
平成 27 年度 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 28 年２月 23 日（火）11：00～12：00 
２場 所  倉吉市役所 議会会議室（本庁舎３階） 
３出席者  委員 19 名中 15 名 （※欠席者４名中 承諾書提出４名） 
４内 容  ①第２期鳥取県中部地域公共交通総合連携計画の策定について承認いただきました。 

    ②平成 28年度事業計画（案）及び当初予算（案）について承認いただきました。 
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 総合政策課長の美舩です。

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 15 名、欠席４名、欠

席のうち承諾書提出４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。 

 

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。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 
会 長  おはようございます。お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。 

地域の公共交通の確保、交通弱者のみなさまの移動手段の確保という面で大変ご尽力いただき

感謝申し上げます。人口が減る中、昨年は各市町で総合戦略を作ったところであり、公共交通の

問題も大事なポイントになると思っています。 

どうしても人口が減れば利用者が減るということで、経営的には非常に厳しい状況であります。

倉吉市としても予約型乗合タクシーを導入したり、いろいろな取組みを進めているところですが、

なかなか思うように利用が伸びていないというのが実態でございます。各自治体で工夫しながら

取り組んでおりますが、特にこの鳥取県中部の場合はほとんどが市内を通過しながらそれぞれの

地域に向かっている構造がありますし、さらには同じ路線の中でも枝谷における交通の確保も一

方では課題になっております。倉吉市も１億を超える補助をさせていただいているわけで、厳し

い状況下となっております。ＪＲ、バス、タクシーを組み合わせ、効果のある対策を考えていき

たいと考えております。 

そのための連携計画でありますから、本日は計画に対するご意見をいただき、充実した体系づ

くりに向かうような計画となればいいと考えております。 
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3. 協議事項について 
事務局  日程３の協議事項に移りますが、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） 第２期鳥取県中部地域公共交通総合連携計画の策定について 
会 長  それでは次に日程３の協議事項に移りますが（１）の「第２期鳥取県中部地域公共交通総合連

携計画の策定について」事務局より説明をお願いいたします。 
  
事務局  鳥取県中部地域公共交通総合連携計画については、平成 23 年度から平成 27 年度までの計画と

して事業を実施してきたが、この度第２期として平成 28 年度から平成 32 年度まで５年間の計画

を策定した。素案は資料のとおり、大半が前計画を引きついだものだが、11 月に開催した協議会

でも議論していただき「利便性・採算性に配慮した効率的な公共交通が構築できていない」とい

うことで、目標を見直した。目標については 20 ページに掲載している。 
資料の「（別冊）目標を達成するための事業」についても、事業自体は前計画から引き継いで

おり前回の協議会でも承認いただいたが、スケジュール等詳細について今回初めてお示しするも

ので、ご協議いただきたい。 
 
会 長  主に「（別冊）目標を達成するための事業」について協議いただきたい。 
加藤委員  全体的にスケジュールをもう少し前倒しできないだろうか。平成 32 年度から住民周知・運行開

始となっているため計画中は検討することになっているが、「２、幹線・支線における運行形態

の検討」は、平成 28 年度に乗降調査とあわせてルート・本数の見直しできないか。 
「４、フリー乗降区間の検討」は道路状況等については公安委員会に聞けばある程度わかるの

ではないかと考えるし、ニーズについてはバス事業者で把握できるのではないかと考えるが、こ

のスケジュールでは場所の抽出までに３か年かかるような形になっている。もっとスピーディー

にできないものだろうか。 
「７、観光客のバス利用利便性の確保」では、コナンミステリーツアーを公共交通として検討

するとのことだが、現状の観光客に加えて一般市民も利用するというイメージか。現状は土日祝

日のみ運行しているかと思うが、平日も運行するのか。現在も観光地まで運行している便がある

ので、それに観光利用をプラスする方向でも検討していただきたい。 
前回の計画では目標に対する評価指標が設定されていたが、今回の計画では目標設定がされて

いないようなので、そのあたりのことをお伺いしたい。 
会 長   ４点ご指摘いただいた。まずスピード感がないのではないか、ということだが。 
事務局   平成 28 年度は委託期間に半年程度を想定しているため、スピード感がないように見えるかも

しれない。ご指摘のとおり、委託業務の完了から次のステップまでを幹事会で再度検討し短縮し

て、スピード感を持って進めていきたい。 
観光利用については、土日含むすべてにおいて観光客が路線バスで圏域内を周遊できるよう

な形を検討していきたい。というのも、三徳山が日本遺産に登録されたことで三朝線の利用が伸

びているという状況があり、また、赤瓦白壁土蔵群とのリンクを考えたいということもあり、公

共交通の観光利用を考えている。 
路線バスの利用促進策については、幹事会でも頭を悩ませていることではあるが、平成 27

年度の補助金額は減額となり、要因としては宿泊客の手形が売れたこと、定期券利用が伸びたと
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聞いている。よって、旅行業者とタイアップした旅券の開発やシルバー割引などの利用促進をは

かっていきたい。 
会 長   加藤委員のご意見としては、コナンミステリーツアーが一般観光客向けになっていないので

はないか、一般観光客向けの２次交通を記載されてはどうか、というご提案だと思う。また、平

成 28 年度は外国人観光客を対象とするようになっているが、そのことを承知の上か。 
事務局   旅行者を対象にした２次交通の制度があるので、利用実績を見ながら観光客の２次交通とし

て路線バスの利用を考えていきたい、ということ。 
会 長   梨の花温泉郷（一般社団法人 鳥取中部観光推進機構）と調整するように。目標については。 
事務局   目標値については、計画の中に掲げているものではないが、進捗管理の際に、指標と達成状

況を報告させていただきたい。 
加藤委員   目標値は計画には掲載しないが、幹事会で管理していくということか。会長からもご指摘い

ただいたとおり、コナンミステリーツアーに限らず、現在１市４町に運行している路線バスの観

光利用も検討いただきたい。 
 
田中委員   西部地域で再編作業を行っている。３月には計画ができると聞いているが、いずれ東部・中

部に波及させると聞いているが、それをふまえた上での計画と理解してよろしいか。 
事務局   西部で取り組んでいる新しい法律に基づく計画づくりについて、鳥取県の考え方は平成 28 年

度に東部で取り組み、その次に中部で取り組むという考えを示されている。中部が取り組むこと

になったときに、法に基づく新しい計画として取り組むことになるが、現在は前回の計画の延長

線上で進めていく。 
会 長   調査も、再編計画をにらみながらする必要がある。 
 

⇒その他意見なし、承認 
 
 

（２） 平成 28 年度事業計画（案）及び当初予算（案）について 
会 長  それでは次に協議事項（２）の「平成 28 年度事業計画（案）及び当初予算（案）について」事

務局より説明をお願いいたします。 
 
事務局  資料２に沿って説明。 
 
加藤委員  乗降調査（資料調査）を 3,456 千円で来年度実施するとのことだが、バス事業者が補助金申請

のために年１回実施されているものの２次分析するための費用、例えばコンサルタント委託費用

であって、調査そのものの費用ではないということか。 
会 長  調査の中身は。 
事務局  現地調査は行いません。バス事業者で保有されているデータを委託して分析する。 
加藤委員  誰に、どういうアウトプットで実施するのかを説明していただきたい。現状を把握することは

大事だが、もう少し内容がわかれば。利用促進するときにも１市４町の路線はたくさんあると思

うので、モデル路線を取り上げて実施していくとか、データの使い道を考えて調査の設計がして

あるといい。運営費も協議会５回、幹事会７回予定してあるが多いのではないか。 
会 長  調査のための調査にならないように。 
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事務局  利便性・効率性を高めることを第一に考えている。その観点で今回の調査事業を予定している

ので人数が少ない路線についてはある程度見直しをし、それでも確保しなければならないところ

については、利便性を確保できるよう、別の方法を考えていかなければならない。実態調査を行

った上で、具体的な見直しの案を考えていきたい。 
会 長  協議会５回、確かに多いが。 
事務局  協議会については例年２回開催しているが、今後は調査を行いながら具体的な事業を実施して

いく事業計画になっているため、５回設定させていただいた。 
高橋委員  調査の事業費について、金額を見ると資料調査だけでここまで必要なのか、と疑問を持ってし

まう。具体的な中身を出して、見積もりをとったのか。 
事務局  年１回の調査を過去５年間分、すべての路線について調査分析し、見直し案を提示していただ

くという内容で見積もりをとった。 
     専門性の高い内容ということもあり、金額が高くなってしまう。路線の中でも区間ごとで乗っ

ている、乗っていない、時間帯ごとに乗っている、乗っていない、という全路線にわたって分析

をしていただいて、その結果から、こういう路線を新規に設定すると広域路線として利便性が高

まる、といった提案をいただきたいと考えているため、どうしても専門性の高い分野になるので

金額的にも高くなってしまう。 
高橋委員  専門性が高いというと、交通機関を分析するコンサルか。 
事務局  過去にそういった実績のあるコンサルに委託したいと考えている。 
仙賀委員  バス事業者で分析することはできないのか。そのほうがより実態に即しているのではないか。 
事務局  バス事業者に分析してもらうことも検討したが、業務の中で分析されるのは難しいということ

だった。 
徳丸委員  年１回調査しているのは補助金を受けるための調査。調査の内容は払っていただく運賃の種類、

どこからどこまで乗っておられるかの調査しかやっていないので、そこから先のどういう目的で

利用されているかということまでは乗って聞かないとわからない。コンサルがどういった分析を

されるのかわからないが。 
会 長  技術者でなければこういった解析をするのは難しいかもしれない。 
小松委員  調査項目、委託内容は決定なのか。委託先に思いが伝わらないと金額が高いか安いか判断が難

しい。成果品がなにを求めているか、数字上の話であれば加工すれば出てくるが、細かいことに

なったときに、乗降客に聞かないとわからないことも出てくると思う。元々何を目的に調査する

のか、幹事会で決まっているのであればもう一度よく検討していただきたい。 
事務局  予算のためにある程度の方向性の中で見積もりをとってもらったところ。本日いただいたご意

見をもとに明確な意図、方針をもう一度練り上げて、幹事会で再度検討したい。 
会 長  いかに効果的な方向付けができる資料が出てくるか、そういう姿勢で、幹事会で協議していた

だきたい。予算は予算として、今いただいた意見は幹事会でよくもみながら、効果的な事業を実

施していただきたい。 
 

⇒その他意見なし、承認 
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4. その他 
会 長  それでは日程４ 「その他」について、何かありますでしょうか。 
 
加藤委員  新聞報道で 10月から倉吉市で夕夜間バスを運行し、高校生が利用しているという情報が出てい

た。今年度の利用者数は全体としては減っているが、新規の需要を掘り起こした面もあるような

印象も受けていて、その後の状況がわかれば教えていただきたい。 
事務局  夕夜間バスについては西倉吉から倉吉駅まで１往復半運行している。10 月から１月末までの利

用状況は 20：12 西倉吉発 515 人、倉吉駅 20：48 発 202 人、西倉吉 21：12 発 75 人。西倉吉発

の便については西倉吉からの高校生の乗車が多く、21：12 発は夜遅いこともあり総合事務所前の

乗車が多くなっている。倉吉駅発は JR との接続を考慮しているので、毎月 50 人程度の乗降があ

るという結果になっている。  
加藤委員  先ほどの調査と関わってくるが、事務局のほうで事業者からのデータを受け取ってかなり分析

されている。これも１つのモデルケースになる。費用対効果もあるのでこれにどういったコスト

がかかってくるかという分析も必要になってくるが、こういう場で新たな取組みのノウハウを共

有していただいて検討を進めたらいいのではないか。 
会 長  曜日ごとのデータもあるといいかもしれない。新しい情報は提供し、共有していきましょう。 

 

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。 
 

 5 


