
平成 25 年度 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 25 年 8 月 23 日（金）14：00～15：30 
２場 所  倉吉市役所 大会議室（本庁舎３階） 
３出席者  委員 19 名中 12 名 （※欠席者７名中 承諾書提出７名） 
４内 容 ①各種事業の進捗状況について報告しました。 

   ②目標達成のための評価指標について報告しました。 
③平成 24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。 
④「総合連携計画」の今後の方針について幹事会で検討することで承認いただきました。 
⑤国の新事業・地域協働推進事業について幹事会で検討することで承認いただきました。 

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） 

本協議会の事務局長をしております倉吉市 企画振興部 総合政策課長の向井です。よろしくお願い

します。 
本日の委員出席について報告させていただきます。委員 19 名のうち出席 12 名、承諾書提出７名で

あり、鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱第５条第３項の規定による開催要件の過半数を満たして

いることをご報告させていただきます。 
また、本日の協議会は、鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱第５条第７項の規定により、原則公

開となっておりますので、よろしくお願いいたします。 
 
また、お手元の委員名簿をご覧ください。委員の交代がありますので報告させていただきます。 
３「日ノ丸自動車株式会社倉吉営業所」福永委員 
７「ＪＲ西日本米子支社」森山委員 
11「国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局」山田委員 
18「中部地区高等学校 PTA 連合会」米増委員 
が交代されております。なお、交代された委員の皆様には委嘱状をお手元にお持ちしておりますので

ご確認ください。 
それでは、第１回鳥取県中部地域公共交通協議会を開会させて頂きます。 
 
まず、開会にあたりまして、新しい委員の方もおられますので、本協議会の趣旨説明をさせていただ

きます。資料の終わりのほうに本協議会の設置要綱を添付しておりますが、中部地域の 1 市 4 町では平

成 21 年度から定住自立圏構想の圏域として倉吉市を中心市としまして圏域住民の生活に関わる様々な

協定項目について協議を進めているところであります。その中で交通関係につきましても協議を行って

きたところであります。各市町においては、昨今のバス利用者の減少、それに伴う収入の減少等による

バス補助金の増額等、公共交通を維持していくための環境は年々厳しくなっているという共通の課題が

浮き彫りとなりました。また、中部地域の公共交通、特に広域バス路線につきましては倉吉市を中心と

して周辺町へ放射状に路線が設定されており、これまでもバスの運行に関する見直しは、経路区間の廃

止、減便等での対応しかできていない状況がありました。また、各市町では、市内・町内を単独運行、
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乗合タクシー、コミュニティバスで住民の移動手段を確保してきておりますが、住民ニーズの多様化、

利用者の減少により運行に係る見直しを余儀なくされている状況となっております。 
そこで、本協議会では平成 22 年度に「鳥取県中部地域公共交通総合連携計画」を策定し、平成 23

年度からは計画の変更や実施に係る連絡調整、位置付けられた事業の実施を協議してきているところで

す。本日は、事業の進捗状況をご報告するとともに、「総合連携計画」を策定してから３年目となる今

年度は、計画期間のうちの中間年となることから、今後の方針についてご協議いただきたいと思います

ので、委員皆様のそれぞれの立場からご意見をいただきますよう、よろしくお願いします。 
本協議会の趣旨説明につきましては、以上です。 
それでは、本協議会の会長であります石田倉吉市長がごあいさつ申し上げます。 

 
2. 会長あいさつ 
（石田会長） 

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す。 

今日の公共交通協議会の趣旨は先ほど事務局から説明があったとおりで、どの自治体も公共交通のあ

り方については頭を悩ませている問題であります。少子高齢化・人口減少が進む中で、さらにはマイカ

ー利用が進む中で、なかなか、駅・バスの利用が伸びない現状がございます。これを維持するため補助

金を交付させいただいているところですが、年々額が増えているところで、なんで空のバスに補助金を

出すのかという声もあるわけで、たくさん乗っていただくための補助金を出すのであれば効果もあるわ

けですが、中々それも見えない補助制度ということもあって地域のみなさんからもいろいろ御意見をい

ただいているわけであります。 

そんな利用者の少ない状況の中でも、交通弱者と言われる方々にとって、公共交通は必要な手段であ

り、なんとか維持をしながら、どういう形で運営していくのがいいのか、解決策を探っているのが現状

であります。それぞれの地域でもコミュニティバスだけでなくデマンド形式によるタクシー運行などを

活用した公共交通のあり方を模索しているわけですが、こうやればいい、ということが端的に言えない

現状もあります。中部地域としても、公共交通に関する連携計画を作っており、中々効果が目に見える

状況ではありませんけれども、この実現を少しずつ目指しながら、少しでも、地域のみなさんにとって

有効な公共交通を目指し確立をしていきたいと思っているところであります。 

なお、今年は５カ年計画の中間年ということで、進捗状況を踏まえて今後のあり方についてよりよい

取り組みを目指していきたいと思いますので、忌憚のない御意見を出していただきますようによろしく

お願いいたします。 

 

 

3. 報告事項について 
（事務局） 

 日程 3 の承認事項に移りますが、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。 
 

（１） 各種事業の進捗状況について 
（石田会長） 

それでは日程３ 報告事項（１）の「各種事業の進捗状況について」事務局より説明をお願いいたし

ます。 
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（事務局）  

資料１－１、１－２について前回協議会からの変更箇所（資料の赤字・青字箇所）を説明。 

※10.「観光客のバス利用利便性の確保」に関連して、平成 24 年度利用者数については 
上井線・橋津線・北条線の利用が増えていることを説明。 

 
≪質疑応答≫ 
 

（石田会長） 
橋津線等、乗客が増えた路線があるようなので、その辺の分析についてお願いしたい。 

（湯梨浜町 中本課長） 
細かい分析に至っていない状況。観光客については横ばいという状況なので、それ以外の要因を分析

したい。 
（日本交通 徳丸委員） 

３万人増えた理由までははっきりとはわからないが、１カ月の定期券を１枚購入されると１カ月 60

人分で換算されるので、計算上、定期券の購入が伸びているような数字になっている。 

（石田会長） 
ＣＭの効果か。 

（日本交通 徳丸委員） 
看板前で写真を撮影されている様子はよく見かけたがそれが要因かはわからない。 

（石田会長） 
北条線はどうか。 

（北栄町 岡﨑委員） 

調査まではしていないが、ふるさと館の入館者数は増えている。また、巨大迷路の入場者も増えてい

ると思う。県にも交通をＰＲするように依頼したのでその効果もあるかもしれない。 

（石田会長） 
増えるという現象は滅多にないのでしっかり分析していただきたい。 

 

（加藤委員） 

市報掲載については、１市４町でまとまって９月に掲載されるのか。 

（事務局） 

９月広報に掲載するということで、幹事会で話はまとまったので、掲載されるはず。 

（加藤委員） 

今までは各市町でそれぞれ目標を立てて取り組んでおられたと思うので、統一して同じ月にまとまっ

て掲載されるのは前進であり、いい取り組みだと思う。 

（事務局） 

これまで９月の「バスの日」については特にＰＲしていなかったので、今回初めての取り組み。ちな

みに倉吉市ではバス路線の見直しを含めた４ページの特集を組んでいる。 

（加藤委員） 

よくばりかもしれないが、今後、例えば広報誌を持って、バスに乗車すれば、あるいは目的地の商業

施設や医療機関を利用すれば、何か特典があるような取り組みをすれば、バスを利用してくださいとい

 3 



うだけよりもさらに前に進むと思う。駅北循環バスを導入した際にいろいろな取り組みをされたと思う

のでそれを参考にされたり、利用増の分析と併せて、そういった広報誌の利用によって新規に利用され

た人数をつかめるようにして分析したりすればさらに効果があると思う。 

（石田会長） 
また検討していただきたい。その他、特に無いようでしたら、報告事項(１)「各種事業の進捗状況に

ついて」はよろしいでしょうか。 
 
⇒その他意見なし、了承 
 

（２） 目標達成のための評価指標について 
（石田会長） 

それでは次に報告事項（２）の「目標達成のための評価指標について」事務局より説明をお願いいた

します。 
  
（事務局）  

資料２について説明。 
※目標１「バス利用が困難な集落数」について、橋津線の路線変更により、平成 25 年度に２集落減

少見込みであることを説明。 
※目標２「バス停上屋点検個所数」について、平成 23 年度に調査が終わったので随時修繕を行って

いくことを説明。 
 

≪質疑・応答≫ 
 
（石田会長） 

「バス利用が困難な集落数」を５年間で 80％低減化というのはなかなか難しい。 
（北栄町 岡﨑委員） 

低減化について、バス停から離れている交通不便地域に対して、バスの代替えとしてタクシー助成を

行っているが、その分は「バス利用が困難な集落数」192集落から落とすべきではないか。 

（事務局） 

タクシー助成の導入地域について、今は「バス利用が困難な集落数」192集落に含まれているが、バ

スや乗合タクシーが馴染まない地域にタクシー助成を導入したということで、対象からはずしたいと思

う。 

（北栄町 岡﨑委員） 

そのようにしていただきたい。バスの路線を変更するだけでこの問題を解消するのは難しい。 

（石田会長） 
では、タクシー助成をすれば、「バス利用が困難な集落数」にカウントしないということでよいか。 

（事務局） 

評価指標の項目を「バス利用が困難な集落数」としているので、「バス利用」に限らずタクシーを含

めたところに修正したい。 

（石田会長） 

タクシー助成を行い、不便を解消しているのに指標として改善されないのはおかしいので、そのよう
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に項目の表現を修正したほうがよい。 

（加藤委員） 

北栄町のタクシー助成に関しては、最寄りのバス停までではなく目的地までの助成を行っているのか。 

（北栄町 岡﨑委員） 

試行の結果、公共交通機関のバス停や駅まででは使い勝手が悪いという結果になったので、町内の病

院、公共施設を目的地にした場合には対象とすることにした。 

（加藤委員） 

実証運行の結果、見直して、より住民の利便性にあったものにしたということか。 

去年の幹事会で申請は 60名程度だったと聞いたが、実際の利用はどうだったのか。 

（北栄町 岡﨑委員） 

申請は 70名程度、Ｈ25.7末で利用は延べ 270名程度だったと思う。申請された方が全員利用された

かどうかまでは調べていない。 

（鳥取県バス協会 宇山委員） 

タクシーの助成について実際の金額を教えていただきたい。 

（北栄町 岡﨑委員） 

利用者の負担は最低 300円、それを超えた部分について、町が 800円を上限に負担する。 

（石田会長） 

1,100円までだったら 300 円分ということか。 

その他、特に無いようでしたら、報告事項(２)「目標達成のための評価指標について」はよろしいで

しょうか。 
 

⇒その他意見なし、了承 
 
 
4. 承認事項について 
（１） 平成 24 年度事業報告及び収支決算について 
（石田会長） 

それでは次に日程４の承認事項に移りますが（１）の「平成 24 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いたします。 
  
（事務局）  

資料３について説明。 
 
 

（石田会長） 
 続きまして監査委員を代表しまして、倉吉駅：森山委員から監査報告をお願いします。 

 
（森山委員） 

 資料Ｐ５のとおり報告。 
 

（石田会長） 
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 ただいまの内容につきまして、委員の皆様からのご意見、ご質問はございませんか。 
 

⇒意見なし、承認 
 
 
（２） 目標達成のための評価指標について 
（３） 国の新事業・地域協働推進事業について 
 
（石田会長） 

それでは次に報告事項（２）「「総合連携計画」の今後の方針について」及び（３）「国の新事業・地

域協働推進事業について」併せて事務局より説明をお願いいたします。 
  
（事務局）  

 （２）「「総合連携計画」の今後の方針について」について協議していただく前に、「国の新事業・地

域協働推進事業」について説明したい。 
※資料Ｐ７～Ｐ32 をもとに制度の内容を説明。また、国の補助を受けるためには「総合連携計画」

の期間延長と、新たに「協働推進事業計画」の策定が必要であることを説明。 
 
事務局としては、連携計画の事業をもう一度整理し、その中に国の新事業に乗れるものがあれば、

そちらを進めたいと考えている。 

 
（石田会長） 

 運輸局から何かございませんか。 
 
（国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局 橋本首席運輸企画専門官） 

地域協働推進事業は地域ぐるみによる利用促進が基本になっている。今までは行政、事業者中心に

事業を展開してきたと思うが、この地域協働推進事業においては地域の方を含めた取り組みを主にし

ている。連携計画の進み具合が悪い部分があれば、地域協働推進事業を利用していただきたい。鳥取

県内では中部地域公共交通協議会と、鳥取市公共交通会議が、補助対象事業者となる法定協議会であ

り、どちらの会でも検討を進めている最中である。 

 
 
≪質疑・応答≫ 

 
（石田会長） 

総合連携計画と、新しい協働推進事業計画を併せて考えていく必要がある。 

（北栄町 岡﨑委員） 

今の総合連携計画と、協働推進事業計画の違いがよくわからない。 

（事務局）  
総合連携計画にはワークショップなどの具体的な事業があがっていなかった。協働推進事業計画で

具体化することになる。 
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（石田会長） 

「地域ぐるみの」というところがこれまであまりなかったということだと思うが、具体的なイメー

ジがないと実際にどういうことが考えられるのかがわからない。 

（事務局）  
連携計画の終わりのほうにある「コミュニケーションアンケートの実施」や「エコ通勤の促進に向

けた取り組み検討」、「バス路線の再編を実施する場合に、地域に出向いて行政と住民が共同で運行計

画を策定する」などの住民と一緒になって考えていきましょう、という施策の中から、さらに具体的

なものを、連携計画の下の実施計画という形で作成することになる。 

（北栄町 岡﨑委員） 

具体的に何か出てきているのか。地域を巻き込んで利用促進する、例えばどういうことができるだ

ろうか。地域が主体でみなさんバスに乗ってどこかに行きましょうと決めたとする、そこでの地域と

の関わりがよくわからないが。 

（事務局）  
兵庫県小野市が協働推進事業計画を作られているが、それを参考にすると、総合時刻表を作成する

という一つの事業を予定されている。中身としては、ワーキンググループを作って、その会議を持っ

て時刻表を作成する予定とされている。資料のＰ33以降に小野市の例を載せている。 

（北栄町 岡﨑委員） 

いずれにしてもワークショップが必須ということか。 
（湯梨浜町 中本課長） 

必須というわけではなく、資料のＰ17 に載っているような事業が対象になる。 
（事務局） 

今は、連携計画にある事業でも進捗が滞っている状況なので、まずは連携計画の実行を具体的にし

ていきたいと考えている。 
（石田会長） 

連携計画の中身はすべて利用促進事業という気がするので、幹事会の中で話し合い、連携計画の中

で新しい補助制度を使って充実したものになるのであれば、進めればいいと思う。事務作業ばかり増

えても結果が伴わなければ意味がないので。 

 

（高間委員） 

平成 24 年度は利用者が増えたという話だったが、なぜ増えたのか要因を徹底的に分析してもらわ

ないと、利用者が増えたから若干補助金が減ったという結果だけ知っても問題解決にはならない。地

元の人にとって利便性のいい交通を考えないと。観光で一時的に増えただけではいけない。利用総数

にすると年間延べ数になってしまうのでわからないが、おそらくバス・タクシーを利用される地元の

人は特定の人。特定の人に利用していただくことも大きな意味があるが、利用されていた人が亡くな

ったりしたら利用が減ってしまうことになるので、公共交通の解決策ではないのではないか。目標は、

サラリーマンでも学生でも利便性があがるような、一般の人でも公共交通を利用できるような体系に

ならないといけない。 

（石田会長） 

高間委員がおっしゃったように、利用が増えた要因を分析することは大切なこと。だがどこまで分

析できるかということもある。時期などで推測できることもあるかもしれないので、検討していくこ

とにしましょう。 
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（加藤委員） 

平成 25 年度は連携計画実施期間の中間年であり見直しが必要ということだが、すでに達成できた

目標もあるので、後半ではそれをどう活用するかが課題である。ほかにも目標の設定を見直す必要が

あるのではないか。たとえば、観光客等の新規の利用がどれくらいあるのか、などターゲットを絞っ

て目標にするとか。広報も、今は回数が目標になっているが今後は実質的な効果を測るとか、エコ通

勤の取り組みを行う企業を獲得するとか。幹事会のほうで、目標設定についても指標の定義について

も見直していく必要があると思う。また、平成 23 年度から平成 24 年度にかけては利用者数が増えて

いるという報告があったが、中部圏域が一体となって公共交通の活性化に取り組んでいるということ

が非常に意味のあることだと思うので、この方向性で事業計画をすすめていただきたい。 

もう一点、市内循環バスの運行については、昨年度、金額の試算をされた結果、補助金が増えてし

まうので実行は難しいという話になった。補助金額が増えてしまうことがわかっただけでも１つの成

果ではあるとは思うが、連携計画の策定時には、倉吉駅と西倉吉を結ぶ路線が 305 本も走っており、

そこを効率化することが目標だったと思う。それを解消するために、時間を調整したり、駅での待機

時間を調整して運行の間隔をあけたりして、今ある資源を活用して市内循環バスに近い形態を検討す

ることも、結果的に利用促進につながるのではないかと考える。協働推進事業については、今の連携

計画の中で地域住民に関わりがあるところをさらに具体化して、新しい補助金を使ったほうが有利で

あれば使えばいいと思うが、補助率も１／２であって 10／10 ではないので少し検討が必要かと思う。 

（石田会長） 

目標を設定して達成して終わりではなくて、効果がどうだったのか、例えばバスの日にエコ通勤の

ＰＲをした結果利用が増えたのか、点検をしながら新しい目標を立てることが大切。加藤委員の意見

をふまえて、幹事会で対応していただきたい。協働推進事業についても、そういった振り返りをしな

がら向かうべきで、あまり拙速にやらなくてもいいのではないかと考える。 

（北栄町 岡﨑委員） 

密度カットについても、協働推進事業計画を作らないと復元にならないのか。今年度から新しい事

業に向かえば今年度分から復元されるとういことであれば、今の連携計画から事業計画を作らないと

いけないのではないか。 
（事務局） 

県のネットワーク計画や、連携計画に反映させる必要もあるということで、協働推進事業計画の策

定は、幹事会の中でまずは体制を整えてから、来年の２月頃までに検討しようかと考えている。 
（石田会長） 

密度カットの効果がどれくらいあるのか示していただきたい。 
（事務局） 

中部地域は補助金ベースで 10,000 千円程度。 
（石田会長） 

それは早く向かったほうがいいのでは。 
（国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局 橋本首席運輸企画専門官） 

３年計画の２年間補助なので国の予算があれば１年遅れても２年間補助はある。27 年度からの計画

でも 27 年度、28 年度は補助がある。 
（石田会長） 

年度をまたいだ２年間となったらどうなるのか。 
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（国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局 橋本首席運輸企画専門官） 
密度カットの復元については途中で始めても、12 か月分が対象にはならないかもしれない。 

（石田会長） 
そのあたりのことを調べる必要がある。 

（事務局） 
目標値を設定する必要もある。定量的目標として利用者数が前年を上回る、増加するような目標で

なければいけないとされているが、県の担当者は急激に減るものを緩和するような目標でもいいので

はないかと国に投げかけをされているところ。 
（石田会長） 

前年を上回るというのは難しい。特に観光面で利用が増えた年をさらに上回るというのはかなり難

しい。現実を見ながら、どういったスケジュール感で行なったらいいのか、幹事会のほうで話し合っ

ていただきたい。もう少し時間をいただいて、効果を測定してから検討するということにしてもよろ

しいか。国の補助金ももらえるならもらえたほうがいいが、ちゃんとした計画ができて、その効果と

して利用が増えるという前提条件がクリアできるかどうかという問題もあるので、幹事会のほうで検

討してもらって、また議論していきたいと思う。 
 

⇒その他意見なし、承認 
 

5. その他 
（高間委員） 

総社市へ視察に行かれたと思うがそのことを話してほしい。 
（事務局） 

 総社市にデマンドの乗合バス・タクシーの視察に行った。総社市では早朝と夜の時間帯の路線バス

を残して、日中は乗合バス・タクシーを運行されている。方法としては自宅から共通エリア、中部で

言えば駅から成徳周辺まで、を設けて、共通エリアから観光地・銀行・スーパーなどの施設まで運ぶ

システムで、年々利用者も増えているよう。総社市は JR が充実しており、広域の路線バスがすべて

廃止されているようなので、そのまま中部に取り入れるのは難しい。料金は 300 円程度の定額で設定

してある。 
（石田会長） 

町自体コンパクトだからそのような体系なのか。 
（事務局） 

地形もフラットなで、鉄道の基盤も３本クロスしてあるようなところ。乗り継ぎも必要になるような

システムになっている。参考にはなるがそのあたりが中部地域とは違ってくる。 
（石田会長） 

山口市もデマンド運行を導入されているのではなかったか。もう少し調べて、中部地域に合った方法

を考えましょう。 
 

それでは日程をすべて終了しましたので、協議会を終了します。 
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