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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２２年３月１日（月） 午前１０時００分から午前１１時１０分 
２．場 所  倉吉市役所 大会議室(本庁舎３階) 
３．出席者 【委員】１７名（別紙のとおり） 

     【事務局】倉吉市総合政策室 岡本室長、向井企画員、大本主任 
 
４．内 容  ①第１回協議会の開催にあたり、鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱(案)、事務局規程

(案)、財務規程(案)、委員報酬及び費用弁償規程(案)について了承されました。 
②副会長、監査委員については、協議会設置要綱より会長が指名することとなっており、

長谷川会長より副会長に米子高専：加藤委員、監査委員 2名にＪＲ西日本米子支社(倉吉

駅長)：加藤委員、倉吉市公共交通会議会長：倉都委員の指名が行われ、承認されました。 

③平成２１年度及び平成２２年度協議会事業計画(案)並びに予算(案)について審議いただ

き、承認されました。 

④総合連携計画策定調査実施計画認定申請書(案)について審議いただき、承認されました。

（若干の加筆修正を行うこと） 

⑤今後の協議会運営について、事務局より説明を行いました。 

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） 

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。お手元に次第を配布しており

ますが、事前にお配りしたものと若干順番の変更がありますので、よろしくお願いします。日程に従いま

して、進めさせていただきます。お手元に１枚物の資料を置かせていただいておりますが、本日が第 1 回

目の協議会となりますので、本協議会の趣旨説明をさせていただきます。 

中部地域の 1市 4町では、平成 20 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まいりましたが、その中で「公共交通のネット

ワーク化の確立」につきましても協議を行ってきたところであります。その中で各市町においては、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、乗合タクシー、コミュニティー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。 

今回の定住自立圏構想の中では、中部地域全体で公共交通のネットワーク化を図るため本協議会を設立

し、配布資料の 2ページ・3ページにあります国土交通省の 10 分の 10 補助である「地域公共交通活性化・

再生総合事業」を活用しながら、鉄道を考慮した効率的な広域並びに単独路線バス運行について、中部地
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域として独自の運行体系を模索し、公共交通総合連携計画の策定を進めるものであります。この計画策定

にあたっては「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の第 6 条に協議会設置に係る規定があり、

その中で「計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができ

る。」となっておりますので、倉吉市が中心となって今回の協議会を設立するものであります。計画策定に

あたりましては、コンサルタント会社へ現況交通の実態調査、圏域住民へのアンケート、課題・問題点の

整理、公共交通の基本方針、総合連携計画等の計画策定業務を発注し、それぞれの段階で本協議会に報告

し、その内容を本日お集まりの皆様に審議していただくこととしております。また、平成 22 年度の計画策

定後の平成 23 年度からは、実証運行としまして計画上に挙げられた試験的な運行に対する経費につきまし

ても、2 分の 1 以内の補助が国土交通省から行なわれる予定であります。本協議会設置の趣旨につきまし

ては以上です。 

次に、県が年 2 回開催しております中部地域協議会と本協議会との位置付けにつきまして説明させてい

ただきます。まず、県主催の中部地域協議会において協議するべき事項としましては、広域路線バスの休

廃止・減便、経路変更等の生活路線における見直しに係る運行実施についてであります。また本協議会で

作成する総合連携計画は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第 5 条に規定されており、法的

に位置づけられた計画であります。計画内容にどこまでの詳細な内容を記載するかによりますが、実際の

運行に係る変更は、県主催の中部地域協議会の承認が必要となります。つまり、基本的に本協議会では計

画内容を審議いただき、県主催の中部地域協議会では運行の実施について承認をいただくこととなります。 

なお、今後の本協議会の進め方等の詳細につきましては、日程７の「今後の協議会運営について」にお

いて説明させていただきます。以上が本協議会の設立趣旨の説明であります。 

 

２ 委嘱状・辞令交付 

 (事務局) 

 それでは次に、日程３の委嘱状の交付であります。各関係団体に委員の推薦をお願いし、本日出席いた

だいております方々に、委嘱状を交付させていただきたいと思いますが、大変恐縮に存じますが、時間の

都合上、米子工業高等専門学校の専任講師であります加藤博和様に代表していただきまして、市長より委

嘱状の交付をさせていただきます。 

 なお、他の委員の皆様におかれましては、お手元の方へ委嘱状を準備しておりますのでご確認ください。 

 

（委嘱状 ： 交付） 

 

３ 出席者紹介 

 (事務局) 

 それでは、本日、鳥取県中部地域公共交通協議会の委員としてお願いいたしました皆様を改めてご紹介

させていただきたいと思います。（配席表の長谷川市長から順に左回りに紹介） 

 

４ 主宰者あいさつ（市長） 

 (事務局) 

それでは、日程４に移りますが、本協議会の主宰者であります長谷川倉吉市長がごあいさつ申し上げま

す。 
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 (市長あいさつ) 

おはようございます。本日は第１回ということで鳥取県中部地域公共交通協議会を開催させていただき

ました。今、皆様方を代表して委嘱状を交付させていただいた米子高専の加藤先生に受け取っていただき

ましたが、時期的にも高校生、高専の生徒さんも社会に巣立っていく時期であります。就職・進路が社会

的に受け入れられる枠が確保されていれば、うれしいと思います。そういう高校生などのことも思い浮か

べながら、これからの公共交通のあり方を考えていきたいと思います。 

日頃は中部地区におきまして、それぞれの市町におきまして、バス路線の確保というものを財政的な面

から考えざるを得ない状況であります。１市４町で１億４千万円の補助が乗車率の低い路線に対して補填

措置として投入されているわけであります。本市でも現在８千万円を超える額となっております。こうし

たお金がもっともっと乗車していただけることに繋がる金額に、できることならその金額が減少していく

ことを望みたいところであります。そのためには、それぞれの地域がコミュニティーバス、デマンドバス

といったＪＲとの２次交通の連携がどうなっているのか、繋がるという面では単独の市や町で考えても限

りがあります。そういう意味でもタイミングよく定住自立圏構想を形成することができる時期であり、連

携して考えることが有効なバスの走らせ方に繋がるということで協定項目にそれぞれの町が挙げていると

ころであります。さらにこれも好都合なことに、国の補助として検討を進めるための調査活動に１００パ

ーセント補助があります。 

本日は様々な立場で出席いただいております。公共交通は今後の高齢化社会になるときの移動手段とし

て確保していくことは大きな責務であります。住民の方は移動手段が確保される権利をお持ちであります。

皆様の知恵を出し合い、厳しい財政状況の中ではありますが有効なバスの運行、あるいは住民の方も公共

交通を活用するということを本協議会の中で声をあげることができればと考えておりますので、どうぞ皆

様方の熱心なご討議・ご発言を期待いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。 

 

５ 中部地域公共交通協議会設置要綱(案)等の承認について 

 

(事務局) 

 ありがとうございました。そういたしますと、日程の５番でありますが本日が第 1 回目の協議会ですの

で、まずは協議会等の設置要綱(案)等についてご承認いただく必要がありますので、事務局より説明させ

ていただきます。 

 

(事務局) 

先ほど趣旨説明させていただきましたが、資料の２ページと３ページに国土交通省の地域公共交通活性

化・再生総合事業の概要の資料を掲載しておりますので参考までにご覧ください。それでは、本協議会に

関する設置要綱(案)等の説明をさせていただきます。資料は４ページから６ページまでが鳥取県中部地域

公共交通協議会設置要綱(案)です。７ページから８ページが事務局規程(案)、９ページから１０ページが

財務規程(案)、１１ページが委員報酬及び費用弁償規程(案)として掲載しております。 

まず資料の 4ページですが協議会設置要綱(案)につきまして説明します。（第１条を説明） 

第２条に所掌事務の規定、第３条に委員の構成及び任期などを規定しております。第３条第５項の委員

の報酬及び費用弁償につきましては、別規程を設置しておりますので、そこで説明させていただきます。

第４条には協議会の役員としまして協議会会長を倉吉市長として、副会長は会長が指名することとさせて

いただいております。5ページですが、第５条会議について過半数の出席により成立、会議は公開として規

定しております。第６条には各市町担当課長、事業者、学識経験者による幹事会を設置するという規定で
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す。第７条に分科会を設置し、これは各市町に設置されている公共交通会議等を想定しており、住民の方

の意見を集約するための分科会という位置付けにしております。第８条につきましては協議結果の尊重義

務として各種団体から出席いただいておりますが、本協議会での協議結果を尊重して実施していただきた

いというものであります。第９条に守秘義務を規定しております。第１０条には事務局体制、第１１条に

つきましては財務に関すること、第１２条につきましては、監査について会計監査を規定しております。

以上が設置要綱の主な案でございます。 

続きまして資料の７ページですが、事務局規程(案)ということで、掲載させていただいております。事

務局の運営に関し必要な事項を規定しております。第２条に所掌事務としまして会議、資料作成、庶務に

関することを規定しております。第３条に職員等としまして、事務局長に倉吉市総合政策室長、事務局員

にその職員としております。第４条には専決事項として４項目を規定しております。第５条の文書の取扱、

第６条の公印の取り扱いにつきましては、それぞれ倉吉市文書取扱規程、倉吉市公印規則の例によること

としております。 

9 ページには財務規程(案)について記載しております。第１条につきましては、協議会の財務に関する必

要事項を規定しております。第２条は予算について規定しておりますが、会計年度が毎年４月１日から３

月３１日までであること、毎年度予算を調整し年度開始前に協議会に提案し、承認を得ることを規定して

おります。第３条は予算の補正でありますが、補正を調整し協議会に諮ることとしております。第４条は

予算区分でありますが、１０ページの別表第１、別表第２に予算区分を設定しております。第５条は予算

の流用及び予備費の充当ということで、倉吉市の財務規則による手続をとらせていただくこととなります。

実行した場合には、次回に開催される協議会で報告させていただきます。第６条は出納及び現金の保管と

いうことで、銀行等に預け入れしなければならないということであります。第７条は協議会の出納員、第

８条は協議会の予算に係る収入及び支出の手続ということで、倉吉市の財務規則の例によるものでありま

す。第９条決算についてでありますが、協議会で承認を得ることとし、その前に監査委員による監査を実

施し決算書を提出することとなります。 

11 ページの委員報酬及び費用弁償規程(案)ですが、委員の皆様の報酬及び費用弁償に関することを規定

しております。第２条には専門的な知識を有する学識経験者には報酬 5,000 円、費用弁償につきましては

記載のとおりです。また官公署を除く委員には報酬 2,000 円で費用弁償なしとしております。以上説明を

終わります。 

 

(事務局) 

 ただいま、事務局より協議会設置要綱(案)、事務局規程(案)、財務規程(案)、委員報酬及び費用弁償規

程(案)につきまして説明させていただきました。委員の皆様からのご意見、ご質問はございませんか。 

 

（質疑・応答） 

 

特になし。 

 

(事務局) 

 それでは、協議会設置要綱(案)、事務局規程(案)、財務規程(案)、委員報酬及び費用弁償規程(案)につ

きましては、ご承認いただいてよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 
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 (事務局) 

 ありがとうございました。そういたしますと協議会設置要綱(案)等につきましては、ただいまご承認い

ただきましたので、本日の委員出席につきまして報告させていただきます。出席委員１７名、欠席委員２

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。 

 

６ 会長及び副会長、監査の選出について 

 (事務局) 

 それでは、日程６の協議事項に移りますが、副会長、監査委員の承認についてであります。協議会設置

要綱の第５条第４項の規定によりまして、ここからは会長により議事を進めていただきます。それでは、

長谷川会長よろしくお願いします。 

 

 (長谷川会長) 

それでは私のほうで進行させていただきます。（協議会設置要綱第４条第 2 項及び第 12 条第 2 項の規定

により）そういたしますと協議会副会長を米子高専の加藤委員にお願いしたいと思います。また監査委員

を倉吉駅の加藤委員、倉吉市の倉都委員にお願いしたいと思います。 

 副会長、監査委員につきまして承認いただけますでしょうか。 

 

   異議なし。 

 

７ 平成 21 年度及び平成 22 年度協議会事業計画(案)並びに予算(案)の承認について 

(長谷川会長) 

 次に協議事項の(2) 平成 21 年度及び平成 22 年度協議会事業計画(案)並びに予算(案)について、説明を

お願いします。 

 

(事務局) 

資料 13 ページになります。平成 21 年度及び平成 22 年度協議会事業計画(案)でございます。「地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律」第６条第１項の規定に基づき、鳥取県中部圏域の地域公共交通総合

連携計画の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うということを 2 年間の事業計画

(案)としております。 

続きまして、鳥取県中部地域公共交通協議会平成 21 年度予算(案)と中段から下が平成 22 年度予算(案)

で資料に掲載しております。平成 21 年度予算(案)についてでありますが、歳入につきまして倉吉市から負

担金、これは協議会の立ち上げに関する費用として 81 千円を計上しております。2の支出につきましては

81 千円というものを、会議費に 57 千円、事務費に 24 千円ということで合計 81 千円を計上しております。

続きまして 22 年度の予算(案)についてです。歳入につきましては 2の補助金ということで地域公共交通活

性化・再生総合事業これは国土交通省に申請していくものでありますが、15,952 千円の収入を見込んでお

ります。歳出につきましては、運営費 236 千円、事業費 15,716 千円ということであります。運営費につき

ましては、協議会の会議の運営と事務費に分けて記載しております。事業費につきましては、連携計画策

定の業務委託料として先ほど業務発注をしていきたいということで説明させていただきましたが、これが

その額です。この分につきましては数社からの見積を参考にして計上しております。以上です。 
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(長谷川会長) 

 ただいまの説明につきまして、ご質問等はございませんか。 

 

（質疑・応答） 

   

特に意見なし。 

 

(長谷川会長) 

特に無いようでしたら、協議事項(２) 平成 21 年度及び平成 22 年度協議会事業計画(案)並びに予算(案)

について承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

８ 総合連携計画策定調査実施計画認定申請書(案)の承認について 

 

 (長谷川会長) 

 それでは、協議事項(３) 総合連携計画策定調査実施計画認定申請書(案)についての承認の件について、

説明をお願いします。 

 

(事務局) 

資料のほうは 14 ページです。先ほど予算のほうで説明させていただきました地域公共交通活性化・再生

総合事業に取り組むということで、その認定を受けるための申請書の案でございます。数ページにわたり

ますが 18 ページまで記載しております。内容につきましては 15 ページ以降になります。構成としまして

は、5つの構成となっており 1番目としまして「当該地域の公共交通の概況・問題点」ということで、鳥取

県中部の 1 市 4 町で構成します圏域の現状、概略ではありますが概況として掲載しております。定住自立

圏としての枠組みでもありますので、公共交通ネットワークの確立を進めるよう中部として考えたいとい

うものであります。その問題点としまして 3 項目を書いておりますが、①財政負担の増、②公共交通ネッ

トワークの現時点での問題点、③公共交通乗継環境の問題点を挙げ、まだほかにもあるとは思いますが、3

点に集約して記載しております。大きな 2 としまして「地域公共交通連携計画策定調査の必要性」という

ことで、先ほどの概況・問題点を踏まえまして、4項目にまとめてその必要性を強調しております。まず(1)

路線バス補助金の負担抑制、(2)利用者の減少による既存路線の見直しと生活路線の確保、(3)利用者の多

様なニーズへの対応、(4)地球温暖化や交通安全の観点、また生活路線バスの維持の観点からの公共交通の

利用促進ということでまとめております。次に大きな 3として「調査内容」ですが、6項目に分けて現在考

えております。一つは現況の交通実態調査でどのような交通体系になっているのか、わかっている部分・

わかっていない部分を含めて実態を調査するものです。二つ目としまして住民のニーズの把握調査で乗車

調査を基本としまして、そのニーズ調査を行うものであります。三つ目としましては、そのニーズ調査を

踏まえた問題点の整理をするものであります。次に 17 ページですが、公共交通の基本方針の策定というこ

とで、このような調査分析を踏まえてどのような形にしたらよいかという基本的な方針を考えていきたい

というものであります。五つ目としましては、その連携計画の策定ということであります。基本方針と連

携計画を検討しながら一つの方向性を作って、パブリックコメントを実施していろいろな意見をいただき

ながら本計画を作り上げていくものであります。業務の内容にも係りますが、調査をさせていただきたい
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ものであります。大きな 4 としまして「スケジュール」についてですが、今年度 3 月末までに国土交通省

への申請を考えており、4月から 5月に国土交通省の補助金の内示があるように想定しておりますので、で

きればその翌月の 6 月くらいから業務発注して進めるよう考えております。それぞれの段階を踏みながら

おおよそ年内もしくは1月までには先ほど申し上げたパブリックコメントまで進めるよう考えております。

その後に計画に対する評価を踏まえて、平成22年度3月までの期間をスケジュールとして考えております。

5つ目としまして予算計画であります。予算計画につきましては先ほどご承認いただきました平成 22 年度

の予算の事業費の部分ですが、その額と一致しております。それぞれの項目につきまして費用を挙げてお

ります。見込みとしまして実態調査 1,357 千円、ニーズ調査 6,854 千円、問題点の抽出・課題整理に 467

千円、基本方針の策定に 3,194 千円、連携計画の策定 3,623 千円、パブリックコメント 221 千円、事務局

費 236 千円としまして合計 15,952 千円として計上しており、申請していきたいと考えております。なお申

請の内容につきましては、今後、国土交通省鳥取運輸支局さんと協議をしながら、若干修正が加わるかも

しれませんが、こういう方向で進めるよう考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

(長谷川会長) 

 ただいまの説明につきまして、いかがでしょうか。 

 

（質疑・応答） 

 

（米子高専：加藤委員） 

 米子高専の加藤と申します。よろしくお願いします。 

今、事務局より説明のありました資料 14 ページ以下の申請書(案)につきまして、基本的に賛成するもので

すが 2 点ほど質問といいますか意見を述べさせていただければと思います。自己紹介を含めて述べさせて

いただきますが、私も地域の公共交通の調査研究に携わっておりますが、国土交通省の活性化再生法に基

づく協議会にいくつか出席させていただいておりますが、中部地域の協議会でユニークだと思う点は定住

自立圏構想の中で「公共交通のネットワークの確立」ということを課題として掲げ、1市 4町でこれを達成

しようと取り組みを始められたところがユニークだと思います。15 ページの概況のところにもそういった

定住自立圏構想の取り組みの中に「公共交通のネットワークの確立」ということが書いてあり問題点も書

いてありますが、もう少し定住自立圏構想のための公共交通の活性化という部分を強調してもいいのでは

ないかと思っております。問題点以下の部分は比較的一般的な広域の路線バスの問題点等の書きぶりにな

っております。調査内容等を拝見しますと、観光、通勤・通学であるとかそうしたことに対するニーズ調

査、課題の把握ということが書いてありますが、まさに定住自立圏の項目を拝見すると、観光・子育て・

企業誘致等の産業就業支援等が掲げられており、先ほどの市長の挨拶にもあったように高校生の通学も指

摘されていましたが、また公共交通による通勤者等について企業等とも連携して調査を行っていただきた

いと思います。住民だけではなく、中部圏域には多数の観光客・外来者もＪＲやマイカーを利用し来られ

ていると思いますので、そうした外来者・観光の現状、公共交通以外の一般の旅館やホテルが送迎してい

るバス等の交通の実態なども、是非この調査事業の中で把握して定住自立のための公共交通や中部地域の

交通のあり方を戦略的に押し上げていくよう、私も協力させていただきたいと思います。申し上げたいこ

とは、定住自立ということを強調されてはと思います。それとも関連しますが、5番のところの予算計画を

見ますとかなりのボリュームの調査ということで、予算もそれに伴い大きくなっておりますが、私が言う

のも何ですが、後で運輸支局さんからあるかもしれませんが、国のほうの予算規模も縮小されてきており、

なかなか要求どおりの予算措置ができないことも懸念されますが、一方で定住自立圏構想であるとか、圏
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域の中での町総合計画等の法制計画の中でアンケート調査等を定住意向のアンケートであるとか観光のア

ンケート・調査であるとかそういったものが実施されている又は予定されていれば、この調査事業と重複

する部分は除いたり連携していけば、予算規模を縮小できる可能性はあります。公共交通というのはそれ

だけで完結しておらず、さらに中部地域で狙っておられる町づくりと連携していますので、その他の事業

計画との連携ができればよりよい計画策定、調査事業に結びつくと考えます。基本的にこうした枠組みで

よいと思いますが、もし申請までに調整が可能であれば、調整してもよいと思います。以上です。 

 

(長谷川会長) 

ありがとうございました。そのほかありませんか。 

 

(伹住委員) 

加藤先生のほうからもありましたが、活性化・再生総合事業につきまして説明させていただきたいと思

います。予算規模につきまして、平成 22 年度は 40 億円の予算を計上させていただいているようです。た

だこの事業を利用したいという件数で単純に割り算すると、1件あたり 300 万円程度にしかならないと連絡

が来ております。一律 300 万ということではなく査定を行い必要性・公共性があるものということで優先

的に行うという情報が入っているところです。平成 22 年度の活性化・再生総合事業の考え方としまして、

こちらの中部地域におきましては調査事業から始められるわけですが、平成 21 年度に計画事業をされたと

ころを最優先に取り扱うという方針が出されています。その後に 22 年度に行う調査事業の案件になります

が、1件あたりの補助額を抑えながら法定協議会の準備が十分整っているもの、緊急性・必要性が高いもの

に補助を行なっていく考え方のようです。先ほど予算計上されている金額がすべて補助させていただける

かどうかは、非常に厳しいものと考えております。しかしながら、倉吉市では定住自立圏構想の予算もあ

るということですし、調査が重複する部分には補助金は使えませんが、住み分けをして活性化のほうで行

う事業、定住自立圏で行う事業として整理して行っていただきたいと思います。厳しいということだけは

言わせていただきたいと思います。 

 

(長谷川会長) 

せっかくですから、多くの意見をいただければと思います。 

 

(山口委員) 

北栄町です。先ほどありました現況交通の実態調査を是非お願いしたいと思います。どうしてもお金が

かかるので単独の町ではやりたくてもできなかったところです。是非、これの実施をお願いしたいと思い

ます。一つ聞いておきたいのですが、この調査を受けて方針なり計画を策定するが具体的な路線のこうい

う形態、例えばＪＲとかタクシー等とのこういう連携があるとかの提案なり計画・方策まで踏み込んで、

この計画の中で策定していくのでしょうか。 

 

(事務局) 

具体的な部分としましては、今後また途中でもそのような話しをしなければならないと思いますが、ま

ず大きな枠の方針なり連携できる計画を検討し、その中でもこの路線をどういうふうに連携させるのか、

便数を増にするか減するかということもありますが、こういう中身を模索しながら先ほども少し説明しま

したが、23 年度以降に実証運行だとかそういったもので試験的に試してみるような計画案を作っていくよ

う考えており、それに伴う予算も発生してきますが、徐々にそういうものも含んで計画を策定していきた
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いと思います。 

 

(山口委員) 

是非お願いします。先ほど運輸支局さんのほうから国の予算の状況が厳しいということがありましたが、

これは現在の路線維持の補助金についても同じような状況になるのではないかと危惧しております。現在

の広域路線が維持できるかどうか不安がありますので、今回の調査で具体的な提案ができればそういうこ

とにも踏み込んでいただければと思います。また最初に市長さんがおっしゃったように、財政が苦しいか

ら路線を見直すのではなく、利用される方の立場が一番ですからバスで空気を運ぶのではなく、並行して

運行されているＪＲを活用し途中から、デマンドバスとかコミュニティーバスの組む合わせができるよと

いうことを、是非議論していただき結論を出していくよう望みます。 

 

(大島委員) 

普段は日本交通ですが、本日はバス協会の代表として出席しております。平行して開催されております

中部の地域協議会でも同じ話が出ております。具体的にバス路線をどうするかの話の前に、中部地区はＪ

Ｒの駅の数が多く、そこを広域としてのバスが並行して走っています。どうして並行して走るかといえば、

駅間とバス間の距離はぜんぜん違いますので、ある程度の考慮はできるのですが同じような時間帯に同じ

ような目的であるならば調整せざるを得ないと思います。バスが無駄だとは言いませんが、バスにこだわ

ることはないのでは。タクシーを使うとかコミュニティーバスであるとか低いコストでどれだけ利用客の

ニーズに答えていけるのか意見を出し合い形を作っていくという進め方の会議のスタンスを取ればよいと

考えております。ただおっしゃったとおり、国・県の補助金も今までどおり担保されるのかまったく不確

定ですから、ある意味では路線の改廃が先に出ることもあると考えます。それも合わせて、全体を合わせ

てどうして行くのかを協議する場であると思います。 

 

(長谷川会長) 

ありがとうございます。発言の機会としまして「今後の協議会の進め方」でもご意見いただければと思

います。 

 

(長谷川会長) 

 それでは、協議事項（３）総合連携計画策定調査実施計画認定申請書(案)につきまして説明させていた

だきましたが、こうした内容で少し修正をさせていただきます。ご承認いただいてよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

９ 鳥取県中部地域公共交通協議会の今後の運営について 

 

 (長谷川会長) 

 それでは、日程７の今後の協議会運営につきまして説明をお願いします。 

 

（事務局） 

今後の協議会の運営についてですが、資料のほうは 19 ページと 20 ページを準備させていただいており

ます。まず計画の策定につきましては、協議会と先ほどの要綱の中で説明しました幹事会というものでそ
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の協議会を運営するようにしておりますし、各市町における分科会を設置するということで考えておりま

す。19 ページの資料 5の外枠が中部地域公共交通協議会の枠組みであり、オレンジ色の部分が本日の協議

会であります。水色の部分が幹事会、その下の緑の 5 つの枠が分科会として構成を考えております。矢印

等で書いておりますが、住民のニーズ・意見等は緑色の部分で集約されているものとして考えております。

そういった意見ですとか、各市町の考え方を幹事会のほうで集約し、そこでどういった形になるのか、そ

の中にはバス事業者や学識経験者を含んだところでの協議を行って、この協議会に提案していきたいと考

えております。協議会で決定した中身が連携計画や事業計画で説明させていただきました方向性というも

のを作って、それを実施していくものであります。 

20 ページにつきましては、今後の具体的な流れになります。左側の白い枠で矢印がありますが、そちら

のフローにつきましては業務発注からパブリックコメントまでということで6つの流れを書いております。

右側の色のついた部分、先ほどのオレンジ・水色・緑色のあくまでも想定ですが、こういった流れでその

中身を協議していくよう考えております。左のフローと右のフローの間に交互に矢印をしておりますが、

これはその場面場面で必要なときに会を開催させていただくよう考えております。本日は国への申請の場

面ということでございます。オレンジの一番上の協議会が本日の会でそれを分科会に持ち帰っていただく

ことと、次へのステップへ進む材料としていただくものであります。中段になりますが左側の３問題点の

抽出・課題整理という場面で調査を行い、それを会のほうにフィードバックさせて検討していくというも

のであります。その下につきましては、その方針ということでいろいろな検討の中でその方針を検討する

場面、それに基づき計画を策定する場面、最終的に出来上がった計画なりをパブリックコメントで意見を

募集し、さらに検討するものであります。こういった流れで協議会を運営していきたいと思いますし、こ

れには記載しておりませんがこの後に具体的な路線の設定ですとか方向性が出てきますので、次年度以降

の実証運行計画等に繋がっていくと考えております。こういった場面場面で協議会・幹事会を開催し多く

の意見を集約し、計画策定していきたいと考えておりますので、皆様にもいろいろな意見をいただきます

ようお願いいたします。 

 

 (長谷川会長) 

 ただいまの説明につきまして、委員の皆様からのご意見・ご質問等はございませんか。 

 

  （質疑・応答） 

 

(米子高専：加藤委員) 

進め方の説明に関連しますがお伺いしたいと思います。本日の出席者名簿を拝見しますと、公共交通利

用者の方の顔ぶれがないと思いますが、調査事業という形で住民の方のニーズであるとか住民参画のあり

方であるとか住民の方の気運が必要であると考えますが、また協議会設置要綱の第 3 条第 2 項で地域公共

交通の利用者として想定がされていますし、また分科会では住民の意見を集約するというようなことがあ

りましたが、今後協議会の中にそうした利用者の方が入るような想定があるのかどうかについてお伺いし

たいと思います。また利用者の方が圏域全体の代表としては発言が難しいとは思いますが、利用者の方が

このような協議の場におられるほうがいいと思います。そのあたりの予定がわかりましたら教えていただ

ければと思います。 

 

(事務局) 

住民代表ということですが、本日倉吉市のほうは倉都委員が欠席ですが、住民代表ということになりま
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す。各町においては現在のところ行政職員に出席していただきましたが、今後は地域公共会議を平成 22 年

度に湯梨浜町は立ち上げられると聞いております。三朝町にもありますが、今日は第 1 回ということで間

に合わなかったということです。倉吉市を含めた行政体は住民を代表とするため地域公共会議が設置でき

ればということを幹事会でもお話させていただいたところです。 

 

(長谷川会長) 

そのほかはいかがでしょうか。三朝町さんなど、分科会のあり方などはどうでしょうか。 

 

 (米田委員) 

特段ありませんが、三朝町の場合は、組織がありますが任期が切れておりましたので各地域の代表者の

皆さんに選出していただき、今週の金曜日に第 1 回の協議会を立ち上げるようにしております。そこで代

表者を決めていただき、その方に協議会に出ていただくよう考えており、今日は私は代理出席しているも

のです。途中で交代することになると思います。 

 

(大島委員) 

現在、中部 1市 4町で公共交通会議が立ち上がっていないところはありますか。 

 

(会見委員) 

湯梨浜町は現在ありませんが、平成 22 年度に立ち上げに係る予算計上をしており、議会議決されれば 22

年度に設置して利用者の方、住民の意見を吸い上げるよう考えています。 

 

(山口委員) 

形式上といいますか、協議会を立ち上げており、福祉有償等の協議を行っております。必要があれば、

住民の皆さんの意見を吸い上げていくよう考えています。 

 

 (谷岡委員) 

平成 20 年 2 月に立ち上げており、協議内容は単町路線：琴浦町営バスがメインで協議しており、今後は

広域路線を含めたところで、会議を進めていきたいと思います。 

 

(長谷川会長) 

 そのほかいかがでしょうか。全般にわたりご意見いただければと思います。 

 

(伹住委員) 

ただいま住民の方の関わり方についてお話がありましたが、事業後に査定がありますが住民の関わりが

どのようにあったかが査定をする上での大きなウエイトとなっておりますので、できる限り住民の方に参

画いただき、意見を聞くことが重要ですのでよろしくお願いします。 

 

(長谷川会長) 

それではよろしいでしょうか。意見は以上とさせていただきます。 

 それでは、日程８の「その他」につきまして、事務局から何かありますでしょうか。 
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(事務局) 

 そういたしますと、資料の 20 ページで説明しておりますが、次回の本協議会を 4月中旬以降 4月中には

開催したいと考えております。協議内容につきましては、連携計画の業務発注方法と発注内容について審

議いただきますが、事前に幹事会で調整させていただき、本協議会で審議していただく流れとなりますの

で、よろしくお願いします。以上です。 

 

(長谷川会長) 

 それでは、本日の第 1 回の中部地域公共交通協議会は終了したいと思います。今後ともそれぞれの立場

ですべての人が利用したいときに利用ができる公共交通ネットワークが行き届き、積極的に公共交通機関

を利用していく気運も高まればと考えております。今後とも、よろしくお願いいたします。本日はありが

とうございました。 

 

１０ 終了 

 

 


