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第５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３月３日（木）１３：３０～１５：００ 

２場 所  倉吉市役所 大会議室（本庁舎３階） 

３出席者 【委員】14 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 石飛課長 

４内 容 ①計画(案)に関するパブリックコメントの実施結果について承認いただきました。 

     ②鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（案）の修正について承認いただきました。 

③平成２２年度協議会補正予算（案）及び平成２３年度協議会当初予算（案）につい

て承認されました。 

     ④平成２３年度以降の計画事業の進め方について承認されました。 

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パブリックコメントの回答に「地域主体による自主的な取り組み」の例として「NPO

等による過疎地有償運送事業」を加える。 

      ②バス利用が困難な集落数の低減化（P36）については、バス以外の交通手段を含ん

で低減化することを補足する。 

      ③バス停上屋点検箇所数の目標「5 年間で圏域すべての上屋を点検」（P36）につい

て、整備はすべてのバス停に対して行うわけではないことから、点検により「整

備が必要なバス停を抽出する」ことがわかるよう補足する。 

      ④意識啓発の推進（P57）について、評価指標に「利用促進広報回数」があることか

ら、事業内容に「利用促進を図るための情報発信・広報活動の検討」を追加する。 

      ⑤地域が主体となった取り組みへの支援(P58)について、事業内容中の「地域主体に

よる自主的な取り組み等への支援」に取り組み事例として「NPO 等による過疎地

有償運送など」を追加する。 

 

１ 開会 

（事務局：森事務局長） 

みなさんこんにちは。定刻になったので、第５回鳥取県中部地域公共交通協議会を開催したい。

まず本協議会の会長である石田倉吉市長からあいさつを。 

 

２ 会長あいさつ 

（石田会長） 

みなさんこんにちは。今日は急に雪が降り、足元の悪い中お出かけいただきありがとうござい

ます。本協議会も５回目となり、回数を重ねてきた。今回は最終段階ということで、皆さんのご

意見をお願いしたい。補助制度もいろいろ変わってくる中で、具体的な方向を出すのが難しい状

況にもあるが、新年度は社会実験的なことにも取り組んで、少しずつでも住民ニーズに応えられ

る公共交通のあり方を見据えていきたいと思っている。できるだけ実効性のある計画にしたいと



 2

考えているので、今後とも皆様方の協力をよろしくお願いしたい。 

 

（事務局：森事務局長） 

本日の出席について報告させていただきたい。委員１９名中１４名出席、欠席５名ということ

で、協議会開催要件の過半数を満たしていることをご報告したい。 

これより、会長に議事を進めていただきたい。 

 

（石田会長） 

次第にしたがって進めていきたい。それでは「（１）計画（案）に関するパブリックコメントの

実施結果について」事務局より説明をお願いしたい。 

 

 

３協議事項 

（１）計画（案）に関するパブリックコメントの実施結果について 

 

（事務局：大本） 

平成２３年１月２４日から２月１０日までの間に、計画案に関するパブリックコメントを実施

し、４人から意見が寄せられた。（以下、資料に基づき説明） 

 

（石田会長） 

今の説明に対し、ご意見、ご質問はないか。（なし）それでは、このような回答で処理させてい

ただきたい。次に「（２）鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（案）の修正について」の説明を

お願いしたい。 

 

 

（２）鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（案）の修正について 

 

（事務局：大本） 

１月１７日開催の本協議会でいただいた意見及び倉吉市地域公共交通会議で頂いた意見をもと

に、修正内容一覧表にまとめている。（以下、資料に基づき説明） 

 

（石田会長） 

先ほどの説明について、何か質問、意見があればお願いしたい。 

 

（加藤委員） 

資料２の修正箇所について、Ｐ３６の評価指標を修正されたと思う。それはそれでよいが、目

標に対する施策、特に「目標３：利用促進策の推進と地域で守る体制づくり」について、前回の

協議会での伹住委員が提案された内容が入っている。Ｐ５５以下の「３-３ 利用促進策の推進と

地域で守る体制づくり」に関する施策を見ると、具体的な広報内容、例えば内容が各市町まかせ
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なのか、協議会として統一したものを示すのかといった広報の方法等についても書かれていると

よいと思う。ここでいう広報はＰ５７の「利用促進と地域で守る体制づくり」の「（１）意識啓発

の推進」に該当すると思う。評価指標の中にこのような広報内容（方法）についても含まれてい

るのではないか。 

また、先ほどのパブリックコメントのところで、４つのうち２つの意見は地域にバスを運行し

て欲しいとの要望になっており、その回答として１市４町としては「地域主体による自主的な取

り組み」をしたいということになっている。Ｐ５８の施策内容がそれに対応すると思うが、その

「地域が主体となった取り組み」が具体的には「ＮＰＯ法人たかしろ」の過疎地有償運送等であ

るということを含めての意識啓発の広報だと思う。目標自体はこれでよいと思うが、もう少し利

用促進広報と具体的な施策の関係がわかりやすくなっているとよいと思う。 

 

（石田会長） 

今の点、事務局としてはどうか。 

 

（事務局：大本） 

評価指標として広報回数を使っているのに、施策のところに記載がないので、Ｐ５７の「（１）

意識啓発の推進」の事業内容に明記させていただきたい。協議会として統一したわかりやすい広

報内容で周知していくというような事業内容を追加したい。 

 

（加藤委員） 

おっしゃるように、事業内容にも広報の回数、内容について記載していただくと、指標との関

係がわかりやすくなると思う。 

 

（石田会長） 

ＮＰＯの方の話はどうか。 

 

（事務局：大本） 

Ｐ５８に「地域主体による自主的な取り組み等への支援」と書かれているので、そこにより具

体的な表現を入れることによってわかりやすくしたい。また、パブリックコメントへの回答にも

そのような表現を入れたいが、「ＮＰＯ法人等による過疎地有償運送」というような表現でよいか。 

 

（石田会長） 

 地域主体による自主的な取り組みを、それだけに限定するのはどうか。 

 

（加藤委員） 

こういった「ＮＰＯ法人たかしろ」の取り組みの認知度はどうか。 

 

（大島委員） 

当初、テレビや新聞で報道されたので、それなりに周知されていると思う。 
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（石田会長） 

 過疎地有償運送を「参考例」として掲載するのはいいと思う。 

 

（事務局：大本） 

「参考例」としてパブコメの回答に追記させていただきたい。 

 

（岡崎委員） 

目標１の評価指標のところで「バス利用が困難な集落数を５年間で８０％低減化」とある。こ

の計画では、現在運行していない地域には原則として新規路線を作らないという方針だと聞いて

いる。であるなら、どういう手段でバス利用困難集落数を低減させるのか。 

また、目標２の「５年間で圏域すべての上屋を点検」とあるが、上屋の点検に５年間もかける

のはなぜか。上屋のないバス停についてはどうするのか。それは放置して上屋のあるバス停だけ

を修理するのか。点検だけに５年間もかけるというのがわからない。各市町でやれば、点検だけ

なら１年でできるのではないか。 

 

（事務局：大本） 

現在運行していないところには原則新しいバスは走らせないということだが、そのようなとこ

ろについても、本当に必要ないかどうかも含めて検証していく。報告書Ｐ４２～Ｐ４６の「３-

１-３ 地域内移動の充実」の各市町の事業内容に「バス利用が困難な地域について、実情に合わ

せて対応を検討」を入れている。これは、各市町において現状や要望を含めて再度検討するとい

う意味であり、運行するしないの結論は検討の結果を踏まえて出していただくことになる。一度

は検討していただきたい。 

 

（石田会長） 

質問の意味は、どう具体的に８０％低減するのかということである。「バス利用が困難な地域に

ついて、実情に合わせて対応を検討」となっているが、その実情に合わせた具体的な対応が過疎

地有償運送であったりデマンドタクシーであったりするということだと思う。 

 

（岡崎委員） 

そのような他の交通手段を確保するということになれば、バス停から４００ｍという基準は必

要なくなってくるのではないか。既存バス路線のバス停から４００ｍ離れたところを減少させる

と考えると、バス路線を新たに運行するいうことになるのではないか。 

 

（石田会長） 

 バスには限らないと思う。 

 

（事務局：大本） 

支線部分にデマンド型の乗合タクシー等を導入することによって、既存バス停から４００ｍ以
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上離れた集落への乗り入れが実現すれば８０％低減することは可能かと思う。ただ、すべての地

域を乗合タクシーで対応すると非効率な部分が出てくるので、残り２０％の集落に関しては、各

市町の交通施策としてタクシーチケット等で対応するということを想定してこの数値になってい

る。 

 

（岡崎委員） 

わかりました。「ＮＰＯ法人たかしろ」の取り組みのように、バス停から４００ｍ離れていても、

バス停まで行く交通手段が別にあれば、それはバス停から４００ｍ以上離れた地域ではないとい

う捉え方でよいか。そうだとしたら、この指標はわかりにくい。この表現だと新たなバス路線を

新設するイメージに取れ、住民に過度の期待を抱かせるのではないかと懸念する。 

 

（石田会長） 

そうであれば、バス以外の交通手段を含むといったような表現を具体的に書き込んではどうか。。 

 

（事務局：大本） 

そのように表現を追加させていただきたい。 

また、５年間での上屋の点検については、現在、圏域の上屋のあるバス停の数が正確に把握で

きていない。次の予算の協議でも出てくるが、来年度、バスの上屋の点検を１００箇所行う予算

を、倉吉市の負担金で予算化しようと考えている。この５年間は大まかな設定であり、２年以内

か３年以内かという確証が持てなかったので、この連携計画の計画期間である５年間と設定した。

調査の中では概算の修繕見積りを１００箇所分は行うという業務を考えている。５年という期間

が長ければ、短縮も可能かと思うが。 

 

（岡崎委員） 

点検だけで５年間はかかりすぎるということを言いたい。点検・整備であれば５年間のスパン

は必要になると思う。 

もう一点は、上屋の整備だけでいいのか。それ以外の、上屋のないところはそのままにしてお

いてよいのか。そこはそのままにしておくということか。 

 

（石田会長） 

 それも含めた点検・整備ということになるのではないか。点検だけとなると、今言われたよう

なことになる。ここは、「点検・整備」という表現になるのではないか。ただし、全部のバス停を

整備する必要はないと考える。 

 

（事務局：大本） 

整備といっても各市町の負担なのか、設置者の負担になるのか。鳥取県中部圏域内には、県で

設置されたロードステーションがたくさんあり、それを整備していくという点について県との調

整ができていないので、ここでは点検という文言に止めている。 
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（岡崎委員） 

整備主体に関わらず、整備が必要な箇所は整備しなければならない。ここに「整備」という文

言も入れておけば、５年間で整備してもらえるというイメージが出てくる。目標が「便利で快適

なバス利用環境の向上」となっているので、既存バス停の整備だけでなく、上屋のないバス停に

は新たに上屋を整備するということも念頭に置いた整備でなければならないと思う。 

 

（石田会長） 

「すべて」とするから全部上屋を整備するようにとれる。「必要な箇所の整備」ということでよ

いのではないか。 

 

（加藤委員） 

Ｐ５０にある具体的な事業内容を見ると「既存バス停の点検及び整備の検討」が入っており、

「整備を検討する」もしくは「整備する」等の文言を加えてはどうか。 

 

（事務局：大本） 

ここの部分は評価指標としての表現なので、あまり細かく書くことは適切ではなく、詳細は事

業内容で見ていただければと思う。 

 

（加藤委員） 

この文言だけを見ると点検だけとの印象を受ける。Ｐ５０の「施策の方向性」には「整備が必

要なバス停については、地元住民との協議により整備・維持管理を検討」と書かれているので全

てのバス停を整備する必要はないと思うが、評価指標の段階でも少し「整備」という文言を加え

るなど、表現を工夫されたらいいのではないか。 

 

（石田会長） 

端的にいうと、「点検して、整備するかどうかの整理をする」ということになる。 

 

（事務局：大本） 

それでは、例えば「バス停上屋点検・整備箇所数」とし、「５年間で圏域すべての上屋を点検・

整備する」という表現ではどうか。 

 

（石田会長） 

 その表現では、整備までやらなければならないということになってしまう。 

 

（事務局：大本） 

整備というのは、今現在ある上屋を点検・整備するというとこだが。 

 

（石田会長） 

 既存の上屋だけでなく、現在上屋がないところも整備する可能性はある。 
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（事務局：大本） 

その表現を指標の中でするか、事業内容でするかということになると思う。 

 

（岡崎委員） 

 指標の表現の仕方がよくわからない。 

 

（倉元委員） 

ひとつの案であるが、「整備が必要なバス停を抽出するために、５年間で圏域すべての上屋を点

検」としてはどうか。 

 

（石田会長） 

それではここは修正させていただきたい。そのほかどうか。 

 

（高間委員） 

今の話は、結節点となるバス停か。全てのバス停のことを言っているのか。 

 

（事務局：大本） 

全部である。 

 

（高間委員） 

点検の結果、必要なくなるバス停も出る可能性があるのか。 

 

（石田会長） 

その辺も含めて点検するということである。 

 

（事務局：大本） 

 それらを点検によって確認していきたい。 

 

（高間委員） 

 ということであれば、中山間地域はおそらく補修する必要がないような気がする。 

 

（石田会長） 

その辺を点検するということである。そのほかの意見はどうか。（なし）それでは、今ご意見が

あった部分については修正した上で、変更させていただきたい。 

次に「（３）平成２２年度協議会補正予算（案）及び平成２３年度協議会当初予算（案）につい

て」の説明をお願いしたい。 
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（３）平成２２年度協議会補正予算（案）及び平成２３年度協議会当初予算（案）について 

 

（事務局：大本） 

資料に基づき説明 

 

（石田会長） 

これについて、何か質問、意見があればお願いしたい。 

 

（岡崎委員） 

上屋の所有者は、調査しないと簡単にはわからないのか。 

 

（事務局：大本） 

西倉吉から倉吉駅までの間にも上屋が建っているが、台帳自体がないので実際に調べていかな

ければわからない。１市４町の公共交通担当者にこのバス停調査について諮ったところ、「調査し

台帳を整備してもらうとよい」という意見もあったので、今回倉吉市の方で予算計上させていた

だいたところである。 

 

（岡崎委員） 

 調査にこだわるのであれば、「調査・点検」という表現にすればよいのではないか。 

 

（事務局：大本） 

 実際に整備については各所有者がすることになるので、その辺の調整で５年間程度かかるので

はないかと考えている。 

 

（岡崎委員） 

 バス停を提供している土地が町所有であれば、町が整備すればいいのではないか。 

 

（石田会長） 

民地に整備されている場合もあり、その辺をチェックした上で整理する必要がある。 

そのほかの意見はいかがか。 

 

（加藤委員） 

バス停上屋点検箇所数が１００箇所ということになっているが、圏域内にはどの程度のバス定

数があるのか。調査対象がいくらあって、１００箇所というのはどれくらいの割合に当るのか。 

 

（事務局：大本） 

 具体的な数は今手元に資料がなくて言えないが、バス停の数を調査し、上屋のあるバス停は２

００箇所程度と試算した。資料のＰ５にも書いているが、県が設置したロードステーションがバ

ス停としてかなり利用されており、それが半分程度と見込んで残り１００箇所という数字を出し
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ている。 

 

（加藤委員） 

上屋のあるバス停が２００箇所あって、県の所有が１００箇所ということか。 

 

（事務局：大本） 

 ロードステーションについては台帳整理がされているようなので数は把握できると思うが、今

回はそこまで細かい数を把握していない。予算的なこともあり１００箇所を対象に予算を組んで

いる。 

 

（石田会長） 

 県としてその数はわかるのか。 

 

（倉元委員） 

 今すぐにはわからない。 

 

（加藤委員） 

 調査業務自体はどこに委託される予定なのか。 

 

（事務局：大本） 

 修繕の見積りを出す必要があるので、建設コンサルタントに依頼する必要があると思う。 

 

（加藤委員） 

調査業務の委託先だが、修繕等の専門的な目も必要だと思うが、住民組織や民間団体等に地域

内のバス停を点検していただき、できればバス停に関心を持っていただいた上で維持管理してい

ただくなど、官民の協働という風な持っていき方はできないだろうか。台帳づくりは二の次にな

ってしまうかもしれないが、自分たちの地域のバスでありバス停であるという意識を持ってもら

う事業に使えないか。 

 

（事務局：大本） 

調査業務を地域の方にお願いするのは困難かと思うが、バス停の上屋を把握した時点で維持管

理を検討していく必要も出てくるので、そのあたりで地域住民への維持管理の依頼ができるよう

になると一番よいと思う。その辺について調査にかかる前にある程度流れを作って進めていきた

いと思う。 

 

（徳丸委員） 

日本交通のバス停の例として、関金地区の老人クラブがベンチに座布団を設置したり、清掃用

具を購入して定期的に管理している。湯梨浜町の泊地区でも住民による清掃をしていただいてい

る。 
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（高間委員） 

さきほど言われたように、全部のバス停は無理かもしれないが地域住民が関わるということは

大事ではないか。 

 

（石田会長） 

誰が、どこに建てたのかは役場での調査が必要であり、それ以外の部分での住民との連携は可

能だと思う。細かいことはこれからの具体的な検討の中で進めさせていただきたい。 

その他の意見はいかがか。（なし）それでは、今年度の補正と来年度の予算をこのように進めさ

せていただきたいのでよろしくお願いしたい。 

次に「（４）平成２３年度以降の計画事業の進め方について」の説明をお願いしたい。 

 

（事務局：大本） 

資料のＰ６になる。今年度に公共交通総合連携計画を策定し、２３年度から計画事業を進めて

いくことになる。その事業には１市４町で共同して進めるものと、各市町単独で行うものがある。

１市４町での共同事業については本協議会で進めていくので事業内容や進捗状況が把握できるが、

各市町単独の事業になるとそれぞれの公共交通会議等で進めていくことになるので、その内容を

本協議会に報告いただけないかという考え方をしている。事業終了後も報告をいただき、それに

より連携計画の進捗状況を把握するというものである。事業を実施するにあたっては、協議会の

要綱８条にも記しているが、「協議会の委員は、協議会において協議が整った事項について、その

協議結果を尊重し、該当事項の誠実な実施に努めるものとする」とあるので、よろしくお願いし

たい。 

 

（石田会長） 

今の説明について質問があればお願いしたい。 

 

（大島委員） 

質問というのではないが、地域公共交通活性化・総合再生事業自体は今年度で一度廃止されて

しまう。新たに「生活交通サバイバル戦略」が出ており、その中で地域間を結ぶ幹線交通と地域

内のフィーダー路線への補助メニューが示されている。今回策定した連携計画と新しい事業メニ

ューとの関係がどういう風になるのか、これから事業を実施する上で大きく影響すると思う。今

現在把握されている範囲で、その関係をご説明いただきたい。 

 

（事務局：大本） 

制度的な部分はまだ把握できていない。Ｐ４７に中部地区の今後の幹線と支線の考え方を示し

ているが、このとおりに国に補助申請をすると、今までの補助金額を大幅に下回る可能性がある。

したがって、これはあくまで計画上の目標として設定されたものであり、実際に補助を受ける場

合はその都度協議が必要になると思う。細かい点は伹住委員より説明をお願いしたい。 
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（伹住委員） 

当初は２月後半に要綱を示す予定であったが遅れている。一月前、広島等で「地域公共交通確

保維持改善事業」の説明会があった。前回の協議会でも説明させていただいたが、今後交通サバ

イバル戦略として進めていくことになるが、今回検討された連携計画は今度どのようになるのか

という質問が他の協議会からも出ている。今後は「生活交通ネットワーク計画」を各協議会単位

で立てていくことになる。今までの連携計画は使えるのかどうかということだが、使える部分は

使ってもらって結構である。今回の新しい事業の中で補助要件の緩和等があり、新たに補助を考

えるときに見直す必要がある部分については、協議会の中で「生活交通ネットワーク計画」を作

っていくことになる。活性化・総合再生事業の中で立てられた連携計画がまったく無駄になるの

ではなく、使える部分については使っていくという流れになる。 

まだ調整中ということではっきりとはわからないが、「地域公共交通確保維持改善事業」の中で、

地域間生活交通＝従来の広域路線、地域内生活交通＝フィーダー路線ということになってくる。

地域間生活交通の中では距離要件１０ｋｍ以上が廃止になり、複数市町村の定義が平成１３年３

月３１日までに遡るというように変わる。１日の輸送量や回数の要件は変わらず、距離要件のみ

が緩和されるようだ。フィーダー部分について、既存の町営バスについては新しい制度の中では

補助は対象とならず、新たなもの（実証運行も含む）についてのみ補助対象となる。これについ

ては現在調整中で変わるかもしれないが、輸送量が１回２人以上であり、幹線に接続するという

要件がついている。国がどう追加の補助を判断するのかについては、高齢者数等を加味して査定

するよう計画しているようだ。前回の協議会でお話しした内容から後退した部分もある。 

今後は３月１０日に国交省で地方局の交通企画課長を対象とした会議が予定されており、今回

の新しい事業、制度の要綱が示される。これを受け、３月１４日から一週間をかけて各県で説明

会が開催され、鳥取県においては県主催により３月１８日（金）１３時～１５時、倉吉市未来中

心会議室で自治体等を対象に説明会を予定している。後ほどご案内したいので参加いただきたい。 

 

（石田会長） 

 そのほか何か意見があればお願いしたい。 

 

（加藤委員） 

資料４に各市町の公共交通会議が位置づけてあるが、今年度の倉吉市以外の開催状況はどうか。 

 

（事務局：大本） 

２月４日に湯梨浜町の路線バス利用者協議会を開催、また琴浦町地域公共交通会議や三朝町の

路線バス利用協議会も開催され、その中で連携計画の内容について説明している。今後の分科会

（地域公共交通会議等）の進め方については、連携計画を実施する必要があるため、倉吉市が中

心となって各町に働きかけを行い、各町で具体的に協議を進めていきたい。各町の分科会に諮り

ながら計画を進めていきたいと考えている。 

 

（石田会長） 

 北栄町での開催状況はどうか。 
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（岡崎委員） 

北栄町としては特に検討組織を作っていないが、議会は公共交通に関心を持っており、議会に

説明していく必要があると考えている。 

 

（谷岡：琴浦町） 

琴浦町では、平成２３年度は既存の町営バス路線を維持し、交通空白地域への乗合タクシー等

を活用した効率のよい交通体系を模索・検討していく予定している。例年であれば年１回この時

期に交通会議を行なっているが、平成２３年度は協議を必要とするので、複数回開催したいと考

えている。 

 

（中本課長：湯梨浜町） 

湯梨浜町としては、住民からの路線変更の要望も出てきているので、バス利用者協議会を年２

回程度開催したいと考えている。路線変更等があれば、本協議会への報告もしていきたい。また、

倉吉市と一緒に実証実験を行うことも予定しており、それらをバス利用者協議会で協議しながら

進めていきたい。 

 

（加藤委員） 

この連携計画の内容が各市町の分科会（交通会議・利用者協議会等）へ伝わり、各町の計画が

協議会へと報告されるという相互の動きが来年度以降出てくると考えてよいか。 

 

（事務局：大本） 

そういうことになると思う。 

 

（石田会長） 

その他、何かあればお願いしたい。（特になし）なければ、大きな「その他」について事務局か

らお願いしたい。 

 

４ その他 

 

（事務局：森事務局長） 

只今ご協議いただき、修正箇所が数箇所出てきたので、これを修正し最終的に鳥取県中部地域

公共交通総合連携計画として中国運輸局経由で国土交通省へ提出させていただきたい。また、内

部確認後に委員の皆様に送らせていただく。内容確認や校正に当っては修正が考えられれるが、

文言表現等は会長と協議して決めたいと考えているのでよろしくお願いしたい。 

また、次回の協議会の開催は、計画の進捗に合わせて随時行いたいと考えている。 

 

（石田会長） 

 皆さんから、特にあればお願いしたい。 
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（山根委員） 

ひとつお願いがある。目標３に「利用促進策の推進と地域で守る体制づくり」とあるが、私鉄

総連で地域公共交通キャンペーンを今年も４月から６月の間に実施する予定である。その時には

各市町へパンフレット等をお届けしたい。既存バスのいいところ、悪いところを見ていただき、

いい点はほめていただき、悪い点は注意していただければご要望に沿うようにしたいと考えてい

る。改めて資料をお送りするので、ぜひご参加をよろしくお願いしたい。 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。その他あればお願いしたい。 

 

（伹住委員） 

今回の総合連携計画について、先日第３者評価委員会が広島であったので、その時の内容を紹

介したい。調査事業についての事務局の総合的評価として、定住自立圏構想により複数の路線の

維持を図るため、関係する自治体が連携して計画を進めている点を評価したい。特に、分科会、

幹事会、協議会等、多層の役割分担をして進めている点を評価したいということであった。その

中で、広島大学大学院教授の藤原先生から質問があった。上位計画としての定住自立圏構想があ

り、その中で地域公共交通の位置づけがなされている鳥取県中部地域の計画については、印象に

残っているということであった。地域公共交通に止まらず、地域や都市の考え方があった上での

調査事業ということで参考になるとし、調査を通して定住自立圏構想と公共交通の果たすべき役

割、関係はどのようなものかという質問があった。 

これについては、事務局の大本さんより回答があったが、その内容としては、定住自立圏構想

は住民にとって住みやすい環境づくりをする計画で、それが損なわれないような路線の見直しや

交通体系を構築していく必要があり、今後とも周辺市町との関係の中で機能を維持した形で進め

ていきたいとの回答があった。 

さらに、藤原先生からは医療費、教育費、地域公共交通に関連予算等が限られた中で、どう対

応するかということについて、定住自立圏構想を実現するためにはこのような調査事業は有効で

はないかとの講評があったのでご紹介しておきたい。 

 

（石田会長） 

これからが大事だということと捉えたい。 

その他、何かあればお願いしたい。（特になし）それでは、以上で終わらせていただきたい。な

お、本計画は本日の会議をもってオーソライズさせていただきたい。この計画を踏まえ、これか

ら具体的に進めていかなければならないが、制度が変わるので現実を見て対応を検討し進めてい

きたい。本日はありがとうございました。 

 

～閉会～ 


