかければならないということがテーマでございまして、現

状としては、バス路線、バスのサービスが向上すれば利用してもいいというような回答をしていただいて

いる点もありますので、バスの利用促進にむけた総合的な施策展開を行う必要があるというものでありま

す。例としましては、バス利用を促すような負担軽減の検討ですとか、利便性の向上を図って、乗りやす

い環境をつくって、バスの利用を促進していくということ、それと、利用しやすい料金体系ということも

出てくると考えておりますし、車の自家用者の利用が多いということもありまして、マイカーからの公共
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交通へのシフトということも、その促進をおこなっていく必要があるということをあげております。大き

くこれまで調査してきました内容を踏まえまして４点の課題ということで整理させていただいております。

以上です。 

 

（石田会長） 

いかがでしょうか。この辺はいろいろご意見があるところだと思います。 

 

（大島委員） 

課題ですから、これでよろしいんじゃないですか。それをどうやっていくかの方が大事な話なので。 

 

（石田会長） 

じゃあ私のほうから。一番に補助金の負担抑制がきている。補助金のための計画みたいに見えてしまう

ので、順番が変だなと。住民目線で課題の抽出をお願いしたいと思います。 

 

（高間委員） 

問題なのは、高齢者の方、特に女性の車を持たれない方が多いと。そうすると、特に中山間地の辺は、

家まで送ってあげないといけないという状況にあるんだろうと思います。バスの本数が増えても多分、利

用しないと思います。バス停まで来てくださいということになると。これが難しいんじゃないかと。送り

にいってあげればいいけど、今度は帰ってくる、それをどうしていくか。細かいエリアをいっぱいつくら

ないといけないんじゃないか。団体になるのか何になるのか、そこの部分を地域でつくらないといけない。 

 

（石田会長） 

具体的な対策の段階ではそういった話が出てくるんだろうなと思います。ありがとうございます。その

他、いかがですか。よろしいでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

交通不便地域の対応というものですね、アンケートの中で、どこで声をくみ取るのかがいまいちよくわ

からない。例えば、今のバス利用者の声は今バスがあるからバスをどうしてくれという話しなんでしょ。

バスが通ってないところの地域の声はどう反映してくるのか。目的地を増やしてくれということかなと思

いますけども。本数じゃなしに、新規な路線を作れということですかね。そこを検討するということです

かね。 

 

（石田会長） 

具体的にそういうデータはどっかに取ってますかね。 初のときの質問と一緒になるんだけど、路線の

走ってない地域のデータはどっかにあるんですか。 

 

（バイタルリード） 

数年前からこういった公共交通の計画があちこちでありまして、全国で大学の研究者が研究されてます。

空白地域で、先ほど申し上げた、どのくらの距離バス停が離れると利用できないであるとか、ダイヤの関

係でありますとか、そういったのは、研究の蓄積、既存の文献で整理されてまして、例えば、バス停の距

離でいうと、300 メートルから 500 メートルがバス停の勢圏になります。ちょっと中山間のほうはなかなか、
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300 メートルは難しいので、今は平均の 400 メートルを使っていますけども、そこから離れたところは、何

らの手当てをしてあげないと、高齢者の場合は歩いていくというのが壁になりますから、なるべく自宅近

くで乗れるような施策をとっていく必要があると。あとは、料金をどうするかっていうのは、より利用者

を増やしていく、目的地側をもっと便利にするとか、ダイヤでありますとか、そういった、もうちょっと

次のステップでいくようになるんですが、たちまちは、自宅近くで乗れるようになるというのが、今回の

交通不便地区への対応の一番 初のステップではないかと。既存の文献からも整理されてますので、今回

のアンケートではそういった部分はつけてません、どこまでが限界ですかというものはですね。だいたい

そのあたりは整理されておりますので。以上です。 

 

（石田会長） 

バス停までの距離というのは調べてあるからそれをクロスすると、バス停から例えば、１キロ、500 メー

トル離れている人はどう考えているかというデータは出せますよね。 

 

（バイタルリード） 

出せます。 

 

（石田会長） 

それを出すことが意義があるかどうかとう問題が一つあるんでしょうが。 

 

（岡崎委員） 

交通不便地域の人はやっぱり、近くまで路線を新規にしてくれということだろうと思います。 

 

（石田会長） 

そういう選択肢がない。 

 

（岡崎委員） 

そこのところをどうやってカバーしていくかというときに、議論するときにですね… 

 

（石田会長） 

限界がありますよね、バス路線を走らせるといっても。琴浦町さんは町営バス、かなり細かい配慮がし

てありますよね。そういうコミュニティバスみたいなものと公共バス、営業バスをどういうふうな組み合

わせでやるかということにもなってくるんだろうと。 

 

（仙賀委員） 

うちはコミュニティバスをやめた先進地なんです。ワンコインでやってて。ほとんど家の近くまで交通

バスが入ってないところに入れていって、結局、年間 1,500 万円くらいの赤を出して、通常の公共交通機

関の赤と、これの赤とダブルで払っていたところで、２年間でやめたんです。やめる時に、乗客にアンケ

ートをとっていきながら、本当に要るのかいらないのか、公共交通機関の必要性含めて、一人ひとりアン

ケートをとって、結局やめたんです。いわゆる、コミュニティバスについても、空気を運んでいた時期も

ありますから。そうなってくると、公共交通機関がどこまでが行政として手当てをするべきかということ

を真剣に考えていかないと。すべてここに無いから、はいどうぞという形をとっていけば、きっとどこか
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でそれ自体がつぶれていきます。一番大事なことは、そこが無いからもって行くんではなくして、本当に

公共交通機関として成り立っていくためには、どういう形が一番いいのかということをみんなで考えてい

くほうが、将来的にも継続性があると思います。 

 

（石田会長） 

これからの議論の大事なところだと思いますけれども、公共サービスでどこまでやるのか、あるいは、

ボランティアみたいな形、地域の中でどういうふうにやるのか、個人でどういうふうにやるのか、その辺

の整理がきちっと必要になってくるんだろうと思います。今日の段階では、そこまでは無理だと思います

ので、次回以降にさせていただきたいと思います。課題はもう一度ちょっと整理し直していただくことに

して、こういうような要素を課題としてあげるということで整理をさせていただきたいと思います。 

 

 

（３）中部地域における公共交通の基本方針について 

（石田会長） 

それでは３点目でございます。基本方針について説明お願いします。 

 

（事務局） 

資料のほうは 48 ページになります。第２章として、計画の基本方針、基本的な考え方を載せさせていた

だいております。基本方針としましては、黄色で枠をつけておりますけども、当初の目的というところで

も説明させていただいたとおり、まちづくりや地域活性化につながる利便性、効率性の高い交通ネットワ

ークの構築ということを掲げさせていただいております。持続可能な交通体系の確立を目指すということ

でございます。 

２つ目としまして、地域公共交通の活性化の再生の目標ということで、これを進めるにあたって、視点

としましては、３つの目標を掲げております。ちょうど表の緑の部分ですが、１つ目としましては、住民

の暮らしを支える２層の効率的な公共交通ネットワークづくり、２つ目としましては、役割分担を明確に

した利便性の高い公共交通ネットワークづくり、３つ目としまして、みんなで支え、地域活性化につなが

る公共交通ネットワークづくりということで整理をしております。それぞれ説明をさせていただきますと、

資料の下の表に、目標１、住民の暮らしを支える２層の効率的な公共交通ネットワークづくりということ

で説明をしております。内容としましては、この文章の中に書いておりますとおり、倉吉市内までの大型

バスで往復する形態、それと、比較的利用の多い区間を幹線という位置づけ、それと、先端部分といいま

すか、あまり利用が多くないという区分けをして、支線という位置づけをして、これが、幹線と支線のサ

ービス水準、運行形態を分離して現状に即した運行を図ると、２層という言い方をして、２層構造の効率

的な公共交通ネットワークを構築しますということであります。また、真ん中のところにありますとおり、

過密になっている、倉吉駅西倉吉間のダイヤ、過密になっている部分につきましてを効率化するために、

倉吉駅西倉吉の間の路線を循環するような循環線を導入ということを検討していくということにしており

ます。ただし、このような形態、幹線と支線ということと、それと、循環ということがありますけども、

このような運行形態には乗り換えが発生することが想定されますので、利便性を損なうという観点から、

朝夕の通勤、通学、利用の も多いところについては、従来どおりの運行を維持して、比較的利用の少な

い昼間の時間帯について２層化を図っていきたいということであります。あわせもって、結節点の待合関

係、環境、それを向上して、バスの快適な利用環境を目指したいというものであります。資料の 49 ページ

にそのイメージということで図を掲載しております。上の図につきましては、色で路線のイメージをつけ
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ておりますけども、倉吉駅から西倉吉間を通過して次のところに行っているというイメージで書いており

ます。当然、色が重なっているところにつきましてが、重複、非効率になっているんではないかというこ

とが、イメージでも見て取れるということでございます。計画としましては、色が重なっている部分を幹

線というイメージで、ここは比較的大きなバスを利用して便数のことも検討しながら幹線というイメージ

であります。それと、従来の色でわけてありますところが、支線ということをイメージしておりますけれ

ども、その部分につきましても、結節点を通って幹線に乗れてくるというようなことでイメージを表現し

ております。先ほど、倉吉駅から西倉吉間の話をしましたけども、下の図がそのイメージでございまして、

色が重なっている部分、ここが通過する部分でありますので、ここをなんとか解消したいということがあ

りますので、循環的なバスが検討できるのではないかとイメージを載せさせていただいております。 

続きまして 50 ページのほうに目標２、役割分担を明確にした利便性の高い公共交通ネットワークづくり

ということで、役割分担という表現につきましては、先ほどの幹線の部分と支線の部分、この部分をどう

役割分担してつなげていくかということでありまして、２層の公共ネットワークづくりにより、幹線、支

線を切り離して、支線部分につきましては、公共交通地域内交通の今まで以上の重度のといいますか、可

能性というものを探っていくということをおこなっていきたいというものであります。例でいいますと、

先ほどありましたとおり、乗り合いタクシーですとか、交通不便地域への距離の縮小ということを図ると

いうことも考えられますし、そういうことが考えられるということであります。幹線と支線の役割といい

ますか、形態というものを検討していって、きめ細かな利便性の高いネットワークを構築することを目指

すというものであります。イメージとしましては、その下に絵が書いてありますように、そのイメージで

おこなっていくということを考えております。 

３つ目としましては、みんなで支え、地域活性化につながる公共交通ネットワークづくりということで、

これは、みんなで支え、という部分で、住民の移動、それと、内外からの観光客の移動というものを活発

にすることによって、中心市街地への活性にもつながるし、地域の活性にもつながるということで、公共

交通の形態を利用ということで支えていくというものであります。住民地域、行政、事業者のほうでみん

なで守り育てる、維持していく公共交通を目指すというものでございます。内容としましては、料金のこ

とですとか、そういったものも含めたところで、役割を認識して実施に努めたいというものであります。

将来的にどう進めていくかということについては、今後、具体のほうを検討していくということで、基本

的な方針というものを説明させていただきました。以上です。 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。今の説明に対してご意見をいただきたいと思います。 

 

（岡崎委員） 

目標１、２、３とあって、目標１の評価指標として、交通不便地域の縮小というのがあるんですね。51

ページ。ここに交通不便地域のことを掲げてあるわけですか。目標１に。 

 

（石田会長） 

51 ページはまだ説明していない。 

 

（岡崎委員） 

すみません。目標１は効率化の話なんですが。効率化の話ですね、説明されたのは。要は、その市を中

心として、結節点をつくって、集落まで、それは既存のところまでということでしょ。だから、そこのと
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ころの効率化を図っても、交通不便地域の解消は図れないわけですよね。そこから先の話でしょ。 

 

（石田会長） 

別に既存路線にこだわっているわけではないですよね。 

 

（事務局） 

 ないです。 

 

（石田会長） 

２層構造にはするわけで幹線と支線をつくるんだけど、どこどこに支線を走らすかまではここには書い

ていないわけで。 

 

（岡崎委員） 

新たな支線をつくることも念頭にあるということですか。 

 

（石田会長） 

念頭に入れるかどうかということも含めて検討中ということではないでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

非効率だから効率的にしましょうというのは、既存路線をというイメージじゃないですか。 

 

（石田会長） 

見直しの分は当然そうなりますよね。その上でどう構築するかは新規も含めてということになると思っ

ております。そうしないと、見直しだけになってしまうので。 

 

（岡崎委員） 

今は走っていない路線も念頭に入れながら、交通不便地域の解消を図っていくということですね。 

 

（石田会長） 

そこに新線を走らせないといけんようだったらね。そこの検討はただ要りますよ、当然ね。 

 

（事務局） 

あの、ここの 49 ページの下のところに倉吉西倉吉が過密になっていると、これをすると、新たな路線を、

組み換えを、当然出てくると思いますし、それから結節点から先ですね、これについては、利用者の方に

不便をかけないように、乗り合いタクシーなんかで、ドアツードアで、自宅まで送り届けるとか、そうい

うふうな不便地域をなくしていこうというようなことも検討していくということでございます。 

 

（岡崎委員） 

だから、従来の運行でこう書いてあって、計画の運行が同じような集落に走っているから、既存路線し

か効率化は図れないというイメージでとったものですから。 

 



 21

（大島委員） 

文書の書き方がそうなっているんじゃないですか。 

（石田委員） 

目標１は、２層構造にしましょうということが第１の目的だと思います。 

 

（岡崎委員） 

ちょっと先走っていますが、こっちに交通不便地域の縮小というものが出てくると、前段の目標と合わ

ないような気がする。 

 

（事務局） 

目標１というもので、２層構造という意味合いを出させていただいて、実は目標２もかぶってくる部分

がありますので、そこのところ、整理させていただきたいと思います。 

 

（石田会長） 

倉吉西倉吉の話が両方出てくるので整理が要りますね。その他いかがでしょう。 

じゃあ私のほうから。目標３、非常にわかりにくい。何が書いてあるのか。話の中で料金の見直し等が

出たんだけど、そういうことが一切書いてないので、もう少しわかりやすく。目標３は、料金体系だとか、

あるいは定期券の補助みたいなものを含めて、どうやったらたくさんの人に乗ってもらえるかということ

を考えなきゃいけませんよね、ということですよね。わかるように書いてください。 

その他いかがでしょうか。 

 

（高間委員） 

バス事業者さんにちょっと聞きたいですけれども。今走っている路線は赤字路線、そのへんのかねあい

を教えていただければ…。 

 

（山下委員） 

ちょっと言われる意味がよくわからんですけども…。 

 

（高間委員） 

高城線あたりでも、赤字だと。そういうものの見直しも含めたバス路線の見直しということで、業者さ

んとして、そういうところを、業者としてはそれが事業ですからね、その辺がちゃんといい具合にできる

のかなと。 

 

（大島委員） 

今現在行われている運行自体、国や県の補助をいただかないと維持ができないということが当たり前と

いったらいけないんですけども、企業努力の限界を超してますので、今の制度の中で、どうやっていわれ

ましたら、それはそれで話せますが、これが新しく地域でバスにこだわらず、交通体系を構築していきま

しょうと、そういう話の中で我々も入っているということは、それの中に、バス事業者として協力できる

部分はさせていただきますよと。そんな無茶いわれても、そんなに言うんだったらどこかよそに持ってい

ってくださいという話が出るかもしれません。ただ、今の段階で、そんなことはできません、無茶ですよ、

と我々が言ってしまうと一向に前に進まない話になってしまいますので。ですから、ある程度形が見えて
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きた段階で、それはこういうふうな展開をしていただかないと事業者としては自分で自分の首を絞めるよ

うなことはできませんよという話はさせていただきますけども、今の段階でどうこう言えって言われても

ちょっと難しいですよね。 

 

（高間委員） 

いや、いいです、それで。それを聞いておればいいんです。 

 

（石田会長） 

具体的な事業の取り組みになってくると、そういう話も出てくるんだろうと思います。今はまだ素案な

ので。とりあえず、方向づけとして。方向として変だよというのは今からおっしゃっておいていただきた

いと思います。この辺の過密の部分をどう整理して、なおかつ、不足の部分にどう対応していくかという

ことが課題だと思いますけれども。 

 

（大島委員） 

雑把なところではあるんですよ。過密なところを減らせば、ニーズがあるところにそのバスを回せたら

ある程度いけるだろうと、雑把な頭の中にはありますけども、それを今、どうこう言うあれではないと思

います。 

 

（石田会長） 

ということでよろしいでしょうか。その他いかがでしょう。もう少し、あまりにも総論的になっている

ので、整合性も少し不十分かなという感じもします。もう一度整理をしていただきたいと思います。見直

しを含めてということで、こういうような問題意識をもって進めていきたいと思います。とりあえず協議

事項は以上ですけれども、その他の項目に入ります。 

 

５ その他 

（事務局） 

それでは事務局のほうから、説明させていただきます。本日ご協議、ご確認いただきました、基本方針

をもとに、今後、１市４町と事業者を交えた幹事会で連携計画の詳細な検討を進めていきたいと思ってお

ります。参考までに、先ほど北栄町さんからありました、51 ページの説明をさせていただきますと、51 ペ

ージの評価指標の設定についてでございますけども、基本方針の３つの目標に例ではありますけども、そ

れぞれに成果指標を設定することで、目標の達成を目指していきたいと考えております。そして、３章の

計画に位置づける事業については、３－１の目標を達成するための方向性ということで書いておりますけ

ども、それぞれに方向性を定めて、これに基づいて、目次にありますように、今後、幹事会で具体的な詳

細な事業内容を検討することとしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それと、計画策定

に関わるスケジュールが少し遅れておりますので、次回の第４回協議会の開催を１月に、それから第５回

の協議会を２月には開催したいと考えておりますので、お忙しい時期ではありますけども、協議会への参

加をよろしくお願いします。また、各町の公共交通会議におかれましては、今回の協議をした内容を修正

したものをお送りしますので、内容を協議会で報告していただきまして、意思統一を図っていただきます

よう各町内での検討をお願いするものでございます。以上でございます。 

 

（石田会長） 
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はい、どうぞ。 

 

（江原委員） 

岡崎副町長が言われた話と関連してなんですけど、目標１の数値目標、交通不便地域の縮小ということ

で、この計画の守備範囲がどこまでかということに絡む話だと思うんですけども、琴浦町のことだけをい

えば、例えばこの目標を達成しようと思えば、今路線のない谷について何かしら手当てをしなければなら

ないということなんですけども。それをするかしないかという判断もあるし、先ほど仙賀副町長が言われ

たように、今ある路線でも廃止するということも選択肢の一つなんですけど、この、数値目標が持つ意味

とか、その辺はどうなのかなと思ってなんですが。 

 

（石田会長） 

ごもっともです。私もこれを見て、目標と合わないなという感じがしました。目標をもう一度きちっと

整理してもらわないといけないのと、併せて、評価指標として本当にこれでいいのかというのは、もう一

度しっかり議論が必要だと思います。これで、この目標の達成度が評価できるとは思えないので。もう一

度整理してください。 

 

（事務局） 

わかりました。 

 

（石田会長） 

とりあえず入れる段階で、それぞれに投げ返していただいて、だいたいこれでいきますよ、という形に

なって持ってこないと。詰め方をちょっと考えてみてもらいたいと思います。 

 

（事務局） 

わかりました。とりあえず例ということで示させておりますけども、今ご指摘のあったこと、会長が言

われましたことは進めていきます。 

 

（石田会長） 

それから、先ほど、運輸支局の伹住委員からも意見をいただきましたが、修正してほしいし、もし、お

帰りになってからでも気のつかれたところがあれば随時ご意見をいただければと思います。踏まえて、で

きるだけ早いうちに、次の修正案をそれぞれに送っていただくようにお願いしたいと思います。 

その他、みなさんのほうで何か、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではまた、

次の回、１月、２月と続けて会議をお願いしないといけませんけども、ひとつよろしくご協力いたただい

ますようお願いします。 

それでは今日の会議、以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

６ 閉会 


