
第４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２３年１月１７日（月）１４時００分から１５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、大本主任 

      【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次年度の公共交通に係る国庫補助金の方向性について報告を行いました。 

②総合連携計画基本方針について内容が確認されました。 

③総合連携計画の目標を達成するための事業内容が確認されました。 

④調査事業に係る事後評価内容が確認されました。 

 ⑤その他 

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委員からいただいた意見を反映させて、計画（素案）を修正することとした。 

 

１ 開  会 

（事務局） 

定刻を少し過ぎましたが、第４回鳥取県中部地域公共交通協議会を開会させていただきます。本日は  

天気の悪い中お越しくださいましてありがとうございます。 

 

２ 会長あいさつ（市長） 

（事務局） 

本協議会の会長であります石田協議会長があいさつ申し上げます。 

 

（会長あいさつ） 

みなさまこんにちは。定刻を過ぎて申し訳ありませんでした。大雪で年明けを迎えました。二度の大雪

となり、こういうことも交通問題のひとつの大きなケースかなと考えているところです。皆様にご尽力を

いただき原案ができました。前回の協議会では調査事業を報告し、課題等について検討していただきまし

た。今日は素案を作成していますので、この素案の検討をお願いしたいと思います。公共交通施策は大き

な課題であり難しい分野でもあります。新年度は国の補助制度も変更になる予定であります。まだまだ予

算審議はこれからという状況ではありますが、それらも踏まえながら公共交通のあり方について検討して

いきたいと思います。どうか皆様方のご意見をお願いします。時間も限られているので、できるだけ迅速

に、効率的に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 そういたしますと、本日の委員出席について報告させていただきます。出席が 13 名、欠席が 6名となり

ます。欠席のうち、委任状提出が１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

置要網第５条第３項の規定によります開催用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、協議会設置要網の第５条第４項の規定により、ここから

は会長により進めさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

３ 次年度の公共交通に係る国庫補助金の方向性について 

 

（石田会長） 

それでは、お配りした次第に基づいて進行させていただきます。３．報告事項「次年度の公共交通に係

る国庫補助金の方向性について」事務局のほうお願いします。 

 

（事務局） 

 最初に補助金の方向性ということで、本計画につきましては、平成 22 年度より国の地域公共交通活性

化・再生総合事業を活用して作成しているところです。本来ですと 23 年度から３ヵ年間、実証運行及び啓

発活動等に２分の１の補助が行われる予定でした。しかし平成 23 年度から国の補助が大幅に見直されるこ

とになり、地域公共交通活性化・再生総合事業に係る補助制度が廃止されることとなっております。また、

これまで国庫補助路線として、１市４町の広域路線に対しても事業者へ国からの補助が行われていますが、

対象路線に対する考え方も変更の方針が出ています。これらの変更点につきまして鳥取運輸支局の伹住委

員のほうから、現在の状況について説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（伹住委員） 

※資料に基づき説明 

 

（石田会長） 

はい、ありがとうございました。何かご質問はありますか。 

 

（仙賀委員） 

地域協議会で、例えば新規路線の必要性が出た場合、日本交通㈱や日ノ丸自動車㈱がそこを運行すると

すれば、当然、新規路線として運輸局の許認可の必要性が出できますよね。 

 

（伹住委員） 

それは出てきます。 

 

（仙賀委員） 

その場合、廃止なり新規路線の新設等について、協議会の意見を重視した考え方で動かれるということ

になるのですか。 

 

（伹住委員） 

例えば、一旦廃止した路線をまた運行しようとすれば、今までは同じ路線は運行できないというような

ことがありましたが、補助制度の形が変わりますので、その路線が協議会でどうしても必要な路線だとい

うことを説明していただいて、そのためにはこれだけの経費がかかるということを示していただくという

流れになってきます。 

 

（仙賀委員） 



そうすると、全ての路線について一度見直しが必要だという考え方なんですか。 

 

（伹住委員） 

利用が少ない路線については、本当に必要な路線なのかを考える必要があります。予算に限りがあるわ

けですから、全部の路線の欠損額に対して 100％補助が出るかわかりません。補助対象路線を挙げようと

思えば、必要な路線というものを協議会の中で話しをして、それに対して補助するという形になると思い

ます。 

 

（仙賀委員） 

そうであれば、その路線が必要であっても協議会で採択されなかった場合は、単独事業として扱わなく

てはならないということですよね。 

 

（伹住委員） 

そうですね。国の支援は受けないが、その路線は走らせるということになると思います。 

 

（仙賀委員） 

その場合は市町の単費になるということですね。 

 

（伹住委員） 

そうです。 

あとは、県は大まかな方向性しか示していなくて、具体的な中身がひとつもない状況です。過去の流れ

でいけば、利便性が悪化しても国の補助制度に乗せなければならないということで、系統の細分化された

ものをひとつにまとめるということがありました。それは、住民のニーズを考えたら元に戻したほうがよ

いという部分も出てくると思います。それらをひっくるめて、どういう形で支援が得られるのか全くわか

らないので、それが出てからではないと県もそれを補完する部分の支援制度を考えようがないと言ってい

ます。協議会での採択を外れてしまった部分を今までのように県がいくらか見るのか、そのような余裕が

県にもなく、先ほどおっしゃったように市町村が単独で負担しなければならないのか、全然先が見えてい

ないので、今の段階では私たちとしてもどうしていいのかわからないのが現状です。 

 

（石田会長） 

「路線をどうするか」と「支援をどうするか」は別の問題かもしれないですね。 

 

（伹住委員） 

鳥取県内には当てはまる地域はありませんが、人口集中地域で利用者の運賃で事業が成り立つという地

域については最初から支援をしません。そうでないところについては支援が必要となりますので、それぞ

れの協議会の中で、例えば鳥取県中部地域であればこの協議会、後は市町村の公共交通会議といったもの

が協議会の扱いになるのではないかと思いますが、そういうところで必要な路線について検討していく必

要があると思います。 

 

（石田会長） 

よろしいでしょうか。まだ細かいところがわかっていないということもあると思います。その他はよろ

しいでしょうか。（なし） 



 

４．議事 

 

（１） 計画の基本方針について 

 

（石田会長） 

それでは協議のほうに入らせていただきます。「（１）計画の基本方針について」説明をお願いします。 

 

（事務局） 

※資料に基づき説明。 

 

（石田会長） 

今の説明に対して質疑ございませんか。いかがでしょうか。 

 

（加藤委員） 

米子工業高校の加藤です。遅くなりまして申し訳ありません。 

35 ページに「料金体制」とありますが、「料金体系」という表現のほうがよいのではないかと思います。

また、施策体系のところにそれぞれの施策が示されていますが、少し追加をしてはどうかと思います。 

目標１の施策体系で「幹線を設定する」ということがありますが、38 ページの「（２）乗継抵抗への配

慮」の②で「幹線のサービスの充実」とあり、具体的には便数の充実等が挙げられています。２層化する

ことによって幹線と支線に分け、幹線の方に集中的に投資して充実させるという考え方が示されていると

思いますが、併せて幹線の設定をした上で、かつ幹線のサービスの充実を図っていくことで公共交通のネ

ットワークを密にして行くということで、「設定」＋「サービスの充実をしていく」ということを加えてい

ただいてはどうかと思います。 

ふたつ目の目標２に関して、施策の体系として４つ並んでいます。19 ページに戻りますが、これは協議

会でアンケート調査を行ったもので、各市町ごとにバスの改善点が挙げられています。これが、切実なも

のかどうかの峻別は当然必要だと思いますが、総じて料金の問題、運行本数の問題、ＪＲとの乗り継ぎの

ニーズが高いと思われます。35 ページに戻って、料金負担の抑制という点で料金の問題については対応し

ていますが、「便利で快適なバス利用環境の向上」ということですので、運行本数の充実やＪＲとの乗り継

ぎといったニーズが高い部分についても加えていただいたらと思います。「ＪＲとバスダイヤの接続の検

証」や「運行本数の充実」について、先ほどの目標２でも触れていただければ、傾向性としては問題ない

と思います。 

あと、挙がっていないと思うのが、「商業施設等との連携」です。市民の立場からすると、商業施設との

連携はバスを利用する動機付けになったりするのではないかと思います。目標３の「住民と行政の協働」

というところで交通事業者が挙がっていますが、それだけではなくその他の事業者と解することもできる

と思いますが、そういうバスの利用目的先との連携ということについても含めていただいたらと思います。 

それから、36 ページの評価指標について、先ほど事務局の方から現在の回数が 11.4 回という訂正があ

りましたが、目標１の指標が現在の水準を維持するとなっています。確かに人口が減少していくと利用回

数が減っていき、現在の水準を維持するだけでも大変だとは思いますが、せっかく目標の１～３で幹線支

線のネットワークを充実したり、ソフトの開発を進めていったり、利用促進を図ると書いてあるので、維

持ではなく、現在の水準をさらに向上させていくような、努力目標を設定したほうがいいのではないかと

思います。目標については、乗換が発生したりすることを考えれば、現在の水準を維持するということが



妥当かとは思いますが、目標２や３のところでは、バスの利用回数であったり、全体的な利用人数の向上

という、少し先の目標設定をするのがいいのではないかと思います。 

あと一点、38 ページにある乗り込み調査結果のグレー（その他）の部分が昼間時間帯に多くなっていま

す。これの主な利用目的とかが書いてあればいいのではないかと思っています。買物目的よりも数が多く

なっているので、その他の利用目的で特徴的なものがあれば、利用促進につながるきっかけになるかもし

れないので、分析をお願いしたいと思います。     

 

（石田会長） 

表現方法、施策追加、38 ページの「その他」の内容について、何か答えられるものがありますか。 

 

（バイタルリード） 

「その他」については全ての内容を把握しているわけではありませんが、「美容院へ行く」が結構ありま

したし、あとは親戚の家に行く、友人の家に行く、遊びに出る等がその他に含まれています。 

 

（石田会長） 

 できれば、38 ページの図にその他の内容例を入れていただきたいと思います。 

 そのほかにありませんか。 

 

（伹住委員） 

35 ページに「施策体系」とありますが、「施策」だけでもよいのではないでしょうか。 

それから 36 ページで「交通不便地域の縮小」ということで、交通不便地域 192 ヶ所を 20%まで縮小し、

その結果が 38 ヶ所ということで、よく見ればわかるでしょうが、表現的にもっとわかりやすくしていただ

ければと思います。 

それから目標２と３で「事業実施の状況により設定します」となっていますが、運輸局の立場からする

と、何らかの指標を示してほしいと考えています。目標２であれば「便利で快適なバス利用環境の向上」

とありますので、バス停点検の年間最低箇所数など。目標３につきましても「利用促進策の推進と地域で

守る体制づくり」となっていますので、地域懇談会の開催回数、利用促進に関する広報の回数などの目標

を立ててはどうかと思います。抽象的な目標をたてると評価もしづらいので、数字で指標を出し、それに

対して評価するほうがいいのではないかと思います。 

 

（石田会長） 

はい、ありがとうございました。 

 

（事務局長） 

目標２、３で「事業実施の状況により設定します」と表現したのは、「便利で快適なバス利用環境の向上」

により利用者が増えたという指標にしなければならないと考えましたが、バス停を整備しても利用者数の

増加につながらないということもあり、目標設定がしにくかったためにこのような表現にしていました。

しかし、今いただいた意見に修正させていただきます。 

 

（伹住委員） 

 今の意見は一例ですので、いろいろ考えていただけたらと思います。 

 



（石田会長） 

その他はありますか。 

 

（仙賀委員） 

教えていただきたいのですが、評価指数の目標１で、圏域人口一人当たりのバス利用回数が 11.4 回とな

っており、これは分母が圏域人口ですよね。年間利用者数というと、次のページのグラフから見ると、ほ

とんどが通勤・通学の利用者で、通院利用が一部時間帯に見られます。通勤・通学で往復２回とし、365

日の内の 200 日仮に通勤・通学した場合、このような利用回数の目標設定をするのはどうなのかと思いま

す。圏域の総人口で割っているということはわかりますが、分母と分子の関係性がわかりづらく思います。

38 ページのグラフを見るとほとんどが通勤・通学利用で占められています。通勤・通学者数というのも、

ある程度必要な数値は出てくると思いますし、それ以外に、こういう取り組みをすることにより、集落内

の利用環境を改善し、バス利用者を何％増やすとう形の方が現実的ではないかと思います。そういうこと

を加味した数字であればそれで結構ですが。 

 

（事務局） 

数字は計測しやすい数字を使いました。年間利用者数についてはバス事業者が中国運輸局に出す数字を、

圏域人口は各町村で把握できる数字を使い、それを割って利用回数という指標にさせていただきました。 

 

（仙賀委員） 

単純に、それが増えていくと全体の中では若干増えていくという形、あるいは現状維持でがんばってい

くという形なんですか。 

 

（事務局） 

そうですね。向上的な目標のほうがいいのではないかという意見もいただいているので、もう少し検討

していきたいと思います。 

 

（仙賀委員） 

中身をもう少し分析されたほうがいいのではないかと思います。 

 

（石田会長） 

「一人あたりバス利用回数」という表現がよくないのでは。同じ数字を使うにしても、表現を変えたほ

うがよいと思います。誤解を招く恐れがあります。 

 

（事務局） 

そうですね。表現についてもう少し考えさせていただきます。 

 

（石田会長） 

その他はいかかですか。（なし）よろしいでしょうか、またご覧いただいて、ご意見があれば後ほどいた

だければと思います。 

 

 

（２） 目標を達成するための事業について 



 

（石田会長） 

それでは次に「（２）目標を達成するための事業について」説明をお願いします。 

 

（事務局） 

※資料に基づき説明 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。一番大事な具体的な対応につながる部分ですが、これについてご意見等伺い

たいと思います。いかがでしょう。 

 

（大庭委員） 

北栄町です。50 ページの北栄町の具体的な事業の中の、栄線について要望があります。先程の話でもあ

りましたが、この路線の一部が乗合タクシーと重複しているので、町としては亀谷～西高尾駐車場間は乗

合タクシーを利用してはどうかという考え方を持っています。栄線は朝、昼、夕の３便で、倉吉東中学校

への通学バスにもなっているので、朝夕は乗換なしという考え方であれば昼間の便について穴沢～亀谷間

をデマンドで運行するという方法もあります。県の補助の考え方が今後どうなるのかわかりませんが、現

在は２つの市町にまたがる路線に対し県から補助金が出ているので、幹線も北栄町の亀谷まで伸ばしてい

ただけないかと思っています。 

 

（事務局） 

今の意見は、亀谷～西高尾は北栄町の乗合タクシーを現状のまま活かし、栄線についてはその間を廃止

して亀谷止めとし、新町～亀谷までを幹線と位置づけてはどうかという考え方ですね。 

 

（大庭委員） 

そういうことです。 

 

（事務局） 

その他の意見も踏まえ、全体的に調整させていただきたいと思います。 

 

（石田会長） 

その他にはありませんか。 

 

（仙賀委員） 

先ほどから聞いていて感じましたが、この計画はバス路線の縮小につながると思いますが、バス事業者

として困られることはないですか。なければよいのですが、雇用の関係がきちんといかないのではないで

しょうか。 

 

（徳丸委員） 

バス路線の再編により路線を縮小してみたが、やはり元の方がよいといわれても時間がかかり、すぐに

対応できないということがあります。 

 



（仙賀委員） 

バスの本数と雇用の関係がどうなるのか気になっていましたが、バス事業者の方が何も言われないので、

余裕があるのかなと思いました。 

 

（石田会長） 

全ての項目について検討としているので、この計画の内容が全て実現するかどうかはわかりません。具

体的な対応は、住民の方のご意見もあるでしょうし、事業者の方との調整も必要になり、それらを踏まえ

て考えていくということになると思います。 

 

（加藤委員） 

加筆の部分になりますが、59 ページの「公共交通の観光利用の促進」について、事業主体のところに１

市４町と交通事業者が書かれていますが、交通関係のパンフレットと観光関係のパンフレットの整合性を

図るという観点から、観光関係者も加えてはどうかと思います。 

また、61 ページにエコ通勤の促進が挙げられています。通学も大事だと思いますが、通勤者の方を公共

交通に転換させると、利用促進が図れ利用者の絶対数が増えるのではないかと考えます。これは、定住自

立圏構想の中でも通勤が位置づけてあったと思いますので、その視点が重要だろうと思います。 

また、事業主体に交通事業者、地域住民も入っていますが、企業を加えてはどうでしょうか。エコ通勤

の主体となる企業を取り込む形で、具体的なアクションを起こすといいのではないかと期待しています。 

 

（石田会長） 

より具体的なアクションのためには、タイアップも重要だと考えます。その他、何かありませんか。 

 

（伹住委員） 

第３章には細かく実施主体や実施期間が書かれていることはよいと思いますが、あまり細かく連携計画

に記載すると、変更が生じたときにその都度変更認定を受けなければならなくなりますので、連携計画に

はざっくりと書いておいて、別に詳細計画を作るという考え方もあるのではないかと思います。今後、総

合事業がどういう形になるかわからず、本年度この計画の認定を受け、変更があった場合に再度変更認定

を受けなければならないかどうかはわかりませんが、連携計画に掲載する内容はもう少し精査したものと

して、それ以外の計画は別に作るという考え方もあると思います。 

また、運輸局としてもエコ通勤の取り組みをやっており、昨年は倉敷市の企業訪問もさせていただいて

います。この圏域では、現在、会社や工場自体がエコ通勤できる場所に位置していないので難しい部分も

あり、そうなると新たな路線が必要になる場合もあると思いますが、やはりエコ通勤の取り組みは必要だ

と考えます。 

あと、事業主体として地域住民の方が書かれていますが、地域住民は当たり前に関係していただくこと

になるので、あえて書く必要があるのかなと中国運輸局では言っておりました。 

 

（石田会長） 

その点で、企業が入るとよいのではないかと思います。その他に何かありませんか。（なし） 
よろしいでしょうか。 
今、ご意見いただいたもの、後ほどご意見をお寄せいただいたものを踏まえて、再度修正をかけたいと

思います。とりあえず、この連携計画についてはこの程度にし、次に、「（３）調査事業に係る事業評価に

ついて」事務局より説明をお願いします。 



 

（３） 調査事業に係る事後評価について 

 

（事務局） 

※資料に基づき説明 

 

（石田会長） 

これについては、またご覧いただき、意見があれば後でいただくことにさせていただきたいと思います。 

 

５．その他 

 

（石田会長） 

その他、皆さん方からご意見はありませんか。 

 

（大庭委員） 

今後のスケジュールの確認をさせていただきたいのですが。 

 

（事務局） 

今後は、本日の協議会で協議いただいた素案を基に、各町の公共交通会議を開催していただき、鳥取県

中部地域の連携計画として報告していただき、意見等を出していただけたらと思います。それを２月中旬

までにやっていただき、２月１６日に運輸局に説明に伺い、そこでも意見等をいただくことになると思い

ます。また、来週から２月１０日（金）まで、ホームページ等でパブリックコメントを募集し、市民の方、

町民の方から意見を寄せていただきたいと考えています。各町の公共交通会議、運輸局の意見、パブリッ

クコメント等を全て調整して、２月下旬に最後の協議会を開催し、最終的な計画にさせていただきたいと

考えています。 

 

（大庭委員） 

パブリックコメントが来週から始まりますね。それまでに細かな数字の訂正、追加をするのですか。 

 

（事務局） 

パブリックコメントまでに素案の追加、修正を行いたいと思いますので、期間がなくて申し訳ないです

が、できれば木曜日までにいただいて、来週月曜日からパブリックコメントの募集ができればと思います。

なお、パブリックコメントの募集につきましては、この協議会で行いますので、各町では倉吉市のホーム

ページへのリング等をお願いすることになりますが、よろしくお願いいたします。 

 

（石田会長） 

よろしいでしょうか。その他にはありませんか。（なし） 

それでは、以上で第４回鳥取県中部地域公共交通協議会を終了させていただきます。スケジュールのと

ころで申し上げましたように、まだまだこれからも作業が出てきますので、今後ともご協力をよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

 

６．閉会 


