
平成３０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３０年８月２８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、野坂委員、

遠藤憲委員、米田委員、津中委員 

   事務局：若林都市創造課長、田仲室長、山根主幹 

４ 日  程 

  （１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）新委員紹介 

（４）報告事項 

   ①平成２９年度だんだんバス・どんぐりコロコロの実績報告 

   ②平成２９年度路線バスの運行実績 

   ③鳥取県西部地域公共交通再編実施計画 

（５）協議事項 

   ①路線バスのダイヤ改正（平成３１年４月１日付け） 

   ②生活交通確保維持改善計画 

（６）その他 

（７）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

 報告事項の（１）「平成２９年度だんだんバス・どんぐりコロコロの運行実績」について

事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「だんだんバス・どんぐりコロコロの運行実績」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの事務局の報告について、委員の方からご意見ご質問等がありましたらお願いし

ます。 

 

（委員） 

 利用者数が前年度に比べていずれも増加していることは喜ばしいことだと思いますけれ

ども、その要因として何か分析されていますでしょうか。それから、だんだんバスは税抜



収入、どんぐりコロコロは税込収入となっている理由について教えてください。また、平

成 27年度の備考欄に定期券と乗継割引導入とありますが、どんぐりコロコロに利用状況に

ついて教えてください。 

 

（事務局） 

 まず、利用者数の増加の原因ですが、だんだんバスについては前年度と比較すると乗継割

引、定期券の利用者が増加しております。乗継割引は前年度比で約１，６００人増加、定

期券は前年度比で約３００人増加しており、これまでの取組の成果だと考えていますし、

小学生未満の利用が約２００人増加していますので、若い世代のご家族が利用されている

ことが分かります。これについては、車両を更新した効果が出ていると思っています。 

 あと、どんぐりコロコロについては、平成２８年度の利用者数が大雪の影響で例年に比べ

て減少しております。1月に５３便、２月に１０便と計６３便を減便しておりますので、そ

の影響が大きいと考えています。また、平成２９年度にどんぐりコロコロは通学用にルー

トを変更していますので、それによる増加もあります。 

 続きまして、税抜収入と税込収入の違いについてですが、契約によるものです。どんぐり

コロコロは契約によって月々の運行経費と運賃収入を引いた差額を委託料として計算して

います。また、だんだんバスは年度末にまとめて清算し負担金を計算しています。 

 最後にどんぐりコロコロの定期券と乗継割引の利用状況についてですが、だんだんバスは

非常に利用が伸びていますが、どんぐりコロコロは定期券の利用は残念ながら小学生が１

人です。乗継割引につきましては、平成２８年度の乗継割引が１１人、平成２９年度が６

人ということで、どんぐりコロコロでは乗継割引の利用が少ない状況にあります。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。 

 

（委員） 

 だんだんバスの収入が７月と９月が前年度比でマイナスになっています。これについて分

析はされていますか。 

 

（事務局） 

 ７月の減少は、がいな祭りの開催月の影響です。９月の減少は、前年度比で乗継割引の利

用者が増加していましてその影響になります。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。他にございますか。そうしましたら次の報告にいきたいと思います。

報告事項の（２）「平成２９年度の路線バス運行実績」について、事務局から説明をお願い



します。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「平成２９年度の路線バス運行実績」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明についてご意見・質問をお願いいたします。 

 

（委員） 

 米子市だけの補助金額だけでは、分かりにくい。経費から収入の差が赤字額で各自治体が

補助金を交付している。その辺りを示した方が分かりやすい。特に日本交通は、平成２８

年度に交番整理をしている。米子市の補助金だけが記載してあると結局補助金が増加して

しまっているとなる。だから、その路線はどうするみたいな。広域路線は、大山線だと大

山町や県も赤字を負担します。国庫補助路線は、更に国も負担する。補助金の報告表に列

を増やして、県とか市町村の補助金の欄も付け加えて全体を見渡せるほうが分かりやすい。 

 

（事務局） 

 米子市以外の自治体の補助金を掲載することについては、各自治体の了承を得る必要があ

るので検討したい。 

 

（委員） 

 路線バスの市内完結路線はいいけど、広域路線は広域の町の終点まで走っている。終点が、

ここまででいいのではないかという議論は出てこない。これからだと思うが、広域路線の

見直しとか、そういう議論していかないといけないと思います。 

 

（会長） 

 今の提案につきましていかがでしょうか。前向きに検討していただくということで。 

 

（事務局） 

 バスの補助金については、来年度分から掲載できるか検討します。 

 

（会長） 

 来年度ですね。よろしくお願いします。他にございますか。 

 

（委員） 

 路線バスの運行経費がありますが、この中には当然ドライバーの人件費等を含めた結果で



しょうか。 

 

（委員） 

 全体の経費からキロあたり経費を算出して、個々の路線の年間運行距離から計算します。

経費についても国土交通省に監査を受けています。 

 

（委員） 

 人件費を上げないと乗務員が確保できない。また、国庫基準に該当しなくなった大山線で

は車両が買えなくなっている。そうすると車両が古いので修繕費が増加してしまう。それ

に軽油の価格が上がってきているので燃料費も増加している。 

 

（委員） 

 もう一点、平成２４年度の補助金をベースに考えますと平成２８年度は１．２％増になっ

て、平成２９年度と比較しますと１．５％急激に増えています。その理由は。 

 

（委員） 

 先ほど言ったように人件費です。採用賃金を上げている。そうでないと採用できなくなっ

てしまいます。それと燃料費が上がっています。 

 

（委員） 

 わずかな燃料費の上昇でも１年間にするとかなり違ってきます。 

 

（委員） 

 去年と比べると月額１，０００万円近く燃料費が違います。 

 

（委員） 

 人件費をまずは増やしていかないといけない。今一番の問題は、ドライバーの採用が難し

いことです。 

 

（会長） 

 よろしいですか。他にはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 平成２９年度の報告実績を拝見したんですけど、路線ごとの利用状況を分析しておられる

のか。路線バスは、年間の数回の実態調査での推定値ですから、その時の状況によって変

ってきます。将来、この系統の中で注意を要するものがあれば教えていただきたい。また、



国庫補助路線や広域路線は西部地域の計画で再編が行われていますが、市内完結路線につ

いてはおそらく一義的には米子市の検討課題ということになろうかと思います。補助金の

カットでバス事業者に再編を促すという意味もあるのかなと思いますが、そのあたりの検

討等も進めた方がいいのかなというふうに感じております。事務局で何か分析されていた

り、あるいは課題として認識されていることがあったらお伺いしたい。 

 

（事務局） 

 各路線の乗車密度については、先ほど言われた通り年 1回の調査を基にした数字になりま

す。その数字を基に各路線の分析というのはしていません。それは各路線ではなくて、全

体の利用者の底上げということが必要になってくるからです。そのためにはバス路線のネ

ットワークの構築を考えていく必要があります。また、鳥取県全体で利用促進に取組もう

ということで、今年度から新たな協議会を立ち上げて利用促進に向けて協議を始めたとこ

ろです。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。他にはございますか。そうしましたら次に進みたいと思います。そ

れでは、報告事項の（３）「鳥取県西部地域公共交通再編実施計画」について、事務局から

説明をお願いします。 

 

(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」の説明～ 

 

(会長) 

 ただいまの説明についてご意見・質問をお願いいたします。 

 

(委員) 

 問題は市民にこうした内容をどれほど知っていただくかということが一番必要なことだ

と思います。従いまして、鳥取県はこれに関連する西部地区を全部まとめたダイヤを検討

して印刷にかかろうかとしています。特にだんだんバス、どんぐりコロコロ、路線バスを

頼りにしている地域もございますので、ぜひとも７０歳以上で一人暮らしのご家庭等につ

きましては回覧ではなくて、配付をしていただきたいと考えていますが、どう考えておら

れるのか。 

 

（事務局） 

 鳥取県西部での計画になりますので、米子市単独ではなく県と連携しながら広報について

は考えていく必要があると思っています。まだ認定されていない事業ですので、認定され



てからは、バス停での案内とかチラシの配架というのは考えております。また、高齢者へ

のチラシの配付については老人クラブ連合会ともご相談しながら進めさせていただきたい。 

 

（委員） 

 認可になれば実施するというのでは遅い。もっと具体的に検討していただかないと困る。 

 

（事務局） 

 また、広報の方法については鳥取県西部地域公共交通活性化協議会の事務局である鳥取県

と相談しまして、早い対応ができるかどうかも含めて協議したいと思います。 

 

（委員） 

 よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 ただいまのご意見は、非常に重要なものです。前は、路線に重複があって無駄だとみなさ

れていましたけど路線自体は非常にシンプルで、乗車すれば着くまで乗っていたらいいと

いうような安心感、利便性があった。これからは、どこか行くにも途中で乗り換えをしな

いといけない場合がある。新たに乗り換えは発生して、非常に分かりにくくなっています。   

 それから時間帯でルートが違う。また、市町村の運営するバスなのか、デマンドタクシー

なのか、そういった運行形態の違うものが出てきますので、この書類を見てもなかなか分

かりにくいので、そこをどう上手く分かりやすくするかが課題だと思います。 

 

（委員） 

 分かりやすいチラシについては、鳥取県西部地域公共交通活性化協議会のワーキングで何

回か協議をしているようです。 

 

（委員） 

 今話がありましたがデマンド方式を採用する市町村というのがあるのですか。 

 

（委員） 

 南部町で実施されます。 

 

（委員） 

 大山町はやめられましたか。 

 

（事務局） 



 実施されています。 

 

（委員） 

 乗継をするのに例えば米子から南部町の奥の方に行くのにデマンドバスは利用できます

か。原則は会員でないと利用できないということでしょうか。 

 

（事務局） 

 自治体によって取扱いが異なります。 

 

（委員） 

 一目で分かるようにしてもらわないといけない。事前にそういう手配をしていかないと利

用ができない。その辺の判断をしていかないと旅行ができない。 

 

（事務局） 

 南部町の路線につきましては、この会議で誰でも利用できるような取扱いにしてほしいと

要望をいただきましたので、南部町の担当者と話をしまして誰でも利用できるものになっ

ております。 

 

（会長） 

 米子市の循環線が、このたび昼間だけ運行されることになっておりますし、前回の会議で

も質問しましたが乗り換えっていうのはどうしてもせざるを得ないルート設定になりまし

た。そのために利便性という点から乗り換え場所の安全性とか、過ごしやすさとかはどう

ですか。 

 

（委員） 

 時間になるまで施設内でまっていただければ良い。イオンについては、今までよりもよく

なったと思います。 

 

（会長） 

 それともう一点。今のが空間の問題だとしますと時間の問題としまして、乗り換え待ち時

間というのが結構利用のしやすさに関係してくると思いますが、その点についてはいかが

でしょうか。 

 

（委員） 

 待ち時間はあまりありません。むしろ便利になると思います。現在は、昼間に伯耆大山駅

周辺を運行している便が少なく、利用者も少ない。 



 

（委員） 

 補足しますと、９時から１６時の間はバスの利用者が非常に少なく、心配されているほど

乗継の影響は少ない。イオンから反対方向に行けるとか、ＪＲで伯耆大山駅に来てイオン

に行けるとか、むしろ便利になります。トータルでは、プラス面の方がはるかに多い循環

線だと思います。 

 

（会長） 

 循環線は私も評価していますが、その乗継にかかる時間をあんまり長くならないようにし

ないといけない。 

 

（委員） 

 １０分もないです。 

 

（会長） 

わかりました。他にございますか。 

 

（委員） 

 会長が言われたとおり乗継拠点の整備があってこその循環線であって、それがなければや

らない方がいいと思っております。高齢者の方が多いですから。 

 

（会長） 

他にございますか。次は日程５の協議事項の（１）「路線バスのダイヤ改正」について、事

務局から説明をお願いします。 

 

(事務局） 

 協議事項の路線バスのダイヤ改正については、日ノ丸自動車から来年４月１日のダイヤ改

正について案が提出されていますので、ご説明をいただきたいと思います。 

 

(日ノ丸自動車) 

～資料に沿って「路線バスのダイヤ改正（平成３１年４月１日付）」についての説明～ 

 

 (会長) 

 ありがとうございました。そうしましたら協議事項ということですから委員の皆さんの意

見を最終的にはいただかなければいけません。ただいまの説明に対しましてご意見ご質問

がありましたらお願いします。 



 

（委員） 

 基本的な考え方をお伺いしたいと思います。先ほどの説明で、ほとんど分かりましたが、

これだけ廃止したらどれだけのメリットがありますか。ドライバーが何人減ったかとか、

車両が何台減ったとか、それ以外に経費がいくらかとか、ご説明いただけるものがあれば

お願いします。 

 

（日ノ丸自動車） 

 車両はそんなに影響ありませんが、乗務員が３人位減ります。降板ですね。この３人とい

うのが非常に大きいです。 

 

（委員） 

 車両を例えば観光バスにまわすとか。 

 

（日ノ丸自動車） 

 路線バスと仕様が全然違います。古い車両だと、もう１８年とか２０年使用していますの

で、それを当然廃車していきます。 

 

（委員） 

 ３両減ることになるのか。 

 

（日ノ丸自動車） 

 一概にそうとは言えません。１交番に１車両を使っているわけではありません。同じ車両

で当然乗り換えもあります。 

 

（委員） 

 路線バスの中でも黒字路線が日本交通の方が多いので、経営努力で改善できることがある

のではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（日ノ丸自動車） 

 まずは人件費が非常に大きな部分を占めていまして、バスの運転手が他の業種と比べて高

い給料を貰っているとは思っていません。むしろ安いぐらいだと思っています。経営努力

については、燃料費が上がってきていますから、アイドリングストップをしたり、ある意

味やるべきことは大体していると思っていますが、皆様方のご意見を伺ったりして努力し

ていくつもりです。しかし、ウェイトが高いのは人件費です。さっきほども言いましたが、

これ以上人件費を下げると運転手の確保が難しくなり、余計に人手不足になっていきます。 



 

（会長） 

 他にございますか。 

 

（委員） 

 減便についてお伺いします。実際に減便されるダイヤの選定にあたっては利用実態なども

加味されているのか教えていただきたい。現状の利用者が新設される便にうまく移ってく

れると良いのですが、今後、減便した時にそれ以上に利用者が減ってしまうと負のスパイ

ラルになってしまいますので、そのあたりの見通しとか現状の利用状況とかも教えていた

だけたらと思います。また、松江線は平日と土日祝日で便数は同じですが、溝口線は違い

ます。そういったところで、もう少し合意ができるものもあるように思いますが、減便さ

れたあとの見通しを土日祝日のことも含めて教えてください。 

 

（日ノ丸自動車） 

 現状は把握していますので、それを見ながら減便しています。ただ、単純に減らしていき

ますと今まで１時間の間隔だったものが２時間になるところもありますので、その辺はト

ータル的に見ています。松江線は竹内神社の先からは市営バスが運行しています。あの辺

は２時間に１本の運行でも問題ないとの判断があればそうします。それから土曜と日曜は、

松江線は平日と同じ便数で運行しています。他の路線では土日で休止ダイヤがありますが、

今回は減らしていません。そもそも土日が全路線で極端に減っています。 

 

（会長） 

 他にございませんか。 

 

（委員） 

 先ほどご説明で乗車人数の少ない便を対象にして減便するとありましたが。 

 

（日ノ丸自動車） 

 基本的にはそうですけれども、それだけが全てではありません。たまたま現状は少ない。

松江線は終盤の便は全く乗っていません。松江市内は乗っています。少なくとも米子から

安来、荒島、揖屋、このあたりまでは乗ってない便が多いです。そういうところは減便し

ました。 

 

（委員） 

 確かに松江市に行くのに路線バスで行く人はほとんどない。そうするともっと路線自体を

抜本的に利用者の多いところを循環したりできないのか。 



 

（日ノ丸自動車） 

 昔は松江営業所があって、そこから揖屋という所まで運行していました。それと米子から

荒島までを運行した時代がありましたが現在の状況になっている。また、松江市内を運行

している松江市や一畑バスと協議が必要になってくる。 

 説明で申し上げましたが、島根県からの補助金があっても９，０００万円の赤字です。毎

年、これぐらいの赤字が出ていますので、赤字を抑えたいという気持ちからです。 

 

（会長） 

 他にはありますか。そうしましたら、日ノ丸自動車の路線バスのダイヤ改正についてやむ

を得ないということで承認してもよろしいでしょうか。 

～承認～ 

 まだまだ利用者のご意見も反映する機会があろうかと思いますので、決定までにご検討を

よろしくお願いします。 

 次に協議事項（２）の「その他」について、事務局から何かありますか。 

 

（事務局） 

 協議をしていただきたいことが１点ございます。資料６の地域内フィーダー系統確保維持

計画認定申請書をご覧ください。国土交通省では、地域公共交通の確保・維持・改善を支

援することを目的に「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」を定めています。   

 その中で、再編計画に位置付けられた運行系統であって、市町村協議会で生活交通確保

維持改善計画に確保又は維持が必要と掲載されたもののうち、一定の基準を満たすものは

補助対象になる旨の記載があります。 

 今回の鳥取県西部地域公共交通再編実施計画の中で幹線路線として市町村間循環線の新

設を盛り込んでいます。それに接続する支線である本宮線と福万線が、対象路線になりま

す。補助対象については、運行赤字額の２分の１です。米子市地域公共交通会議で計画書

を策定いたしまして、申請したいと考えておりますので、ご協議いただきたいと思います。

また、国の認定を受けましたら、米子市地域公共交通協議会で進捗管理していきますので、

よろしくお願いいたします。そうしましたら、資料６について説明いたします。 

～資料に沿って「地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明につきましてご意見、ご質問があったらお願いします。 

 

（委員） 

 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性の中で、下から３行目の「自動車を持たな



い住民（高齢者）の割合は増えることが想定され」を「自家車を持たない住民（高齢者等）

は増えつつある中で」に変更していただいいいではないかと思います。それと「自動車を

持たない住民」という表現は適正だろうかと疑念を持ちました。「マイカーを所持しない高

齢者、障がい者などの割合」としていただいた方がいいではないかと思いました。それか

ら次ページの（２）の事業の効果です。文中に「利用者の拡大が望める」と記載してあり

ますが、それを「期待できる」とはっきりしていただいた方が良いと思います。 

 

（事務局） 

 国土交通省の方に調整させていただいて、最終的には会長に確認の上で訂正させていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

 

（委員） 

 はい。 

 

（会長） 

細かいところに関しましては、事務局と会長で最終調整させていただけたらと思います。

他にございますか。 

 

（委員） 

 細かい部分ですけれども、目標値は事務局で考えられたのですか。 

 

（事務局） 

 そうなります。鳥取県西部地域公共交通再編実施計画に基づくフィーダー路線ということ

になります。その基本計画である鳥取県西部地域公共交通網形成計画の目標値に合わせた

指標を事務局で設定させてもらいました。 

 

（委員） 

 今日の資料である再編実施計画ではバス利用者数の総人口対比率が指標になっています。

今回の指標は１日の利用者数が指標になっているので質問させてもらいました。 

 

（事務局） 

 利用者数については、１日の調査結果になりますので、年間の利用者数というのは把握し

ておりません。 

 

（委員） 

 そうすると、調査日の１日で大きく左右されてくることになりますよね。 



 

（事務局） 

 そうなります。 

 

（委員） 

 小数点以下の細かい数字になっているので、例えば年間の一人当たり利用回数を指標にし

たらと思いましたが、調査の利用者数を地域人口で割ることで、その地域人口の減少した

場合でもそれを反映できるということはわかりました。 

 

（会長） 

 よろしいでしょうか。フィーダー系統という言葉はあまり聞きなれないと思います。これ

は鳥取県西部地域のバス路線の再編計画の中で、幹線路線の乗継拠点と接続する支線をフ

ィーダー系統路線と言います。新たに設置される幹線路線が循環線で、それに伯耆大山駅

で接続するのが、大山線と福万線です。つまり幹線路線に接続する支線というのが、この

大山線と福万線ということになります。 

 何か他にわからないことやご意見、ご質問がありましたらお願いします。よろしいですか

ね。そうしましたら、この件について承認していただいてよろしいでしょうか。 

～承認～ 

 異議なしということで、承認されましたので、今後もよろしくお願いします。 

 それでは以上で協議事項が終わりました。続きまして、日程６の「その他」について事務

局からございますか。 

 

（事務局） 

 事務局からはありません。 

 

（会長） 

 委員の皆さんからございますか。 

 

（委員） 

 先月開催しました米子工業高等専門学校での連携授業について報告させてください。米子

市、鳥取県、ハイヤータクシー協会のご協力によって本校で連携授業を行いました。公共

交通とＵＤタクシーに関する授業を行いましたので、実施報告をさせていただければと思

います。私は米子高専で社会科学という科目を担当しております。社会科学というのは４

年生の選択科目でして、前期と後期で 15回ずつしている授業です。本校には、５学科があ

りまして、その学科から履修を希望している学生の４８名が受講しております。その中で、

米子市の公共交通と鳥取県のＵＤタクシーに関する連携授業を実施しました。具体的には



７月５日に講義、７月２６日に学生の課題発表をしてもらいました。余談ですが、授業で

６月に米子市議会議員選挙があったので、それに向けて米子市の地域課題などを学生と議

論しました。その中で公共交通を充実してほしいという意見が一番多くありました。その

ため利用促進や現状把握するということも含めて今回の授業を実施しました。ただ、講義

を聞いて公共交通を利用するだけではなく、レポート課題を出しました。だんだんバスや

西部地区の路線バスの状況や改善点、それからＵＤタクシーの活用法を考えてＰＲ内容と

いったものです。その基本的な情報として米子市と鳥取県に授業をしていただいたという

ところです。米子市からは、だんだんバスやどんぐりコロコロの現状、市が取組んでいる

新たな施策や運転免許の返納等を説明していただきました。鳥取県交通政策課からは、座

学をタクシー協会からは UD タクシーの乗車体験をしてもらいました。最後は、女子学生

が運転手の方にいろいろ質問したり、写真を撮ったりしていました。普段は街で見るけど

も実際に乗ってみて、より身近に感じた等の感想がありました。当日は、簡単な授業アン

ケートを行い、80％以上の学生が理解できたと回答しています。また、公共交通やＵＤタ

クシーに関する意識が高まったかどうかについては、80％以上が高まったになっています。

瞬間的なことかもしれませんが、そういったアンケートの結果になっています。 

 それから学生達には、公共交通を利用後に利用促進策等のアイディア発表してもらいまし

た。これを受けて最終アンケートの結果では、公共交通に実際乗ってレポートを作成する

課題について、よかった又はどちらかと言えばよかったという学生が大半でした。学生か

らは、路線バスに乗ることで、だんだんバスの良さに気付いた等の意見が出ていました。

いろいろな意見が出ていましたが、ここでは数量的なグラフだけで省略したいと思います。

授業自体としては、学生たちに公共交通に対する理解や利用促進を促す結果をもたらした

のではないかと考えています。後期にも授業を実施する予定で準備をしているということ

で、引き続きよろしくお願いします。このような取組みで学生や若者にも公共交通に対す

る啓発や利用促進等につながれたらと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。何かご質問はありませんか。 

 

（委員） 

 ＵＤタクシー２００台のうち西部地区には８０台以上が入っています。東部が８９台で中

部が３０台位です。かなり見かける機会が多くなったと思いますが、どうしても車いすの

利用に捉えがちです。UD タクシーはステップがあり、天井が高くて乗りやすい車両です。

また観光にも利用しやすいです。今日の議題ではタクシーについて何もありませんでした

が、公共交通としてタクシーについてもお願いしたい。きめ細かいサービスはタクシーで

しか担えないと思っております。これだけまとまって導入した鳥取県は全国でも稀な例で

す。鳥取県とは別で米子市としても米子市らしい取組みをしていただければと思っており



ます。 

 

（会長） 

 もちろんタクシーは公共交通の一部を担う交通手段でありますし、バスよりはかなり小回

りがききます。自宅から目的地まで直接移動できるというような点でも貴重な交通手段だ

と思います。 

 そうしましたら他に何かございますか。よろしいでしょうか。そうしましたら以上で議事

が終わりました。長時間にわたり活発な議論をいただき、ありがとうございました。それ

では本日の会議を終わりにいたします。 


