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第２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２４年２月２４日（金）１５：００～１６：１０ 

２場 所  倉吉市役所 大会議室（本庁舎３階） 

３出席者 【委員】12 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） 

４内 容 ①平成 24 年度協議会事業計画（案）及び当初予算（案）について承認いただきました。 

   ②駅北循環バスの実証運行継続について報告しました。 

③既存バス停施設調査結果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 

 

１ 開会 

（事務局：森事務局長） 

委員の皆様が揃われましたので、第 2 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。本協議会ではバスの在り方について考えていくわけですが、高齢化が進

む中で交通弱者と言われる方々の移動手段をどのように確保するのかがテーマになってくると思

います。バス事業者におかれましても、利用者の低迷により苦しい経営を迫られており、多額の

バス補助金で支えられている状況です。いつまでもこのような状況ではいけないと思いますが、

いい代案が浮かばないのも現状だと思います。駅北循環バスの実証運行も実施しておりますが、

いろいろとトライしながらいい方策を見つけていく必要があります。また本日の議題には、来年

度の事業計画も審議していただくこととしております。今年度の決算は、来年度の 初の会で報

告させていただこうと思いますが、本日は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

１２名、欠席７名、うち委任状提出２名、承諾書提出１名ということです。名簿の 5 番目山田様

につきましては急遽欠席の連絡が入っております。また協議会設置要綱第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。 

それでは日程３の承認事項に移りますが、協議会設置要綱第５条第４項により会長に議事を進

めていただきます。 
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３ 承認事項 

（石田会長） 

それでは、日程に従って進めさせていただきます。承認事項（１）「平成２４年度協議会事業計

画（案）及び当初予算（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） 

 

（石田会長） 

 平成 23 年度にどのような事業を行ったのか簡単に説明してください。 

 

（事務局：大本） 

（資料 P2.3 の平成 23 年度に係る事業を説明） 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。委員の方からご質問等はありますか。 

 

（加藤委員） 

確認的な質問ですが、倉吉市の循環バスですが平成 23 年度に検討となっていますが、平成 23

年度に実証運行を行い、検討していると考えればよいでしょうか。また、平成 24 年度については

色分けで実施となっていますが、そのあたりの予定を聞かせていただければと思います。また広

域路線の見直しについては連携計画の柱になっていましたが、スケジュールでは 23 年度も検討と

なっています。平成 23 年度は事前の検討を実施されて、平成 24 年度に詰めた検討をされて実施

されるということでよいでしょうか。 

 

（事務局：大本） 

 駅北循環バスにつきましては、 初の予定では平成 23 年度に検討して 24 年度に実施を計画し

ておりましたが、平成 23 年度に予算が計上できたこと、また市民の方からの要望がありましたの

で、平成 23 年度に前倒しして実証運行を実施したところです。 

 

（石田会長） 

このスケジュールの表は実施ベースで記載されたものではないのですか。 

 

（事務局：大本） 

これは計画書には実際掲載していない計画ベースのものです。 

 

（石田会長） 

実施ベースで記載していなければわかりにくいですね。 
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（事務局：森事務局長） 

平成 23 年度以降に、実施ベースで修正を行います。 

 

（事務局：大本） 

広域路線の橋津線につきましては、10 月以降の駅北循環バスの運行と併せて運行経路を検討す

る予定です。赤碕線・栄線につきましては、琴浦町・北栄町において内部協議を進めていただい

ているところです。来年度は関係町が集まり、 終検討を実施することとしております。 

 

（石田会長） 

駅北の運行について、本格運行にするのかはこれからの課題ですね。 

そのほか、ご質問はありませんか。 

 

（岡崎委員） 

先ほどのスケジュールにある広域と各市町の黒丸の考え方を教えてください。 

 

（事務局：大本） 

 広域に丸がついているものは、1 市 4 町全体で協議して進めるものですし、各市町に丸がつい

ているものは、それそれで事業を進めていただくものです。 

 

（岡崎委員） 

 先ほど、標識の多言語化の検討で、倉吉駅については県と実施したという報告がありましたが、

他の観光施設はどういう取り組みになりますか。他も倉吉市を窓口として県と実施していくとい

うことでしょうか。それともこの協議会で進めていくということでしょうか。 

 

（事務局：大本） 

倉吉駅につきましては、倉吉市が業務の発注をしておりますので、バス事業者・市担当課・市

観光担当課で協議して、また表示が公共交通に関することになりますので、各町公共交通担当者

に内容を報告させていただきました。今後の各観光施設につきましては、公共交通担当者だけで

はなく観光担当者を含めて協議する必要がありますが、今後の進め方は決定しておりません。 

 

（岡崎委員） 

 もう一つ財源の話ですが、広域で取り組んでいきましょうとなれば、この協議会が実施主体に

なると思いますが、そのときに財源はどうなるのでしょうか。 

 

（事務局：大本） 

各町の観光施設を協議会で実施することも可能ですが、各町の公共交通・観光担当者で協議を

行い、各町それぞれで実施していただくことになると思います。 
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（岡崎委員） 

そうであるなら、広域ではないでしょう。 

 

（事務局：森事務局長） 

 そもそも、中部地域公共交通協議会は定住自立圏の協定項目の一つですし、また観光施設を多

言語化するとなれば、広域観光の面からも財源は特別交付税になると考えます。 

 

（石田会長） 

 さっきの話だと、広域の取り組みではなく、個別になりますよね。 

 

（事務局：森事務局長） 

個別であっても定住自立の協定は個々のものですので、特別交付税の対象となります。 

 

（石田会長） 

どのように進めるのかを聞きたいと思います。 

 

（事務局：大本） 

 各市町の公共交通担当者と協議して、協議会が発注したほうがいいとなれば協議会に負担金を

支出していただき、発注することが可能かということでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

要は、広域で丸がついたものは 1市 4町でやりましょうということですね。 

 

（事務局：大本） 

 はい。 

 

（岡崎委員） 

そうであるなら、協議会でやるという話になっていますよね。 

広域で取り組むと言うことは、協議会で多言語化はこうしましょうと決めて、それぞれの市町

が実施主体になるのか、協議会でそれぞれの施設を多言語化しましょうということなのか、その

あたりの整理はどうなっているのでしょうか。 

 

（石田会長） 

問題は誰が主体性を持ってやるのかです。この協議会がイニシアティブをとるのか、各町がと

るのかですね。広域に丸がついているので、この協議会がイニシアティブをとるということです

か。サインは広域的にやったほうがいいので、広域になっているんだと思います。 

 

（事務局：森事務局長） 

確かに統一性は重要だと考えます。 
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（石田会長） 

例えば倉吉市に入るのに、北栄町に看板を立てる必要はあるし、そういうことだと思います。 

 

（事務局：森事務局長） 

 おっしゃるとおり、この協議会がイニシアティブをとってやっていくということです。各町と

協議しながら進めたいと思います。 

 

（石田会長） 

ということでよろしいでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

 観光施設の案内のための、多言語化の表示ですか。観光施設自体の表示ですよね。 

 

（事務局：大本） 

 公共交通の利用促進のための表示です。 

 

（岡崎委員） 

 観光施設自体の表示ではなく、観光施設でのバス利用等の案内ですか。そういうことですか。 

 

（事務局：大本） 

 観光施設内の表示ではありません。例えば、バスのりば・駅はあちらですと言った表示を考え

ています。 

 

（石田会長） 

 観光施設の案内だと勘違いしていました。 

 

（事務局：大本） 

 観光客の動向は、観光担当がよく分かっているので、一緒に協議させていただくよう考えてい

ます。各町と協議して実施主体として協議会が負担金をいただいて実施することは可能ですが、

今後検討して行きたいと考えております。 

 

（石田会長） 

 公共交通の利用促進のための計画ですから、表示も公共交通に特化しますね。 

 

（岡崎委員） 

 広域でやる必要がありますか。 

 

（事務局：大本） 

 中部地区で統一したほうがいいのではないかということで、計画に広域としております。 
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（石田会長） 

 多言語化の実施状況の県により発注済とは具体的にはどういうものを発注していますか。 

 

（事務局：大本） 

 駅のバスターミナルの表示は市の景観まちづくり課が発注していますが、多言語化する部分は

県が経費を負担して表示することとしています。 

 

（石田会長） 

 バス乗り場はこちらですといった表示を作るのですか。 

 

（事務局：大本） 

 実際には、総合時刻表の多言語化です。その中の行き先等の多言語化です。 

 

（伹住委員） 

 国におきましても、言語のバリアフリーとして国際的なピクトにより鳥取県内観光施設でも各

町の本年度事業で可能な限り多言語化を進めているところです。 

 

（岡崎委員） 

 それは国土交通省主体で実施されているのですね。といいますのが、今年度マンガサミットが

計画されており、早急に多言語化の表示が必要なんです。それで、今回いろいろ確認させていた

だいたのですが、やはりそれぞれの市町村でやるべきですかね。協議は 1 市 4 町で行い、実施主

体は各市町でいいのではないでしょうか。 

 

（石田会長） 

協議会が負担金を集めて実施すると言うことにはなりませんね。協議は 1 市 4 町で行って、各

町で実施すべきですね。 

その他いかがでしょうか。 

平成 24 年度の事業計画は、記載されたものだけに限るものではないということでよいでしょう

か。 

ありがとうございました。 

 

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）駅北循環バスの実証運行継続に

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) 
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（石田会長） 

青丸のバス停の位置は正しいですか。 

 

（事務局：大本） 

現在ある上井町 1丁目西のバス停です。 

 

（石田会長） 

質問はありますか。 

 

（加藤委員） 

4 つほど質問させていただきます。4月以降の運行も実証運行ですが、本格運行を判断する数字

的な基準はあるのでしょうか。また、採算性の話になりますが 30 分間隔全 18 便の運行ですが、

もう少し本数を減らして運行してもよいのではないかと考えます。利便性が下がってどの程度利

用者に変化があるのかを検証することも必要ではないでしょうか。次に運行ルートが延長になり

4 分多く時間がかかりますが、現行ルートでは運転手さんがバス停に停車して時間調整されてい

ましたので、30 分の運行ができないか、また運行ダイヤがどうなるのかを教えていただきたいと

思います。次にアンケートの結果を以前送付いただきましたが、自由記載の中に運転手さんに対

する苦情が 3件ありましたが、サービス水準の向上についてお聞かせください。 

 

（事務局：大本） 

本格運行に当たっての判断基準ですが、例えば 1 便あたり 5 人といったように決めるのが分か

りやすいとは思いますが、その基準だけで運行を判断するのは危険だと思っています。本格運行

時には、便数も 30 分間隔の運行を実施するかどうかも検討が必要です。4月以降の運行は、利便

性を 大限に高めて、どこまでの需要があるのかを見たいということで運行間隔も 30 分としてい

るものです。現時点では、1 便あたりの乗車人数での基準は考えておりませんが、本格運行にあ

たっては、倉吉市内部で十分な検討を行う予定です。また半年運行で 600 万円が必要ですので、

運行便数は減らす必要があると思います。1番、2番の質問はこの回答でよろしいでしょうか。 

 

（加藤委員） 

はい。あと 3番目の質問はダイヤを勘違いしておりましたので結構です。 

 

（事務局：大本） 

運転手の方の対応につきましては、バス事業者の方から回答をお願いします。 

 

（徳丸委員） 

アンケートの記載を見させていただきましたが、乗務員も運行が始まって当初は店の位置も把

握していない状況でしたので、お客様への対応が不十分であったものと考えられます。乗務員へ

は、各バス停における店舗の確認の指示をしました。 
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（山下委員） 

日本交通さんが回答されたことに加えて、苦情があると言うことを真摯に受け止める必要があ

ります。ですので、指導を徹底したいと考えます。 

 

（石田会長） 

その他ございませんでしょうか。 

 

（岡崎委員） 

私も便数が多いと感じていました。アンケートで、運行便数・運行間隔の設問があり、運行便

数はちょうどよいが 7割あるのに、運行間隔に 30 分の回答がないのはどうしてでしょうか。 

 

（事務局：大本） 

運行便数についての回答で多い、少ないと答えられた方に聞いた設問ですので、30 分の解答が

ないということです。 

4 月以降の運行においては、再度アンケートを実施して 1 時間 1 本となった場合の利用予定に

ついても設問を設けたいと思います。 

 

（山根委員） 

お昼は運転手の交代のため、時間をずらすこととなりますが、例えばバス事業者 1社が 9時発、

9 時 35 分発で連続運行し、次にもう 1 社が 10 時、10 時 35 分と運行することも考えられますが、

いかがでしょうか。 

 

（山下委員） 

時間がかかるため昼は交替の関係で 2 便だけずれることになりますが、お客様からすれば極力

30 分間隔のほうが分かりやすいことから、このようなダイヤとなっているところです。 

 

（石田会長） 

その他ございませんでしょうか。 

 

（加藤委員） 

垣田病院前のバス停は、橋津線との関係で現在は利用できないようになっておりますが、アン

ケートでも設置してほしいバス停として垣田病院が挙げられています。バス停設置についての考

え方はどのようになっていますか。 

 

（事務局：大本） 

今回は河北中学校入口の交差点に近すぎると危険であること、また交差点手前がカーブになっ

ていること、垣田病院からは 150ⅿしか離れていないことから③④の位置にバス停を設置するこ

ととしました。また、上井地区の高齢者に駅北循環バスを周知したときにも、駅でなければ乗車

できないことに不便を感じておられたこと、住宅地に近いことなどから利用者の増加を見込んで
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おります。また①②の新あじそうパープル店のバス停につきましては、パープルタウンが人が集

まりやすい場所であることから、利用者の増加を見込んでおります。 

 

（石田会長） 

交通安全上の問題もあり、交差点付近は設置できないということですね。 

 

（加藤委員） 

新規のお客さんが見込まれているということが分かりましたので、結構です。 

 

（石田会長） 

その他ございませんでしょうか。 

それでは次に報告事項（２）の「既存バス停施設調査結果について」事務局より説明をお願い

いたします。 

 

（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か。 

 各町にデータを渡して、管理してもらうのですね。 

 

（事務局：大本） 

 琴浦町では、17 の管理者不明の上屋がありましたが、調査していただきすべての上屋について

判明しております。 

 

（加藤委員） 

話が戻りますが、P2 のスケジュールでは上屋調査は各市町で実施することとなっていますが、

協議会で調査されて修繕は各町に任せるということで、各市町に丸がついているということでし

ょうか。 

 

（事務局：大本） 

計画策定段階では、上屋調査には各町の負担が伴いますので、各市町で実施という計画になっ

ておりましたが、実際には定住自立圏に係る基金がありましたので、各町担当者・幹事会で協議

させていただいて、協議会での実施となりました。ただし、修繕等につきましては各市町の予算

が関係しますので各町で実施していただくように整理しております。 

 

（石田会長） 

修繕等の進捗管理は協議会では行わないということです。 

事務局から何かありますか。 
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（事務局：森事務局長） 

事務連絡になりますが、委員の皆様の任期を２年任期で平成２４年３月２５日までとさせてい

ただいております。３月に入りましたら各団体あてに委員の選出を依頼させていただきますので、

委員の選出・承諾等よろしくお願いします。以上です。 

 

（石田会長） 

それではこれで終了します。お疲れ様でした。 

 

～閉会～ 


