
平成２９年度 第１回米子市地域公共交通会議 議事録（概要） 

 

１ 開催日時 平成２９年１０月１０日（火） 午後２時から 

２ 開催場所 米子市役所本庁舎５階 議会第２会義室 

３ 出 席 者（敬称略） 

   委 員：片木委員、加藤委員、遠藤達委員、細田委員、澤委員、木村委員、北村委員、

遠藤憲委員、岩垣委員、大江委員、斉下委員 

   事務局：松下地域政策課長、雑賀主査、山根企画員 

４ 日  程 

  （１）開会 

（２）委員紹介 

（３）会長、副会長選任 

（４）会長、副会長あいさつ 

（５）報告事項 

   ①平成２８年度だんだんバス・どんぐりコロコロの実績報告 

   ②鳥取県西部地域公共交通再編実施計画の策定に係る進捗状況 

（６）その他 

（７）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

 報告事項（１）「平成２８年度だんだんバス・どんぐりコロコロの実績報告」について事

務局から報告をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「平成２８年度だんだんバス・どんぐりコロコロの実績報告」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの事務局の報告について、委員の皆さんからご意見ご質問等がありましたらお

願いします。 

 

（委員） 

 だんだんバスの実績について、負担金額が増加しています。逆に言えば収入が減少して

いることになりますが、その大きな原因について分析されていれば概要を教えていただき

たい。 

 また、どんぐりコロコロの運賃収入が減少している理由についても教えてください。で

次の４ページの平成２８年度の備考欄にルート変更、バス停留所新設と記載してあります



が、新設したバス停留所が何箇所あって、どのくらい経費が支出になっているか分かれば

お願いいたします。 

 

（事務局） 

 まず、最初にご質問いただきました、だんだんバスの負担金額が増加している理由につ

いてですが、これについては平成２７年度から開始しました乗継割引と定期券の利用者数

が増加していることが原因として挙げられます。乗継割引の利用者数は、平成２７年度が

１，５５６人で、平成２８年度は２，８１８人になっています。定期券の利用者について

は、平成２７年度は２，１２６人で、平成２８年度は４，４４２人ということで、いずれ

も利用者数が増加しています。 

 ２つ目のご質問でいただきました、どんぐりコロコロの運賃収入が減少している理由に

ついてですが、今年の１月と２月には大雪の影響があり、利用者が大幅に減少しています。

それ以外の月でも利用者数が減少しており、理由としては新規の利用につながっていない

ためと考えております。ただし、今年度からは通学用に一部のルートを変更しておりまし

て、利用者数については今年８月時点では例年に比べて伸びている状況になっています。 

 最後のご質問のどんぐりコロコロのバス停留所の設置個所と費用についてですが、設置

個所は１個所で経費として１３万１７６０円を支出しています。 

 

（委員） 

 先ほどに関連していますけれども、私もどんぐりコロコロの利用者数が１１，７％と減

っているのでその要因は何だったのかなと伺いたかったのですが、大雪の影響や新規の利

用につながっていないことで、今年度は通学用にルート変更されて回復しているという説

明があったと思います。どんぐりコロコロについては、活性化のための委員会を設置させ

ていると思いますが、その辺の状況とか関わりがわかれば教えていただきたい。やはり４

ページのところ見ますと１便当たり２．７人ということで、負担金額と利用者数を割り算

すると一人当たり１，３００円位を市で負担しているということになります。収支率も１

１％です。そうなると例えば、現在は定時定路線で運行されていますけども、デマンド運

行であるとか、乗り合いタクシーでの運行であるだとか、輸送量からすると違う運行形態

に移行していってもいいのかなという感じもしたりします。すぐにということではないで

すが、淀江地区の公共交通を考えるうえで現在と違う運行形態について研究してもいいの

かなと思います。だんだんバスについては、米子市の人口規模から見れば、比較的良好だ

と感じています。あと、米子市民の生活利用はもちろんですが、観光客の方がどれぐらい

利用されているのか、あるいはそういった方々も積極的に市街地とか、いろんな施設の周

遊に公共交通を使っていただくような誘導をしたり PR をしたりして利用促進を図ってい

くこともできると思います。いま現時点でどういう割合で観光客の人が利用されていて、

今後これをどうやって増やしていくかを考える余地があるのではないか。そんな研究が出



来ればと思っております。 

 

（事務局） 

 先ほどご質問いただきましたどんぐりコロコロ応援会議についてですが、地元の住民の

方にも委員として参画いただいておりまして、ご意見を伺いながら昨年度までは防災無線

を利用した呼びかけや広報誌を作成して自治会で回覧していただいたりしております。ま

た、利用者アンケートも実施させていただきました。本年度につきましては、地元の保育

園児の児童の絵をバス車内に飾って運行するギャラリーバスを実施する予定にしておりま

す。 

 ご提案いただきました今後の運行形態についてですが、庁内で若手職員も含めた検討チ

ームを立ち上げて、今後の米子市の公共交通についての話し合いの中で、淀江地区のどん

ぐりコロコロについても併せて検討できればと考えております。 

 

（委員） 

 乗り継ぎ割引だったり定期券の利用者数が増えているということは、確かに運賃収入減

収につながっている面がありますが、乗り継いだりして路線バスの利用が高まったりとか、

プラスの側面もあります。だんだんバスだけではなく、他の路線バスにも乗れる定期券で

したら何回も乗り降りしたりもできます。だんだんバスの利用が増える可能性もあり、観

光客だとかそういった方にも、だんだんバスの利用促進をするとか、利用者の増加を図る

余地もあると思います。先ほど言われたように、これから米子市として検討されていくと

いうことなので、その中に盛り込んでいただけるとありがたいです。 

 

（委員） 

 だんだんバスやどんぐりコロコロですが、平成２７年度からデマンド運行に変更をして

もいいのではという意見がありますが、そういうことではなくて、次の説明にもあります

が、将来１０年間を見込んだいわゆる長期中期的な検討を是非していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

 先ほど定期券の導入に関しまして、昨年度の会議ではかなり少ない現状という報告があ

りましたが、それはどんぐりコロコロだったでしょうか。 

 

（事務局） 

 平成２７年度の定期券の年間販売枚数が６３枚になっています。これは、だんだんバス

とどんぐりコロコロを合わせた枚数です。そのうちどんぐりコロコロは１枚ということに

なります。 



 

（委員） 

 その年間の利用者数が先ほど報告された人数ですね。 

 

（事務局） 

 そうです。ちなみに平成２８年度の定期券販売枚数が１１６枚。これはすべてだんだん

バスの販売枚数です。 

 

（委員） 

 どんぐりコロコロは０枚ですか。 

 

（事務局） 

 そうです。どんぐりコロコロ自体がだんだんバスと違って同じルートを運行していない

ので定期券を利用しにくいということ、また、利用される方もかなり高齢者の方が多く利

用目的も買物や病院のため利用回数が週１回か２回程度で、その点が定期券の利用につな

がっていないと考えています。 

 

（委員） 

 定期券を利用しても得にはならないということですね。 

 

（事務局） 

 頻繁に外出されていないという現状にあります。ただし、平成２９年度からは小学生が

バス通学に利用できるようにルートの見直しを行いましたので、若干ですが定期券の利用

はあります。 

 

（会長） 

 今の報告に関しまして他に何かございますか。そうしましたら２つ目の報告事項に入り

たいと思います。 

 報告事項（２）「鳥取県西部地域公共交通再編実施計画の策定に係る進捗状況」について

事務局から報告をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「鳥取県西部地域公共交通再編実施計画の策定に係る進捗状況」の説明～ 

 

（会長） 

 少し内容が込み入ったこともあると思いますので、分からないことも含めましてご質問



をお願いします。 

 

（委員） 

 まず一点ですが、鳥取県西部地区公共交通再編実施計画策定の進捗状況ということです

が、これはちょっと表題としてあまり適正ではないと思います。公共交通の活性化をネッ

トワークする、いわゆる活性化するということが大きなテーマになっておりますので、再

編ということになると、県民や市民の受け止め方が違うと思います。鳥取県西部では、県

主催の会議で整理されていますので、それに合わせていた方が良いと思います。この県主

催の会議に当初から参画させていただいていますが、その辺のニュアンスが違うのかなと

思います。 

 今日の資料には、米子市内のものが記載してありますが、米子市の住民は市外にも移動

しますので、全体のものを資料として付けていただきたいと思います。皆さんに知ってい

ただく必要があると思います。 

 

（会長） 

 この資料自体は昨年度の会議で配付されていますね。 

 

（事務局） 

 平成２８年度の第２回の会議で全体のものは配付しています。 

 

（委員） 

 今日は部分的に実施予定のところを案として説明されているのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 委員さんが言われたように平成２８年３月に鳥取県西部地域公共交通網形成計画を策定

されまして、これが鳥取県西部地域の公共交通のマスタープランになる計画です。それを

実現するために鳥取県西部地域公共交通再編実施計画を鳥取県西部地域公共交通活性化協

議会で策定することが予定されております。その進捗状況について、本市が把握している

ものを先ほど報告させていただいたということです。前段がなく説明したことをお詫びし

ます。 

 

（会長） 

 再編という言葉は、すでに報告の中でも使われています。 

 

（事務局） 

 再編実施計画という言葉は、国の資料にも使用されています。 



 

（会長） 

 かなり具体的な案になりますので、他に皆さんのご意見ご質問はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 今日、この会議でこの進捗状況を示された理由としては、どういう意図がありますか。

この会議の意見を米子市の意見として計画に反映されようとしようとされているのか、状

況を報告までなのか。 

 

（事務局） 

 昨年度の会議で、鳥取県西部地域公共交通交通網形成計画の概要について説明させても

らいました。その際に鳥取県西部地域公共交通活性化協議会に出ておられない委員さんも

おられますので、そういった方の意見についてもこの会議でご発言いただければ、計画に

反映できないか調整させてもらいたいと発言しておりますので、今回、進捗状況を報告さ

せてもらいました。 

 

（委員） 

 委員の皆さんから、もう少しこの計画に対して意見を言われた方が良い。 

 

（事務局） 

 要望等がありましたら言っていただければということです。この会議後でも思いつかれ

たことがありましたら言っていただけたらと思います。 

 

（委員） 

 境港市から河崎駅を通って国道４３１号線からイオンモール日吉津までの路線新設はあ

るのですか。 

 

（事務局） 

 現在の境線の２便をイオンモール日吉津に接続することで調整しています。 

 

（委員） 

 接続ではなく、新設です。それをいかにして活用できるか利用できるかってことを具体

的に詰めていかないといけない。そういう提案をしてほしい。 

 

（会長） 

 今日の提案の中に、それは入っていませんか。 



 

（委員） 

 資料の見直し案のところを見てもらうと境線からイオンに青い線が入っています。これ

は、現在、境線というのが境港市から米子駅まで運行しているのですけど、JR境線から JR

米子駅まで途中で、後藤ケ丘中学校を過ぎてから国道４３１号線に出て、皆生の新開線と

いうのがあるのですが、新開線の沿線の住宅地が多いので、そこを通ってイオンモール日

吉津に行く。それを１日１往復。それは、境港の人がイオンモール日吉津に行きたいとい

う意見が多く、午前１０時過ぎにイオンモール日吉津に行って、午後２時位にイオンモー

ル日吉津から境港市に帰るというようなことが予定されています。 

 

（委員） 

 河崎の駅には駅前広場ありませんので入れませんが、そこの踏切は大きい道路です。あ

るいは外浜線に出てあの近辺に停留所をつくる。内浜線から外浜線に出て、JR河崎駅の東

側の踏切を出て外浜街道のほうからまっすぐに行って義方小学校の交差点を左折して国道

４３１号に向かって行くようにルートになっています。ですから米子市エリアでは停留所

をどうするか今からでも十分に考えられますので、それも含めてもっと拡充していただき

たいです。 

 

（会長） 

 今のは、ご意見ですか。 

 

（委員） 

 質問させてもらってよろしいでしょうか。資料の５ページの再編１で分からないところ

があります。既存の米子駅から出ている各路線をイオンモール日吉津と JR 伯耆大山駅を

JR米子駅に対する両端の拠点として全体の循環路線として結びつけるということだと思い

ますが、イオンモール日吉津と JR伯耆大山駅に新たに結び付ける支線について、例えば下

市線、本宮・大山線、福万線、日野本線が見直し案に記載されておりますが、この支線に

関しては従来の便数に変化はないのかを教えてください。 

 

（事務局） 

 日野本線については、もともとなかったものをつなげることになりますので 2 便の増加

になります 

 

（委員） 

 いや、増えません。逆に減ります。 

 



（事務局） 

 JR米子駅からの日野本線については２便の減便にして、その分をイオンモール日吉津行

きに２便増便させる予定です。 

 

（委員） 

 JR伯耆大山駅から東側の路線については JR伯耆大山駅が準拠点になります。 

 

（事務局） 

 その他の支線である下市線、本宮・大山線、福万線は既存の便数で、減便という報告は

受けておりません。現状維持というふうに認識しています。 

 

（委員） 

 既存の便については現状のままで、減便ということまでは考えていない。 

 

（会長） 

 路線としては変更になるのですね。例えば下市からだとイオンモール日吉津が出発点で

JR米子駅から下市の間にイオンモール日吉津が入る。イオンモール日吉津から右回りか左

回りで米子駅まで行くことになる。 

 

（委員） 

 要するに JR 伯耆大山駅に右回りも左回りも７本ずつ入ってくるわけです。だから、JR

伯耆大山駅がほぼ中間地点ですから右回りで行っても左回りで行っても JR 米子駅に行く

時間は多少違いますけれども、JR 伯耆大山駅に着いた利用者は JR 米子駅に行くのに１４

便あることになります。 

 

（会長） 

 それは下市線、本宮線と福万線と合わせてですか。 

 

（委員） 

 東の方の支線が JR伯耆大山駅停めになるのですが、そこは乗り換えていただいて、右と

左回りの路線がありますから利用者の利便性はそれなりに良くなると思います。 

 

（会長） 

 だから乗り換えが必要になる。 

 

（委員） 



 そういうことです。 

 

（会長） 

 それが従来と違うところですね。 

 

（委員） 

 新しく追加になるのは境線と日野本線です。これは、各市町村でアンケートを実施して

います。どこに行けばバスに乗ってもらえますかっていうアンケートです。その中で、イ

オンモール日吉津に直接行きたいという回答がたくさんありました。境線と日野本線のル

ートを変更して、1往復だけイオンモール日吉津に結節させる。もちろん、そこで乗り換え

れば、医療センターや労災病院にも行けますので、病院に行かれる方にとっては利便性が

良くなるわけです。 

 

（委員） 

 実施に関してかなり詳しく調整していますが、まだ最終的には決まっていない。 

 

（委員） 

 ちょっといいですか、現在は JR 米子駅から下市まで行く便は、１日何往復あるのです

か？ 

 

（事務局） 

 1日で４往復です。 

 

（委員） 

 そうしたら８便ですよね。そのうち４便だけがイオンモール日吉津の発着で、残りの４

便は JR米子駅が発着ということですね。 

 

（委員） 

 ４往復あるうちの２往復はイオンモール日吉津の発着ということですよね。午前９時か

ら午後４時の間だけ。 

 

（委員） 

 そうしたときに下市線はその時間帯の発着点はイオンモール日吉津になるということで

すね。 

 

（委員） 



 発着点は JR米子駅と下市ですよね。そうすると下市から乗れば、イオンモール日吉津で

降りなくても乗っていれば JR米子駅に行けるわけですよね。 

 

（会長） 

 ちょっと話がややこしくなっていますが。 

 

（事務局） 

 午前９時から午後４時の間だけの路線が再編されることになります。それ以外の時間帯

は現在の発着ということです。 

 

（委員） 

 午前９時から午後４時の間には、JR米子駅にいく直行便が少ない。通勤時間帯が多いで

す。 

 

（委員） 

 ここは議論する場とは思ってないってことですか。 

 

（委員） 

 進捗状況を言っている。 

 

（会長） 

 利用者に十分理解してもらえるかどうか。 

 

（事務局） 

 路線の再編には、PRがかなり重要になってくると思っています。時間帯によってダイヤ

が変わってきます。 

 

（委員） 

 私は、高齢者の公共交通機関の利用促進ということを考えてきております。今、お話し

を聞いておりまして、路線図を見ていたのですが、全然理解ができないです。どれに乗っ

たらどこに行けるか分からない。再編の途中だということですので、今後は分かりやすく

説明していただけるようにお願いしたい。自分が乗ったバスが、どこに行くか分からなけ

れば乗れませんので。 

 

（事務局） 

 今回は進捗状況ということで簡単な路線図しか載せていませんが、路線再編の段階にな



りましたら高齢者にも分かりやすい路線図を作成することになると思います。 

 

（委員） 

 本当に単純な路線図で表すようなことはできないのかなと簡単に思ったわけです。市内

をぐるぐる乗って、乗っていたら自分の乗ったバス停留所に戻れると。そういったのが安

心感につながっていくのではないかなというふうに私は感じました。 

 

（委員） 

 分かりやすいことが一番大事だと思っています。 

 

（委員） 

 運転免許の自主返納された方に積極的に使っていただきたいという気持ちがあります。

ちょっと自信のない方でも乗られるような路線であれば、家族の方も安心してバスに乗せ

られると第一に考えましたので意見を言わせていただきました。 

 

（委員） 

 どういう議論の経過をたどっていくのかというところが分かっていると、いつ議論をし

ていつ意見を出したら良いのかというのがわかるかなというふうに思います。通勤通学時

間帯とデイタイムとで路線の経路や発着地が違ったりするということですが、見直し案は

それを 1 枚で表しているので、やっぱり２枚くらいに分けて通勤通学時間帯の米子市発着

のフルスペックのやつと、日中はこういう風になるのですよっていうのが良いという感じ

がしますし、もうちょっとつまれば仮想のダイヤを積んだような資料もあっても良いよう

な。循環線で 1周 80分というのは結構長いのではないかな、部分乗車でずっと乗っている

人はおられないかもしれないですけど、山手線とかがあれば良いのでしょうけども、ちょ

っと８０分で１周というのはどうかなっていう気はします。もう少し分かりやすい資料に

基づいて、いろいろな利用者の意見も含めて、米子市としてのケースを図っていけば、い

いかなと思います。 

 

（会長） 

 これで一周される利用者をあまり想定されていないのではないですか。 

 

（委員） 

 それはないと思いますけど。 

 

（事務局） 

 右回りと左回りがありますので、実質は長くても乗車時間は４０分になると思います。 



 

（委員） 

 特に高齢者の移動ニーズが高い病院やイオンモール日吉津への買い物ということを頭に

入れながら考えていく必要がある。 

 

（会長） 

 他にございますか。私の方から質問なのですが、再編２で南部町ふれあいバスという現

在運行している自治体が運行主体のバスが見直し案ではなくなっていますが、これはどの

ようになるのでしょうか。 

 

（委員） 

 南部町で検討されていますが、現在、計画を作っておられるところです。ふれあいバス

の利用者が少ないので、タクシー形式のデマンド運行に変更したいということです。それ

で日ノ丸自動車が運行している御内谷線は別として法勝寺から大木屋と金山の２系統があ

るわけです。法勝寺から先はほとんど乗っていませんので、その法勝寺から先を南部町の

デマンド運行で対応したいということです。幹線の JR米子駅から法勝寺までを今までも運

行している４条のバスで運行するということです。いま支線でふれあいバスという南部町

のバスが走っているのですが、これを整理して運行形態を変える計画です。詳細について

は、まだ聞いていません。 

 

（委員） 

 資料６ページのデマンド方式の見直し案の例えば法勝寺のほうに集中していくような矢

印になっていますが、この矢印が両面になっていないといけないですね。 

 

（事務局） 

 一方向ではなく往復します。 

 

（委員） 

 具体的にはこれからになりますから、例えば米子市から大木屋や金山に行きたい時には

どうすればいいですか。 

 

（委員） 

 デマンド方式っていうのは原則会員制です。例えば私が乗り合いタクシーのエリアの中

に親戚があって、行きたいという時には利用できるのですか。 

 

（事務局） 



 これからの問題だと思います。利用実態があるのかどうか、その辺も踏まえて南部町に

要望していかないといけないことなると思います。その際には、負担金のことがでてくる

可能性もありますので、これからの課題だと認識しています。 

 

（委員） 

 当然それも考えないといけませんよね。行く理由は別として、そのエリアの中にエリア

外の人が往復したい、あるいは片道を利用したいというのは歓迎しておくべきと思います。

バスでは、上長田には行きませんよって言われても困る。法律上、エリア外の人が使える

のかどうかもある。 

 

（事務局） 

 デマンドについて利用者が制限されているということはありません。ただ実態としては

自治体内の住民に限って運行されている自治体が多くあります。 

 

（委員） 

 法律上は大丈夫ですか。 

 

（事務局） 

 法律上の問題はありません。 

 

（委員） 

 例えば豊岡市は登録制になっています。私は現地研修に行きました。 

 

（事務局） 

 それは豊岡市がルールで決められていることだと認識しています。 

 

（会長） 

 限定されるのは地域内であって、乗る人が誰かまでは制限されていない可能性もあると

いうことですか。 

 

（事務局） 

 それは各自治体が利用制限をされていることが多くあってということで、法律で制限さ

れているものではありません。 

 

（委員） 

 全国では、そういうところがあるのですけれども、デマンドというのは電話で受付てい



ます。利用される方は、電話をして何処に何人で利用したいか、何時に行きますからお願

いしますということで乗るのですけども、いわゆる運行範囲というのは町内だけなのです。

これは道路運送法で決まっていて、乗られる方は不特定多数でどなたが乗られても問題な

いです。 

 

（委員） 

 問題はないですが、その差額は自治体が負担するわけですから、利用する人が全額負担

するわけじゃないですから。 

 

（委員） 

 運行している自治体が負担しているということです。 

 

（委員） 

 それに乗れないことはない。 

 

（委員） 

 だから自治体では赤字で困る。 

 

（委員） 

 境港市では、はまるーぷバスを運行しています。１００円で乗れますけど、たくさん乗

ってもらった方が運賃収入も上がるので、市としては良いのですよ。 

 

（委員） 

 タクシーのようなものでしょ。何時間前に予約して乗るというような方式で、そうした

らそんなに多く乗らない。 

 

（会長） 

 それは各自治体がどのように定めるかということでしょうか。 

 

（委員） 

 もちろん特別な会員制のタクシーとかってあって、それは会員の人しか乗れない。 

 

（会長） 

 それに関しましては、米子市が直接かかわることではないのでしょうか。 

 

（委員） 



 そういった意見もあるということで。 

 

（事務局） 

 南部町には要望として伝えさせていただきたいと思います。 

 

（委員） 

 これは米子市だけの問題じゃなくて周辺市町村にも関係があります。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他に何かございませんか。よろしいでしょうか。そうしまし

たら、日程６の「その他」について事務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（会長） 

 委員の皆さんから何かありませんか。 

 

（委員） 

 日ノ丸自動車のバスは、松江にも運行しています。松江市では、お客様に乗ってもらう

ための施策をいろいろとされています。例えば１年のうち２日間だけ松江バルというのを

居酒屋と協定して利用券を作成して、それで持って行くと居酒屋では１，５００円で飲め

る。それにバス券が付いていて、通常運賃１６０円のところ１００円で１往復できる。そ

れからハロウィンでは期間限定で仮装をした人をこれも運賃を１００円にする企画や、そ

れから夏休みに子供さんをたくさん乗ってもらおうということで、夏休期間の定期券を半

額にするなどの施策をたくさんしておられます。これがある程度貢献していまして、松江

市のバス利用者数が結構増えています。参考になるので、そういうのも調べられて米子市

でも商工会議所とかスーパーとそういうものと協賛してできないかなと思ったりしていま

す。 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（委員） 

 昨日のニュースで、規模は大きいですが東急の池上線で１日無料でやっていて、東急の

池上線っていうのは蒲田と練馬あたりを結んでいる路線なんですけれども、そこが昨日１



日無料になるフリーパス券を希望者に配っていました。 

 

（委員） 

 ９０周年記念事業ですね。 

 

（委員） 

 はい、それでなおかつそれを持っていれば公園のボートに無料で乗れるとかコロッケが

１個もらえるとかで、電車に乗り切れないほど人が集まったというイベントがあって、す

ごいと思いました。考えようによっては、良い動機づけとなるというか、１つの PRとして

それこそ１日だけ路線バスを無料とか、あるいはだんだんバスを無料にするような仕組み

づくりっていうのも起爆剤になるかもしれないので、非常に松江の取り組みは参考になる

と思います。 

 

（会長） 

 はい、ありがとうございます。他にございませんか。 

 

（委員） 

 ２点だけお願いします。まず１点は先ほど２案出ていましたが、県西部の公共交通網形

成計画というのが平成２８年度から平成３２年度までに計画して実施するということで進

行中だと思います。それらを受けてですね、先ほども説明がありましたが、新市長が新し

い庁内で１０名程度のメンバーで構成して、長期計画も含めた公共交通の考え方を来年度

にということで新聞に出たわけですが、当然、そうした４０歳未満の若い方だけでそんな

ことをしてもらっては困るなというふうに感じました。それが出来たらですね、どのよう

な活用法をされるのかをお聞きしたいと思います。高齢者がだんだん多くなる、全体的な

人口は２０年もしたら日本は１億の人口割ると、８千万人くらいになるという推計で米子

市も１３万くらいになるという推計が出ているわけです。そんな中で、４５％位の高齢化

率が進むだろうという推計になっておりますので、それらも含めて段階的な検討をそのチ

ームでしていただきますように、お願いします。もう一点は、先ほど松江市の事例があり

ましたが、この会議でもご提案しています。いわゆる交通手形のようなもので、これを定

期の代わりでもいいです。米子市内を定額で何回も乗り降りしてもいいという手形的のも

のを発行すればいいんじゃないかなということを意見で申し上げましたが、さらにそれも

含めて検討してくれたらいいんじゃないかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。いろんなご意見をいただきました。１点目ですけれども、今後

の予定でございますけれども、もちろん庁内の検討チームだけで決めるということではあ



りません。 

 米子市にとって、どういう交通体系の在り方が良いのかということと、まちの活性化に

どうつなげていくのかという観点があります。それと社会問題になっています高齢者の運

転免許証の返納の問題もございます。返納された方が、それに代わる公共交通がしっかり

していないとなかなかそういった促進もできないという観点もございます。それに関連し

て、買物難民という言葉もございます。そういった福祉の観点ももちろん入れていきたい

と思っています。それと米子市では二次交通というのが非常に弱いというところは私ども

も認識しているところでもあります。外国人観光客の方も含めた二次交通をどうしていく

のか。路線を考えるにあたって、今までのようなどこにでも直行で行けるというようなこ

とは、今後は路線を維持していくうえでは非常に難しいと感じています。やはり都会でも

そうですし、乗り替えをしていろんなところに最短距離でいくというようなこともござい

ますので、効率性ということも当然考えていかないといけないと今の段階では思っており

ます。検討チームでは、いろいろな観点を取り入れた大まかな方向性を示して、今日お集

まりいただいている委員の方にもタイミングをみて、ご意見をお聞きしたり、パブリック

コメントですとか、市民のご意見も当然取り入れながら進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 それと２点目の交通手形についてのご意見をいただきました。私共が考えていますのが

一段階目と二段階目、そういった段階をおって考えています。一段階目は大まかな先ほど

言いましたような観点を取り入れた方向性をどうするのか、二段階目は利用促進といいま

すか、具体的にどういった取組みができるのかというところを考えていこうと思っていま

す。これも私共の考えですので、今後については交通政策の検討チームの中でどういった

進め方がいいのかということは出てくるかと思います。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 市の方でも公共交通とか市の活性化に力を入れられるということですので、今日の議題

はバスが中心ではあったと思うんですけれども、やはり JRであるとか、先ほど東急の例も

話されていましたけど、米子支社管内の JR境線もそうですけれども、そういったところと

のネットワークによって全体の底上げになったり、地域を活性化になったりします。駅舎

の問題もあると思います。JRとの接点が少ないですけれども、積極的に連携を図っていっ

たりしたいということ、あとタクシーも複数人で乗ればそちらの方が安く行けたりするわ

けですから、そういった資源がせっかくあるわけですから、横のつながりといいますか、

今のところバス中心になるとは思うのですけれども、先ほどおっしゃっていたように商工

会議所とかお店だとかとういう目的先と連携していく必要あると思いますので是非そうい



った面でお願いしたいと思います。高専とか大学とかっていうのも結構な需要が発生する

ところだと思っています。マイカーで、保護者の人が送ってこられたりするのが中心では

あるのですけれども、そういったことでも利用促進なり、あるいは実際の利用ではなく活

性化するときの人間としてのマンパワーとしての協力ができるかなと思いますし、松江市

だと島根大学の学生なども関わってくると思います。そういったことで公共交通っていう

のは、実は結構まちづくりのいろんな関わりがあり、関係者が多くなるとそれを集約して

動かすのが難しいっていう面もありますが、少なくともバスに加えて JRだとかタクシーだ

とか境港市にはクルーズ船がやってきて、そういう人たちが大山観光をしたりしているの

で、そういったことも含めて検討していただいたらというふうに思います。 

 

（事務局） 

 ぜひそういった観点も入れながら進めてまいりたいと思います。貴重なご意見ありがと

うございます。 

 

（会長） 

 そうしましたらその他ということで議論をしてきましたが、他にはございませんか。よ

ろしいでしょうか。そうしましたら長時間にわたり熱心な協議ありがとうございました。 

 


