
平成２９年度 第２回米子市地域公共交通会議 議事録（概要） 

 

１ 開催日時 平成３０年２月２８日（水） 午前１０時から 

２ 開催場所 米子市役所本庁舎４階 ４０２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、野坂委員、

和田委員 

       （代理出席：岩垣委員代理足立氏） 

   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）会長あいさつ 

（３）報告事項 

   ①路線バスのダイヤ改正 

   ②運転免許自主返納の取組 

   ③鳥取県西部地域公共交通再編実施計画の報告 

（４）協議事項 

   ①コミュニティバスの運賃割引 

（５）その他 

（６）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

 報告事項（１）「路線バスのダイヤ改正」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「路線バスのダイヤ改正」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） 

 先ほどの実施時期が平成３０年４月１日から改正予定であるということでございますが、

県西部地域の公共交通再編成計画は１０月１日改正の計画案であろうかと思います。これ

に関係なく、日本交通はダイヤ改正をされるわけでしょうか。 

 



（委員） 

 再編実施計画につきましては、現在、県の指導のもと、今秋の実施を目指していて、ま

だ準備中であります。春に間に合えば良かったのですが、こちらについては秋の実施で今

準備をさせていただいております。この度、報告をいただきました分につきましては、そ

れに先立ちまして４月１日から春のダイヤ改正ということで予定をさせていただいており

ます。淀江線につきましては、佐摩地区のお客様から数点の要望をいただいています。で

きるところにつきましては、こちらの方も早めに要望に沿っていこうということです。秋

に一緒にできれば、一番分かりやすかったかもわかりませんが、早めにできるところは４

月１日の実施で対応させていただきたいと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にございますか。よろしいでしょうか。 

 そういたしましたら、次に移らせていただきます。報告事項（２）「運転免許自主返納の

取組」について、それでは事務局から報告をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 ～資料に沿って「運転免許自主返納の取組」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの報告につきましてご意見がございましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

 免許返納の鳥取県の数字が出ていますが、米子市の数字も把握されていらっしゃるんで

しょうか。 

 

（事務局） 

 米子市の返納者数というのは公表されていないというふうに伺っております。 

 

（委員） 

 何かないですか。根拠なり目安は。 

 

（事務局） 

 鳥取県内の自主返納者数の約３分の１程度が米子署管内になるのではないかというふう

に思います。また、同じような取り組みを鳥取市でされています。鳥取市では、補助制度

の前年度実績が１８６件と聞いております。 

 



（委員） 

 補助制度を使われた人がその人数で、免許返納をした人が全部これを使うわけではない

ですね。鳥取市は２，０００円でしたか。 

 

（事務局） 

 鳥取市は２，０００円で販売されています。 

 

（委員） 

米子市を１，０００円にした理由は積極的に支援したいということか。 

 

（委員） 

 すごいな。すばらしい。 

 

（会長） 

 他にご意見はありませんか。 

 

（委員） 

 さきほどの質問に関連いたしますが、１月１４日の日本海新聞によりますと、鳥取県の

運転免許返納数が１，９６８人。全国的に鳥取県は悪い方に入るわけです。先ほど、米子

市内の返納者数は不明との回答だったが、それは警察署に問い合わせされたわけですか。 

 

（事務局） 

 問合せはしましたが、公表されていないということです。もちろん基礎データとしては

持っておられないと、この鳥取県の集計というのは出てこないと思いますが、公表されて

いないということで、米子市にもお知らせいただいていないところです。 

 

（委員） 

 別に公表するわけではなくて、こうした特定の委員会では教えていただきたい。あと鳥

取市は、いろいろと聞いたり調べてみますと、非常にこの辺が進んでいる。県内で一番進

んでいると思います。私達の団体でも、この辺について具体的に要望をするべく検討をし

ております。近日中にする予定にしております。その中で、この定期券のみっていうこと

ですが、もっと幅を広く決めて、鳥取市などを参考にしていただきたい。これが４月１日

から実施ということで、もう明日から３月１日で、もう１か月しかないわけです。事情は

理解しますが。私は、米子市の下町観光ガイドもしておりまして、議会でも米子市の観光

政策が力の入れようが低いのではないかということも議会で追及されたりされております。

お客様の意見を聞いて新しいコースを作ったり、いろいろと苦心してやっております。何



年前からこの会議でもお願いしておりますが、だんだんバスやどんぐりコロコロとか、時

刻の改正、コースの延長等々、議題にしていただいても、事務局からは、一向に検討され

た結果が目に見えません。そういうことで検討した結果こうですということであれば納得

できますが、その辺も丁寧にご説明していただきますようにお願いしておきます。併せて、

だんだんバスは、特にこの返納された方については、いわゆる無料パスを配布するとか、

定期券を支給していただくとか、非常に乗車率が悪いわけですから、空気をいつも運んで

いるような状態です。もう少しですね、市民の利益となるような施策を考えていただきた

いということをお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

 鳥取市で実施していて、米子市で欠けているからしてほしいという施策として、具体的

なものが何かありますか。 

 

（委員） 

 具体的には、デパートです。デパートの割引。警察署からもらえる証明書を提示すれば

５％引きとか、お店によっては１０％引きですとか。あるいはタクシーですね、乗れば全

部１０％引きですとか。 

 

（委員） 

 タクシーの１割引は実施されています。 

 

（委員） 

 米子警察署も前回の会議で聞いたら、米子市でも進めているところですので、ぜひ協力

してほしいということ言っていただいておりますので、米子市もそうした方向でがんばっ

てほしい。それと大店舗法が改正になり、今は、地元の商店街の同意書がなくても、大規

模な売場面積の商業施設が開店できるわけです。そうしますと、地域の小さな商店は、み

んな閉店してしまいます。そして、若い方は東京を中心に都会の方へどんどん出ていって、

年寄りだけになると、買物が一番困るわけです。それで、高齢者の一人暮らし、あるいは

二人暮らしの生活という状態が、これからどんどん増えていく実態でございます。県西部

の計画で、大きな改正といたしましては、境港市を出発して JR境線の駅との結節し、外浜

街道を通ってイオンにいくコースが検討されています。このコースには、課題もあって１

０月以降に引き続いて検討するということになっております。１０月の改正が終わりだと

いうことではないので、その辺も含めて市当局には力を入れていただいて米子市住民のた

めに頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 



（事務局） 

 いろいろとご意見をいただきましてありがとうございました。その中で、今回はこうい

った自主返納の促進ということで、本市としても新たな取組になります。まずは、できる

ところからということで、今回の施策を考えているところでございます。それと、先ほど

一例で出していただいた商業施設での優遇制度につきましては、実は米子警察署が積極的

にこれを進めておられます。本市にも情報提供をいただきながら連携を密にして進めてい

るところでございます。米子警察署と連携を図ってできるところからやっていきたいなと

いうふうに考えております。今回もこれで決して終わりではないということだけはご理解

をいただきたいというふうに思います。それと、だんだんバスとかそういったことの見直

しも積極的に進めるべきだと、まさに委員さんが仰いますとおりでございます。皆さま方

もご承知の通り、本市では昨年１０月に機構の改正があり、新たに交通政策係ができまし

た。公共交通の見直しというのは、市の主要施策として積極的に取組でいくということで

す。しかし、実際にバス路線をどうするとかいうことになりますと、短期的にできること

ではございません。本市では、交通政策検討チームという庁内で若手職員も含めた１２人

で構成する組織を作っております。現在、本市のあるべき公共交通の姿というものを検討

しているところでございます。中長期的な視点で引き続き検討を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

 それともう一点、米子市で第７期米子市保健福祉計画・介護保険事業計画を作りまして、

私はその委員もしています。この運転免許自主返納に関する事項も新設していただきまし

たので、今後、具体的に検討するということになっていますので、それも含めてお願いし

たいと思います。 

 

（事務局） 

 はい、承知いたしました。 

 

（会長） 

 この運転免許自主返納の取組につきまして、他にご意見がありませんか。 

 

（委員） 

 対象期限が運転免許の返納時から１年以内と書いてあります。このグランド７０という

のは６か月定期券です。ですから最大２回は買えるという判断でよろしいのでしょうか。 

 

（事務局） 

 そういうことになります。最大 2回は支援することになります。 



 

（委員） 

 関連いたしまして、この適用日になりますが、平成３０年度からということだと思いま

す。平成２９年度中に返された方で、平成３０年度中にまだ１年以内がある方は適用にな

るのでしょうか。それとも平成３０年度になってから返納した人でないと対象にならない

のでしょうか。あとは、PRの方法ですが、非常に新聞やテレビ局などのマスコミでも報道

されているとは思うのですが、対象となる方には、きちんと情報が提供されていく必要が

あると思います。市の広報、医療機関、免許センター、そういったところにも PRを連携し

ていただきたい。あとは、市のさきほど福祉の施策のことをおっしゃっておられましたけ

れど、交通安全担当や総務担当のセクションかもしれませんが、高齢者のお集まりになら

れるイベント等に路線図やバスを持っていって、バスへの接点を持つような形で、こうい

った施策を PRされるといいのかなと。単に運賃的なインパクトだけだと、これまで車を乗

っておられた方は、バスに対する抵抗というのが結構あると思います。どうやって乗った

らいいかとか、運賃がいくらとか、路線がどういうふうにつながっているのかだとか。あ

るいは、バスはかなりノンステップバスも導入されていたりだとか、乗りやすくなってい

たりだとか、皆生線は先ほど改めて時刻表を見てみると１時間に４本くらい頻発しており

ます。実はユーティリティの高いと思いますので、実際にバスに乗ってもらうとか、それ

でもって例えば１，０００円で乗れるのならぜひ買いたいという形というような、間にス

テップがいるのかなと思います。一度にたくさんはできないと思いますので、どこか老人

クラブ等と連携したりして、きめ細かい PRと言いますか、マーケティングみたいにどこか

モデル地区でやってみられたりするといいのかなというふうに思います。 

 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございました。PRをする時に、このグランド７０の購入補助というこ

とだけではなくて、今回の PRを契機にいろいろなことを含めまして広報の仕方を考えてい

きたいと思います。貴重なご意見をありがとうございました。対象期限についてでござい

ますが、この支援制度というのは、運転免許の自主返納のきっかけを作る制度になります

ので、平成３０年４月２日以降に返納された方で、こちらでは考えております。 

 

（委員） 

 最終期限のところが入っておれば良いということなので、別に平成３０年３月１日に返

納されても、その１年間ずっと期限があるので、対象にした方が合理的ではないでしょう

か。 

 

（事務局） 

 現在、車に乗っておられる方の中で、免許を返そうか、どうか迷っておられると思いま



す。そういった方のきっかけになっていただければという思いです。今後の自主返納の促

進を図るということで支援策を考えました。実際にすでに返納されている方は、何らかの

理由があって、ご自身若しくはご家族の方と検討されて、すでに返しておられる。今後の

運転免許の自主返納を促すという趣旨で考えております。 

 

（委員） 

 わかりました。そういう考えなら理解ができます。 

 

（委員） 

 当然ながら４月１日からの該当者であれば、本人の申請によるんですか。 

 

（事務局） 

 定期券の購入についてであれば、購入される時に写真や運転経歴証明書が必要になりま

す。 

 

（委員） 

 本人でないといけないということですか。 

 

（事務局） 

 そうですね。定期券の申請であれば本人申請になります。 

 

（委員） 

 基本的には、本人が写真を持ってきて、年齢を確認できる公的な証明書で判断して定期

券を作ることになります。 

 

（委員） 

 代理人でも、証明書を持ってくれば申請できるようにしてもらいたい。 

 

（委員） 

 この定期券は、満７０歳以上という条件があって本人しか使えません。そのため、申請

時に本人確認をする必要があるため、代理人が持って来られても、写真との本人照合がで

きませんので、ご理解いただきたい。 

 

（委員） 

 わかりました。 

 



（委員） 

 この支援は１年間だけですよね。そのあとは定期券を買わないといけない。 

 

（事務局） 

 そうですね。買っていただきたいというふうに思います。 

 

（委員） 

 基本的には６か月２５，７００円で乗り放題になります。これは、米子市のバスだけで

なくて、鳥取県全域の日本交通と日ノ丸自動車、及び松江線でも利用できます。ですから

非常にお得な定期券です。 

 

（委員） 

 １年間で２，０００円です。 

 

（委員） 

 そういうことですね。対象者は６か月が２回ですから２回作るとしたら２，０００円で

購入できます。 

 

（委員） 

 この返納支援制度の対象期間が１年以内。このグランド７０の有効期間が半年。きちっ

と収まるように申請して買って、また買い替えることができればいいけど、何らかの理由

でずれが若干生じる場合はどうなるのですか。 

 

（事務局） 

 あくまで購入の期限が１年以内ということでございます。例えば４月１日に自主返納さ

れた方が４月中に定期券を購入されたとします。そうしましたら９月末とか１０月中にそ

の定期券の期限が切れます。その後の３月に買い替えても大丈夫です。購入の始期が１年

以内です。 

 

（委員） 

 期限が切れても１年以内なら使えるわけですね。わかりました。 

 

（事務局） 

 １か月、２か月ずれようが、購入するのが１年以内であれば問題ないです。 

 

  



（会長） 

 そこら辺を分かりやすく伝えてください。 

 

（事務局） 

 はい、わかりました。 

 

（会長） 

 先ほど委員から発言がありましたが、いかに対象となる高齢者に伝えていくかというこ

とが非常に重要で、これをどれだけ広めていけるかということに関わってくると思います。

チラシとか、非常に大きな取り組みだと思いますので、例えば市報で 1 ページを使った紹

介等の検討をお願いします。 

 

（委員） 

 特にこれについては、民生児童委員等にチラシを渡して、よく説明をしていただきたい。 

 

（事務局） 

 担当部署とも協議をして、民生児童委員というのは検討させていただきたいと思います。

それと、警察署ですが、免許センターに案内チラシを置いていただけるように協議したい。

また、市報及び市ホームページでも掲載したいと考えています。 

 

（会長） 

 ２番目の「自主返納の取組」について何かご意見はございますか。よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 具体的に決まったら、直接老人クラブ連合会までお願いします。PRいたします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。 

 

（会長） 

 そうしましたら、次に進みたいと思います。協議事項のコミュニティーバスの運賃割引

は、この自主返納とも関連しているのですが、日程とおりの再編実施計画の方に進むのか、

いかがでしょう。 

 

（事務局） 

 引き続きの方がたぶん分かりやすいのかと思います。 



 

（会長） 

 今、少し話をしましたが、この日程の４番に協議事項がございますが、コミュニティバ

スの運賃割引が、運転免許自主返納者にも関係する案件ですので、こちらの協議事項にま

ず入りたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいですか。 

 そうしましたら、協議事項（１）「コミュニティーバスの運賃割引」について、事務局の

方から説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 ～資料に沿って「コミュニティバスの運賃割引」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明につきまして意見・質問をお願いいたします。高齢者向け定期「グラン

ド７０」は、県内の路線バスすべてが乗り放題になる定期券です。コミュニティバスも路

線バスの一種ではないかと考えると、やはり同じように扱うのが自然で、バスの乗りやす

さとか、利便性を広めていくうえでも、コミュニティバスも同じように乗り放題にしまし

ょうということです。他の路線バスが、定期券さえあれば無料で乗れるわけですから、コ

ミュニティバスも同じような扱いで乗れれば、非常に分かりやすくて移動も非常に便利に

なるのではないかということだと思います。 

 

（事務局） 

 補足説明になりますが、現時点でのグランド７０という定期券は、路線バスは鳥取県内

すべて乗れますが、それぞれの自治体で運行しているコミュニティバスは乗車できないと

いうことで制限があります。それで、今回こういった形で、このグランド７０をぜひ使っ

ていただきたいということを考えたときに、実はコミュニティバスには乗れないというこ

とでは、こちらが思うほどの効果が表れないのではないかというところがあります。少な

くとも米子市のコミュニティバスに関しては無料で乗っていただけるようにさせていただ

きたいなということで、今回協議していただこうと思ったところでございます。 

 

（委員） 

 グランド７０というのは、日本交通と日ノ丸自動車で、両社のバスが乗れます。定期券

の販売価格２５，７００円を両社で分けています。昔は、日本交通と日ノ丸自動車の路線

バスしかなかったのですが、今は各市町村でコミュニティバスを運行されています。そう

いった時に、米子市のコミュニティバスには乗れて、鳥取市のコミュニティバスが乗れな

いということで、各市町の立場がどうかなと心配します。鳥取地方でグランド７０を買わ

れた方が、米子市の循環バスにたくさん乗られるということになります。その時に全体的



な収入が減るのではないかという心配があります。ただ、趣旨としては、いろんな方に乗

っていただくというのは、バス会社としては反対していません。そういう懸念がバス会社

としては持っているということをご理解ください。 

 

（委員） 

 両会社さんは大変経営が良くて、全社的には数億円の黒字経営ですので、鳥取県内の市

町村内のコミュニティバスは乗れるようにしていただきたいと思います。 

 

（会長） 

 ただ、コミュニティバスは各自治体の判断になります。 

 

（委員） 

 分かりやすく言いますと、グランド７０の販売収入は米子市循環バスとは別精算になっ

ています。米子市とは、清算方法について、また相談をしないといけないなと思っていま

すが、趣旨自体は良いと思っています。 

 

（会長） 

 グランド７０は、バス会社２社の企画としてスタートした。だから、その収入は２社の

収入として計上されているけど、一部を米子市にも分配しないといけないという懸念です

ね。 

 

（委員） 

 鳥取市など、県内で複数の市町村でコミュニティバスを運行しています。当然、赤字で

運行していますから、赤字部分を市町村が負担しています。それが、鳥取全県で販売され

ている定期券で、コミュニティバスに乗れるということで、具体的にはそんなに多くはな

いとは思いますが、収益についての懸念があります。 

 

（会長） 

 その辺は、事務局としていかがですか。 

 

（事務局） 

 実際にグランド７０は、米子市管内で年間７７枚の販売がおります。例えば１週間に１

回程度のペースで乗られると、約８０万円の運賃減が生じます。また、現状から利用者増

については、元々収入がなかった部分が増えるわけで、その部分の影響はないと感じてお

ります。実際、高齢者の外出機会の推進ということが大きな目的にありますので、そのこ

とで健康増進や外出による買物等も考えられますので、プラスの部分が大きいのでないか



と考えております。 

 

（会長） 

 経済的な効果にも波及していく可能性がありますし、他市の人が仮に乗られてもそれは

乗車人数が増えるだけで、影響がないですよね。 

 

（事務局） 

 実際に他市から米子市に来られる方がおられれば、歓迎すべきことではないかなと思っ

ております。 

 

（委員） 

 相乗効果がありますから。損失と考えてもらわずに、サービスと考えてください。 

 

（委員） 

 グランド７０の収入を米子市循環バスの精算とは別にしていただければ、それは問題は

ない。 

 

（事務局） 

 その辺は、中国運輸局にも相談しておりまして、実際に販売価格から米子市循環バスに

分配する場合は、協議が必要になるということでは伺っております。 

 

（委員） 

そういうことであれば問題ありません。 

 

（会長） 

 将来を心配されているのですね。 

 

（事務局） 

 高齢者全員を無料にするというわけではなく、バスにある程度の負担をされている高齢

者を対象に実施したいと考えておりますので、ご理解いただけたらと思います。 

 

（会長） 

この対象者が増えれば本当にありがたいことですよね。 

 

（事務局） 

 そうすれば路線バスの収入が増え、市の補助金も減少するということになってきます。 



 

（会長） 

 そういったことを期待しながら実施というご提案ですが、いかがでしょうか。これは協

議事項ですので、皆さんのご意見を伺います。 

 

（委員） 

 大賛成です。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。それでは皆さん賛成ということですので、その方向での実施をよ

ろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、先ほど飛ばしました報告事項（３）「鳥取県西部地域公共交通再編実施

計画」の報告について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（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」の説明～ 

 

（会長） 

 そうしましたら、もうすでに県の協議会に参加しておられる委員もおられるということ

ですが、先ほど初めて説明を聞いたという方もおられると思います。非常に詳細な内容に

ついて何か所も説明がありました。もし、わからない点がありましたら、聞いていただき

たいと思います。また、ご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。ただ、基本

的には報告事項ですので、ここでどうしようかという協議をするまでには至らないかもし

れませんが、当然意見に対してはいろんな意見交換もあってもいいかなと思います。 

 

（委員） 

 ３４ページ、３５ページを見てください。タクシーの活用についての記載があります。

UDタクシー２００台導入ということで、これがほぼ導入が完了いたしました。西部地区で

８１台も黄色いタクシーが走っているという状況です。皆さんよく見かけるとは思うんで

すが、非常に好評でして、米子駅の停車が多くないのは、それだけ各社に UD タクシーの

配車要望が多いということです。全社に UD タクシーが導入されているので、特に車椅子

の方は、会社を選んだり時間を待ったりというが少なくなっていると思う。それから観光

ですけど、４３ページから４５ページを見てください。今、観光の二次交通ということで

取り組んでおります。大山１３００年祭に向けて、県と連携して、昨年１０月、１１月に

大山まで２，０００円で行けるタクシーを運行しました。十分に宣伝ができませんでした

が、それなりの利用がありました。植田正治写真美術館には、かなりニーズがありました



し、現在３月３１日まで、米子空港から皆生温泉まで定額２，０００円で行けるタクシー

を運行しております。すでに約８０件の利用があります。外国人の観光利用ですが、外国

人客をどんどん受け入れていくということが、我々、交通事業者としても大事なことだと

思っています。ところが、残念なことに路線バスというのは生活路線が中心になっていて、

観光客には利用しやすいようになっていません。例えば空港から皆生温泉行きとか今はあ

りませんので、タクシーというものが交通の利便性をバックアップしている。補足をさせ

ていただきました。以上です。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 関連いたしまして、米子駅の南北の通路の新設ということで、今、検討中ではあります

が、２、３日前からＪＲが基本的な考え方、いわゆる米子駅の駅ビルの大きさ等について

考え直されたと報道があった。だんだん広場は、線路側の約６割はＪＲの土地で、約４割

は県の土地です。それを県が管理されている。そこの商業施設をもっと活かすというのが

ＪＲの方針のようです。大きく変わったわけですが、その辺の説明を米子市は受けておら

れないですか。特にバリアフリーとか通路の幅をもうちょっと広げてくれとか。私が支社

長にいろいろ話をしまして、今の施設の耐用年数がきて、いずれ数年したら建て替えをし

ないといけない状況という話をしていたわけです。駅前のタクシーとか、バスとか、今の

バス停がどのように変わるのか、その辺はまだ話がないのでしょうか。 

 

（事務局） 

 先ほどのご質問でございますけれども、直接、JRから交通政策の担当者に何か説明とい

うことは今までないです。それと、先ほど委員さんが仰いました、ＪＲの新駅ビルの４階

建てが２階建てで、その代わりに駅北のタクシー乗り場ですとか、そういったところを整

備していきましょうという方向性が示されたっていうことは、報道等で皆様方もご存知だ

と思うのですが、それで具体的にどうするのかは、まだこれからの協議でございまして、

私どももそこまでの報告を受けていないという状況でございます。 

 

（委員） 

 また明るい情報がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 他にございますか。 

 



（委員） 

 循環線の説明をしていただきました、１５ページ以降に循環線の話が出ていまして、循

環線の運賃設定というのは、どうなっているのでしょうか。一律ではなくて、現在の距離

制の運賃になるのでしょうか。それから、関連して１９ページには、下市線等から循環線

に乗り継ぐ場合で、一律２００円割引をすると書いてあります。乗り継いだら、定額じゃ

なくて、距離制の初乗り運賃の区間でしたら、２００円よりも安いですから、その人はも

う無料で乗り継ぎができるということでよいのか。あとは、同じく１９ページの循環線設

定によるメリットの最初のところで、米子駅を経由せずに主要目的地にアクセスできると

いうことで、便利になるんだと書いてありますが、その前のページのダイヤとかルートと

かを見ますと、米子駅を発着するようになっていますので、その辺の整合性はどうなって

いるのか。 

 

（会長） 

 運賃、乗り継ぎの問題はどうですか。 

 

（事務局） 

 まずは、運賃について説明させていただきます。循環線の運賃については、定額ではな

くて、距離制の運賃が適用されます。次に乗り継ぎ後の運賃でございますが、委員が言わ

れたとおり２００円以内の区間であれば無料ということになっております。１９ページに

格差が１００円から３８０円発生していると記載させています。こちらで調べましたとこ

ろ、２００円を超えるのは、名和駅より以東から乗ってこられる方は２００円を超えてく

るということになります。ただし、例えば下市線に乗られて、イオンモールで降りられて、

そこから乗り継ぎをして、最後にどこで降りられるかによっても違いますが、大半の方は

今の運賃よりも安くなるというふうに考えております。 

 あと文言の整合性についてでございますが、今、課題になっていますけど、日野本線及

び境線については、現在、米子駅まで行ってから乗り換えをする必要があります。循環線

を設置することで伯耆大山駅やイオンで結節することになりますから、例えば医療センタ

ーや労災病院といった目的地に行けるということになります。しかし、説明でも申し上げ

ましたが、日野本線及び境線は国庫補助路線でして、その要件を満たすように現在は課題

路線に位置づけられています。 

 

（委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（会長） 

 他にございますか。 



 

（委員） 

 ２ページの伯耆大山駅前の道路改良について、予算や工程とか１０月１日までに実施す

る可能性があるわけですか。 

 

（事務局） 

 ここは県道になりますので、県の予算で措置されると聞いております。 

 

（委員） 

 聞いてるだけですか。 

 

（委員） 

 もうすでに県と打ち合わせはできております。県土木の方も見にきておられます。いつ

でもできると言われています。 

 

（会長） 

 従来バス路線網の中では、乗り継ぎというのが、正式に不可欠な条件として位置付けら

れたことはなかったと思います。米子駅とかそういった拠点駅は別にして、今回初めてそ

ういった米子駅以外で乗り継ぎ拠点が設けられるということで、どうしても利用せざるを

得ない。利用せざるを得ないという場所にもなると思いますが、その場合に、乗り継ぎ拠

点の環境整備というのは非常に重要になってくると思います。米子駅だと雨風、雪の時は

駅舎内のどこかに入ることもできるわけですが、こういったＪＲ伯耆大山駅前と他の箇所

は、雨はおそらくしのげると思いますが、風とか、雪が降る寒い冬の寒さを一定時間です

が、乗り継ぎ時間というのはどうしても発生しますので、そういったものをしのげる場所

というのは、きちっと整備することが不可欠の条件になってくると思います。この辺に関

してはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 私が関わってきたので言いますと、伯耆大山駅は駅舎の中が非常に広く、お客さんがバ

スの来るのを駅の中で待っているという状態です。もちろんバス停のところに待合所を整

備するという考えもあったのですが、残念ながら自転車の通路になっていたり、隣接地が

私有地であるということもあり、待合所の設置は難しいということになりました。 

 

（会長） 

 ここで待っている方に対する誘導の案内のようなものは、必要になってくるかもしれま

せん。ＪＲの待合室でお待ちくださいとか。 



 

（委員） 

 時刻表等の設置とかはＪＲが全面的に協力すると言っていただいているので、大丈夫だ

と思います。 

 

（会長） 

 イオンも大丈夫ですか。 

 

（委員） 

 イオンは作られるはずだから。 

 

（委員） 

 イオンについては、現状のバス停を移設します。 

 

（委員） 

 新たに北側に。 

 

（委員） 

 出入口を作ってくれるそうです。すぐにイオンの中に入れるので、現状は西口で降りら

れる方が多い。新鮮館のある東口は遠いから少ない。今度は、東口の北側に作ってくれる

ことになっています。高齢者の方にとっては、すぐにイオンに入れるので便利になる。今

までは、車が多い時はバスが転回できない時があった。 

 

（委員） 

 県を中心に話し合いをして、イオンに動いていただいたおります。 

 

（会長） 

 わかりました。 

 

（委員） 

 いずれにしてもバスの待合所というところは、ここに限らず結節点がやっぱり不便なこ

とは確かですので、今後もそういうことは問題となってくると思います。 

 

（委員） 

 やっぱり乗り降りというのは、高齢者の方には結構大きな負担です。それは実態を見て

いると乗る時の苦労とか、降りる時に転ばないかとか、非常に危惧するところです。結節



点の整備というのは、今後とも県にお願いしていきたいと思います。 

 

（委員） 

 バス会社も単独では整備ができませんので、県や市といった行政や関係団体と連携して、

お客さんが待ち時間に何か食べたり、購入したりできる環境について話をしているのです

が、なかなかすぐにはできないということです。 

 

（会長） 

 街の機能と連携していくというのは非常に重要です。 

 

（委員） 

 限られた資源を有効に活用するためには、どうしても結節点整備が必要です。今、ドラ

イバー不足が一番深刻です。この計画は、乗務員もバスも新たに増やさずに、現状でバス

の利便性をどう高めていこうかっていう考え方です。 

 

（会長） 

 他にございますか。よろしいでしょうか。そういたしましたら報告事項３番は、これで

終わりたいと思います。日程の５番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） 

 委員さんの方は何かこれ以外にございませんか。 

 

（委員） 

 重要な議題ではありませんが、循環バスで乗車人数のチェックを運転手がしています。

今回もグランド７０の方が何人かというのを当然記録することになりますが、当初は大人

と子どもと障がい者ぐらいだったのですが、今はそれ以外にも定期券の提示人数等とチェ

ック項目が増えてきている。運転手の安全運転にも支障がでるかもしれないので、もう少

し簡略化して、細かいところは１か月に１回ぐらいにするとか検討していただけないもの

か。４条の路線バスでは、年１回チェックしている。 

 

（委員） 

 基本的には、そういう特別な調査は乗り込んでするべきで、運転手に頼むというのは仰

るように、危険な部分があると思います。 



 

（委員） 

 すぐには解決はできないですけど、そういう悩みがあるっていうことをご理解いただき

たい。 

 

（事務局） 

 いつも大変お世話になっております。私ども報告内容の精査をしまして、本当に必要な

物だけに絞るというような方向で考えていきたいと思います。また、協議をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 それは市から委託された調査のために行っているのですか。それとも乗車料金を確定さ

せるために確認作業ですか。 

 

（委員） 

 調査です。当然それで料金はわかりますが。 

 

（委員） 

 別件でいいですか。米子市の下町ガイドというのが今１８名おります。申込みを受けて

２時間コースのガイドをやっています。何回かこの会議で、旅行手形の発行をしていただ

きたいとお願いしている。それは無料でなくても有料でも結構です。観光したお客様の記

念になるようなものを観光課で考えていただきたい。観光協会では、いろいろ私も話をし

ますが、予算の面で到底難しいです。それと、その下町観光する時は、米子市の駐車場を

２時間以内で使用されていただくことになっている。ところが、始発終着は山陰歴史館な

ので、その間の徒歩時間が１０分程度かかるわけです。往復で２０分早く終わらないとい

けないわけです。山陰歴史館で駐車券の検印を受けないといけませんので。実際、お客様

には２時間で案内してほしいという時でも、２０分早く終わらなければならない。時間が

過ぎれば追加料金ということで払いますけれど、駐車時間をもう２０分とか３０分追加を

お願いしたい。観光協会に実はお願いしたんですが、市に直接言ってくださいと観光協会

の担当者が言っていましたので、ちょっと場所は違いますが言わせていただいた。いずれ

にしても正式にお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 担当部署にはお伝えします。 

 

（委員） 



 併せて、だんだんバスの乗車についてもお願いしたい。ガイドは、証明書があるわけで

すから。 

 

（会長） 

 下町ガイドの活動とだんだんバスと、どの辺で関わってきますか。 

 

（委員） 

 だんだんバスに乗って、例えば１周する中で、ここは医大ですよとかね、観光案内がで

きるわけです。 

 

（委員） 

 降りて案内するのですか。 

 

（委員） 

 乗車してです。便を決めていただいて、１周乗らせていただくとガイドの一環としてで

す。なかなか無料では難しいということは理解している。 

 

（会長） 

 １周１５０円ですから、払ってもらった方が良いのではないでしょうか。 

 

（委員） 

 ガイドはボランティアですから。 

 

（会長） 

 担当するガイドさんは仮に割引、無料にしても、お客さんには払ってもらった方が良い

のでないですか。 

 

（委員） 

 もちろんそうですよ。ガイドだけです。 

 

（会長） 

 それは事務局も勘違いをされていませんか。お客さんも全員無料だと。 

 

（事務局） 

 だんだんバスを使ったガイドも今後取り組んでいただけというお話で、その中でガイド

さんの分だけを無料にしてほしいというお話ですか。それであれば、だんだんバスの利用



を促進していただいていることになりますので、内部で検討したい。 

 

（会長） 

 それは大口のお客さんになりますからね。 

 

（事務局） 

 ただ、どのぐらいの人数になりますか。 

 

（委員） 

 だんだんバスで米子市内の観光もさせていただきたいと。 

 

（事務局） 

 １回あたり、どのくらいの人数が乗られますか。だんだんバスは定員がありますので、

２０人も乗られて来られたら、難しいかもしれません。ただ、土日は、だんだんバスの利

用が比較的少ない。 

 

（委員） 

 基本的には、１団体２０名ですね。 

 

（事務局） 

 ２０名ですと厳しいと思います。 

 

（委員） 

 例えば５,６人の場合もあります。循環バスに乗って市内全部ご案内してほしいというこ

ともあるわけです。これ検討課題ということでお願いしたい。 

 

（事務局） 

そうですね。わかりました。 

 

（会長） 

 前向きに市と協議しながら進めていきましょう。日程の５番のその他で委員さんから意

見をもらいましたが、何か他にございますか。よろしいでしょうか。そういたしましたら、

以上で議事を終了したいと思います。長時間ご苦労様でした。 

 

 


