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２章 住民モビリティ・マネジメント 

 

２-１ 住民モビリティ・マネジメントの概要 

（1）目的 

南部地域で開始する実証運行に合わせて、過度なマイカー依存から公共交通等のバス利用を

呼び掛けるモビリティ・マネジメントを鳥取市南部地域の市民を中心に実施する。具体的には、

交通シンポジウムや式典の開催、主な乗継拠点へのバスアテンダントの配置、わかりやすい時

刻表の作成などを行った。 
 

（2）対象 

鳥取市南部地域市民 
 

（3）取組内容 

① 交通シンポジウムの開催 

実証運行開始前の 9 月１日に開催した。 

交通ジャーナリスト鈴木文彦氏の講演の他、実証運行に関する説明、パネルディスカッシ

ョンなどを実施した。 

② 実証運行開始記念式典 

鳥取駅、河原口バス停において、実証運行開始にあたっての式典が行われた。河原口バス

停では、園児たちによる歌も披露された。 

③ バスアテンダント 

南部地域の実証運行にあたっては、新たに各支線からの乗継が発生する。乗継負担を極力

減らすため、乗降の介助や案内を行うためのバスアテンダントを、河原口バス停、用瀬バス

停に配置した。 

④ 南部地域共通時刻表・地域別時刻表の作成 

利用者が公共交通を利用しやすい時刻表として、南部地域で実証運行を行う全路線および

JR の時刻表をまとめた共通時刻表と、各支線ごとに幹線や JR との乗継も含めて記載した

地域別時刻表を作成した。 
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２-２ 交通シンポジウム 

（1）シンポジウム概要 

日 時 平成 24 年 9 月 1 日（土） 14:00～16:00 

場 所 用瀬地区保健センター大会議室（鳥取市用瀬町） 

プログラム 

【記念講演】 

「みんなで育てる地域交通」 交通ジャーナリスト 鈴木文彦氏 

 

【パネルディスカッション】 

「考えよう公共交通！～意義のある実証運行に向けて～」 

  司 会 ：鳥取大学大学院社会開発システム工学科教授 谷本圭志氏 

  パネラー：豊岡市都市整備課交通政策係長 谷口雅彦氏 

      ：（株）バイタルリード代表取締役 森山昌幸氏 

      ：鳥取市交通政策室長 鈴木敏氏 

 

【報告】 

「南部地域実証運行」について 鳥取市交通政策室 

そ の 他 ○参加者にはアンケート調査を実施 

次頁にシンポジウムのちらしを示す。 
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（2）シンポジウム議事録 

鳥取市

 
 
司会 開会に先立ちましてご来場の皆様にお願い

いたします。携帯電話をお持ちの方は電源をお切り

いただくか、音の出ない設定にお願いいたします。

 
 皆さん、こんにちは。本日は、たくさんの皆様に

ご参加いただき誠にありがとうございます。私は、

本日司会進行を務めさせていただきます、鳥取市都

市整備部の富永と申します。よろしくお願いいたし

ます。 
 
1) 開会 

 
司会 それではただいまより、鳥取市「ノルデ運動」推進シンポジウムを開催いたします。開会

にあたり、鳥取市副市長、深澤義彦がご挨拶申し上げます。

 
深澤 皆さん、こんにちは。副市長の深澤でございます。

 本日は、「ノルデ運動」推進シンポジウムに、このように多くの皆様にご来場いただきまして誠

にありがとうございます。きょうのシンポジウムは、来月

南部地域での実証運行に合わせたものです。「ノルデ運動」とは、バス、鉄道、タクシーなどの公

共交通をみんなで利用して守っていこうという取り組みのことです。ノルデ運動を市内全域で推

進していこうということで開催させていただくことになりました。

 交通ジャーナリストとしてご活躍中でいらっしゃいます鈴木文彦様に、「みんなで育てる地域交

通」と題しましてご講演いただくこととしております。また、パネルディスカッションでは、鳥

取大学の谷本先生にコーディネーターを、パネラーとして豊岡市の都市整備課交通政策係長の谷

口様、株式会社バイタルリード代表取締役の森山様にお願いをいたしました。また、鳥取市の鈴

木交通政策室長にも加わっていただき、議論を深めていただくこととしています。どうかよろし

くお願い申し上げます。 
 
 公共交通、特に路線バスは、地域の皆様にとりまして、とりわけ高齢者や通学生の皆様には必

要不可欠なものです。きょうのシンポジウムが、公共交通をさらに守ってい

会となりますことを期待いたしますとともに、ご来場の皆様には 後まで参加いただきますよう

よろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

 どうもありがとうございました。
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いただくか、音の出ない設定にお願いいたします。 

皆さん、こんにちは。本日は、たくさんの皆様に

ご参加いただき誠にありがとうございます。私は、
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木交通政策室長にも加わっていただき、議論を深めていただくこととしています。どうかよろし

公共交通、特に路線バスは、地域の皆様にとりまして、とりわけ高齢者や通学生の皆様には必

要不可欠なものです。きょうのシンポジウムが、公共交通をさらに守っていく、推進していく機

会となりますことを期待いたしますとともに、ご来場の皆様には 後まで参加いただきますよう

よろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 
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木交通政策室長にも加わっていただき、議論を深めていただくこととしています。どうかよろし

公共交通、特に路線バスは、地域の皆様にとりまして、とりわけ高齢者や通学生の皆様には必

く、推進していく機

会となりますことを期待いたしますとともに、ご来場の皆様には 後まで参加いただきますよう
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司会 ありがとうございました。 
 続きまして、本日ご多忙のところお越しいただきましたご来賓の皆様をご紹介いたします。皆

様方から一言ずつお言葉をいただくのが本意ではございますが、時間の都合によりご紹介のみと

させていただきます。 
 まず、来賓席よりご紹介します。本日の記念講演をしていただきます鈴木文彦様です。 
鈴木 鈴木でございます。よろしくお願いします。 
司会 続きまして、本日のパネルディスカッションのパネリストをお願いしています、豊岡市都

市整備課の谷口雄彦様です。 
谷口 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。 
司会 同じくパネルディスカッションのパネリストをお願いしています、株式会社バイタルリー

ド代表取締役、森山昌幸様です。 
森山 森山です。よろしくお願いいたします。 
司会 次に主催者側の紹介をします。 
 鳥取市副市長、深澤義彦です。鳥取県バス協会会長、日本交通株式会社代表取締役社長の澤志

郎です。鳥取市生活交通会議会長、鳥取大学大学院教授の谷本圭志です。谷本会長には、パネル

ディスカッションの司会をお願いしています。河原町総合副支所長、山本真裕美です。用瀬町総

合支所長、中村晃です。佐治町総合支所長、奥田哲実です。鳥取市交通政策室長、鈴木敏です。 
 以上で、鳥取市「ノルデ」運動推進シンポジウム開会行事を終了いたします。 
 
 記念講演まで今しばらくお待ちください。 
 記念講演に先立ちまして再度お願いいたします。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただ

くか、音の出ない設定にお願いいたします。講演の録音、録画、写真撮影等につきましては、講

師の著作権や肖像権にも関わってきますので禁止いたします。報道関係者および係員のみとさせ

ていただきます。まもなく開会いたしますので、今しばらくお待ちください。 
 
2) 記念講演 「みんなで育てる地域交通」 

 
司会 それでは、ただいまから記念講演を行います。 
 講演に先立ちまして、講師のご紹介をさせていただきます。

交通ジャーナリストの鈴木文彦様です。鈴木先生は現在、東

京にお住まいで、フリーの交通ジャーナリストとして「鉄道

ジャーナル」などの雑誌にレギュラーとして執筆しておられ

ます。また、先般刊行しました『日ノ丸自動車八十年史』の

発刊にあたってもご尽力いただいたところです。さらに全国

の地方自治体、バス事業者のアドバイザーや国土交通省の各

種委員を歴任され、幅広くご活躍中です。 
 それではこれより、「みんなで育てる地域交通」と題して鈴木文彦様にご講演いただきます。ど

うぞよろしくお願いします。 
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鈴木 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、交通ジャーナリストの鈴木でござ

います。１時間ほどお時間をいただきましたので、「みんなで育てる地域交通」と題しましてお話

をさせていただこうと思います。 
 ご紹介いただきましたように、私は今まで、さまざまな交通の状況を取材したり調査して、そ

れを文章にすることが本業です。そういった仕事を既に 30 年ほど続けておりまして、そんな中で

各地のいろいろな地域交通を見てまいりました。さまざまな縁ができていくなかで、ご紹介いた

だいたような、各地の公共交通のお手伝いであるとか、こういった話をさせていただく機会が少

しずつ増えたと、このようなところです。 
 鳥取には、ちょくちょくというほどではありませんが、割と来ているほうでして、それなりに

土地勘を持ってお話ができるかと思います。本日お話しさせていただく中身は、特に鳥取のここ

がこうだという話ではありません。全国的な状況を見ながら地域交通をどのように考えたらいい

のかというあたりをご理解いただくためのいろいろな事例を見ていただきながらお考えいただけ

れば、というつもりで資料を作ってきました。 
 
みんなで育てる地域交通 
 
 「みんなで育てる地域交通」というのはどういうことかと思われるかもしれません。その意味

は、後半になってくるとだんだんわかっていただけるかと思いますが、基本的には交通というの

は、地域のみんなが自分の問題として関わっていくと、こういうことがこれからの地域交通を考

えるにあたっては必要であろう。こういう意味でこんなタイトルを付けさせていただいています。 
 お手元にパワーポイントで映写する内容をプリントしています。申し訳ございませんが、資料

の数が多いこともあってプリントの字が細かいのとカラーではありませんので、映写するものを

見ていただきながら時々参照していただければと思います。 
 
今なぜ公共交通の議論が必要か 
 
 前段としまして、では、今、公共交通ってどんなことが問題になっているのかというところで

すが、しばしば聞く話でもあろうかと思いますので、１つ１つ細かくは申し上げません。ただ、

地域の社会的な状況が、ここ 10 年 20 年とたつ間に大きく変わってきています。そういうなかで

公共交通を取り巻く状況も大きく変わってきています。 
 一番影響の大きいのは、人口が減少していることと、それと同時進行で少子高齢化が進んでき

たというところです。これによって交通事情や交通のニーズが大きく変動しています。これは鳥

取に限ったことではありませんが、全国的に移動の大半をマイカーに頼る時代が既に 20 年以上続

いているという環境下にあります。 
 マイカーが普及し、誰でも免許を持ち車を持って移動できるようになったことによって、人の

行動範囲が大きく変わりました。今のマイカーで賄っている動きを全部公共交通で肩代わりでき

るかというと、そういう状況にないことは事実です。では、マイカーに頼った状況で今後も移動

が賄えるのかどうかは、考えておく必要があります。 
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 その１つは、ドライバーもみんな高齢になっていっているということです。これは日本全体の

社会的な問題になりつつあることです。高齢ドライバーの安全の問題が、ここ数年の間にものす

ごく重大な事柄になってきました。高齢者に絡む事故は毎年増え続けています。 
 昔は、高齢者の多くは免許を持っていなくて、免許を持っていないお年寄りのために何とか公

共交通を維持確保しておかなければという論調でした。しかし今は、高齢者の方は免許を持って

おられます。だからといって問題が解決したのかというと、安全の問題があってそういうことで

はないわけです。 
 もう１つは、本当に皆さんが運転したいと思って運転しているのかどうかという問題がありま

す。ひやっとした思いをしてなるべく早くやめたいと思っている方が結構いらっしゃいます。そ

れから、よくあちらこちらで高齢者の方とお話をしますので、俺の免許はどこそこ限定免許だと

おっしゃる方がいます。つまり、自分の町の中だったら車で動くけれども、市へは出たくない、

高速道路は乗りたくない、長距離は乗りたくない、こういう方が非常に多いのです。そういうな

かで考えていただくとき、免許は持っているけれども今後さらに運転したくない、あるいは本当

にできないという、そういう高齢者の方が増えてくる可能性が高いのです。 
 もう１つは、かなりの移動を送迎で賄っているケースがあります。例えば子どもの通学の送迎、

高齢者の病院や買い物への送迎。こういった送迎によって、見かけ上は移動が賄われているよう

に見えますが、送迎という行動はさまざまな意味でいろいろな負担がかかります。 
 もちろん送迎する人にとっても、肉体的な負担、精神的な負担、時間的な負担、こういったも

のがいろいろあるわけですが、送迎してもらうほうにとっても、子どもが親に送迎してもらうの

はあまり負担を感じないのかもしれませんけれども、例えば高齢者の方が知り合いあるいは家族

に送迎してもらうのは、いろいろな気遣いや負担があるわけです。 
 送迎してもらっているおばあちゃんと話をしますと、おいごさんに買い物のときにスーパーま

で送り迎えをしてもらうことがあるのだけれども、おいごさんに送り迎えをしてもらうと、自分

が何を買ったのか、いくらぐらい財布の中に入っているのか、みんなわかってしまうのです。そ

れはかなわないという話をよく聞きます。そういう実は心理的な負担もあるわけです。 
 そういうことを考えますと、送迎で確かに移動そのものは何とか賄えるかもしれませんが、決

してそのことによって間違いなく移動がきれいにできるという状況ではありません。 
 もう１つは、近年、高齢化の進行によって、高齢者が高齢者を送迎するという形になっている

ケースが結構多いということが挙げられます。中国地方のある地域で地元の方とお話ししている

なかで、60 代ぐらいの男性は、「今おれは自分の周りの連中を病院に送ったりしているのだけれ

ども、あと 10 年たったらおれの面倒はいったい誰が見てくれるのだろうか」と。その次の世代が

地元にいないのです。 
 あと 10 年後を考えてみたときに、今のマイカーに頼った交通体系のなかで果たして移動がスム

ーズにできるかというと、非常に不安な部分があるわけです。そういう点で考えたときに、公共

交通の必要性、社会的なニーズが高いということが言えるかと思います。 
 一方、公共交通の担い手は、担い手というのはバス会社や鉄道会社ですが、厳しい状況にあり

ます。全国平均で見ても、バスの輸送人員はピークだった昭和 40 年代半ばぐらいに比べますと、

今は 40％ぐらいまで落ち込んでいます。これには、あまり落ち込んでいない神奈川県など比較的

大都市圏に近いところも含んでいるから、多くの過疎地域では既にピークのころに比べると、２
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割やそれ以下に落ち込んでいます。鳥取県も実はそのレベルなのです。 
 バスや鉄道の運営は厳しくなっています。現在、特に動きがなくても、例えば鉄道１つ取って

も、JR 西日本のローカル鉄道は、既にほとんど鉄道としての役目を果たしていないぐらいの輸送

人員まで落ち込んでいるわけです。身近なところで言っても、因美線の智頭と津山の間は、もの

すごくわずかな輸送人員しかいないという実態があります。いつなくなってもおかしくないぐら

いの状況に公共交通が置かれてしまっています。 
 近年では燃料の問題があったり、なかなか運転手が集まらないといったいろいろな問題があっ

て、交通事業は厳しいところに置かれています。社会的な期待は大きいし、必要とされているに

もかかわらず、そういった厳しい中にあって、そのギャップをいかに乗り越えるかが大きな問題

です。 
 地域社会全体で 10 年後を見据えながら公共交通の在り方をきちんと考えていかなければいけ

ないでしょう。そのためにはみんなが関わっていく必要があるし、行政的な言い方をすると、今

までは後追いの「対策」をやってきたかもしれないけれども、これからは先を見た「政策」に切

り替える必要がある、ということです。 
 
今後の地域公共交通の考え方 
 
 では、今後の地域公共交通をどのように考えていかなくてはいけないのかということですが、

個別の地域、ここの地域の交通をどうしますかということだけを議論していても、意味がないと

は言いませんが、 終的に交通がいいものになるとは限りません。地域全体のネットワークとし

て交通をどのように考えるかという見方を同時進行させていかないと、なかなかいいものができ

ません。 
 ここでは「地域」と書いてありますが、市というくくりが絶対正しいかどうかは別として、あ

る一定の地域、いわば地域圏とでも言いますか、そういう地域圏のなかで全体の公共交通のネッ

トワークをどう構築していくか。こういうことを常に視野に入れていく必要があって、それのな

かで個別の地域の交通改善を位置づけていくことが必要であろうと思います。 
 
 では、どんな交通手段を選んでいくのかというところですが、一番汎用性のあるのはバスであ

ろうと思います。鉄道の場合は、既存の鉄道を十分に活用するという考え方はもちろん１つあり

ます。しかしながら、新たに鉄道を敷くのは、なかなかできる話ではありません。ですから、鉄

道は既存のものを活用しながら、よりいろいろな形に対応できるのはバスという形態ですが、バ

スにはまだまだ可能性がいろいろあるのです。ただ、逆に限界もあります。 
 バスは、ある程度の人数を運ぶことができる能力を持っているわけですから、それに見合った

形で運行できるのが一番いいわけです。それをはるかに割り込んだ小さな輸送需要しかないとこ

ろがあって、しかしそこに公共交通は必要だということであるならば、今までのバスという発想

とは違ったものも新たに組み込んでいく必要があるだろう。これからの交通の考え方として、幹

線機能を持ったものと、そこから派生する支線、あるいはもう少し生活圏のなかのコミュニティ

コースといったもの、これらを分担して組み合わせる、こういう考え方が必要になってくるだろ

うということです。 
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 これは例に出して言うと、１つの木があって、幹がしっかりしていて、そこから枝が出て、さ

らにそこから葉っぱが茂る。これがそれぞれ相互に養分を回しながら１本の木として育っていく。

こういうイメージで考えていただければいいのかなと思っています。 
 
 さまざまな交通の限界はあります。 
 これ＜スライド 5＞はどういう形で分けているのか。１つは、需要がどれだけか、１つの手法

でどれだけの人を輸送できるかという部分と、一方で個別のニーズへのアクセス。つまり個人個

人で見たときの自由度です。それによってどのように分けられるかということと、それと連動す

るのですが、全体のコストがこれだけかかるけれども利用者１人当たりのコストで見るとどうな

るかという、この比較で見るとこんな位置関係が出てくる。 
 鉄道、一般路線バス、もう少し規模の小さなコミュニティバス、それから、人数的にはもう少

し小さくなります乗合タクシー。乗合タクシーの中で、デマンド型を採用すると、自由度という

点では少し幅が出てくる。さらに、全く個別のニーズに合わせて走る一般のタクシー。こういっ

たような発想で考えていくと、こういう中からその地域に合ったものを上手に組み合わせていく

ことによって、トータルのネットワークが組みやすくなります。 
 一般タクシーというところにマルが付いていて、山口市グループタクシー、豊丘村福祉タクシ

ーと書いてあります。豊丘村は長野県の村ですが、普通のタクシーを利用することに対して、そ

れを手助けする仕組みを地域でつくっておいて、普通のタクシーを活用しながら地域交通を確保

しているという仕組みをつくっているケースもありますので、そういうやり方もあるのだという

ことで１つ独立したマルを付けています。 
 ちょうど青で書いてあるこの辺が、いわゆるデマンド交通といわれるものです。デマンド交通

というやり方はもちろんあるのですけれども、なかには地域性によっては、デマンド交通という

ようにあらためてやらなくても、普通のタクシーを使うことによってできる手法もいろいろ考え

られる。 
 先ほどバス会社、鉄道会社の話をしましたけれども、地方においては、タクシー会社も今非常

に厳しい状況にあります。どんどんタクシーの事業所は撤退しています。タクシーは、いわば本

当に 後の、自由に使える交通手段になります。恐らく普段マイカーを使っている人も、年に何

回かはタクシーを使う機会はあると思いますし、緊急でタクシーを使わなければならないときも

あります。 
 そのときに、今の状況ですと、地元のタクシー事業者が撤退してしまって、地域によっては

寄りのタクシー事業者から30キロ、40キロ離れてしまったという地域が次々と出てきています。

そうすると、本当に必要なときに、呼んでも１時間もかかるかかからないか、早くても１時間か

からないと来ないという地域がどんどん増えているわけです。ですから、タクシーを撤退させて

はいけない。タクシーを地域で確保していくためには、タクシーを上手に使う手法もこれからは

考えなければいけません。 
 
ネットワーク構築の手法 
 
 そういうものも含めたモード選びの図です。 
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 先ほど幹と枝、葉っぱという話をしましたが、幹の部分をどういうふうに構築するかという話

です。 
 １つは先ほど申しましたが、今ある鉄道を上手に活用するということです。それには駅をきち

んと地域の中で活用できるように、いわゆる人の集まる場所として育てられるようにしていく必

要があります。もう１つは、今ある路線バスを再構築しながら上手に活用していく。 
 そして、需要がある程度集められるような場所であれば、そこを基幹ルートとして位置づけて

強化していく。その基幹ルートの途中あるいは終点、そういったようなところに地域の拠点を上

手に配置して、そこを結節点として、それぞれの地域に広げていくベースにしていく。このよう

なことが必要になってきます。 
 具体的にいろいろなものが考えられるわけですが、基幹ルートの１つの考え方として、それな

りに大きな需要をまとめて 1 つのルートのなかに集約していくという考え方があります。 
 ある程度それが大きな輸送力で賄えるのであれば、例えば連節バスを導入して基幹交通として

走らせるということも考えられます。今日本で連節バスを導入して基幹輸送をやっている地域が

５地域ほどあります。多くは商圏なのですが、この写真＜スライド 7 左図＞のように岐阜辺りで

もこういった使い方をしているケースがあります。 
 右側については＜スライド 7 右図＞、ごく普通のバスですが、基幹ルートとして位置づけたと

ころのサービスレベルを上げました。実は八戸は町と新幹線駅は４キロぐらい離れていますが、

この４キロの間を基幹ルートとして、それまでは南部バスと市営バスの２つのバス会社が走って

いました。かつてはそれぞれがそれぞれの乗り場から勝手に同じルートを走らせていました。 
 それでは基幹ルートとして機能しないということで、このルートに関しては共同運行するとい

うことで色を統一して、交互に 10 分ごとに走るという形態に改めたところです。こうすることに

よって、今まであった資源でも基幹ルートの強化ができるという事例になります。 
 基幹ルートについては、特にバスの場合、それなりのサービスレベルを上げるということと、

もう１つは、時間どおりに走らせることができるという状況をつくっていくことも大事です。つ

まり、バスが時刻表どおりにちゃんと来るかどうかというのは、信頼性にもつながりますし、実

際に使えるかどうかの大きな要件になると思うのです。もちろん、お金をかけて道路が広げられ

て新たなバスレーンが造られるといったようなことができれば、それに越したことはありません

が、今の時代、なかなか簡単にできるわけではありません。 
 
都市圏のバスの機能と活性化 
 
 しかし、既存の資源の中でもいろいろなことができる、いろいろな工夫を各地でしているとい

うことをご紹介しておきたいと思います。 
 こちら＜スライド 8 左図＞は岩手県の盛岡市です。雪が降っている時期なので轍（わだち）を

見ていただくとわかりやすいと思います。右手が盛岡の市街地への 短ルートの道路です。この

交差点が１つの分かれ道になるのですが、ここの道は割と広い道なので、郊外からここまでバス

専用レーンが走っています。 
 都心に向かっていく道路は普通の１車線の道路で、かつてはここが渋滞してしまってなかなか

都心にアクセスできない状況でした。しかし、標識による交通規制を１つ変えただけで、朝のラ
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ッシュ時間はここの交差点で都心方面に左折できるのはバス・タクシーだけという規制をしたこ

とによって、専用レーンを走ってきたバスとタクシーはそのまま都心への近道へ入れる。そのこ

とによって都心への近道は事実上、バス・タクシー専用道路に近い状態で都心にアクセスできる

ような仕組みをつくりました。マイカーでも都心へ入ってはいけないわけではないのですが、マ

イカーはいったん真っすぐ行って回り道をしなければなりませんので、バスのほうが早く都心に

アクセスできるという状況をつくったのです。 
 
 こちら＜スライド 8 右図＞は松江市です。松江市には橋がたくさんありますので、橋がどうし

てもネックになります。そこで、朝のラッシュ時は一番バスのルートがたくさん集まっている橋

を一般車が入れないようにしました。つまり、この橋は朝の１時間は、標識に書いてありますよ

うに、バス・タクシー専用になります。したがって、この橋をスムーズに越えることによって、

バスは定時運行がかなりできるようになりました。 
 
 こちら＜スライド 9 左図＞は、もともとは片側２車線の両車線道路だったのですが、どうして

も渋滞でバスが走れない、もうすぐ駅なのに渋滞でなかなかバスが駅にたどり着かない。そうい

う状況の中で、車線構成をすっかり変えてしまいました。 
 真ん中を技術上、５車線というか、4.5 車線というか、少し複雑な形なのですが、真ん中の車線

を駅の方に向いたバス専用レーンにしました。端っこはタクシーが待機したり、荷さばきのトラ

ックが止まってもいいよと、好きにさせてくださいというおおらかな判断をして、ここはバス専

用レーン、両側に普通の車線という形で構成しました。このことによって、バスは１つ前の停留

所を出ると、スムーズに他の車に邪魔されることなく駅にアクセスできる、こういう仕組みをつ

くったわけです。 
 
 こちら＜スライド 9 右図＞はバス停があって、その先、バスはこの交差点でたくさん右折する

のですが、通常の右折は右折レーンまで出なければいけません。これは安全上の問題もあります

が、非常に時間がかかります。そこでこの交差点では、バス用の信号と一般車用の信号を分けま

した。したがって、一般車が赤信号で止まっているときに、バスはバス専用の信号で左の車線か

らそのまま右折します。このやり方は、熊本が 初に取り組んで、熊本では結構見られるやり方

です。これは那覇市の例ですが、割と九州、沖縄に見られるようになったやり方です。 
 
 今お見せした４つのやり方は、一番のみそは、何も道路に手を加えていないということです。

ただただ、交通規制をしたとか、信号のやり方を変えたとか、車線を少しいじったとか、そうい

うことでバスがスムーズに走れる仕組みをつくったということです。つまり、コストがまずかか

らない。警察を含めた関係者の協働によってバスがスムーズに走れて、スムーズに走れることに

よってバスが利用しやすくなり、バスの利用者が増えることにつながっている。こういうケース

を紹介したわけです。このように、大がかりなことをやらなくても、少し発想を変えるだけで、

バスはスムーズに走れる方法もあるのです。そういう場所を探すこともまた必要になってくるの

だと思います。 
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ネットワーク構築の手法 
 
 そういうことをベースに基幹交通をきちっと走れる状態にする。それに支線やコミュニティ交

通を上手に組み合わせていく。これが必要です。コミュニティバスのような形がいいのか、乗合

タクシーがいいのか、デマンド交通がいいのか、そういういろいろな形のものが考えられるわけ

ですが、地域の状況や距離などいろいろなことを総合的に考えて、一番適したものを、その地域

に合わせたものを選ぶということになります。 
 
・コミュニティバス 
 １つは、コミュニティバスというやり方です。コミュニティバスという手法は、全国各地で取

り組まれています。ただ、一時期少しブームのようにコミュニティバスが広がってしまった時期

があって、この時にあまり議論もせずにつくってしまったコミュニティバスが、今いろいろ課題

を抱えて見直しの域にきていることも事実です。 
 コミュニティバスは、高齢化社会に対応したきめ細かな交通手段が不足しているところから出

てきました。かといって、今までの乗合バスですべて賄うことができるかというと、技術的な問

題、採算性の問題でできないという中で、交通空白の部分を補うということで、行政が何らかの

関わりをしながらつくってきたものです。しかし、実際にバスでは担えない小規模需要のカバー

であったり、高齢者の外出支援につながったといったような、いろいろなメリットはありました。 
 また、比較的短距離でしかも坂道のような、自転車や徒歩ではなかなか行けない、きついとこ

ろにつくられたものがかなりの利用率を持っているということがあります。しかし、全国では課

題を抱えているコミュニティバスが多いのも事実です。 
 
 コミュニティバスにはいろいろな形態があります。１つ１つ細かく説明するのは時間もありま

せんのでしませんが、坂道に建設された住宅地などで利用率のかなり高いケースがあります。た

だ、それまでバスがなかったところに新たにつくったコミュニティバスですが、何もなかったと

いうことは、みんなそれぞれ何らかの移動手段を持っていたということです。それがマイカーな

わけです。では、それをコミュニティバスにすぐ転換するかというと、そういうものではありま

せん。利用の動機づけには課題があります。 
 
 市町村合併を契機に再編成したコミュニティバスであったり、行政間の問題で両方で運行して

いるコミュニティバスの事例など、全国にはいろいろなコミュニティバスの形態があります。も

う少し小規模な需要になりますと、例えば学校の早い者の通学のためにスクールバスを用意して

いるケースがありますが、スクールバスを上手に活用しながら一般輸送にも対応する、といった

ようなことをやっているケースが全国でもかなり見られます。 
 こういう本来の用途とは違う部分を上手に統合しながら移動手段を確保する方法も、資源を有

効活用するという意味で考慮の余地があると思います。また、バスの限界を超えたものについて

は、乗合タクシーという形態でカバーするという形が増えているわけです。 
 
 ただ、考えておかなければいけないのは、タクシー車両はあくまで普通車の車両だということ
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です。何が違うかというと、こちらは乗客９人乗りのタクシー車両で、こちらは 29 人乗りのマイ

クロバスです。これの何が違うかというと、お客さん同士の距離が違うのです。 
 皆さんも車で移動されるときのことを考えていただければと思うのですが、普通の乗用車の人

と人との間隔で全く知らない人同士が乗り合ったときに、どのぐらいの時間を我慢できるか。実

はこれを私はあちらこちらで聞き取りをしてみたことがあります。そうしたら、山口の田舎のほ

うでいろいろ聞いてみたときも、山口のような、ある程度過疎地域のところでも、「いや、15 分

から 10 分だね」と言っています。東京の杉並区で同じようなことを聞いてみたら「10 分だな」

と。 
 つまり、普通車の中に知らない人同士が乗る状況で、乗る側の心理として我慢できるのは、10
～20 分の範囲ということだろうと考えていただいていいと思います。それに対してマイクロバス

のような、間に通路があって両側に座席があるという形態は、例えば田舎は田舎なりにいろいろ

な人間関係がありますから、あいつとは一緒に乗りたくないなと思っても、間に通路があれば、

あいつがあそこに乗っていたら反対側に乗ればいいのだということで、それで何とか我慢できま

す。ところが、普通車の車両はどうしてもすぐ近くになってしまうわけです。それは耐えられな

いという人が結構多いのです。 
 そういうことを考えると、単純に利用者数が少ないからどんどん少なくなっていくに従って、

では小型バスだ、その次はタクシー車両だということには必ずしもならないのではないかと思い

ます。一定の所要時間、一定の距離のルートについては、あまり車を小さくしてしまうと、利用

者は利用するときの快適性をかなり損なってしまって、離れていく恐れがかなりあるだろう。そ

ういう意味では、ある程度の距離を走るのであれば、やはりマイクロバスクラスのところで、何

とか留めておいたほうがいいだろうと私は思っています。 
 
・デマンド交通 
 近では、いわゆる予約制のデマンド交通がかなり普及してきています。鳥取県さんは、随分

デマンド交通を採用しているところがあります。デマンドにもいろいろあるのですが、比較的フ

リーな、予約をすれば自分のうちの前まで迎えに来てくれるといった形のデマンド交通が増えて

きています。ただ、デマンド交通は、先ほど絵でもお見せしましたように、確かに自由度は高く

なって利便性は高まるのですが、その代わりコストも比較で見ると、１人当たりのコストはかな

り高くなっています。そういう中で、どこまでのサービスを提供するのがいいのかは、いろいろ

と研究しながら進めていく必要があると思います。 
 
結節によるネットワークづくり 
 
 そういう形で生活交通をつくるという中で、今度はそれとどうやって組み合わせていくかとい

う形です。その中で、いわゆるゾーンバス方式といわれるネットワークのつくり方があります。 
 これはどういうものかというと、ここ＜スライド 16＞に文章で書いてありますが、要するにこ

ういうことです。 
 今までのバスの走り方はおおむね、都心と各地区を直接結ぶという形で構築されていました。

ある一定の区間はかなり重複しながら走っています。このことによって、どこの地域も、行きた
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い時間は同じような時間帯ですから、それぞれのバスがそれぞれの地域でそれほど多くないお客

さんを乗せて、みんな同じような時間帯に次々と都心に向かう。それから１～２時間空いて次の

バスが、また同じような時間帯に回ってくる。こういう形態で走っているケースが全国を見回し

ても多いわけです。実際にたくさん走っているその時に、１台ずつのバスを見ると、少人数しか

乗っていないケースが結構あります。 
 こういうものを効率的にすると同時に集約してサービスアップできないかを考えていくのがゾ

ーンバスの考え方です。一定のところまでを幹線として位置づけて、幹の部分を育てるつもりで

幹線として位置づけて、ある一定のところで結節点をつくって、ここで乗り継ぎで各方面に支線

のバスを張りつけます。 
 これは場合によれば乗り継ぎをしていただかなければいけないわけです。その代わり、今まで

は例えば＜スライド 17＞B から都心へ行くバス、これは B から行ったバスが都心へ行って戻って

くるまで次のバスが出なかったケースが多いのですが、これをやることによって、今度は乗り継

ぎターミナルと B との間の往復になりますので、本数が増やせる可能性があります。支線バスが

できる可能性があるということと、距離が短くなる分だけ定期運行の確率も高くなる。そういう

メリットがあります。 
 もちろんこういう形態を取るからといって、全部の便を乗り継ぎにしなければならないかとい

うとそういうことはなくて、例えば朝のラッシュ時に、通勤通学の人がかなりのボリュームで都

心まで直通するニーズがあるのであれば、そういう便は直通で走らせればいいだけのことであっ

て、ここでこういうシステムを取る以上、絶対にすべてここで乗り継ぎさせなさいという話では

ありません。 
 
 こういう考え方は、実は全国でかなり広がっていて、それが効率的であり、本来のサービスを

きちっと提供できるであろうということで、実際どんな形で進められているかというと、一番典

型的な今の仕組みを取っているのは、私も少しお手伝いしたのですが、岩手県の盛岡市です。盛

岡市は、ちょうど今お見せした図の典型的な形だと思うのですが、今ここでお見せしているのが

＜スライド 18 左図＞、先ほどの図のこの乗り継ぎターミナルに当たる部分のターミナルの部分で

す。ここに乗り継ぎターミナルをつくって、それで、こちらのホームのこちら側から幹線のバス

が都心に向かいます。都心から来たバスがこう入ってくると、このホームの向かい側から支線の

バスがこちらへ出てくる。こういう形を採っています。 
 当初、今からもう 12 年前ぐらいになりますか、スタートしたのですが、このころは、ゾーンバ

ス方式に切り替えてから、３年間ぐらいは毎年４％ずつぐらいお客さんが乗っていました。その

後、この奥の住宅地の高齢化が進んで現役をリタイアされる方が増えてしまったので、通勤客が

減って、今は少し減少傾向にあります。それにしても、これによって利便性がアップしたことに

よってバスの利用者が増え、それからここのバス会社の担当をしている営業所の収入も３～４％

アップするという結果が出ました。 
 もう１つ面白いのは、これは私が「してやったり」と思ったのですが、 初は、ちょうどいい

場所として、何もないところだから広い敷地が取れたのですが、何もないところにこういう乗り

継ぎターミナルをつくって、それから約 10 年たった今、ここで人が乗り換える、つまりここに人

が集まってくることがわかったものですから、今ここを見てください。隣にコンビニが新たにで
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きました。何もなかったのが、コンビニが新たに立地して、ここにちょっとしたホームセンター

ができるようになりました。 
 つまり、ここに人が来る、ここで買い物をしてくれたりする人が増えるということを見越して

ここに立地するわけですから、こういう結節ターミナルとしては非常に活用できた１つの証なの

ではないかと思います。また、コンビニができたことによって、コンビニはそれなりの広い駐車

場を持っていますので、例えばここで送り迎えをしたりというような乗り継ぎのケースも出てき

たり、新たな結節の形態が出てきています。 
 一番大切なのは、結節点をどう整備していくかということになってくると思います。いろいろ

なケースをお見せしておきたいと思います。 
 
 これはそれぞれ幹線と支線の結節風景です。重要なことは、乗り継ぐ先のバスなり乗合タクシ

ーが、ちゃんと目の前にいるかどうかということです。乗り継ぎで一番不安なのは何かというと、

１つはちゃんと待てる場所があるかどうかということがあるのですが、ダイヤ上は当然いろいろ

考えて上手にうまくつながるようにつくります。しかし、本当に乗り継ぐ先のバスがちゃんと来

るのかどうか、そういったことが不安です。 
 
・東京都檜原村の例 
 そこで、これ＜スライド 19 左図＞は実は私がこういうふうに組んだのですが、東京都の檜原村

という山奥の、東京都の唯一の村ですけれども、ここでは幹線のバスに、少し離れた集落の間を

走る乗合タクシーを組み合わせています。乗合タクシーが、バスが来る３～４分前ぐらいにやっ

て来ます。乗合タクシーは必ずここでバスが来るまで待ちます。もし雨か何かが降っていたらタ

クシーの中で待っていてもらう。バスが来たら、ここで、目の前で乗り換えてもらう。こういう

やり方を取っています。 
 そのことによって、バスと乗合タクシーの間はスムーズに乗り継ぎができて、実際に乗り継ぐ

人が増えるということで、ここも路線バスが、実数がそんなに多くはない以上、パーセンテージ

で言うと、７％ぐらいバスの利用者が増えるという結果になりました。バス会社にこれをもっと

自慢しろと言っているのですが、奥ゆかしいものですからなかなかそれを言ってくれないのです

けれども、まあ、そんなようなわけです。 
 
・「道の駅」を結節ターミナルとして活用 
 こちら＜スライド 19 右図＞は「道の駅」を結節ターミナルとして活用する。これはスペース的

な活用の問題と待つスペース。待つときに、時間が仮に少しあったとしても、道の駅のようなと

ころであれば時間をつぶせるということがあります。 
 
 こちら＜スライド 20 左図＞は鉄道と地域のバスとの乗り継ぎを 短距離、 短時間でできるよ

うな仕組みをつくっているケース。 
 
 これ＜スライド 20 右図＞は長野県の木曽町というところですが、幹と枝と葉っぱをはっきりと

分けて、その代わりそれをきちっと接続できる仕組みでつくっているケースです。こういうふう
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につくっているケースもあります。 
 
 これ＜スライド 21＞は山口県の山口市でやっている、コミュニティタクシーと幹線のバスとの

関係です。ここはショッピングセンターを結節点にしています。ショッピングセンターが協力し

てくれて、一角をバス、乗合タクシーの結節ターミナルとして提供してくれました。ここを結節

点にして買い物を終えた人たちがコミュニティタクシーに乗るわけですが、バスの到着を待って、

バスから乗り継いでくるお客様を待って乗合タクシーが発車する。こういう形態を採っています。 
 山口市の別なところでも、同じように、こちら＜スライド 22＞は物産センターのようなところ

があるのでここを結節点として、幹線のバスの到着を待って乗合タクシーがすぐ脇につけてお客

さんの乗り換えをしていただくというものです。 
 
 いずれにしましても、すぐ目の前で乗り換えられる仕組みをいかにつくるか、そういうことに

よって、乗り継ぎ抵抗をいかになくすかが１つのポイントになります。 
 運賃は、山口県の場合は、コミュニティタクシーは均一運賃を取って別々になっていますので、

これは特に乗り継ぎ割引はしていないのですが、先ほどの盛岡のような場合ですと、元の通しの

運賃をベースにして、少し安めに設定した乗り継ぎ運賃を設定しています。そういう意味で、運

賃の面での乗り継ぎ抵抗も少なくするというようなことを考えているわけです。 
 
 こちら＜スライド 23 左図＞は病院を結節点にして、すべての便を病院に乗り入れて、病院のせ

いで乗り継ぎができるような仕組みをつくっているケースです。 
 
 こちら＜スライド 23 右図＞が、コンビニにバス停をつくって、そこで幹線のバスと支線のバス

を乗り継げるようにしているわけです。コンビニの活用は、東日本大震災で宮城、岩手でかなり

被害が出たわけですが、被災地でかなり復興にあたってコンビニが早く仮営業も含めて営業を再

開しました。そのときに、バス停もコンビニに併設して造って、そこでいろいろな用事も済ませ

られるというような形で、いわばコンビニが地域拠点になる傾向が出てきました。それに合わせ

て、バスもコンビニの敷地内を活用するという形で、今、特に宮城、岩手ではこういう傾向が進

んでいます。 
 こうやって支線で降りてきたお客さんが幹線のバスに行くところです。もしここが仮に少し時

間がずれたとしても、コンビニですからトイレもあるし、飲み物を買ったりということもできる、

時間をつぶすこともできるということで、ここに人が集まってくる傾向が増えてきます。 
 
＜スライド 24＞ 
 その他、電車とバスの結節、あるいは、パーク・アンド・ライドといって、マイカーであると

ころまで来ていただいて、そこから電車やバスに乗り換えていただく。これも上手にその場所を

設定すれば、上手にというのはどういうことかといいますと、乗り換えたほうが得だとか、乗り

換えたほうが早いとか、乗り換えたほうが便利とか、そういうような場所をうまく設定すると、

かなり、一定のところまでマイカーで来て、そこからバスにあるいは鉄道に乗り換えるというよ

うな行動が生まれてきます。 
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 場合によっては、公共交通が便利であれば、自然発生的にパーク・アンド・ライドが進む場合

もあります。そうなればしめたものです。いずれにしても、乗り換えたほうがより自分にとって

得だと思えば乗り換えてくれます。そういう場所を上手に見つけていくことによってパーク・ア

ンド・ライドは成立する、ということになります。 
 
＜スライド 25 左図＞ 
 自転車との組み合わせですが、パーク・アンド・ライドに近いものでサイクル・アンド・ライ

ドという考え方があります。一定のところまで自転車で来ていただいて、バスに乗り換えていた

だくのがこれです。こちらは全国で３カ所ほどでやっているのですけれども、バスに自転車をく

っつけて、自転車ごとバスに乗るというやり方です。これはアメリカなんかでは当たり前にやっ

ていることなのですが、日本では神奈川県内と茨城県で、実際こういうような形のものをやって

います。バスの正面に自転車のキャリアーが付いていて、ここに自転車をガチャッとくっつけて、

お客様はバスの中にというふうになります。 
 
 こんなことがあるのですが、ただ実際にコミュニティ交通のほうが少し見直し傾向にあるとい

う時期になってきています。ここについてはいろいろな課題があるのですけれども、時間もなく

なってきましたので、ここについては飛ばさせていただいて、後でここに書いてあるような課題

を見ておいていただければと思います。少し飛ばさせていただきます。 
 
今後の公共交通に向けてのポイント＜スライド 33＞ 
 
・一番大切なのは「持続できる」交通の仕組み 
 公共交通の必要性が高まるのは今から多分５年後、10 年後です。今は車を当たり前に運転でき

る人が運転できなくなるケースが増えるのは、そのぐらいです。少なくともその時まで、ちゃん

と公共交通がある状態を継続させていくことが必要です。もちろん、例えば新たなコミュニティ

バスを走らせるとかそういうようなことは、今、予算がつけば、お金があれば、できないことは

ないのです。でも今後の公共交通を考えるときに一番大切なのは、「つくることではなくて続ける」

ことです。 
 続けるのに必要なことは、あと１つはどこかに多大な負担がかかるような仕組みでやってしま

うと、いずれどこかに破たんがきます。つまり、100％全部行政が丸抱えする形でつくってしまう

と、財政が厳しくなったときにどうしようもなくなってしまいます。もう１つは、とかくこうい

うコミュニティ交通的なものは、福祉的な要素もあるから採算はすべてではないよと。しかし、

それはある意味正しいのですが、採算を無視すると続かないのです。つまり、赤字が増え続けて

いったら、将来誰かがそれを負担しなければならないわけで、そういう状況が続くと当然続かな

い。 
 
・みんなが当事者になって持続できる地域公共交通を育てる 
 そのためにはどうするかというと、とにかくきちんと乗ってもらえるものにすることです。乗

ってもらえるものにするということと同時に、地域の人はちゃんと乗るつもりでそれを育てると
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いうことです。 
 今までどちらかというと、バスはバス会社、鉄道は鉄道会社が走らせるものでした。皆さんは

そう思っていたと思うのです。それが仮に駄目になったとしても、行政が何とかしてくれるもの

だと思っているケースが多かったのです。しかし恐らくそれでは持たない。というのは、自分の

問題として、いずれ困るのは自分だと思って取り組んでいかないと、今の状況の中では公共交通

は続かない恐れがあります。みんなが当事者になっていくということが、これからの公共交通に

は必要だと思います。 
 今まではコミュニティバスにしても、行政が考えて行政が一方的に与えるというものでした。

しかしながら、それは財政的にも持たないのと同時に、そういう形でやっていくと、今の行政の

発想からいくと、一般的には満遍なくやらざるを得なくなってしまいます。しかし実際にはそれ

はできないし、そうであるならば本当に必要な地域に、きちんと必要な交通がいき渡るように何

らかの方法を考えていかなければいけない。それは、ぞれぞれの地域の人がきちんと自分の問題

として取り組んでいくことです。 
 本当に必要なものは何かというと、自分たちの本音のニーズをきちんとくみ上げて、それを形

にして提案していくことが必要です。本当に必要なものであれば、地域のみんなでできることを

しながら責任もある程度分担していく必要があります。１つは、まずはやはり公共交通を使うと

いうことです。「公共交通を支えるにあたって地域でできることは何か」をきちんと考えるわけで

す。そういうことで、みんなでつくり育てることが必要になってくると思います。 
 
・行政の役割 
 それぞれの地域で、いろいろな交通についてみんなで議論する場をつくっていくことが必要で

す。多分そのきっかけづくりは市なり行政がやっていく。それが行政の役割かもしれないと思い

ます。行政の役割もいろいろあるのですが、満遍なく拡大するのが公平ではなくて、むしろそう

やって地域がきちんと本気で交通に向き合っているところにまず支援していく。そういう形で進

めていくのが一番公平なのではないかと思っています。 
 またそれできちんと乗ってもらえるものをつくり上げ、乗ってもらえるものに対して行政は支

援していくということのほうが、市民的なコンセンサスもきちんと得られるだろうと思います。

今までのように、乗っていなくても乗っていても同じように支援していくと、空気を運ぶものに

対して支援する、これに対してのコンセンサスはなかなかこれからは得られません。そういう意

味で、地域も行政も取り組んでいかなければいけないだろうと思います。 
 
・住民の役割 
 住民自身がいろいろな形で取り組んでいるケースを、少し事例として出しておきました。細か

い説明をする時間がもうありませんので、簡単な解説が書いてありますので、とにかくいろいろ

な形で地域の住民の方が自分たちでつくり上げ育てているケースが、全国いろいろな形であるの

だということを知っていただければと思います。 
 地域の人の頑張りと、それを行政が支える、あるいは事業者が一緒になって計画をする、こう

いう関係が実ったケースをスライドの中では紹介しています。 
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・事業者の役割 
 この辺のケースのように、地域の企業や何かが協賛をする。あるいは地域の商工会のようなも

のが協働してバスを走らせる。こういったことも全国ではいろいろ行われています。 
 
・これからの公共交通の主役は住民 
 また、この右側＜スライド 39 右図＞のように、沿線の全世帯が、ガスや水道や電話などと同じ

ように、この地域にとってのライフラインとしてのインフラなのだから、そのインフラがあるこ

とに対して、我々は基本料金を払おうではないかということで、一定額の負担を全世帯がしなが

らバス路線を維持しているケースもあります。そのやり方で、既に 15 年、路線を維持しています。 
 
 そのような形の提案など、いろいろな取り組みの仕方があります。新たなコミュニティ交通を

つくるにあたっても、地域の人たちは、この地域にとって必要なものはどんなものなのかという

ことを、何回も何回も集まっては議論し、その結果としてこういうコミュニティタクシーをスタ

ートさせた地域があります。 
 それは私が関わってきた山口市のことです。この出発式＜スライド 40 右＞も全部手作りで、こ

の周りに飾ってあるティッシュの花は、前日の晩、地域のおばちゃんたちがみんな一生懸命集ま

って作った花を持ち寄ったものです。そうやって作ったものは、やはり「自分たちのコミュニテ

ィタクシー」という意識が強くなります。 
 その結果、みんなで乗ろうという機運も出てくるし、地域の企業も、住民たちが集めたら快く

広告を出してくれて、バス停にはこうやって広告が入って、それが運営の足しになるということ

でいい方向にスパイラルが向いてくる。これは、住民が主役だからできたことで、例えば広告を

市役所の人が集めに行ったとしても、多分集まらなかったと思います。これは地域の人たちが、

みんなが地域のためにこういうことを始めて、その上に協力してくださいと言うことで話をした

結果として、地域の企業が協力してくれたと言えるかと思うのです。そういう意味で、これから

の公共交通の主役は住民なのだということです。 
 
利用促進 ～乗ってみたくなるバスへの工夫～ 
 
 後に、乗ってもらえるような楽しい公共交通にしていくことも１つの考え方だろうというこ

とで、半分遊びの話をします。今までの発想の中だけではなくて、バスやタクシーなどでもいろ

いろなことができるのだということです。 
 これ＜スライド 42＞は地域の住民たちとバス会社が一緒になって、どうやったらみんなが乗っ

てくれるだろうかということを考えながら走らせている八戸市のバスです。 
 秋になるとここに虫かごがあって、こういうふうにつながっているのです。 
 この路線の案内放送が出る。次はどこそこですという案内放送。これを３学期ぐらいの時期に

なると、沿線の小学生が１人１停留所ずつ子どもの声で案内します。 
 「次はどこそこです」、広告も入っているので、「どこそこへおいでの方はこちらでお降りくだ

さい。２年３組誰々でした」という放送を、１停留所ごとにやるのです。そうすると何が起きる

かというと、１つの停留所当たりその子どものお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃ
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ん、少なくとも４人の利用促進になるわけです。それが全部のバス停に広がっていくわけです。

これは大きな利用促進です。しかもそんなにお金がかからないでできます。 
 近は個人情報などいろいろうるさくなりまして、沿線の学校がすぐに快く引き受けてくれる

かどうかはわからないのですが、ただそのような発想でやることによって、地域の人が親しみを

持ってくれるという意味では非常にうまいことやったなと思っています。 
 
 これ＜スライド 43 左図＞はあるバス会社が、あるバス会社というか書いていますが、立川バス

という東京のバス会社なのですが、ここが女性に人気のあるキャラクターの会社とタイアップし

まして、外側だけこういうふうにラッピングするというのは今そんなに珍しいことではないので

すが、中も全部タイアップでやったことによって、このバスに乗りたいといってわざわざダイヤ

を聞いて乗りに来る人、駅前でこのバスにカメラを向ける女性、それも若い女性。私みたいなの

がカメラを向けていることは時々あるかもしれませんが、若い女性がバスにカメラを向けるのは

そんなにあることではありません。そのぐらいインパクトのあるバスになりました。 
 
 これ＜スライド 44＞は広島の福山のコミュニティバスです。夏になると夏飾りを、これは会社

の人と市役所の人が手作りで飾り付けをして走らせています。ちょっとしたことですが、このよ

うなものが「なかなか面白いね」という評判を呼んで利用促進につながっています。 
 
 こちら＜スライド 45 左図＞は東京のバス会社、こちら＜スライド 45 右図＞は山口市のコミュ

ニティタクシーです。12 月になると運転士がサンタクロースの格好をして出てきます。つまらな

いことのようですが、これだけのことで利用者は間違いなく増えるのです。こちらの場合は子ど

もの利用がものすごく増えるのです。 
 これはセダン型のタクシーですからもともとの本数が少ないのです。毎日何人乗ったかを全部

タクシー会社に採ってもらっていますから、集計してみますと、12 月の平均だけ約１人多いので

す。１人といったって、全体で定員が４人の中の１人ですから非常に大きいのです。それだけで

利用はわかりませんけれども、12 月だけ１人平均が多いというのは、こういうことをやった意味

があったのではないかと思います。 
 
＜スライド 46 左図＞ 
 バスってわかりにくい方が非常に多い。そこでインフォメーションもちゃんとしておく必要が

あります。それも、いろいろなシステムをつくるとか難しいことをやらなくてもいいのです。盛

岡駅前のバスターミナルには必ず、「岩手交通」と大きく書いた会社のおばちゃんが、冬だったら

こういうのを着て、夏だったら腕章を巻いてうろうろしています。そして何か困っていそうな人

がいると近づいていって声をかけます。そういうことをやってくれるだけで、どうやってバスに

乗ったらいいのか、どこから乗ったらいいのか、そういうことがみんなわかるわけです。それが

バスの利用につながっていくということです。 
 
＜スライド 46 右図＞ 
 インフォメーションは連続性が大切です。バスターミナルまで行かなければバスのことがわか
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らないではなくて、駅を出た段階ですぐにわかる必要があります。JR もよくやってくれたと思い

ます。松江駅は駅を出たすぐのところに、駅構内に、バスの全体の案内が付いています。 
 
おわりに 
 
 こういうようなことも含めて、バス、公共交通、地域交通にはいろいろできることがあるので

す。それにこれから皆さん自身が関わっていきませんか。 
 １つは、「続けていける地域交通のネットワーク」が大切です。そのためには、「地域交通って

人がやってくれているわけではなくて、自分自身の問題なのだ」と思って取り組んでいきたい。

そして、誰かが負担をすればいいという話ではなくて、「行政も事業者も住民自身もみんなが頑張

って協働することによって、なおかつ責任を分担することによって」育てていくことができるの

です。 
 当然のことですけれども、乗らなくなったらなくなっても仕方がありません。とにかく「乗っ

て育てる」ことが必要です。 
 皆さんもこれから自分自身の問題として、公共交通について、この地域の交通について考えて

いただければありがたいと思います。そんな手がかりになればと思いまして、少し時間がオーバ

ーしてしまいましたけれども、これで私の話を終わりにさせていただきたいと思います。どうも

ありがとうございました。（拍手） 
 
司会 ありがとうございました。いま一度感謝の意を込めまして、講師の鈴木先生に拍手をお願

いいたします。（拍手） 
 ありがとうございました。鈴木先生へのご質問などにつきましては、時間の都合上アンケート

用紙へのご記入にてお願い申し上げます。 
 
3) 報告 

 
司会 ここで５分程度、10 月実施予定のバ スの

南部地域実証運行について、交通政策室よ り説

明いたします。 
 
事務局 本日は、たくさんの方にお集まり いた

だきましてありがとうございます。 
 私からは、本年 10 月１日より開始しま す、

南部地域バス路線再編の実証運行につい てお

話をさせていただきます。 
 現在の本市の公共交通利用者は、自家用車の普及や過疎化、少子化等の進行により年々減少し

ております。利用者の減少が減便や廃止などサービス低下を招き、サービス低下がさらに利用者

の減少を招くという悪循環となっており、鳥取県東部の路線バス利用者で見ると、平成 10 年に

587 万人であったものが、平成 22 年では 272 万人と 315 万人が減少し、ほぼ半減している状況
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です。 
 このたびの実証運行は、このような状況を踏まえ、現在のバス路線を再編し、鉄道、タクシー、

自転車などの交通手段と連携した新しい総合公共交通システムを構築するため、全市に先駆けこ

の南部地域において、10 月１日から１年間行います。実証運行期間中は利用促進運動を行いなが

ら、乗降調査や利用者アンケートを行い、本格運行に向けた検証を行ってまいります。 
 ここから先は、本実証運行で導入するバス路線の新しいシステムについて説明させていただき

ます。 
 現状のバス路線は、鳥取駅を中心としまして、国道 53 号線を通過して各谷あいを結ぶ長大路線

となっています。幹線区間では本数が多いわりに重複運行で、利便性が低いダイヤとなっていま

した。 
 一方、それぞれの支線区域におきましては、長大路線であるが故に各地域のニーズに沿った運

行が困難となっており、生活のなかで利用しにくい状況でした。また、バス停から離れた交通空

白地域も見られる状況でした。 
 それを今回のバス路線再編によって、幹線区域と支線区域に分けることで効率がわかり、幹線

区域では利用しやすいダイヤを設定し、支線区間では地域内での日常移動がしやすいダイヤを設

定しています。また、幹線と支線に分けることで発生する乗り継ぎをスムーズに行っていただく

ため、乗り継ぎ拠点を３カ所に設けます。それでは幹線区域から見ていこうと思います。 
 幹線は、国道 53 号線を走る鳥取駅～用瀬間から鳥取駅～智頭間で設定しています。この区間に

は、快速便と普通便を設定しました。快速便は、主な乗り継ぎ拠点でのみ乗降可能となります。

普通便は従来どおり全バス停で停車します。高齢者の利用が多い昼間を中心に市立病院経由を設

定しました。また、幹線区間では、通勤通学時間帯に配慮したダイヤを設定しており、朝・夕は

約 15 分間隔、朝６時台から夜 21 時台まで運行します。 
 次に乗り継ぎ拠点ですが、幹線と支線の乗り継ぎを行うため、乗り継ぎ拠点を３カ所に設けて

います。まず１つが見にくいのですが、鳥取南です。それと河原口、用瀬の３カ所に設けていま

す。 
 鳥取南は大きい図で説明しますけれども、こちらです。鳥取南は、鳥取市のはずれ、こちらが

神戸方面になりますけれども、神戸入り口辺りに乗り継ぎ拠点を設けています。こちらのほうに

は駐輪場、それからこの辺りに車の駐車場などを設ける予定をしています。 
 河原はこちらです。河原の中心街、ショッピングセンター「リバー」の駐車場と、上手にある

市の敷地ですけれども、そちらを利用した形で乗り継ぎ拠点を設けます。こちらは、幹線は 53
号線ですが、支線についてはずっとこちらからいったんはこちらの（バスの）回し場のほうに入

りまして、こちらでいったんは降りていただきます。乗る方はショッピングセンター「リバー」

内のアーケード内にバス停を設けまして、そちらのほうに行って乗っていただいて、53 号線で出

ていくという形の乗り継ぎ拠点を設けます。 
 用瀬は、用瀬駅の西側、森下商店さんの北側になりますけれども、こちらに乗り継ぎ拠点を設

けます。ただ、関係機関との協議やいろいろな折衝などで少し時間がかかりまして、10 月１日の

実証運行には間に合わない状況です。それについては、一時的ですが、用瀬の A コープさんの駐

車場を利用する形で、一時的にそちらに乗り継ぎ拠点を設けます。工事が済み次第、A コープさ

んからこちらの乗り継ぎ拠点へ移行する形になっています。 
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 もう１つ、幹線の起点は、ご存じだと思いますが、鳥取バスターミナルの９番乗り場です。大

きく９番と書いてありますけれども、こちらのほうから乗降していただくという形になります。 
 それから、幹線を補完する形でサブ拠点を何カ所か設けています。「国安」「河原町総合支所前」

「道の駅かわはら」「国英駅前」「鷹狩駅前」の５カ所にサブ拠点を設けます。快速便については、

乗り継ぎ拠点とサブ拠点でのみ乗降が可能という形になります。 
 支線につきましては、再編にあたりまして各地域の意見交換会を行い、地域の皆さんが利用し

やすいダイヤを設定しました。小中学校の通学便には学校に照会し登下校に配慮しています。時

間帯により、利用実態に合った車両サイズと運行方法を選択。交通空白地域をできるだけ解消す

るため、デマンド時予約型といいますけれども、予約型の路線を２路線新設しています。幹線と

支線との乗り継ぎ時間をできるだけ短くするようダイヤを設定しました。さらに、佐治線につき

ましては、JR との接続に極力考慮した形のダイヤを設定しています。 
 それでは支線ごとに見ていきたいと思います。 
 まず、河原口を発着点とする西郷線、散岐線についてです。西郷線につきましては、河原口を

発車して、各谷あい駅ですが、西郷方面に出ていくという路線です。ここにつきましては、現在、

神馬から中井までの間を乗合タクシーで運行していました。これを廃止して、全路線５定時の運

行としています。通勤通学時間帯などの利用者の多い便はバス運行として、それ以外の便につい

ては 15 人乗りの車両で運行することにしています。 
 次に散岐線です。散岐線も同じように河原口を発着点として、こちらはオレンジ色ですけれど

も、こちらの路線です。ここにつきましても、定時運行と予約型の便を併用する形でダイヤ設定

しました。通勤通学時間帯などの利用者の多い便はバス運行として、それ以外の便については 10
人乗りの車両を使用するようにしています。 
 次に和奈見・国英線です。和奈見・国英線も、発着は河原口を起点として、和奈見と国英地域

を区域運行で運行する形の便を新設しています。車両は事情に合わせまして４～10 人乗りの車両

を使って運行するという形にしています。特に和奈見集落の児童の定時便ということで、和奈見

から散岐小学校までの、朝・夕ですけれども、１日ずつですが、定時運行ルートを入れています。

あとはすべて予約型ということで、予約によってこの区域を運行するという形のものです。 
 次に佐治線です。佐治線は、用瀬の乗り継ぎ拠点を初発着して、栃原または余戸までという形

に設定しています。路線バスによる定時運行を基本とし、早朝より遅い時間帯には 10 人乗りの車

両を使用しています。遅い時間帯の用瀬発の２便については、さらに予約型ということで、電話

による予約により出ていくという形のダイヤを設定しています。 
 次に津野・津無線です。こちらも新しくつくった路線です。津無地区の方々がそれぞれ幹線に

出ていくのに時間がかかって、かなり距離があるということで、津野、津無集落の方が療養所付

近から用瀬区間までを目的地として運行する路線を設定しました。こちらについても予約型とい

う形になっています。週３日ほど１日６便ですが、予約によって出ていくという形になります。

例えば用瀬から出ていって、津無に上がって、津野に上がって、また帰っていくという形になり

ます。どういうところが予約されるかでルートが変わってきますが、そういった形でのダイヤを

設定しています。 
 後に江波・赤波線です。江波・赤波線については、通勤通学時間帯は現状のバス運行を維持

し、利用の少ない時間帯は４～10 人乗りの車両を運行するようにしています。 
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 また、中学生の帰宅に配慮して、夏ダイヤと冬ダイヤの２つを設定しています。詳しいダイヤ

設定については、既に用瀬、佐治地域の方にはお配りしていると思いますけれども、こういうバ

スの時刻表ですが、こちらを見ていただけたらと思いますし、幹線と支線との乗り継ぎについて

の詳しいもの、地域別時刻表を皆さんにお配りしていると思います。これについてもご覧いただ

きたいと思います。河原地域の方々には９月 10 日にこのバスマップと地域別時刻表をお配りする

予定にしていますので、確認いただいたらと思います。 
 次に運賃についての説明です。幹線については、河原は 500 円、用瀬を 600 円に改正しまして、

従来どおり距離制の運賃としています。支線につきましては、すべての路線で均一運賃 200 円と

いう形に設定しています。幹線と重複する一部の区間においては、160 円という区間もあります。

こちらのほうは注意して見ていただけたらと思います。 
 それと、幹線から支線、支線から幹線への乗り継ぎが発生します。これにつきましては、乗り

継ぎ時に 100 円の割引という乗り継ぎ割引を設定しました。乗り継がれる方に乗り継ぎ券を発行

して、乗り継いだ車両を降車する際に精算いただくという形になります。ただし、定期等をご利

用の方につきましては、乗り継ぎ券は発行しません。定期等でそのまま割り引いた形の運賃で精

算をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で実証運行についての説明を終わらせていただきます。先ほども申し上げましたとおり、

実証運行は 10 月１日より１年間行います。新たな試みですのでさまざまな問題が発生することも

あると思います。その際には、交通政策室または各総合支所にご一報いただければと思います。

その後の本格運行がよりよい形となるよう維持していただきたいと思います。 
 後になりますが、公共交通を維持していくためには、多くの人に利用していただくことが必

要不可欠になります。今回のバス路線の再編により、利便性は以前よりよくなってくると思って

います。ぜひこの機会に、「地域交通をみんなで守る」ということでご参加いただけたらと思いま

す。「できることから少しずつ」ということで、「地域のために、自分のために」と書かせていた

だいています。地域の交通をみんなで守っていこうということでご参加いただけたらと思います。 
 以上でバス実証運行についての説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
Ｑ１ すみません、１つ質問します。いいですか。 
 江波・赤波線の朝のダイヤについて、高校生が社から JR に乗ろうと思ったら、今のダイヤで

はできませんでした。ダイヤ作成の際には、乗換ができるように JR の時刻に配慮いただけたで

しょうか。そうした意見がこの間あがりまして、「再度見直しをさせてもらいます」と聞いていま

すが、どうなったでしょうか。 
 
事務局 朝に１便、江波発７時 15 分の路線バスが入っています。この路線バスは、小学生の児童

が利用される便ということで、それを基本にダイヤ設定をさせていただきました。社駅でバスか

ら JR の乗降に間に合うようにしますと、それよりも早い便とになると思います。 
 
Ｑ１ そうです。早い便でいいような気がする。 
 
事務局 その次の便が、8 時 10 分発の乗合タクシーで運行する便になります。これよりも早い便
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というのは、なかなか設定が難しいと思います。8 時 10 分発の乗合タクシーの便を例えば早い便

として持っていくのか、8 時 10 分は利用者が多いのかという部分について、実証運行をしながら

設定させていただけたらと思っています。これについては、１年間の実証運行をやってみて、利

用者の状況を見させていただき、検討したいと考えています。。 
 
Ｑ１ 鳥取の山陰ですごい雪が降ります。雪の降るときも含めて、間に合うように十分配慮して

やってほしいと思います。 
 
事務局 高校生の方々は、家の方が送迎されているという形なのでしょうか。冬に雪が降った場

合だけの運行というのはなかなか難しいと思います。ある程度定時的に乗っていただくという形

のものが優先的なダイヤ設定という形になってこようかと思います。 
 
Ｑ１ この話は自治会長会で出ています。やると大変になると思うのですが、JR が社駅 7 時 16
分発ですが、それに間に合わそうと思うとかなり無理があります。高校生の通学も考慮していた

だきたいと思います。 
 
Ｑ１ 私たちの時代は、用瀬中学校のときに寄宿舎がありました。江波地区の高校生を JR に間

に合わせたいという気持ちは、すごくよくわかります。バスでなくても、デマンドでもタクシー

でも何でもいいので、高校生が雪の中も通学できるようにしてほしいです。 
 
事務局 わかりました。便を追加してということは難しいと思います。現状のダイヤで変更と、

江波の方または社地区の方々、江波・赤波線で運行される方々がどういった利用をされるかを見

て、また皆さんと協議をさせていただいて、ダイヤを検討したいと思います。 
 
司会 失礼します。ここで 10 分弱ですけれども休憩したいと思います。再開は 15 時 50 分の予

定です。 
 
 
  



 
 

４）パネルディスカッション 

 

「考えよう公共交通！～意義のある実証運行に向けて～」

 
司会 ただいまよりパネルディスカッション

を開催します。 
 はじめに、パネリストを紹介させていただ

きます。豊岡市都市整備課の谷口雄彦様。株

式会社バイタルリード代表取締役、森山昌幸

様。鳥取市交通政策室長、鈴木敏。司会は、

鳥取市生活交通会議会長、鳥取大学大学院教

授の谷本圭志でございます。 
 これより先は、谷本教授の司会で進めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

 
谷本 何とか４時 15 分までに、公共交通ということで、定時定刻が素晴らしいですが、若干の時

間の超過をお許しいただければと思います。

 きょうは、JR 用瀬駅に降りまして、そこから歩いてこの会場に来ました。普段は車で通ること

がもちろん多いのですが、歩いてここまで来ました。きれいですよね。川の音、山、そして橋、

本当に美しい。あらためて感激してこの会場へ来ました。こういう地域が末永く残ってほしいと

思いますし、その地域を支える公共交通を何とか残していきたいという思いを新たにいたしまし

た。 
 何とか残すために、実証運行を

と迫っています。先ほど鈴木文彦さんから、行政や事業者は当然ですが、地域住民も当事者にな

って取り組んでいくことが大事だというお話があったかと思います。このパネルディスカッショ

ンでは、特に住民の皆さんが具体的に何をしたらいいのかというところのヒントになるようなこ

とを、幾つか深掘りして議論していきたいと思っています。

 ではまず、鳥取市の取り組みを先ほど紹介しましたので、そのコメントもいただきつつ、自己

紹介をいただければと思います。

 谷口さん、よろしくお願いします。

 
谷口 兵庫県豊岡市役所で交通政策をやっています谷口と申します。

 豊岡の場合、鳥取市よりだいぶ規模が小さい町ですし、この辺りと同じように谷筋の過疎地を

多く抱えていまして、平成 20 年に市内の路線バスの約半数の路線が撤退ということになりました。

それは当然、先ほどご説明があったとおり、豊岡でも利用客がどんどん減っていって、悪循環に

なってしまっていて、撤退したたわけです。

 その路線バスの休止への対応として市営バスを走らせました。市営バスは、走らせたら走らせ

っぱなしということではなくて、こういった場合にはサービスがどん
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いう乗り方をされると廃止をしますというルールを作って、走らせています。結果として、市営

バスの何便かを廃止せざるを得ないところもあったわけですが、そういったところを毎日いろい

ろ試行錯誤しながらやっています。 
 先ほど、南部地域の実証運行の計画を聞かせていただいた感想です。バス離れをしている原因

はいろいろあるとは思うのですが、それをいかに克服して利用者を増やしていくかということで

毎日腐心しているわけです。鳥取市さんが着目された利便性を向上させようと、縦横無尽に走ら

せることであるとか、乗り継ぎの抵抗を解消しようというところに着眼されているところに注目

しています。私たちは今、神鍋線という佐治線と同じぐらいの人口だと思うのですが、沿線に 2,500
人ぐらしかいない路線バスで実証運行をしています。 
 私たちの着眼点は利用者負担の低減ということで、今まで 大 700 円かかっていたところを、

一律 200 円に切ってしまおうということで、このことによって利用が増えるかどうかに着眼して

やっているわけです。こちらが若干実証もされているというところで注目をしています。 
 
谷本 ありがとうございます。豊岡市は、実は積極的な実証運行とかもやられて、いろいろなサ

ービスをやっています。国土交通大臣からも表彰されている自治体です。よろしくお願いします。 
 続きまして、特に山陰、中国地方のいろいろな自治体の路線バス、公共交通の経営に携わって

おられます森山さん、自己紹介を兼ねてよろしくお願いします。 
 
森山 株式会社バイタルリードの森山と申します。出雲市に本社があります。中国５県のさまざ

まな自治体さんの公共交通、陸上交通をはじめ離島航路の計画といったものに携わらせていただ

いております。 
 今回の南部地域の実証運行ですが、鈴木先生から話がありましたように、幹線と支線を分ける

ということで、これまでにない細かなサービスができると思います。ただし、乗り継ぎが必要に

なってくるということで、この乗り継ぎの抵抗というのは結構、高齢者の方にとっては厳しいも

のがあります。そこの抵抗をいかに減らしていくかということが大きなカギになっていくのでは

ないかと考えます。 
 先ほど鈴木先生からありましたように、ダイヤを短くする、待ち合い環境をよくする、あるい

は今回お考えでありますバスアテンドさん、そういったものが重要になるだろうと思っています。

しかし、ここまではいいとわかっていてもできる自治体は少ないと思っています。こういった先

進的な取り組みがぜひとも成功できるように動いていければと思っております。 
 以上です。 
 
谷本 ありがとうございます。バスアテンダントというのは、先ほど松江市の例で鈴木先生から

説明があったと思いますが、乗り継ぎ拠点でいろいろご案内をしたりする役割を担う人のことで、

そういう人を配置するということです。引き続きよろしくお願いいたします。 
 この実証運行の事業主体で鳥取市の鈴木室長にも参加いただいています。先ほど紹介がありま

したが、はっきりしたところを簡潔にお話しいただければと思います。お願いします。 
 
鈴木 鳥取市交通政策室長の鈴木と申します。よろしくお願いします。 
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 南部地域の皆様には、昨年、南部地域の公共交通計画策定に当たりまして、各地域での意見交

換会などを開催させていただきましたが、ご参加いただきお礼を申し上げます。 
 今回の実証運行に向けて住民の皆様にお願いしたいことは、まずバスを利用していただきたい

ということに尽きると思います。利用していただくための施策として、主にこれは幹線ですが、

通勤通学時間帯のバスの便数の充実を図っていますし、料金につきましては、幹線は現行の料金

を基本としていますが、支線のほうは一律 200 円ということで、地域の拠点まで来やすくなると

思っています。また、鳥取駅までの通しの料金も、現在の料金よりは高くならないように設定し

ています。 
 また、地域別の時刻表も作成しまして、どの便に乗ればどこに行くのかがわかりやすい情報の

提供を行いたいと思います。また、用瀬～河原の乗り継ぎ拠点ですが、これはすべての便ではあ

りませんが、主に市立病院経由ですから、バスアテンダントを配置し、乗り継ぎの案内や乗降の

手助け等を行い、高齢者の方の乗り継ぎ緩和を図ることとしています。先ほども出ましたが、今

回の実証運行では乗り継ぎという抵抗がありますが、何はともあれ、多くの方にご利用いただき

ご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いします。 
 
谷本 このようなメンバーで話を進めたいと思います。本題に入りたいと思います。少し早口に

なるかもしれませんが、ご容赦ください。 
 具体的に住民、住民といっても行政と一緒になって考える、という印象があろうかと思います

が、具体的にそういう協力の関係の中で、いろいろ乗っていただきたいし、それを行政が支援す

るというような、そういう盛り上げ方がこれから重要になっていくと思います。 
 先ほど谷口さんから、豊岡市でも社会実験をしていて、という話がありました。料金 200 円で

神鍋線ということです。既に実証実験をしているというその経験をお話しいただければと思いま

す。それでは、お願いします。 
 
谷口 先ほど鈴木先生のお話にもありましたが、結局、行政が一方的にやっていてもどうしよう

もないですし、事業者が一方的にサービスを提供しても駄目で、絶えず地域住民の方々に関わっ

ていただいて、三者が一体とならないと守れないという話の中で、私たちは社会実験をしようと

いうときに、「市の事業にご協力ください」というスタンスではなく、「われわれは主としてこの

ように考えています。事業者もそれに同意をしています。地域の方々、どうですか」という提案

の形で、社会実験の話を持ちかけました。 
 そこには、われわれにはわれわれの責任があるし、地域の方々にもやはり責任があるというこ

とを自覚していただくということがありますし、結果として三者で協定書を結ぶという形にして、

その社会実験の意義と目的と、地域の方々・行政・事業者のそれぞれの責任と役割を明確にして、

地域の総意として、ではやろうという形にさせていただいてからやりました。 
 
谷本 なかなかユニークな取り組みというか、行政が提案、もちろん提案の提案というか、少し

は提案するのでしょうが、ただそれを受け入れるかどうかではなく、住民のほうでもまたその提

案を受け入れるかどうかとか、そういうふうにキャッチボールするということですね。その辺は

今どのような状況なのでしょうね。200 円に関することとか、ダイヤなども一番大変だと思うの
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ですが。 
 
谷口 実験前の２倍にするという目標を立てました。数字的には乗っていただいたのが目標の

70％で、実績に対して 40％ぐらいの利用者増にはなっているのですが、目標が高かったというこ

ともあるのですが、目標には達していません。一番多いのは、高校生がバスに戻ってきてくれた

ということです。送迎に慣れてしまうとなかなかバスに戻ってくれないのですが、高校生がバス

を利用してくれるようになったのが一番大きいと思いました。 
 
谷本 皆さん、どこかで 40％って頭の中に入れておいてください。とんでもない数字です。今ど

こでも利用してもしょうがないなというのが何となく国民全体に対してあると思いますが、４割

を増えたのですね。そのなかで協定があるためだけではなく、これも鈴木先生の話にもありまし

たが、出発式を住民の皆さんと一緒にやったりとかしていて、その様子は You Tube で見ること

ができます。そこで豊岡市がどんな雰囲気かというのがよくわかります。ご関心のある方は、豊

岡市のＵＲＬを…、YouTube……。 
 
谷口 前段は神鍋ですね。検索してもらえたら。 
 
谷本 というところで、どんな雰囲気でやっているかを見ていただけるかと思います。いずれに

せよ、行政主導、事業者主導という雰囲気では全くありません。非常にいい雰囲気で、楽しそう

にやっています。そういう運動といいますか、そのような形でやっていくのがいいのではないか

と思います。一方で、そういう雰囲気や機会をつくるのが、もちろん住民の方からやっていただ

くのが非常にありがたいことですが、その辺を行政が盛り上げていかなければいけないかなと思

います。 
 森山さん、いろいろなことを経験する中で、行政が先導的な役割を果たさなければいけないと

か、そういう感じですか。どうやってきっかけをつくっているのですか。 
 
森山 計画づくりは、今お話のとおり、一緒にやっていくというのが大切なことだと思います。

ただこの先、実際に利用していくという部分に関しては、自分たちが計画したものについて、自

分たちもまずは先導的に利用していき、それで何が足りていないのか、そういったものを地域住

民と一緒に共有していく必要があると思います。きっかけとしてまずは行政の方が先導的に乗っ

ていく、ということが大事だと思っています。 
 
谷本 行政の方に乗っていただくということが、まあ、そうでしょうね。特に住民との話し合い

の中で「そもそも行政職員は乗っているの？」というのは、皆さんも感じていらっしゃることか

もしれません。それに対して鳥取市でもいろいろ計画をされていると聞きました。豊岡市でも職

員が率先してという運動をされていると聞いていますが、どういう取り組みでしょうか。 
 
谷口 まずは、こういった住民対話集会などで「乗らないとなくなってしまいますよ」という話

をすると、「それはよくわかる。ただ、お前ら市の職員は乗っているのか。市の職員が乗らないよ
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うなものに住民が乗れるわけがない。本末転倒だろう」ということで、厳しい意見をいただきま

した。 
 それから、強制的ではなくて心意気を示そうということで、市長も公用車での出勤をやめまし

たし、われわれも当然やめています。1,500 人ぐらい職員がいますが、当初は 10 人ぐらいしか公

共交通を利用する通勤者がいなかったのですが、今は 250 人ぐらいが利用しています。 
 まず市職員が率先して垂範しようということで、その姿を見ていただいて感じていただければ

市民の方々にも参加いただけるだろうということで、一生懸命やっています。 
 
谷本 なかなか難しいですよね。市の中で交通の担当は谷口さんですが、他の部署から抵抗があ

る場合もあります。ただ、成果を出すために、先ほどのように市長さんが乗っていると、新聞な

どにバーンと市長さんが載るわけですよね。そういうのを見ると、やはり自分自身も意識が変わ

る。そのような状況があろうかと思います。 
 鳥取市も「ノルデ運動」を始めるということで、今の谷口さんや森山さんのお話のような、「職

員がまず率先して」という動きを鳥取市でも実践しようということですが。「ノルデ運動」とはど

ういうことでしょうか。 
 鈴木さん、お願いします。 
 
鈴木 鳥取市では行程で今年４月に、市役所の職員から成る「鳥取市ノルデ運動推進会議」を設

置しています。これは、みんな公共交通に乗りましょうという意味を込めて、「乗るで」というこ

とで「ノルデ運動」という名称にしています。 
 ７月には、この入り口にも飾ってありますように、ノルデ運動のキャラクターを「ノルデーズ

（なしーの、らっきょる、トーフ・デ・チクーワ）」に決定し、運動の PR を図っているところで

す。 
 ノルデ運動推進に取り組む中で、市の職員から乗るということでノーマイカー通勤にまず第一

に取り組むということに市の職員はしています。今までやっていた毎月２回、第１・第３水曜日

のノーマイカーデーにも取り組みますし、市独自のノーマイカー通勤運動として、トライアル的

なものを、第１回目が 10 月 22 日～26 日、第２回目が 11 月 26 日～30 日で、２回ほど行ってい

きたいと考えています。 
 今回の南部地域での実証運行は、通勤通学での利用に対応するための大前提としていますので、

朝・夕の通勤時間帯の対応を充実させています。市職員も取り組みを進めていきたいと思います

が、皆様もノーマイカー通勤に参加して、公共交通の機能低下を防ぐきっかけとしていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 
 
谷本 おっしゃるとおり、市職員はもとより、一般企業に勤めていらっしゃる方、ならびに通学

する方にも参加してもらいたいということだと思いますが、ノーマイカーデーはどういうメリッ

トがありますか。具体的に、例えば料金が安くなるとか、そのあたりはどうでしょうか。 
 
鈴木 幹線は 200 円、支線は 100 円ということで、料金はかなり安く設定しています。10 月 22
日～26 日と 11 月 26 日～30 日の５日間ずつ、合計 10 日間ですが、その時も料金を安く設定して
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いますので、皆様もご利用いただければと思います。 
 
谷本 本日、通勤されている方、特にマイカーで通勤されている方はどれだけいらっしゃるかわ

かりませんが、ここにいらっしゃる方は、該当者ではなくても、地域に帰って、ノーマイカーデ

ーという運動が、これまでの形だけのノーマイカーデーではなくて、ちゃんとしたメリットのあ

る形のノーマイカーデーである、ということもぜひぜひ話し合ってもらいたいと思います。話し

合ってもらう中で考えていただきたいことがあります。 
 学会などでも話をすると、このようなバスの実証運行をしたときに、乗る路線と乗らない路線

が出てきます。乗る路線はどういう路線かというと、普段から地域で地域の問題を解決しようと

いう意欲を持って地域の活動をしているところは割と乗るところなのです。そうでないところは

なかなか乗ってくれないらしいです。どうやら、単に乗る・乗らないに関わらず、バスが残るか

残らないかというのは地域の問題です。そういう視点で考えていただけるかどうかだと思います。 
 地域に帰ると、今すぐでなくてもいいのですが、実証運行が始まってからかもしれませんが、

例えば「ここ、乗りづらいね」などといった話を、単発的に行政の方にお届けするのではなく、

地域の中でいろいろ話をして、どういう問題があるのか、「バスのダイヤをこう変えてくれないか

なあ」などという話し合いをしてもらうといいのかなと思います。 
 そういった取り組みは、例えば谷口さんの豊岡市ではあるのでしょうか。 
 
谷口 豊岡市では、路線バスが撤退した後に走らせる市営バスと、市営バスのルートは決めてい

ますので、廃止になってしまって、「チクタク」というのを走らせています。これは地区の乗合タ

クシーの略ですが、運転手も地域の方、利用客も地域の方ということで、市は車だけを貸す活動

をしています。 
 そういったところでは、自分が乗ることを前提にこうしてくれと。運行計画の策定から、誰か

が乗るからこうしてやってくれということではなく、自分が乗るからという感じにしないと、な

かなか行政としても動きにくいですし、そういった形でできてきたということで実際に数字が上

がってきますので、住民に運行計画の策定段階から関わっていただいて、さらにそのときに、自

らが乗るからこうしたい、こうしてほしいということを言っていただいて関わっていただいてい

ます。 
 
谷本 例えばバスのダイヤも自分たちで決める。行政が決めるのではなく、自分たちが決める番

だと。そういう例もあるということです。 
 鈴木さん、これはどうですか。鳥取市も住民たちが自分たちで、住民が住民を運ぼうという取

り組みがあると思います。過疎地有償運送というのですが、そのあたり同じような取り組みはあ

るのでしょうか。住民が今あるバス、今あるバスというのは、何時に走らせてほしいから、これ

は地域の総意だという形で、地域として持っていくという。そういうのはどうでしょうか。 
 
鈴木 鳥取市でも地域で公共交通を守ろうとする取り組みについては、NPO 法人の OMU さんが

行っている過疎地有償運送という事例があります。この NPO 法人 OMU さんが自主運行してい

る「ふるさとバス」といっていますが、平成 21 年２月から、路線バスが運行していない大郷、御
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熊、内海中地区で運行されております。 
 このバスは、今は 10 人乗りですが、運転手さんは一般の方が運転されています。主に高齢者の

通院、買い物等に利用され、集落と公民館を行き来する地域の公共交通機関として大きな役割を

果たしています。路線バスが運行されていない地域でお年寄りがバス停まで２キロぐらい歩いて

いるという現状がありました。それで、集落までバスを通して迎えられないかという住民の切実

な声が、事業を開始されたきっかけと伺っています。 
 現在、運行が４年目に入っているところです。OMU さんは日々、利用者の利便性の向上に、

利用者に喜んでいただけるバスになるように取り組んでおられます。利用者も、地域で支え合わ

ないといけないということで、利用することにより「ふるさとバス」を支えておられます。 
 このように住民自らが動くことで自分たちの公共交通をよくしようという、こういう取り組み

があります。 
 
谷本 南部地域ではこれからいろんな、今までとは随分変わった方式を採るわけですが、既に

OMU で、実証運行と全く違う話ではありますが、住民たちが自分たちに何ができるのかと。そ

のなかでダイヤの話だったり、ルートの話だったり。ルートはまた新設しましたね。それを住民

主導でやっているという動きもありますので、そういうのも参考にしていただいて、ぜひ、集落

の中の点検、つまりいろいろな集落では人口減や高齢化という問題を抱えていると思いますが、

そのなかの１つの問題を話し合うきっかけとしてバスという発想が、公共交通を取り上げてもら

ったらいいなと思います。そういうきっかけとして使ってもらうこともあるのではないか。つま

り、そういう形でバスに関わっていただくという関わり方もあるのではないかと思います。 
 森山さんはどうでしょうか。鳥取市や兵庫県から大きく離れまして、住民が何をすべきか、住

民だけでできる取り組みとはどういうものがあるのでしょうか。 
 
森山 今の過疎地有償の話もそうですが、バス路線がなくなった地域、あるいは今ない地域は、

住民が頑張ってボランティアで輸送しようとか、そういう動きが結構高くなる傾向があります。

本当は今あるうちに、それと同じだけのパワーをつぎ込んでいただけると、よりいい利用法が見

つかるのではないでしょうか。 
 今回、南部地域のシステムですが、先ほどご説明がありましたように、乗るのに難しい部分が

かなりあります。そのあたりを乗らない方にきちんと教えてあげるとか、広島県の自治体などは、

社会福祉協議会や高齢者の会などが寸劇を行って予約の仕方を教えてあげたりしています。この

７月から岡山県の玉野市で、難しいデマンドで乗り継ぐような仕組みが始まったのですが、予想

以上に利用者が増えています。これはかなりきめ細やかに利用の仕方を皆さんが教え合ったりと

いう話をしています。また、岡山県のデマンドでも利用者が増えるのは、そういった地域の方の

口コミです。そういうことが大事になってくるのではないかと思います。 
 
谷本 私もいろいろなところで聞くのですが、若めの方がお年寄りの方に予約の仕方を教えてあ

げる。行政が住民に教えるのではなく、住民が住民に教えてあげる。鈴木先生の話にありました

が、回数券を自治体で購入して、それを住民の皆さんに分配する。あと、鳥取県に日南町という、

玉野市さんよりももっと高齢化の、高齢化率が 50％ぐらいのところでもいろいろ一緒にやってい
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るのですけれども、そこでも乗っている方が多い路線というのは、声をかけ合って出る。「一緒に

行かんまいか」といった形で出ているということもあるようです。 
 住民の方ができることというのも、もちろん乗っていただくというのも１つの支援の仕方です

し、今言ったように、予約の仕方を教えてあげるというのも１つのやり方です。回数券を購入す

るというのは、金銭的に対応すると。道普請もそうですよね。労働力を提供するか、お金の提供

かという。お金面で貢献するというやり方もありますし、声をかけ合っていつも隣近所とつなが

って貢献するというのもあります。どうしても乗れないという方は、他に例えばバス停に花を植

えるとか、そのようなやり方もあるかもしれません。 
 いずれにせよ、鈴木先生の話がすべてなのです。行政任せではどうしようもないようなことが

あろうと思います。守るべきものは守っていかなければいけませんが、乗っていただかなければ、

いろいろな歪みが出てくるのも事実です。 
 今日本当はもう少し時間があって、もっといろいろなアイデアが披露できればと思ったのです

が、お約束の 15 分を超過しています。いろいろな取り組みがある。こんなことを考えたのだけれ

どもどうだろうということがあれば、次々に行政へ相談されればと思います。 
 そういった観点で、鈴木さん、どうでしょう。 後に、今後はどういうふうにコミュニケーシ

ョンしていけば、住民とどういうふうな形で対話をしながらよりよい実証運行をしていくのか、

後に御披露いただければと思います。 
 
鈴木 今回の南部実証は各地域に先駆けての実施となります。幹線と支線を分けて乗ることはそ

のために乗り継ぎが発生しますし、また、カラ運行をなくすためにデマンド運行も行っていきま

す。高齢者の方々で予約方法などわからないことがあれば、乗り方教室などで対応させていただ

きますので、ご要望をお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。 
 
谷本 実証運行は１つのきっかけですので、その中でいろいろ気づいたことを、気づく前にまず

は乗っていただいて気づいたことを言ってください。毎日乗っていただく必要はありません。１

週間に１回でもいいのです。１週間に１回が無理なら１カ月に１回でもいいのです。それが無理

だったら２カ月に１回でもいいのです。一遍乗っていただいて、引き続きバシッと意見を言って

いただく。そういう流れが必要かと思いますし、それを踏まえてバージョンアップ、鳥取市にも

教えていただきますよう、ぜひ期待したいと思います。 
 時間が過ぎていますので、もうやめたいと思います。もちろん私も研究者ですので、いろいろ

なことを考えながら鳥取市に提案していきたいと思っていますので、引き続き皆様方のご支援を

いただければと思います。 
 あまり深みがなかったような感じが自分の中でしてはいるのですが、時間制約上いた仕方ない

とご容赦いただいて、またいろいろご意見をいただければと思います。きょうは本当に 後まで

どうもありがとうございました。 
 
司会 ありがとうございました。 
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５）閉会 

 
司会 ありがとうございました。以上をもちまして、本日の鳥取市「ノルデ」運動推進シンポジ

ウムの全日程が終了いたしました。 
 閉会にあたり、主催者である鳥取県バス協会の澤志郎よりご挨拶申し上げます。 
 
澤 長時間ありがとうございました。まずはお礼を申し上げます。鈴木先生からは具体的な話を

いただき、本当に参考になりました。またパネラーの方々、短い時間ですがまとめていただいて

ありがとうございました。大勢の方にシンポジウムに参加いただき、ありがとうございました。

主催、準備をされた鳥取市の交通の方々、本当にご苦労様でした。 
 会場からいろいろな意見が出た中で、JR さんとのつなぎの問題がありまして、バス屋としては

なかなかつらい問題です。JR さんとのつなぎも大切ですが、向こうはバスのダイヤと関係なく、

自分たちの都合で、それも年に１回、２回と変更されるのです。ところがこちらのつなぎは、交

換というのがありまして、何か変えるとまた次も変えなければいけない。どうしようか、変えに

くい。現実に変えようと思うと、事故が増えて、事故が増えると経費が約 2,000 万円増えるので

す。どうしたらいいのかなという悩むことがあります。 
 そのなかで、地域、バス会社もだんだん追い込まれてきまして、こういうシンポジウムが開催

されました。そもそもバスがいつまで存続できるのか。鈴木先生の話では「継続して存続できる

形にやはりしなければいけませんよね」ということでした。ただ、こうすれば絶対にいいのだと

いう答えはありません。 
 しかし、考えても駄目なのです。やっていかないといけないのです。やってみていろいろ問題

があれば変えていって、存続できるものにしていく。そういう成功の形にこの地域がなったらい

いなと思います。そのためには行政の方だけではなく、地域が工夫もしていかなければいけない。

そういう形で成功例になることを祈念しまして、閉会の挨拶といたします。 
 本日は本当にありがとうございました。 
 
司会 皆様、本日はお忙しいところ、鳥取市「ノルデ」運動推進シンポジウムにご参加いただき

ありがとうございました。以上をもちまして、閉会とさせていただきます。 
 本日のシンポジウムの内容は、いなばぴょんぴょんネットで９月４日（火曜日）から９月８日

（土曜日）の 14 時～16 時に放送が予定されています。なお、受け付けにてお渡ししましたアン

ケート用紙を出口にて回収しますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 
 本日はありがとうございました。気をつけてお帰りください。 
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（3）シンポジウム参加者へのアンケート 

■調査票 
 

 

ノルデ運動推進シンポジウム アンケート 

本日は、ノルデ運動推進シンポジウムにご参加いただきありがとうございました。 
今後の参考とさせていただきますので、アンケートにご協力いただきますようお願いしま

す。（番号を○で囲うか、または自由コメントをご記入ください） 
 
① どこの地域にお住まいでしょうか。 

1 河原町  2 用瀬町  3 佐治町  4 その他鳥取市内(     )  5 鳥取市外(    ) 
② 年齢についてお尋ねします。 

1１０代  2２０代  3３０代  4４０代  5５０代  6６０代  7７０歳以上 
③ 性別についてお尋ねします。 

1 男   2 女 
④ 職業についてお尋ねします。 

1 公務員（鳥取市） 2 公務員（鳥取市以外の自治体） 3 公務員（その他） 
4 民間の会社員   5 自営業（農業・漁業・商業等） 6 専業主婦・主夫 
7 学生       8 高校生    9 無職     10 その他（           ） 

⑤ 会場までの交通手段として、あてはまるものをすべて選択してください。 

1 自動車（自分で運転）  2 自動車（送迎）  3 自動二輪・原付  4 シニアカー 
5 鉄道   6 路線バス  7 タクシー     8 その他（              ） 

⑥ 電車やバスなどの公共交通の利用についてお尋ねします。 

1 よく利用する   2 ときどき利用する   3 全く利用しない 
 

⑦ シンポジウムについてお尋ねします。 

＜記念講演について＞ 
 1 良かった 2 まあ良かった 3 どちらでもない 4 あまり良くなかった 5 良くなかった 
 
＜パネルディスカッションについて＞ 

 1 良かった 2 まあ良かった 3 どちらでもない 4 あまり良くなかった 5 良くなかった 
 

⑧ 鳥取市では「ノルデ運動（公共交通利用促進運動）」に取り組んでいます。 

ノルデ運動を盛り上げていくために、提案などありましたらお書きください。 

 
 
 
 

⑨ 本日のノルデ運動推進シンポジウム全般についてお気づきのことがありましたら 

ご自由にお書きください。 

 
 
 

 
ご協力ありがとうございました。 
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河原町 
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用瀬町 
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２-３ 実証運行開始記念式典 

実証運行の開始を盛り上げ、住民への周知を広く行うため、実証運行開始記念式典が鳥取駅、

河原口バス停で開催された。 
 

 

  



 2-40 
 

園児に配られたバスのペーパークラフト 
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２-４ バスアテンダント 

（1）バスアテンダントの概要 

①目的 
南部地域の新公共交通では、幹線と支線の間で乗り換えが発生する。このため、バスの乗り降

りの際の荷物の運搬やバス利用方法の説明、バス待ち時間の話し相手などにより、バス利用者の

乗換負担、バス利用の不安等を解消することを目的にバスアテンダント*を配置した。 
 *接遇研修担当者：岩崎恵子（ホスピタリティ・コーディネータ） 

 
②アテンダント待機場所 
○河原口バス停 
○用瀬バス停 
 

③期間 
平成 24 年 10 月～3 月（平成 25 年度も継続） 
 

④アテンダントによる案内の様子 
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（2）バスアテンダントの研修 

バスアテンダントには、市民の意見や質問に対し的確に対応・説明するとともに、接遇の基本

（笑顔・発声・あいさつ等）が見についている必要がある。このため、バスアテンダントの配置

にあたっては、南部地域実証運行や接遇、緊急時の対応等に関して、マニュアルを作成するとと

もに、研修を行った。 
 
①バスアテンダントマニュアル 

                               平成 24 年（2012）10 月 1 日版 

● 用瀬・河原バス乗り継ぎ拠点 

 南部地域の幹線バスと各支線バス（乗合タクシー）の乗り継ぎの拠点施設です。 

 幹線バスは、鳥取駅－（一部路線は市立病院経由）－鳥取南－河原－用瀬 （－智頭）を運行本

数を増やして運行するものです。 

 支線バス（乗合タクシー）は、西郷線、散岐線、和奈見・国英線、佐治線、江波・赤波線、津野・津

無線が、これに該当します。和奈見・国英線、津野・津無線の全便と散岐線、佐治線の一部は、予

約型乗合タクシーとしての運行になります。 

 用瀬・河原バス乗り継ぎ拠点は、これらの乗り継ぎ場所になるとともに、待合施設を充実させた施

設として、バスの利用環境を向上させるために設けられています。 

 

● バスアテンダントさんの役割は 

 南部地域のバス実証運行は、上記のように幹線と支線の乗り継ぎが必要となります。幹線と支

線に分けることで、各地域にとって利用しやすいダイヤが設定しやすくなります。しかし、高齢者の

方にとって、バスの乗り継ぎは大きな負担となります。 

バスアテンドさんの役割は、市立病院経由の幹線バス利用者の方が負担とならないように乗降

の手助けや乗り場やダイヤなどの情報をお知らせすることで、バスの魅力を向上させることです。 

バスのダイヤ、予約型乗合タクシーの利用方法、運賃などは、別途資料で事前に学習していただ

き、バス利用者の皆さんに安心して快適にバスを利用していただけるように努力をお願いします。 

 

● 業務内容 

・ 乗降の手助け 

    高齢者の方などが段差のあるバスの乗降を行う際に、手を差し伸べたり荷物を持ってあげたりし

て、手助けを行ってください。また、道路の横断や待合所までの誘導や手助けなども、状況に応じて

行ってください。 

・ 乗り継ぎ便の案内 

個々の利用者の方が乗るバス路線をお聞きして、確実にその路線の便に乗車できるように「乗り

場」、「路線名」、「ダイヤ」をお伝えください。 

・ 予約型乗合タクシーの利用の手助け 

    予約型乗合タクシーは、乗車するために予約が必要となります。そのため、予約型乗合タクシー

利用の方には、「予約を済ませているか」を確認して、必要に応じて予約の手助けをしてあげてくださ

い。ただし、予約の締め切り時間は出発の 1 時間前のため、直前の予約はできません。（他の方が



 2-44 
 

乗り継ぎ拠点からの乗車を予約していて、かつ空席がある場合は、そのタクシー運転手さんにお願

いして乗車することもできます。 

    予約は事前にできるので、次の外出予定が決まっている方は、早めに予約できることも教えてあ

げて予約を手伝ってあげるなど、高齢者の方などの不安を少なくするために臨機応変に対応してあ

げてください。 

・ 体調が悪い方への対応 

バス利用者や待合所で体調が悪い方がいる場合、状態をお聞きして、近くの医院をお教えする、

家族に連絡をとってあげる、タクシーを呼んであげるなど、臨機応変に対応してください。 

・ 外部からの来訪者への案内 

外部からの来訪者が困っている場合には、行き先をお聞きして乗車する「路線名」、「降車するバ

ス停名」、「ダイヤ」、「乗り場」をお伝えください。 

また、観光客などには、周辺の観光情報や見どころ、お土産、食事場所なども、わかる範囲でお

伝えください。 

・ 乗り継ぎ拠点の魅力向上 

    乗り継ぎ拠点を明るい雰囲気にして、バスを利用する方が気持ちよくバスを待ち、周辺店舗の方

などにも喜んでいただけるようにしましょう。出会う方には、大きな声であいさつをして、いろいろな方

と積極的にお話をしてください。 

・ バスや乗り継ぎ拠点への苦情や意見の聞き取り 

    バス利用者の方などから寄せられる苦情や様々なご意見をお聞きして、日報に記録してください。 

・ 日報 

 その日のできごと、喜んでもらえたこと、苦情、意見などを日報として記録してください。日報は、フ

ァイルに綴ってください。また、毎日市役所に FAX してください。 

 

●心構え  

  ここは鳥取市南部地域のバスの一番大切な施設 

「鳥取市南部地域のバス関係者の代表」という気持ちで対応しましょう。 

バス利用者の負担を少なくして、安心して気持ちよく移動できるようにすることで、バスの魅

力を高めて、どんどんバスを利用していただくための業務です。バスのサービスを提供する側と

しての応対をしましょう。 

 お客様に気持ちよくすごしていただく 

     これまでバスをほとんど利用しなかった方が、これからバスをどんどん利用するようになって

いただける可能性があります。 

     「バスを使ってよかった」「またバスに乗りたい」と思っていただける気持ちで接しましょう。 

 「ありがとう」といっていただけるようにしよう。 

     利用者の方が、思わず口にしてくだされば満点。 

 聞き上手になろう。 

     質問や、時には耳の痛いお言葉もいただくことになるかもしれません。 

     真摯な態度で耳を傾けて下さい。（日報に記入して下さい。） 
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● 接遇 （練習してみましょう。） 

・笑顔 

・発声 

・挨拶、声がけ、ご案内 

・おじぎ 

 

● 勤務の時間 

   市立病院経由の幹線バスの鳥取駅方面出発の 20 分前から出発まで、鳥取駅方面からの到着時

刻 15 分前から到着後 5 分まで。 

 

●こんなとき  Q&A 

①利用者の質問の意味がわからない。 
うろたえず、正直に「もう一度お聞きしてもよろしいですか？」と伺う。 

         その場合は、相手の話していることを復唱すると相手も確認しやすい。 

 

②利用者の質問の答えがわからない。 
   あいまいなことは言わない。「確認してご返事をしてもよろしいでしょうか」と 

いったん受ける。その後、市役所に確認して返答をする。 

 

③事態判断に困ったとき。 
   下記へ連絡をしてください。 

       鳥取市役所都市整備部交通政策室 0857-20-3257 

 

④お客様の具合が悪くなってしまわれたとき。 
     お連れさまがいらっしゃるかまず確認してください。 

 ★とりあえずの受診は    

●●医院 0857-11-1111  住所 

●●医院 0857-11-1111  住所 

 

★ 容体が重症の場合は、 

救急の連絡をしてください。 

 

⑤責任者について聞かれたとき 
 鳥取市役所都市整備部交通政策室の事業です。 

 

⑥タクシーなどの手配を相談されたとき 
     タクシー  

●●タクシー                      1111-11-1111   

●●タクシー                      1111-11-1111   
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● その他 

・ 緊急時の連絡先 

鳥取市役所都市整備部交通政策室 0857-20-3257 

    鳥取市河原町総合支所担当課          

    鳥取市用瀬町総合支所担当課          

 

・ 勤務を休まなくてはいけないとき 

    基本的にスタッフの皆さんの間で入れ替わってください。 

 

・ 勤務表（体制）について 

    毎月の勤務は、スタッフの皆さんでご相談の上シフト制で対応してください。 

 

●  乗り継ぎ拠点のバス乗降場所 

 

 

 
 

 

河原口（リバー）

路
線
バ
ス
の
乗
降
場
所

乗合タクシー
乗降所

【下り】バス停 【上り】バス停

バス待合所・乗合タクシー乗降所

用瀬

トイレ

バス
待機場所

至智頭

至用瀬

路線バス・乗合タクシー
乗降場所

路線バス・乗合タクシー
乗降場所
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②バスアテンダント研修 
【研修内容】 
○南部地域実証運行について（目的・運行内容） 
○バスアテンダントの業務内容・心構え 
○接遇の基本（笑顔・発声・あいさつ等） 
 
 
【研修の様子】 
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（3）バスアテンダントによる聞き取り意見 

 
① 河原口バス停 
・１５時頃の河原～西郷（土日）ほしい 
・岸医院のところで乗る人が多い 
・バス乗り場の掃除はだれがするのか。 
・直行便（西郷線）がほしい。 
・直行便（散岐線）がほしい。 
・バス停休憩所冬になれば寒いので下の隙間をかこってほしい。 
・乗り継ぎは不便。 
・夜はバスが見えにくい。 
・バス停付近に落ちているカン、タバコの吸い殻など拾っている。 
・アテンダントは一日いると思っている人がいる。 
・利用者からアテンダントがいるから助かるというありがたい意見がありました。 
・乗降が高齢者にとっては不便。 
・顔見知りになり楽しくなりました。 
・公共交通を守っていくため、バス利用に心がけている人がいる。 
 
 
② 用瀬バス停 
・市立病院へ通うのが楽になってうれしい。 

・バス停にバスの料金表があったらよい。 

・栃原行が朝４時間ないので不便です。 

・１０時半ころに一便ほしい。 

・遅延により乗り継ぎの場合アテンダントがいて助かったとの声が多い。 

・各バス停に日ノ丸バス連絡先の掲示（忘れ物対策として） 
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（4）バスアテンダントの評価 

南部地域住民のバスアテンダントの認知度と評価を下記に示す。 
認知度は 25.7%と「知らなかった」との回答が 7 割を超えた一方、バスアテンダントの評価

は「とても良い」「まあ良い」を合わせて、約 6 割となっている（バスアテンダントを「知ら

なかった」と回答した人も含む） 
 

 

 

 

 

南部地域新総合公共交通実証効果調査業務より 

 

  

知っている, 
25.3%

知らなかった, 
74.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バスアテンダントがバス利用の手伝いを

していることを知っているか？

(N=1389)

とても良い, 
32.2%

まあ良い, 
27.6%

どちらでもない, 
35.0%

あまり良くない, 
2.4%

良くない, 
2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バスアテンダントへの評価

(N=680)
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２-５ 南部地域共通時刻表・地域別時刻表 

南部地域の共通時刻表・地域別時刻表を添付する。 
 


