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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２２年４月１９日（月） １４時３０分から午前１５時４０分 
２．場 所  倉吉市役所 大会議室(本庁舎３階) 
３．出席者 【委員】１8 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平成 21 年度事業報告及び収支決算報告について承認されました。 
       ②「総合連携計画策定調査委託業務公募型プロポーザル実施要領」（案）について承認され

ました。 
③「総合連携計画策定調査委託業務仕様書」(案)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公募型プロポーザルの実施については、国庫補助金内示後とするため、スケジュールの

変更がありえる。スケジュールを変更した場合は、委員に対し通知する。また受託者決

定後は結果を委員に対し通知する。 
       ②調査業務と並行して圏域公共交通の問題点や課題について協議会・分科会・事務局ベー

スで整理していく。 
 
１ 開  会 
（事務局） 

それでは、第 2 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。 
はじめに、４月の人事異動等に伴いまして委員の交代がありましたので報告させていただきます。 
会長が前市長：長谷川市長から、新市長であります石田市長に交代しております。 
次に、鳥取県中部総合事務所県土整備局：石原委員から倉元委員、鳥取県警察本部倉吉警察署：寺井委

員から竹内委員、三朝町：米田委員から三朝町路線バス利用協議会会長：能見委員、湯梨浜町：仙賀委員

から中本委員、北栄町：山口委員から岡﨑委員、琴浦町：生田委員から岩船委員、中部地区高等学校 PTA
連合会：福田委員から寺方委員へ交代がありましたことを報告させていただきます。なお本来ですと委嘱

状の交付を行うべきではありますが、既にお手元の方へ委嘱状を準備させていただきましたので、ご了承

いただきたいと思います。 
 

 

２ 会長あいさつ（市長） 

（事務局） 

それでは、日程２に移りますが、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。 
 

（会長あいさつ） 

倉吉市長に就任させていただきました石田でございます。どうぞよろしくお願いします。就任しまして

１週間ということで、大変慌しくしておりますので十分な対応ができていないことをお詫び申し上げたい

と思います。皆様方にはお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。この交通の問題と
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いうのはかねてから大きな問題であったわけですが、なかなか方向が見出せないままにという状況である

と思っております。マイカーが普及することによって特にバスの利用者が減ってくる、それに伴いバス補

助金がどんどん増えてしまうという非常に難しい環境にあるわけですが、特に影響を受けるのは交通弱者

といわれる交通手段を持たない方に大きな影響が出てくるわけです。地域づくり・まちづくりを考えた場

合に、公共交通の問題は避けて通れない重要な課題であると思っております。そういう意味でこれからど

ういう形で取り組んでいくべきか、しっかり議論して方向付けをしていくべきであります。それぞれの市

町村ではそれぞれの立場でいろいろな取り組みを行っているわけですが、これが一番よい方法であるとい

ったところには至っていないと思われます。今回定住自立圏構想の取り組みが進められる中で、この公共

交通の問題も広域的に考えていくべき課題でもあります。定住自立圏の一つの要素として取り組むことと

しておりますので、本日はその中でも交通連携計画の策定を進めるための調査についての議論を中心に行

っていただければと思います。これからの将来を見据えた公共交通のあり方の方向付けをしていきたいと

思いますので、皆様の協力をよろしくお願いしたいと思います。簡単ではありますが、私の冒頭のごあい

さつとさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

そういたしますと、協議の前に２点ほど報告をさせていただきます。 

委員の皆様の席に幹事会名簿を配布させていただいております。これは協議会設置要綱第６条の規定に

より「圏域を構成する市町の担当課長」「バス事業者」「学識経験者」で幹事会を構成しておりまして、こ

の幹事会では、本協議会に提案する協議事項等を調整し、本協議会に提案しておりますのでご承知いただ

ければと思います。 

次に、第１回協議会でありました各町の交通会議、本協議会から見ますと各町の分科会の設置状況であ

ります。倉吉市・三朝町につきましては、既に設置しており各市町の協議会の代表者に本協議会委員とし

て出席いただいているところです。また、湯梨浜町では現在利用者代表を構成員とした交通会議を設置す

ることとしており、次回協議会からはその代表の方に本協議会委員として出席いただくよう調整中であり

ます。北栄町は現在設置している地域公共交通会議に対し、北栄町の選出委員である岡﨑委員がその交通

会議に報告・協議していくこととしております。琴浦町は町で設置している琴浦町地域公共交通会議の会

長が副町長であり、現在は副町長が不在であることから、公共交通担当課長である岩船委員が交通会議へ

報告・協議していくこととしております。このように、市町において住民・利用者に対する「公共交通総

合連携計画」の協議の場を設置している状況であります。 

 以上２点につきまして報告させていただきました。この 2点についてご質問等はありますでしょうか。 

 

  （質疑・応答） 

   特になし 

 

それでは、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１８名、欠席１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。 
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３ 承認事項について 

（事務局） 

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。それでは、石田会長よろしくお願いします。 

 

 

（１）平成 21 年度事業報告及び収支決算報告について 

（石田会長） 

それでは私のほうで進めてまいります。日程３番の承認事項（１）「平成 21 年度事業報告及び収支決算

報告」について事務局より説明をお願いいたします。 

  

（事務局）  

 それでは資料に沿って説明させていただきます。資料は１ページでございます。平成 21 年度事業報告と

いうことで取りまとめさせていただいております。事業としましては１月２５日に第１回幹事会、３月１

日に第１回の協議会を開催し、予算等を審議していただいたところであります。それを受けまして、協議

会で審議いただきました総合連携計画策定調査実施計画の認定申請書を３月２３日には国土交通省に提出

したところであります。次に平成２１年度収支決算報告書であります。歳入歳出を載せておりますが、歳

出の運営費としまして会議費予算 57,000 円に対しまして決算額 30,680 円、これは協議会・幹事会の委員

報酬、交通費の費用弁償であります。事務費でありますが、予算額 24,000 円に対しまして 17,830 円、こ

れは郵送料等の通信運搬費と公印の購入費であります。合計 48,510 円が支出額で、それに対する倉吉市か

らの負担金として同額を収入しております。予算 81,000 円に対しまして 48,510 円の決算額であります。

従いまして、歳入歳出の差し引きは 0円で決算させていただきました。以上です。 

 

（石田会長） 

 監査委員から監査報告をお願いします。 

 

（加藤監事）  

 監査委員を代表いたしまして、ＪＲ西日本米子支社倉吉駅の加藤が報告させていただきます。平成 22 年

4 月 2日に倉吉駅事務室において関係書類を確認させていただき監査を行いました。それでは監査報告をさ

せていただきます。鳥取県中部地域公共交通協議会の平成 21 年度会計決算について、関係帳簿、証拠書類、

預金通帳等に基づき、監査を行った結果、すべて適正に処理されていることを認めました。以上です。 

 

（石田会長） 

ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問等はございますでしょうか。 

 

   （質疑・応答） 

    特になし。 

 

（石田会長） 

特に無いようでしたら、承認事項(１) 平成 21 年度事業報告及び収支決算報告について承認してよろし

いでしょうか。 
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   （承認） 

 

（２）総合連携計画策定調査委託業務公募型プロポーザル実施要領（案）について 

（石田会長） 

それでは（2）「総合連携計画策定調査委託業務公募型プロポーザル実施要領（案）」について事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

 （事務局）  

資料のほうの 3 ページをお開きください。鳥取県中部地域公共交通総合連携計画策定調査委託業務の公

募型プロポーザル実施を行うということで、前回の協議会のときにその動きにつきまして承認いただいて

いるところであります。3ページには公募型プロポーザル方式の流れということで、簡単な図式にして説明

させていただいておりますが、プロポーザル方式とは調査業務・分析・計画の企画ということであります

ので、これを公募型ということで業務を進めていきたいと考えております。その流れとして発注者として

本協議会、公募型のプロポーザル実施要領及び業務仕様書の作成として以後説明させていただきますが、

それを作成した上で、各事業者のほうに公開します。それを受けて事業者のほうから参加表明、仕様書に

伴う企画書等を提出いただくということで、公募をかけることとしております。公募されたものに対し事

務局で書類審査を行う 1次審査として 2日程度、その合否の結果を通知し、2次審査として選ばれた事業者

からの企画提案書の説明を受けて、いろいろな面での総合的な評価をして事業者を特定していくこととし

ており、2段階の審査により契約者を決めるという流れで業者を選定するものであります。大まかにはこの

ような形です。手続の流れに括弧書きで約 1 ヶ月程度とか 2 日程度といった記載がありますが、このよう

な日数を取りながら選定作業を進めるよう考えております。続きまして 4 ページ以降であります。具体的

に公募型プロポーザル実施要領の案ということで、その中身について記載しております。目的としまして

本協議会が委託する鳥取県中部地域公共交通総合連携計画策定調査委託業務の受託者を特定するにあたっ

て、実施する公募型プロポーザル及び委託契約に必要な手続きを定めるとしております。業務の内容とし

ましては、実施主体は鳥取県中部地域公共交通協議会であります。委託業務名は、「鳥取県中部地域公共交

通総合連携計画策定調査委託業務」ということで、これは平成 22 年度地域公共交通活性化・再生総合事業

の国庫補助事業を活用して行うというものであります。業務内容につきましては別紙の仕様書で後ほど説

明させていただきます。履行期間につきましては、契約日から平成 23 年 3 月 25 日までとしております。

予算額につきましては 15,716 千円の消費税込みとして予算額としております。参加資格要件につきまして

は、（２）の倉吉市の平成 21・22 年度の測量等業務入札参加資格者名簿に登載されていることとしており、

事業者の経営状況等を審査する意味で、この参加者名簿に登載されていることにより審査されております

ので、それを確認するものであります。（４）ですが、平成 19 年度以降から企画提案書提出までの間に、

生活交通関連計画を現に策定した実績のある事業者としたいというものであります。（６）につきましては、

市内で行うヒアリング・今後の事務の執行に関しても迅速に対応する必要があるために記載しております。

失格要件につきましては、先ほどの参加資格要件に該当しなくなったときに失格となる一般的なことを記

載しております。次に、５として受託者の特定等に係るスケジュールですが、現在申請中の国庫補助金の

内示が 4月 23 日以前にあった場合を想定した期日になっております。先ほど公募型プロポーザル方式の流

れで説明した日数の間隔でスケジュールを記載しておりますが、実際内示をいただいてから進めますので、

スケジュールが変更になることを了解いただきたいと思います。8つの流れで、募集期間の設定、参加表明

書の提出、質問書の提出、企画提案書等の提出を受けまして、1次審査、結果通知を送付、2次審査それを

経て契約するものであります。６としまして募集方法ですが関係する市町のホームページに掲載し募集を
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かけたいと思います。７として参加表明書について事業者から参加する意思を表明していただくものです。

これは資料後段の様式 1で提出していただきます。８として質問の受付及び回答ということで、実施要領・

仕様書の内容に不明な点がある場合は、提出期限を持って質問書により質問いただき回答するものであり

ます。９としまして、企画の提案書等ということでここがポイントであります。参加する事業者につきま

しては期限内にこの表に掲げる書類を提出いただくこととしております。7つの書類ということで、企画提

案書の提出届、企画内容、業務経歴書等を提出いただくこととしており、留意事項としてそれぞれの要点

を記載しております。その書式としまして、9ページ以降 15 ページまでをその様式としております。原則、

Ａ４ということ、提出部数として正本1部、副本10部とし審査に活用するためにこの部数としております。

資料 6 ページの下の１０として 1 次審査の選定方法ですが、事務局による書類審査、これは評価基準を定

めて上位 5 社を選定することとしています。あとの 2 次審査はこの 5 社について 2 次審査を行うこととし

ております。企画書の提出業者が 5 社に満たない場合は、提出業者を 2 次審査にということにしておりま

す。次に 7 ページですが、先ほどの評価基準と点数ということでその評価基準として企画提案の内容、企

画条件との整合性、実現性、独創性というものに 20 点、基礎資料の収集、分析方法、業務量の把握、これ

はスケジュールを含めて企画提案として点数を配点しております。執行体制としましては、事業者の実施

する体制としてそれにも配点、これまでの実績にも配点、後は見積額ということでその妥当性についても

配点の基準としております。1次審査の合否結果につきましては、すべての業者に通知し異議は受け付けな

いこととしております。次に１１としまして 2 次審査ですが、先ほどの企画書の 1 次審査合格者に対し 2

次審査を行いますが、実施日につきましては流動的でありますが、また内示後の日程調整により変更させ

ていただきます。時間につきましては1社あたり30分程度のプレゼンテーションで、順次個別に行います。

2次審査は非公開で、機材としてパソコン・プロジェクター・スクリーンを利用していただきプレゼンして

いただきます。受託者の特定方法として、つまり審査の方法ですが 8ページの上に表をつけておりますが、

1次審査と同じような内容ですが、企画提案の説得力、取り組み意欲を加えて合計の評価点を 100 点として

配点し、評価するよう考えています。審査会につきましては、2次審査の審査会として本協議会の幹事会幹

事の中から 6名以内を選定し、審査会を設置して 2次審査を行うこととしております。8ページの 12 とし

て支払条件、13 としてその他詳細について加えております。以上、プロポーザルの実施要領として簡単に

説明させていただきました。  

 

（石田会長） 

ただいまの実施要領案つきまして、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

   （質疑・応答） 

 

（岡﨑委員） 

今、国庫補助金の内示想定が 4月 23 日ですが、現時点での状況はわかりませんか。 

 

（事務局） 

5 ページにスケジュールを出しておりますが、当初運輸支局と申請書提出後から協議しておりますが、

幹事会の前までは 23 日までに内示が出るように連絡がありましたので、本日の協議会を設定し、承認いた

だければ内示後すぐにプロポーザルの公募をするように考えていました。しかし、先般運輸支局より 23 日

には内示は困難である旨連絡があり、5月の連休前後になるであろうとの話でありました。今は 23 日以前

に内示があると想定し日程を記載しておりますが、国庫補助内示後に日程を調整する必要があり、運輸支



 6

局からもはっきりした日程は聞いておりません。内示後に、各委員には公募をいつから開始しますという

連絡をしたいと思います。 

 

（岡﨑委員） 

といいますのが、年度を区切った調査期間において 4 月の利用実態が抜けてしまうわけです。それで中

部全体の交通利用実態が掌握できるという認識でいいのでしょうか。 

 

（事務局） 

利用調査、仕様書で説明しますが毎月の利用状況を把握するようにはしておりません。利用者の利用の

内容、時期的には発注後にこれから夏休に入りますが、通常の利用の状況を調査するように考えておりま

す。月別に利用を把握するようには考えておりません。 

 

（岡﨑委員） 

冬季間と利用実態が違うと思います。4月は交通機関の利用が多い時期ですので、そこが抜けることがど

うかと思います。計画策定に影響はないのですか。 

 

（石田会長） 

今までもこういった調査があると思いますが、大体の傾向はわかりますか。 

 

（事務局） 

利用実態は各事業者、日ノ丸・日交それぞれが調査されていて、データは持っておられると思います。

幹事会でも各事業者のデータを提出していただき、プロポーザルで受けた事業者に提出して分析いただく

という話をしております。この事業は単年事業なので岡﨑委員がおっしゃるとおり 4月・5月が欠落し、春

先のデータが抜けても各事業者のデータを使いながら進めたいと考えております。 

 

（石田会長） 

日交・日ノ丸の方はデータ等の状況を補足していただければと思います。 

 

（大島委員） 

われわれがやっている乗降実態調査は国庫補助金・県補助金の申請にあたり要綱上、年に 1 回以上とし

か規定されていませんし、補助金のヒアリングの日程を考えると 4 月か 5 月に 1 回実施するのが精一杯で

す。ですから細かなデータは年 1回分しかない状況です。ただ全体の動きとしては、4月は高校に進学され

た方などのバス利用は増えますが、数ヶ月すると利用が減ってきます。状況については営業所が把握でき

ていますので、そのあたりをプラスした中で大まかに判断できると思います。データで出せるものは出し

ていきたいと思います。 

 

（岡﨑委員） 

逆に言えば、4・5月分のデータは事業者にあるから大丈夫ということでしょうか。 

 

（事務局） 

三朝町では独自に調査されており、そういうデータを出し合っていただき中部の状況を把握していきた
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いと考えております。皆さんに協力いただくよう了承いただいておりますので、よろしくお願いします。 

 

（石田会長） 

イレギュラーな数字を集めるよりも、一般的な状況を把握する、そのためにデータを収集する努力をし

ていくことが必要だと思います。 

（石田会長） 

募集期間中にかなり連休が入っていますが、通常の募集のための日数は確保できていますか。 

 

（事務局） 

日数的には大丈夫です。 

 

（石田会長） 

公募が連休明けになれば、大丈夫ですね。 

 

（事務局） 

内示がいつ頃になるのか、運輸支局さんいかがでしょうか。 

 

（伹住委員） 

連休明けかどうかもはっきり言えませんが、5月以降になるとの連絡があったところです。当初は早めに

内示するとのことでしたが、中央での展開が変わってきている状況です。 

 

（岡﨑委員） 

1 次審査と 2次審査で実施要領の参加資格要件で倉吉市の名簿に登載されているものという条件、もう 1

つは平成 19 年から今日までに実績があるかどうか条件があるが、この 2つの条件で参加は何社くらい想定

されるのでしょうか。 

 

（事務局）  

想定は 5社程度であります。 

 

（岡﨑委員） 

5 社ならば、1次審査、2次審査はいらないのではないかと思います。初めから審査会で 2次審査をすれ

ばいいと思います。 

 

（事務局）  

5 社以上の参加があると考えています。問題は、平成 19 年度以降に交通に関する計画を策定したという

部分で絞られてきます。但し参加されるのが何社であるかはわかりません。岡﨑委員がおっしゃるとおり、

4社であればそのまま 1次審査は書類審査で 2次審査に進むので、期間の短縮も図れると考えています。 

 

（石田会長） 

応募の実態に合わせて、審査日程については調整しましょう。 
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（石田会長） 

その他、特に無いでしょうか。それでは承認事項(２)「総合連携計画策定調査委託業務公募型プロポ

ーザル実施要領（案）」について承認してよろしいでしょうか。 

 

  （承認） 

 

 

（３）総合連携計画策定調査委託業務仕様書(案)について 

（石田会長） 

それでは次に 3点目でございます。「総合連携計画策定調査委託業務仕様書(案)」について事務局より説

明をお願いいたします。 

  

（事務局）  

資料のほうは、16 ページに資料 3として仕様書(案)を載せております。業務名としましては、先ほど説

明したものと同様であります。委託場所としましては鳥取県中部の全域であります。目的につきましては

記載のとおりですが、地域公共交通総合連携計画及び圏域公共交通基本方針案の作成並びに連携計画で定

めることとされている事項に関する調査、その他連携計画を策定するにあたって必要とされる資料の作成

及び関係する各種会議の運営に対する支援を行うことというものを、その目的とするとしております。３

として業務の内容ですが、新たな公共交通体系構築のため、個別の路線の状況や地域住民のニーズ調査を

行い、圏域住民にとって真に必要な、利用される路線設定等、鳥取県中部地域における今後の公共交通の

あり方、方針を明確にし、公共交通ネットワークの再編計画等を柱とした「地域公共交通総合連携計画」

を策定するということで、以下 8項目の業務を記載しております。（１）としまして調査計画の準備という

ことで発注者との打ち合わせであります。2つ目にここからが調査でありますが、地域の現況及び現況の公

共交通の調査を行うということで、下に表した地域の地理的条件、人口分布、公共施設、学校、医療、商

業施設等の配置関係を把握するということ、それとその他の上位計画や関連計画、県や市町村にある計画

を整理しその関連性について分析するものであります。当然ではありますが、中部地域の公共交通の実態

把握、中心部となるところ、交通結節点の拠点となるところの公共交通の状況を整理するというもの、そ

れといわゆる公共交通の空白地域、地域別の公共交通のレベルを整理するものであります。あわせて、圏

域の観光面での交通体系の整理を行うということで、調査項目の第 1歩として記載しております。3番とし

て圏域住民のニーズ把握調査ということで、まずアンケート調査ですが利用される方の日常の行動パター

ンですとか、それに伴う公共交通の利用の状況、現在の公共交通の満足といったものをアンケート調査に

よって把握することとしております。資料をめくっていただきまして、次はバス利用者の利用目的、どこ

にどのような理由でバスを利用するのか、将来バスはどう利用していきたいかを項目で盛り込んでいきた

いと考えております。②として、生の声といいますかヒアリング調査を乗り込み調査により行うというも

のであります。（４）は現況の状況、アンケート及びヒアリングの状況を踏まえまして、圏域における公共

交通の問題点、課題を整理していくということでワンステップ設けております。そういったものを含めま

して、（５）（６）ということでその基本となる方向性・方針はどのように検討していくべきかというもの

でありまして、①の検討のために公共交通の連携の方針、鉄道・バスといった連携の方針を検討するとい

うものであります。そういったことから公共交通のネットワークのあり方、これは幹線であったり支線で

あったりそういったものを検討していく項目、公共交通につきましては事業者側、利用者側、行政の役割

分担を検討していく必要があります。通常の運行に対する料金の体系ですとか、サービスの基準を検討す
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るところであります。自治体が 5 つですので、交通の結節点のあり方、そういったものを含めて検討して

いく、また圏域の観光も点在しておりますので、それに関連する公共交通のあり方も検討していくことと

して項目を挙げています。②としまして公共交通の基本方針の策定、それに伴いまして③の自治体別の基

本方針の考え方というものも出てくるかと思います。これ以降につきまして、本協議会で具体的に検討し

ていただく中身になると考えております。（６）としましては、地域公共交通総合連携計画の策定というこ

とで以上問題点とか方針というところで検討したものを具体的に連携計画としてまとめようとする段階で

あり、それぞれの事業者からのまとめの資料を協議しながら進めるものであります。6項目の大きなくくり

として業務を記載しております。①として計画の目標設定の指標を定めて、方向性を示すものであります。

2つ目として、具体的な実施計画の案を検討するものであります。3つ目として、さらに細かい実施施策と

いうことで、どういったことをやればよいとか、予算がどれくらい必要であるであるといった交通に関し

て進めるべき実施施策を検討するものであります。4つ目としましては、圏域全体を考える上で自治体別の

施策を視野に入れる必要があることから項目としてあげております。5つ目としましては、計画のうちで先

に次年度に実施する想定される施策を将来方針を含める中で設定するものであります。これにつきまして

は計画に挙げたもののうち実際に実証運行をしてみるとかそういったものも要点としてあげてくるという

ものを考えております。6つ目として、最終的にパブリックコメントを得たうえで中部の連携計画を策定し

概要としてまとめるという作業であります。（７）として幹事会・協議会・分科会への支援として会議資料

等の調整をしていただくこととしています、（８）は連携計画の報告書の作成です。４としまして届出書類

を記載しておりますが（２）は完了後の書類の提出について記載しております。資料にはありませんが、

連携計画の策定の予算としまして 1,500 万円程度の予算を組んでおります。国の内示は申請額満額が想定

としてありませんが、定住自立圏構想の中で中部圏域の中で活用できる初期費用に基金がありますので、

それを活用して 1,500 万円を支出するように考えております。 

 

（事務局） 

定住自立圏で 3月 31 日に周辺町と協定を締結しました。公共交通のネットワーク化ということで、先に

進んでいるわけですが、総務省からのお金が中心市に基金で積んであります。先ほど説明しましたが、1,500

万円丸々内示が無い場合は、不足額は基金を充当するよう第 1 回協議会で申し上げたとおりで進めます。

事業費として足らない額を基金より充当しますので、ご承知置きください。 

 

（石田会長） 

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

 

   （質疑・応答） 

 

（岡﨑委員） 

足らない分は定住自立圏の基金を使うのであれば、調査委託期間の 3 月末にこだわる必要はないのでは

ないでしょうか。 

 

（石田会長） 

基金で全額やるのであれば、単年にこだわる必要はありませんが、国庫補助金を活用して策定するので

期間は単年です。 
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（岡﨑委員） 

 国庫補助分で調査期間を 6 月から 3 月末で調査を行い、基金分で 4 月・5 月の残りの調査を行えばいい

のではないでしょうか。 

 

（石田会長） 

報告書は単年で作成して、報告書が先にできているのに調査をするのはおかしいでしょうね。 

 

（岡﨑委員） 

調査を実施して、報告書を作成するのに 1,500 万円ですね。 

 

（石田会長） 

補強調査もどこまでするのかですよね。今は補助金の枠組みの中で 3 月までには計画を仕上げる方向で

進めるということですね。基金は 9,000 万円くらいありましたかね。 

 

（事務局） 

9,300 万円です。 

 

（寺方委員） 

初めての参加でわからないのですが、調査がまずありますよね。そのあとニーズ等を把握して課題整理

しますよね。課題整理して基本方針以降も業者に任せるのですか。この仕様書では任せるように見えるの

ですが。 

 

（事務局） 

資料 17 ページの中段になりますが、事業者からの現況調査や問題点等の分析内容を提出いただき、整理

をしまして（５）②③基本方針の検討、自治体別の基本方針の検討のあたりから幹事会・協議会で議論し

ていただくこととなります。そこでの意見を踏まえて、方針なり計画策定まで段階的に進めていきたいと

考えております。 

 

（石田会長） 

調査をして、事業者に原案を作ってもらい幹事会・協議会でしっかり議論して必要な修正を加えた上で

計画を策定する流れです。 

 

（寺方委員） 

ということは、調査期間は 3月末までは期間的に取れないですね。どのあたりまででしょうか。 

 

（事務局） 

大まかですが、9月までに実態調査等を行っていただくことになります。 

（岡﨑委員） 

最終報告ではなく、中間報告をしていただきたいと思います。中間報告についても仕様書中に入れてお

いたほうがよいのではないでしょうか。言ってみれば、事業者からの報告を協議会で修正するのですから。 
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（事務局） 

調査委託に出してから中間報告は当然ありますから、その時点で幹事会で協議会に提案するかどうか検

討していきたいと思います。事務局としてもどのあたりまで進んでいるのか把握する必要がありますから、

中間報告はしていただきます。 

 

（大島委員） 

 こちらの協議会がどのように進められるかはわかりませんが、若桜のほうで鉄道に関係した協議会の時

には、幹事会・協議会に事業者に当日出席いただいて即時その場で回答をいただくように、また方向修正

すべきものはその場で協議しておりました。そのような形にしなければ、ペーパーを委員で眺めてもどう

しようもないと思います。 

 

（石田会長） 

協議会・幹事会も 4 回づつ開催することとなっていますので、必要であれば回数を増やしてもいいので

実のある計画にする必要がありますので、その辺を配慮しながら進めていきたいと思います。 

 

（加藤委員） 

16 ページに上位計画・関連計画を整理するということがありますし、定住自立圏構想の中での公共交通

ネットワークの一部ということで、以前いただいた資料の中に定住自立圏構想の共生ビジョンを今年 7 月

に策定予定であったと思いますが、今年 3 月末に協定締結されたとのことでしたので、共生ビジョン策定

のスケジュールと本協議会との横のつながりをどのようにとっていかれるのか教えてください。 

 

（事務局） 

定住自立圏の共生ビジョンの策定ですが、3月 31 日に協定を締結し、ビジョン懇談会を近々設置するよ

うにしておりまして、現在は 9 月を目途に策定する予定です。それから協定に関わる事業に取り組むこと

となります。 

 

（加藤委員） 

ビジョンの策定は、懇談会で議論しながら策定していくということで、具体的に調査等をされることは

ありますか。 

 

（事務局） 

ビジョン策定にあたっては、策定委員で協議しますが調査までは考えておりません。ビジョン策定は、

今後 5 年間の事業費を策定する必要がありますので、その中にこの公共交通連携計画を盛り込み事業計画

を立てることになります。 

 

（加藤委員） 

こちらの業務がビジョン策定より先に進んでいるということですね。 

 

（事務局） 

そうです。 

 



 12

（加藤委員） 

17 ページの（４）に問題点の抽出・課題整理というのがありまして、このまま読めばアンケート調査・

乗り込み調査等を行った結果、問題点や課題を整理するという形になっています。スケジュールでは 6 月

中旬に契約となっておりますが、小中学校はすぐに夏休みに入りますので、7月に調査できなければ 9月と

いうことにもなりますので後の計画がずれ込むことになりますので、他の協議会でもずれ込んだ事例があ

りました。岡﨑委員さんのご指摘のとおり、単年事業ですので終了が決まっていてスケジュール的に窮屈

な計画になるという問題点はありますが、そうは言っても圏域の問題点や課題は現段階でも把握されてい

る側面があったり、また分科会との連携により進めていくことになっておりますので、この圏域の問題点

や課題についても協議会・分科会・事務局ベースである程度把握し、定住自立の柱の観光の部分ではこう

いう課題があるだとか、各分科会・各地域ベースではこういう問題があるというのをアンケート調査やニ

ーズ把握調査の中で検証していくとか、新たな課題が見つかるというような流れにするほうがいいと思い

ますので、事務局・幹事会打ち合わせが業者決定後すぐに行われると思いますが、そういうことを心に留

めておいていただければと思います。 

 

（石田会長） 

そのあたり、平行作業が必要だと思いますので十分気をつけて進めていきましょう。 

 

（石田会長） 

その他、特に無いようでしたら、承認事項(３)「総合連携計画策定調査委託業務仕様書(案)」について

承認してよろしいでしょうか。 

 

  （承認） 

 

（石田会長） 

今、ご質問・ご指摘のあった部分には十分留意して進めさせていただきます。 

 

 

４ その他 

（石田会長） 

 それでは三つの議題は終了しました。それでは、その他何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

そういたしますと、内示後すぐに本日承認いただきました内容のとおり業務発注を進めてまいりますが、

業者が決定後は郵送等により委員の皆様に報告させていただきます。次回の協議会は幹事会で協議しまし

て適宜 4回は計画しておりますが、また案内させていただきますので出席の程よろしくお願いします。 

（石田会長） 

 せっかくの協議会ですので、何でも結構ですがありませんか。 

それでは、本日の協議会終了させていただきます。 

 

 

５ 終了 


