
第１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７月６日（水）１５：００～１５：４５ 

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】倉吉市総合政策課 森課長、大本主任（山根部長、山田補佐） 

４内 容 ①平成 22 年度事業報告及び収支決算について承認いただきました。 

     ②協議会設置要綱及び事務局規程の改正（案）について承認いただきました。 

③倉吉駅北側商業施設への新規バス路線の運行について報告しました。 

     ④既存バス停施設調査業務について報告しました。 

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倉吉駅北側商業施設への新規バス運行では、車内アナウンス・利用バス停が分か

りやすくなるよう検討すること。 

      ②利用実績について、倉吉市地域公共交通会議・鳥取県中部地域公共交通協議会へ

実績を報告すること。 

      ③倉吉駅北口の開発状況によっては、北口の乗り場を検討すること。 

      ④本格運行時には、循環バスの愛称を検討すること。 

      ⑤既存バス停施設調査で調査した上屋データ、これまでに所有者が分かっている上

屋について、一元的なデータ管理を行うこと。 

１ 開会 

（事務局：森事務局長） 

みなさんこんにちは。定刻になりましたので、第１回鳥取県中部地域公共交通協議会を開催し

ます。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お願いします。 

 

２ 会長あいさつ 

（石田会長） 

みなさんこんにちは。昨年は公共交通総合連携計画の策定を行っていただきました。かなり回

数を開催し、御協力いただいたところです。本年度はその計画に基づき計画の具体の実施という

ことになりますが、今日は第 1回目の協議会でありますので平成 22 年度の収支決算等の審議があ

りますが、今後予定しております倉吉駅北側の商業施設へのバス実証運行を中心に事業を取り組

んでいきたいと思います。そういった面で委員のご意見をいただき、実証運行を行い問題点・課

題等を把握した上で公共交通のあり方を検討していきたいと思います。そのほか、お手元の議題

について進めますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局：森事務局長） 

ありがとうございました。本日の出席について報告させていただきます。委員１９名中出席が

１３名、欠席６名、うち委任状提出２名、承諾書提出３名ということで、協議会設置要綱第５条

第３項の規定による開催要件の過半数を満たしていることを報告します。 
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それでは日程３の承認事項に移りますが、これより会長に議事を進めていただきます。 

 

３ 承認事項 

（石田会長） 

それでは、進めさせていただきます。承認事項「（１）平成 22 年度事業報告及び収支決算につ

いて」事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：大本） 

（資料に基づき説明） 

 

（石田会長） 

 あわせて監査報告をお願いします。 

 

（加藤監査委員） 

 （監査報告） 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。それでは、以上監査報告を含めて決算についての質疑をお願いしま

す。（なし）それでは、ご意見がないようですので、原案どおり承認とさせていただきます。 

次に「（２）協議会設置要綱及び事務局規程の改正（案）について」事務局より説明をお願いし

ます。 

 

（事務局：大本） 

（資料に基づき説明） 

 ※事務局規程の施行期日の部分の「この要綱は」→「この規程は」に訂正。 

 

（石田会長） 

組織変更に伴う改正ですので、異論は無いかとは思いますが、いかがでしょうか。（なし）それ

では原案のとおり承認とさせていただきます。 

 

４ 報告事項 

（石田会長） 

それでは次に報告事項のほうに入らせていただきます。「（１）倉吉駅北側商業施設への新規バ

ス路線の運行について」事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：大本） 

(資料に基づき説明) 

※県土整備局へバス停占用申請は 7月中旬にずれ込む。 

  ※湯梨浜町バス利用者協議会の協議は 7月中旬にずれ込む。 
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  ※県土整備局からのバス停占用許可が申請にあわせてずれ込む。 

 

（石田会長） 

今の説明について質疑をいただきたいと思います。 

 

（高専：加藤委員） 

不勉強で申し訳ないが、このルートはすべて新設の路線となるのでしょうか。バス停で既存の

ものを使ったり、ルートが既存のものと重複するのでしょうか。運行については、アンケート・

市民対話集会で出てきた意見からでしょうが、全く新しい路線なのかをお聞かせください。 

次に路線の設定についてですが、運行ダイヤが載っていますが、既存バス路線の延長であれば乗

継なしで直通でいけるが、倉吉駅で切れると乗り継ぎが発生し、車両についても専用の循環バス

を使うのか既存の車両を使うのか路線の位置付けが変わってくると思います。 

 ルートの設定について、若者が買い物に使うパターンもあると思いますし、高齢者の方が病院

にいかれる場合もありますが、⑨に病院がありますが、そのほかにも病院・通院先があったがこ

れまでいけなかった等の意見があれば積極的にルート上に盛り込んではどうでしょうか。 

 連携計画では、市内の過密ダイヤの調整をするという意味で市内循環バスを新設するという計

画がありますが、今回の運行との関係性を教えていただきたいと思います。全く違うものなのか、

関連性があるのかという点を聞かせていただきたいと思います。 

 需要見込みですが、実際に運行してみて乗降調査、アンケートをするということですが、継続

する上での試算があれば教えていただきたいと思います。 

 

（事務局：森課長） 

最初にルートですが、全くの新設です。路線の設定で乗継が発生しますが、今回は新規路線で

既存の路線との調整はしておりませんので、乗継が発生します。また、車両につきましては自治

体で所有することは不可能ですので、事業主体をバス事業者として日本交通・日ノ丸自動車さん

の車両で運行します。ルートは当初、しまむらを右折して、また次の交差点を右折して１７９号

線に出て、湯梨浜町は通過しないルートを考えていましたが、事業者と協議する中で「いない」

の前を通過し９号線に出て、１７９号を南下するほうが利便性がよいということでルート変更を

おこなったところです。ルート変更したことにより連携計画のアンケートであった信生病院を通

過するようになり、近くにも歯科医院がありそちらへの利用もあると思います。過密ダイヤの件

ですが、計画には過密ダイヤの解消もありましたので、今後は駅南の循環とも連動させていきた

いと考えております。 

事業の試算もしておりますが、１便あたり１４人の乗車で採算ベースになりますが、採算が取

れるようＰＲしていきたいと思います。 

 

（事務局：大本） 

１点、補足します。今回の新規運行路線は一部橋津線と重複しております。現在、垣田病院前

にバス停がありますが、そちらのほうは、橋津線に影響が出ないように、新規路線では利用でき

ません。 
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（高専：加藤委員） 

 バス停の名称は、資料では１番・・・等の番号になっていますが、名前を決められますか。 

 

（事務局：大本） 

 バス停の名称は、番号の１から１５ということで考えております。といいますのが、商業施設

が多く、商業施設名をバス停につける場合、各店舗との調整が必要になります。また試験運行で

すので、Ｐ５にあるようなバス停の周辺店舗の一覧で利用するバス停を判断していただくよう考

えています。 

（石田会長） 

車内案内はどのようになりますか。視覚障害者の方もありますので。 

 

（事務局：大本） 

 車内案内は行うように考えておりますが、一部バス停区間では４００ｍ内の区間もありますが、

できる限り店舗名を放送して利用しやすい形での案内を行うように考えています。ただどこまで

の店舗が放送できるかは検討課題です。 

 

（石田会長） 

 乗っている人が、どこで降りるのか分からないようではいけないですよね。 

 

（事務局：大本） 

 バス事業者と協議していきたいと思います。 

 

（石田会長） 

 そのほか無いでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

 勉強のために教えていただきたいのですが、運輸支局の認可には基準がありますか。 

 また３０分間隔で運行されるが、あとで１時間間隔にするといった変更は可能でしょうか。 

 

（事務局：森課長） 

 １０月から３ヶ月間運行して、今後のスケジュールに書いておりますが、バス事業者とダイヤ

の協議をしていきたいと思います。利用者にとってよりよい運行となるよう変更も考えています。 

 

（事務局：大本） 

 運輸支局への認可ですが、おおむね許可の標準処理期間は３ヶ月ですが、関係する地域公共交

通会議で協議が調えば、１ヶ月に短縮されます。 

 

（岡崎委員） 
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 期間ではなく基準を教えてください。３０分間隔で認可をもらい、運行上の支障があり１時間

とするのは可能ということだが、支局の認可の基準はどういった点でしょうか。 

 

（丹下委員）  

 新規路線では、運行管理の話、道路管理者の意見、公安委員会の意見、地域公共交通会議の協

議が調うことなどがすべて問題なければ、よしということになります。普通の路線であれば、実

態を踏まえて変えますということになりますが、３０分の運行間隔を変えるということになれば

交通会議等で議論いただき調整していただければ変更は可能です。 

 

（岡崎委員） 

 乗車率は、認可には影響しないということですね。 

 

（丹下委員） 

 影響ありません。 

 

（労組：山根委員） 

 南口のバスターミナルが発着ですが、新しい駅の北口は利用しないのでしょうか。 

 

（事務局：森課長） 

 駅北口の発着も検討しました。駅北口は南口のバスターミナルで降車された方が駅を渡る必要

があることから、南口の発着としました。駅北口からの場合も、時間的にはそれほど変わらず、

循環バスも一周３０分となっております。南口のバスターミナルがやはり人が乗り降りする拠点

ですので、発着を南口にしております。 

 

（石田会長） 

 今後、駅北側をどのように開発するか、そのあたりの状況を見ながら考える必要があると思い

ます。当面は、今の話にもありましたが、乗換えの利便性を考えると、南口が妥当だと思います。 

 

（岡崎委員） 

 バス停の変更も交通会議で調整できれば、認可は大丈夫ですか。 

 

（丹下委員） 

 バス停をずらすことで、運行経路が変更になることもありますので、道路管理者・公安委員会

の関係などクリアしなければならないことがあります。 

 

（岡崎委員） 

北側の今後の開発の関係もあるが、自由通路を作られたわけですから、北口も考えるべきです。 
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（石田会長） 

 そのために実証運行で検討すると考えていただければ結構でしょう。 

 

（竹尾委員） 

 今回の経路は中学校区の通学路にはなってないでしょうか。河北中学校が対象だと思います。 

 

（事務局：森課長） 

 そこまでは確認しておりませんが、通学路にはなっていないと思います。 

 

（竹尾委員） 

 高校生が総合産業高校に通学しますので、バスが運行することにより死角が増えるため交差点

等は回避していただきたい。 

 

（事務局：森課長） 

交差点を回避することは、バス路線自体が成り立たなくなりますので困難であると考えていま

す。 

 

（竹尾委員） 

運行経路ということではなく、交差点付近へのバス停の設置を控えていただきたいという意味

です。 

 

（事務局：森課長） 

バス停の設置については、道路管理者、公安委員会に協議を行います。交差点の何ｍ以内には

設置できないこととなっておりますので、協議していきます。 

 

（石田会長） 

十分協議してバス停を設置してください。 

 

（高専：加藤委員） 

 参考として「くる梨」や「だんだんバス」が載っていますが、今回の循環バスの愛称は考えて

いますか。 

 

（事務局：大本） 

 現在のところ考えておりませんが、本格運行時には親しみの持てる愛称をつける必要があると

考えています。 

 

（石田会長） 

 あくまで実証運行ということで、よろしくお願いします。 
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（石田会長） 

 そのほか、無いでしょうか。新しい運行ですので、皆さんに協力いただきながら進める必要が

あると思います。 

 

（丹下委員） 

 本格運行にあたっては、実績はこうでしたので本格運行を行いますといった協議は交通会議等

でされるのでしょうか。 

 

（事務局：大本） 

 実績につきましては、倉吉市地域公共交通会議・鳥取県中部地域公共交通協議会に報告したい

と思います。 

 

（石田会長） 

 当然ながら運行の総括を行い、報告を行う必要があると考えています。 

 

（竹尾委員） 

せっかくの運行ですから、住民の方が乗りやすくということでバスの前にはどこに行くのか表

示されていますが、乗ってから東京の地下鉄などには次がどこか表示されていますが、そういっ

た表示が車内でできるかどうか、教えてください。 

 

（山下委員） 

 既存のバスにはそういった表示の機能はついていません。ついていればいいのですが、新しく

つけるとなると経費もかかります。つけられればいいのですが・・・。 

 

（竹尾委員） 

 可能であれば程度ですので・・・ 

 

（石田会長） 

 運行の総括のときに、そういった内容も協議できればと思います。 

 

（徳丸委員） 

運賃表の横に、次のバス停は表示されます。それくらいしか方法がありません。 

 

（石田会長） 

次のバス停をどう表示するかは検討課題ですね。 

特に無いでしょうか。それでは、報告事項の１番はこのような形で実証運行を進めて行きたい

と思います。 

それでは次に報告事項「（２）既存バス停施設調査業務について」事務局より説明をお願いしま

す。 
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（事務局：大本） 

(資料に基づき説明) 

 

（石田会長） 

 ご質問等ございますでしょうか。 

 

（竹尾委員） 

 予算を執行されているので仕方の無いことですが、１００箇所調べるのに４００万円も必要な

のかなといった、もったいないという気持ちがあります。バスを利用される方が壊れた箇所なり

ベンチについて市役所等に電話されてくると思いますが、各地域には公民館があるのでそこに委

託して実施すれば、よりよい調査ができるのではないかと思います。各公民館に１万円、１万５

千円づつ払うので調査をしてくださいといった方法も住民の生の声がいただけるので、そういっ

た方法もよかったのではないかと思います。 

 

（事務局：森課長） 

１００箇所ということになっていますが、実際には上屋のあるバス停を調査します。中部地域

には上屋が２００以上あり、その中でも県が設置されたものを除いて１００箇所になりますが、

設置者が国・県・バス協会・地元・市町の誰が設置したのか不明なものがあります。それらを地

域の公民館長が調べてもおそらく不明だと思います。それを専門の方に調べていただくというこ

とです。またそれを調べることにより、古くなったバス停の修繕箇所の点検・概算修繕費算出を

していただくということで、公民館長さんではできない業務もありますので、コンサルタント会

社に任せたほうが正確であり、それを各市町等の所有者が修繕を行えるという利点がありますの

で、このような方法をとりました。 

 

（石田会長） 

 業務を実施して、その後の対応をどうするのかという議論があると思います。またおっしゃる

ように地域の協力もいただきながら、管理していくといった手法が効率的でいいのかなと思いま

す。 

 

（竹尾委員） 

調査して１市４町の管理するバス停であれば、また予算をつけて修繕するといった方向になる

のですね。 

 

（石田会長） 

当然そういった方向性になると思います。順番はあると思いますが。 

 

（江原委員） 

 琴浦町営バスのバス停も調査対象でしょうか。 
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（事務局：大本） 

はい。すべてです。 

 

（県土：山根委員） 

 このバス停台帳は、今回調査したものだけの台帳でしょうか。 

 

（事務局：大本） 

 はい。今回の調査で、市町が管理すべきバス停が明確になりますので、台帳として管理してい

きます。また県土整備局さんでも県設置の上屋台帳がありますので、そちらとも整合性を図って

いきます。そのデータも各町にいただけるか事務局で確認して、各町に送付させていただこうと

思います。 

 

（県土：山根委員） 

上屋のあるバス停で市町以外の所有者が分かっているものも一覧であったほうが分かりやすい

と思います。 

 

（事務局：大本） 

 そうです。そのように管理していくよう事務局で調整させていただきます。 

 

（石田会長） 

その他、無いでしょうか。それでは以上で終了させていただきます。 

 次にその他ですが。 

 

（事務局：森課長） 

 次回の協議会ですが、計画の進捗にあわせて開催を考えています。 

 

（石田会長） 

皆さんのほうから、何かありませんでしょか。 

 

（事務局：森課長） 

本日はお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございました。 

これで鳥取県中部地域公共交通協議会を終わります。 

ありがとうございました。 

 

～閉会～ 


