
平成３０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３１年２月１８日（月） 午前１０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、遠藤達委員、細田委員、澤委員、木村委員、和田委員、遠藤憲委

員、米田委員、大江委員、斉下委員 

       （津中委員代理：足立氏） 

   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）報告事項 

   ①米子市公共交通ビジョン（素案）について 

（４）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）について 

   ②米子市循環バスの特別運賃について 

   ③米子市淀江町巡回バスの輸送形態等の変更について 

（５）その他 

（６）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

 報告事項の（１）「米子市公共交通ビジョン（素案）について」事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 ～資料に沿って「米子市公共交通ビジョン（素案）について」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの報告につきまして、委員の皆さんからのご意見・質問がありましたらお願い

します。 

 

（委員） 

 提案といいますか意見を述べさせていただきたいと思います。 

まず、１ページの「交通の現状」の「バス停４００ｍ圏域内人口割合は８８．４％であ

り、大半が公共交通で移動可能な環境となっています。」という断定的な文章となっている

わけですが、全体的にこの中では根拠が示されていない。数字が明示されていないので、



大半というような表現がされていると思います。この辺をもう少し明確にしていただきた

い。バス停は４００ｍ圏内というのは、鳥取県西部地域の計画のマーケティングリサーチ

の結果を基にされていると思いますが、現在の停留所を中心にしますとこういう状況にな

りまして、停留所からそれ以上の４００ｍを超える部分にはバス路線がないという現実が

あります。そうした地域にも鳥取県西部地域の計画でも検討していただいておりますが、

そのような部分も含めて、このビジョンに盛り込んでいただきたいと思います。米子市内

の高齢化率は約２９％ありますが、これからの地域福祉計画の中の地域、いわゆる生活圏

ということで、地域包括ケアシステムの生活圏が今後のベースになる訳で、それを基本に

した公共交通の現状というのをもう少し見極めた、現状の把握をした上で、このビジョン

を策定していただきたい。 

それから、６ページの基本理念に「各種施策を展開します。」と記載がありますが、もう

少しスピード感を持って「積極的に展開します。」というような方針に変えていただきたい。

それから基本方針２に「社会への誘導を図ります。」とありますが、「積極的に誘導を図り

ます。」というような内容にしていただいたら良いと思います。 

７ページの推進施策の柱に「公共交通利用者に分かりやすい情報発信」とありますが、

これを「発信」ではなく「提供」にしていただきたい。また、「今後検討すべき具体的な施

策例」とありますが、「施策例」ではなくて「施策」にしていただきたい。これをやるんだ

という施策、あるいは「例」を「等」などにして、もっと他にもありますよという意味で

したら「等」を入れていただきたいと思います。それから「待合環境の改善」という柱の

施策例の中に、「地域住民等への待合環境整備補助金の創設」とあります。内容についての

説明をお願いしたいと思います。次に「情報発信」の例の中で、バスマップの配布を転居

者に配布となっておりますが、これを将来的には住民全体に配布するというような形にし

ていただきたいと思います。 

 それから８ページに「パーク＆ライドの普及促進」とあります。なぜここで横文字を使

わなければならないのかということです。この資料は、市民の皆さんが理解できるような

内容にしていただきたい。 

 あとは小さいことでありますので、また機会があればご提案を申し上げたいと思います。 

 

（事務局） 

 たくさんご意見を頂戴いたしましてありがとうございます。何点かは書きぶりの話だっ

たかと思いますが、その辺はこちらでも考えさせていただきたいと思います。具体的な施

策の所は案として頭出しのような状態でありますので、今後、深く考えていきたいなと思

いますので、ご了解いただければと思います。 

 

（委員） 

 議会で説明されたということは、そう簡単に変えられるものではないですね。 



 

（事務局） 

 議会に対しましては、素案の説明ということなので変更できます。 

 

（委員） 

 素案であっても大半が公共交通で移動可能になっているという表現はおかしいと思いま

す。時間帯によっては、バスがほとんどないという現実もある。それから、そもそもこう

いった事業を書くならば基本的にビジョンですから、普通の計画で１０年であれば、その

前提となる基本の部分が書かれてなければだめなのでは。例えば、高齢化の現状であった

りとか、地域別に高齢化も違います。それに１０年後どうなるのか、今の高齢化率が２９％

だけれども１０年後は確か３５％になります。地区によったら５０％ぐらいになる。それ

から、元気な高齢者はマイカーですけど、７５歳になるとさすがに運転免許も返納しなけ

ればならない。そういうような高齢者の現状というのが書かれていない。それからもう一

つ、これは市のエリアですけれども、バスは地域をまたいで広域に走っている路線が多い。

市内だけのバスというのは少ないということです。地域限定だけのことなのかということ

で、基本的には国の方針、県の方針、特に国の方針はすごい勢いで出ているのにその国の

方針が書かれていない。例えば、バスを便利にしますといっても国の方では乗り合いバス

の運行系統のガイドラインというものが１２月に発表されていて、そういったものに基づ

いて県は勉強しようとしている。Maasという都市と地方の新たな目的サービスの展開とい

うことで、極端に言えば自動運転にするとか、ソフトバンクが八頭町で来月実験するとか、

どんどん激しいスピードで変わっているのに、この書きぶりは古い。もう少しその辺、国

の方針なり、県の方針との整合性はどうなのかの記載がほしい。素案なので、これからや

っていくというのは分かります。 

 

（委員） 

庁舎内の職員の考え方だけという風に私は考えています。もう少し外向けを明記してい

ただきたいと思います。 

 

（委員） 

 それで先ほどパブリックコメントとおっしゃいましたが、それはいつ頃される予定です

か。 

 

（事務局） 

 スケジュールについては、来年度の早い時期に色々いただいた意見を踏まえて素案の方

を公共会議の委員の皆様にもお諮りしたいと思っていますし、またパブリックコメントを

実施しまして市民の方からも広く意見を伺いしたいなと思っております。 



 

（会長） 

 そうしましたら他にございますか。まだ、これから意見いただいて、実際に提案をされ

ている施策に関しても議論する機会があると思いますので、また次の機会ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 せっかくの機会だったのに、議論する時間が少ない。事前に資料を配布しているのは分

かりますけれども、どういう手続きを踏んでどういう役割のビジョンなのかというのが明

確でないので、口頭だけではなくて文書でビジョンはどうなんだ、今後どうしていくんだ

というスケジュール感があってもいいと思います。 

 

（委員） 

 内部で検討しているというのなら分かりますが、オープンにするのであれば一定のプロ

セスを踏んでほしい。バス事業者ともすり合わせがないのに、オープンにするというのは

おかしいと思います。内容的にも米子市の絵が何も書いていない。 

 

（委員） 

 ホームページに出てしまう。 

 

（委員） 

 他の基本計画書というのは、しっかりと数字が入っています。それがなかったら作れる

わけがないです。まず、米子市の人口がどうなるか、それが基礎です。それを地域的に見

ていって、将来的にどうするか、まちづくりをどうするかというのが市長の基本的な方針

というのであればそれなりに見せてもらいます。 

 

（委員） 

再編実施計画にはしっかり書き込んであって、その中に確かに米子市の部分はあまり入

っていません。基本計画の関係でいけば、計画を変更して追加するという方法だって取れ

るのです。単独な連携計画を作る必要はあまりないのです。 

 

（委員） 

基本的に言うと、道路運送法７８条だってなぜ改正したかという、その事をよく地区の

行政も理解しないとだめなのです。将来人口が減っていくから、こういう風にしていかな

ければいけないという前提を基に７８条の改正になっているわけですからね。いろいろな

方法を考えなさい。極端に言えば、地域によればデマンド方式でもやりなさいとできるよ



うにされているわけですよ。そういう事柄も含めたビジョンでないという感じがいたしま

す。よく考えてください。 

 

（委員） 

 委員として出ていますが、まとめた側の部長ですので、その立場からお話させていただ

きます。今回の公共交通ビジョンについて、まず議会に説明という話がありましたけれど

も、このビジョンはあくまでも市長が定めるものですから、議会には説明いたしますけれ

ども、議決を要するようなものではございません。現時点でも全員協議会でこういう方向

でビジョンの取りまとめを進めておりますということです。その段階で先に公表してどう

こうというレベルの話ではないということはご了解いただきたいと思います。確かにおっ

しゃる意見というのは非常によく分かりますが、このビジョンの内容の案というのは、庁

内のあらゆる年代、若手を中心とした意見を基に作成しています。実際には、バスをあま

り乗らない世代で、自分たちはどうしたらバスとかに乗るようになるかというような視点

から検討させてもらいました。その中には運転免許を返してバスに乗らざるを得ないとい

う声も少なくとも反映されていないという部分がありますので、これを今後、素案あるい

は案あるいは成案となっていく段階で、その辺のことはしっかり入れていかなければいけ

ないと考えています。 

もう一つ、これは市の組織についてですが、４月から今の都市創造課交通政策室を交通

政策課という課に格上げします。市長が中心政策として考えているということで、独立し

て課にいたします。その中で集中的に検討していく考えです。皆さんもある程度共通認識

いただいていると思いますが、公共交通にはこうすれば必ず良くなるという特効薬があり

ません。ほとんどの人が車で通って来ている現状で、バスを使うためにはどうしたらいい

かというようなことであります。自らが使ってというところがない段階で議論になってい

るという、うわべだけになっているというのも致し方ないということでございます。これ

が今は施策案となっているのは、考えられるあらゆる施策を一回引っ張り出してみる。そ

れが実行できるかどうかも含めて、一から考えてみましょうということです。現在では、

施策ということではなくて施策例としています。これから具体的に考えていって実施でき

るかどうか、どういった形にもっていくのかという非常に手探りのところであるという現

実というのは理解いただきたいと思います。先ほどご意見で、自動運転の話がありました。

米子においてもそのような話がないことはありませんが、その場合は、企業負担ではなく

米子市で全部負担でした。場所は提供するけど、あとは企業が出してくれるというような

話ではない。そうなってくると本当に自動運転が何年先になるのか分からない現状で、例

えば１０００万円単位で市が負担して実施するのか。確実にここで今後もできるという保

証もない。こういった面からも公共交通はなかなか難しい。具体的にいこうと思えば、ど

うしてもお金がかかってしまうということがございまして、手探りながらやっていくとい

う実態でございます。そのため、今回いただいたご意見は非常に貴重だと思いますので、



その辺はこれから素案からだんだん上げていく段階でぜひ取り入れさせていただきたい。

地域公共交通会議は、皆様の意見を聞く場でございますので、次回も含め、あるいは今回

配らしてもらったものに対して個別にご意見をいただくというのも当然大歓迎でございま

す。ぜひ、その辺についても積極的な意見をいただくと非常に助かります。来年度の早い

時期にパブリックコメントなんかもしてこの辺が足りないのではないかというのは、十分

に修正していく余地はあろうかと思いますので、現時点そういう状態であるということに

ご理解いただけたらと思います。 

 

（委員） 

 このビジョンというのは今から何年も考えていらっしゃるわけですか。 

 

（委員） 

 明確に１０年先を見て２０年先を見てという目標時期がある訳ではございません。現状

をいかにして、とにかく持続可能なものにしていくのか。ご承知かと思いますけれども、

路線バスの維持についても、あるいはだんだんバスや巡回バスの維持についても相当公費

が支出して維持しています。これは米子だけの問題ではなくて、全国的な傾向ではありま

す。これから高齢化が進んでいってバスを利用される方が増えていくと思いますし、また、

高齢化がもっと進むとバス停にさえ行けないからタクシーとか、デマンドというドアトゥ

ドアみたいなことになってくると思います。ですから、その辺を見据えながら、ただ具体

的に１０年先２０年先ということではなくて、今後の米子市の迎える高齢化社会の進展に

伴って、いかに公共交通が皆さんのためになるようにしていくかということを考えながら

やっていきたいと思います。 

 

（委員） 

 もう一点、米子市の正職員が約７００人おられます。その職員が地方公務員法をよく理

解されて、率先してマイカーを週１日か１か月に何回かはノーマイカーデーを設定されて

いると思います。例えば豊岡市のように職員は原則マイカー禁止としてはどうか。県の現

地研修、研究に行かしていただきまして、実際に率先してやられている。そういう風に切

り替えていただく社会、世代だと思いますので、基本的に考え直していただきたいと思い

ます。 

 

（委員） 

 今おっしゃることは非常に分かります。私もある意味それは実践しないといけないなと

思って、この４月から１２月までバス通勤をしていました。毎朝マイカーより早く出なく

てはいけないということがありまして、これは路線の問題なのですけれども、帰るのが２

０時を過ぎると歩いて帰らなければならない。タクシーか歩くというような実態がござい



まして、これが必ず常時全職員がというのは難しいと逆に感じました。ただ、本当に議論

自体がバスを使ってないものが議論して作り上げるということはおかしいところがありま

す。その辺から一人一人がということは、これも一つの大きな課題としては向かっていか

なければいけない。市役所に車で来る人は、駐車料金は無料ですが、バスの人は運賃を負

担されます。その辺についても、市役所にバスで来た人に運賃を定額でいくら出しましょ

うかという案もありました。これは突拍子もない話ですけれども、中心市街地だけはマイ

カーの乗り入れを禁止してもらったらもっとバスが使ってもらえるとか、あくまでこれは

若手の中で出た意見ですので、実現性がある話ではありません。ですから、いろんな事を

考えていきながら何ができるかというのは考えたい。行政もどんどん意見を出して、どの

レベルでできるかということは本当に慎重にしっかり考えていかなければいけません。い

ただいた意見は本当に貴重な意見ですので、参考にさせてもらいたい。 

 

（委員） 

 通勤の話がありましたが、正規職員には通勤手当が出ていますよね。その上で駐車場は

無料になさっているのですか。 

 

（事務局） 

 していません。 

 

（委員） 

 市立の保育園とか小学校とかはどうなっていますか。 

 

（事務局） 

 市の敷地内に駐車している場所は駐車料金をいただいております。本庁の職員は自分で

駐車場を確保します。この周りであったら、月１万円程度で個人が借りています。通勤手

当については、バスを利用しますと基本的には全額６か月定期の代金まではいただいてお

ります。ですから自家用車の人は自己負担が多くても、バスより自家用車の方が便利だと

いう感覚だと思います。 

 

（委員） 

 よくわかりました。ありがとうございます。お願いですが、パブコメをされる時には私

たちにも資料をいただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 公共交通会議の委員の皆様には、配付してご意見をお伺いします。先ほど、スケジュー

ルでパブコメはできるだけ早くと申しましたが、当然、事業者との協議をもっとしていか



ないといけません。素案から案に変えていくという作業があります。その過程でまだまだ

内容が変わってくると思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

 わかりました。 

 

（委員） 

 今日ここに出されております素案としてのビジョン、まだまだ内容的に分かりやすく整

理してもらわないとこのままでは意見が出せないという側面もございます。それとまちづ

くりを支える公共交通という基本方針がありますが、そこではどうしても市街地の土地利

用との関係というのも出てきます。そうすると都市計画の専門部課が、どのようにこのビ

ジョン作成に絡んでいるかというのは具体化する段階ではどうしても関係してくると思う

のですが、その辺の連携等に課題があるのではないかと思います。 

 

（事務局） 

 今年度４月の機構改正で都市計画課から都市創造課に都市計画係が移動してきました。

現在、都市計画マスタープランを街中と郊外が一体的に発展するまちづくりということで

改定作業中です。公共交通ネットワークの構築ということで、これまでは都市計画道路が

イメージされていましたが、ＪＲの駅を活かしたまちづくりを都市計画マスタープランの

方でも掲げております。米子市は、ＪＲの駅が１２駅あります。このような恵まれた状況

というのは、山陰では境港市と米子市だけだと思います。ＪＲ境線ですが、集落の張り付

けを見ると、内浜と外浜の方に集落が張り付いておりまして、市街化調整区域の中をＪＲ

が走っています。実は、都市計画上の土地利用でいいますとＪＲの駅があるところは開発

が進まない状況となっておりました。この点について、現在、平成１６年３月に策定した

都市計画マスタープランを改定作業しております。１２月下旬から１月の下旬まで約１か

月かけまして各公民館と市役所において住民説明会も行いました。その中で、これも既に

議会には全員協議会で１０月に説明していますが、市街化区域のＪＲ駅でもある程度の開

発ができるような緩和をして、ぜひともＪＲを使って街中に出てこられる、他の公共交通

とも連携が出来るような土地利用が変更できないかという方向性をマスタープランの中に

この度盛り込みました。今後この交通ビジョンをさらに正案にしていく作業の中で、マス

タープランと合わせて、まちづくりが一体的になるように連携が取れるように作ってまい

りたいと思います。 

 

（委員） 

 今の中で、境港―米子間を内浜線と外浜線の道路に偏っていて、その真ん中に鉄道があ

るわけです。今はそうではない。その間にビルがいろいろ建ったり集落ができたり開発し



ているわけですから、考え方が少し古い。 

もう一点は市街化調整区域。権限が県から市に移っています。それを１０年単位で区域

の見直しを米子市はしているわけです。それをもう少し現地を見た中で拡大していくと人

口の増加というのが目に見えてきます。というのは、他の地域と非常に利便性があって、

地価が安いということがある。どんどん日吉津村のように増えていく可能性が十分にあり

ます。そこで数十年投げっぱなしになっている地区がありまして、小学校６年生が８人し

かいない。人口が減っていく中で米子市政でも実態をもう少し真剣に考えていただきたい

と感じました。 

 

（事務局） 

 先ほど県からの権限移譲の部分についてですが、市街化区域と市街化調整区域のライン

を変更する点については現在も鳥取県の権限でございます。それから、そのラインを変え

るにあたっては、米子市の人口が伸びていないといけないのですが、米子市の人口は減少

傾向であるために増やすことができません。先ほど私が申し上げましたＪＲの駅がある所

の開発というのは実際に現状の大篠津駅のあたりは開発されていますが、弓ヶ浜駅とか内

浜ゾーンは市街化調整区域なので開発がされていません。地区計画とかの別の都市計画手

法で緩和をして検討したいというのが先ほどの説明になります。 

 

（委員） 

 もともと境線が明治３５年に畑の真ん中に一直線に作ったから開発されない。畑の真ん

中になので。それを都市計画法で市街化調整区域にして開発できないような、農業しかで

きないようなそういう指定になっているからできるはずがない。旧市内のように水田でも

調整市街化区域があればどんどん開発するので、山林、山地だった所がもう全部ありませ

ん。３０年も前に何千万円もかけて松の苗を植えたのに、全部切ってみんな宅地になって

います。環境が今変わってきています。実態を見ていただきたいです。 

 

（事務局） 

 権限がないこともございますが、ご意見としては受け止めましたので、県と相談してみ

ます。先ほど説明しました通り人口が増えない限りはラインを変えられないので、都市計

画の中で一部緩和できる手法をできる限り考えていきたい。 

 

（委員） 

 だったら鳥取県は２０年先まで増えない推計になっているから一切変えられないという

ことになりますよ。そのようなことではいけませんよ。 

 

（委員） 



 これは都市計画法だけではなくて、今おっしゃったように、行政単位として米子市があ

り県があって、国があってという上位計画というのがあります。その点では整理がいると

ビジョンには書いてあります。米子市のビジョンにしても、国の動向はどうなのか、それ

から観光事業計画との整合性、高齢者福祉計画との整合性、それから都市計画マスタープ

ランとの整合性を考えていく必要があります。 

 

（委員） 

 特別区の申請をすればいい 

 

（委員） 

 米子市全体としての高齢化社会の生活の中にどう公共交通が活かせるのかを、庁舎の中

でもいろんな部署の人が集まって今後議論されてほしい。 

 

（会長） 

 弓浜半島というのは直線上になっていますから、バス路線を使えば公共交通は比較的再

生しやすい条件は持っていると思います。現にバス路線自体は集落の中を通っていますか

ら、今はＪＲの話だけですが、路線バスを軸にしてまちを再生していく、それによってバ

スの利用者を増やしていくというような方向性もあると思います。あまりＪＲの駅周辺と

いうのが中心で、バス停を中心としたまちづくりという視点は、この中にはあまりないよ

うに思います。 

 

（事務局） 

 ＪＲが通っていない所がございますので、当然バスの乗り換え拠点というのをこれから

検討していきたいと考えています。それは、南部や伯仙等は視野に入れて、すぐという話

ではありませんが、方向性としては今まで都市計画マスタープランではＪＲの路線自体を

都市計画道路のように都市計画決定していないので、あまり光が当たっていなかった所を

改めてきちんとしますということなので、当然ＪＲとバス路線さらにこれにリンクするよ

うなタクシーというようなことは公共交通側で考えていきたいと思いますので、先ほど委

員さんからご指摘がありましたように他の計画との連携みたいなものが分かる資料づくり

に変更したいと思います。 

 

（委員） 

 行政がＪＲに助成しなかった。飛行機やバスには助成したが、ＪＲにはない。逆に交付

金として１６５億円を行政に払っていたわけです。全くそういうのを無視して、飛行場に

は無料の駐車場を作るとか、いろいろ施策に差がある。弓浜半島は、とにかく調整区域で

住宅は建てられないのですから増えないのです。今おっしゃるとおりなら、県の人口も向



こう２０年増えないですし、米子市も２０年間増えない。１３万８千人位になるという推

計が出ています。今の状態で、一切変わらないという考え方ではだめですよ。基本的に変

えてもらわなければいけない。 

 

（会長） 

 他の施策による事情というのもありますので、その辺は整理していただけたらと思いま

す。 

 

（委員） 

 庁舎内でプロジェクトを作っている中でというのは分かっていますが、現場は分かって

いないということです。 

 

（会長） 

 その辺は整理しないと、いろいろな意見が出てきて収集がつかなくなるので、もう少し

整理をしていただかないと、議論の対象にもなりにくいという現状であります。 

 他にはございますか。改めてまた議論をする機会を作っていただいて整理されたものを

検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に協議事項に移ります。協議事項（１）の「路線バスのダイヤ改正」について説明を

お願いします。 

 

（日本交通株式会社） 

 ～資料に沿って「路線バスのダイヤ改正」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明について、ご意見・質問をお願いいたします。 

 

（委員） 

 シーズンダイヤから通年ダイヤに変更したことは非常に良いと思います。表題は、改正

ですが、改正の内容は変更になっています。そこは統一した方が良い。時刻改正とした方

が変更というのは期限を限って変更するものであって、その辺は異議を申したいと思いま

す。もう一つは、ダイヤ改正の目的、会社の考え方も含めてご説明いただけないでしょう

か。 

 

（日本交通株式会社） 

 事業者としましても、お客様向けにはダイヤ改正という言い方をしております。この表

は、改正内容の変更点という表示にしている。それから改正の目的ですが、お客様からは



買物や病院に行きたいという要望があり、皆生線を労災病院経由でイオンまで延伸させた

いと考えています。その関係で時間が多少変更になっており、これは運行上の時間調整に

なります。それから大山線につきましては、現状では午前中７、９時代の便が出るともう

夕方４時位まではありません。お客様からの問い合わせもかなりいただいておりますので、

昼にもう１便運行できないかということで社内調整をしまして、この度、通年運行という

ことで変えさせていただいております。 

 

（委員） 

 ありがとうございます。イオン東館で去年１０月１日から新しく停留所を作っていただ

いたのですが、ここまで延長してもらうのは大変うれしいことでございます。お礼申し上

げたいと思います。 

 

（会長） 

 他にございますか。そうしましたら、日本交通の路線バスのダイヤ改正については協議

事項となっております。この件について承認してもよろしいでしょうか。 

～承認～ 

 次に協議事項（２）の「米子市循環バスの特別運賃」について、説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 ～資料に沿って「米子市循環バスの特別運賃」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明につきまして、ご質問・意見をお願いいたします。 

 

（委員） 

 ２点申し上げたいと思います。この実施につきましては良いことだと思います。交通渋

滞を緩和し、また市民のがいな祭に参加するということですが、循環バスが限られた旧市

内だけであります。もう少し運行エリアを拡大して臨時的にできるような措置を将来に向

かってしていただきたい。私は弓浜部に住んでいますが、弓浜部あるいは南部の方も含め

て午前１０時位と午後３時か４時位に１往復位は無料扱いの日があれば、周辺住民の方々

も喜ばれると思います。いつも、がいな祭の時期になりますと、自治連合会を通じまして

がいな祭実行委員会から寄附の依頼がきます。がいな祭に関係のない地域に寄附の要請が

くるのかというような声が多々あります。この期間だけ循環バスの延長をしてもらいたい

との声もありますので、将来的に市で考えていただきたいと思います。当面はこれでよろ

しいかと思います。それと、こどもの日の運行については、この日だけで公共交通への理

解を深めてもらうことができますか。公共交通だけの理解で終わらずに、米子市の地域と



か文化を学習するとともに公共交通の理解を深めてもらうというように、もうちょっと子

どもが気づくような事項を入れていただきたいと思います。がいな祭の期間中の運賃です

が、これも交通渋滞の緩和を図るだけではなくて、市民の利便性を図るこういう風にした

方がいいのではないかと思います。以上です。概念には賛成です。 

 もうひとつ聞きたいことが、こどもの日の運賃の減収はいくら見込まれていますか。ま

た、がいな祭の２日間においても減収の見込みというのは、前年度の実績から分かると思

いますが、どのぐらい予定されていますか。現実は循環バスの赤字につながりますので、

お聞きしたい。 

 

（事務局） 

 実施理由につきましては、内部で協議させていただきたいと思います。乗るだけでなく、

地域文化学習を取り入れるなどの仕組みについては、事務局の方で今後は検討させてもら

います。また、路線延長ですが、民間のバス事業者が運行されている路線バスとの関係も

ありますので、その辺でかなりハードルが高いと思いますけれども、交通事業者とも協議

をしたいと思います。運賃の見込みについては、例年、土日の小学生利用は１、２人です

が、このゴールデンウィーク期間中は、昨年では合計で４４名の利用がありました。その

ため、今回の取組による減収見込額は４，４００円ということになります。また、がいな

祭期間中ですけども、通常の土日の収入は１日当たり、約３、４万円の売上げがあります。

がいな祭期間中は通常の２倍の利用があり、昨年ですと２日間で８３１人がご利用されて

います。昨年は、台風の影響がありまして、日曜日はかなりのプログラムが中止になって

いて、例年よりは利用者が少ない状況です。一昨年の利用者は１，０００人を超えていま

す。運賃収入としましては、通常の２倍以上の利用がありますので、減収見込みは２日間

で１４、１５万円位になります。 

 

（会長） 

 他にありますか。それでは、この件について承認してよろしいでしょうか。 

～承認～ 

 そうしましたら、協議事項（３）米子市淀江町巡回バスの輸送形態等の変更について、

事務局の方から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 ～資料に沿って「米子市淀江町巡回バスの運送形態等の変更」の説明～ 

 

（会長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

 



（委員） 

 申請内容の基本的な部分では、この協議の場で内容を整えて、細かい所のやり取りは運

輸局とのやり取りの中で若干の変更を加える。大きな変更については、委員の方に再度協

議するという認識でよろしいですね。例えば申請書の中で使用する車が、バス車両からマ

イクロバスに変更になる。輸送能力的にどうかなと思っています。単に申請書の記載内容

だけではなくて、こちらの自家用有償の対応能力にも検討していただければと思います。 

 

（事務局） 

 車両の輸送能力についてご質問をいただきました。現在の小型バスはリエッセを使用し

ておりまして、これについては立席も含めて３６人の輸送が可能となっています。市で平

成２９年度の乗降調査を基に最大乗り合わせ人数を確認したところ、最大１５人の乗り合

わせが年３回ありました。今回のマイクロバスについては、定員２２人から２９人の間で

乗車定員を考えておりますので、どんぐりコロコロの輸送人数としては特に問題ないと判

断しております。 

 

（会長） 

 ただいまの件については、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

１３ページに書いてある車両の数ですね。バスが１台、普通自動車が１台とあります。

バスの方は今の２９人乗りだと思いますけれど、もう１台の普通自動車というのは暫定的

な期間ということになりますか。 

 

（委員） 

 そういうことになります。市でマイクロバスを取得するのに半年程度の期間を要します。

それまでは、市で調達するマイクロバス１台とワゴン車１台を使用することとしておりま

す。 

 

（委員） 

 この件につきましては、協議会が責任を持たなければならない案件でありますので、あ

えて深くご指摘させていただきます。まず、１点は平成１３年から契約についてです。解

約する場合の条件というのが入っているのではないか。一方通行というか協議するように

なっているのか、その点について確認したいと思います。 

 ２点目は、運営協議会は市町村の地域公共交通会議でやられるということで、道路運送

法７８条には定めてあります。その中で対価は、この協議会で決定するように事務手続き

に明示されております。その他の手数料なもの。定期等を払い戻ししてくれるのか。そう



なら手数料の面が明示されていないと思いました。 

 それから３点目には、平成１３年９月から運行が株式会社によって行っていたわけです

が、そこに乗務員不足のためという風に明記されております。全般的にはドライバーが足

らないというのは重々存じておりますが、交通事業者が乗務員をハローワークにどれぐら

い求人なさっているかということで調べました。そういましたら、２１件載っております。

鳥取県では岸本営業所で１人、それから島根県では松江市でコミュニティバスのドライバ

ーの募集、後が京都府・大阪・東京という県外でも乗務員が足らなくて求人されていると

いう実態でございます。契約書がないので分かりませんが、そこら辺を含めて市当局と交

通事業者と要請が出た段階でどの程度まで詰められたのか、本当に解約をお互いに認める

ことは適当なのか、その辺の経緯を含めて分かりやすいように分かる範囲でご説明をお願

いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 契約書の解約の項目について、ご質問をいただきました。委託契約書は、毎年交わして

おりまして、その中に解約の項目は入っておりません。次に資料１５ページの公共交通会

議の承認の部分について手数料が入っていないのではないかということでご質問いただき

まして、これについては先ほど申し上げたのですけれども、どこまでの内容を申請書に記

載する必要があるのか運輸局と協議していない段階の資料を添付しておりますので、運輸

局との協議の中で必要となれば手数料も記載いたします。 

 

（委員） 

 現実的に手数料というものは発生しないという前提でおります。目的地まで乗れなかっ

たらその時は料金をいただかないということになりますから、払い戻しというような形で

はないと思いますので、ここに書かれている以外の料金的なもの、手数料は発生しないと

いうことでしょうか。 

 

（事務局） 

 現在は回数券の方については返すということになっておりますけれども、定期券につい

ては返さないというような取り扱いです。あと、ハローワークの話については、市でそう

いった状況まで調べておりませんが、これまで交通事業者から申し出があった後に、こう

いった現状で、どういった条件であれば折り合いができるのかという所で協議を行いまし

た。例えば、マイクロバスであれば中型免許で運転できるので、中型免許の乗務員を確保

できないのかと提案をしましたが、それでも継続運行が難しいという結論に至ったという

ところでございます。 

 

（委員） 



 乗務員については、次の運行委託事業者と一緒でタクシー部門を持っています。タクシ

ー部門でも大型免許を持っているドライバーもいますので、走れるかどうかの検討もした

のですが、高齢者の乗務員が多く、どんどん乗務員が減っていく中で、ハローワークで求

人を行っている。運転免許の補助もある旨も記載して、毎週のように出していますが、反

応がない。説明会もしていて説明をするけれどもなかなかこない。 

 

（委員） 

 バスの乗務員についても同じ状況ですけれども、ハローワークで調べてられたのはバス

のドライバーで調べられたのですか。 

 

（委員） 

 タクシーも一緒です。 

 

（委員） 

 バスでも出ていると思います。これは鳥取・倉吉・米子も他の交通事業者も一緒だと思

いますけれども、どこも今は足りていない状態で、チラシも毎週のように、昨日の新聞に

も出しました。それでも来られないというのが実態です。 

 

（委員） 

 人によっては、乗務員が足りないという説明をしても、いくら出せば走ってくれるのか

と言われるのが、現状はそういったレベルの話ではなくて、我々も人を連れてきてほしい

というのが事業者の本音であります。 

 

（委員） 

 例えば京都や東京では月額１６万３２００円で求人を出していますがどうなのですか。 

 

（委員） 

 それでも全然来ません。 

 

（委員） 

 うちも月額２３万円から２４万円位は求人で出していますが来ません。また、在職中に

個人的な理由で辞めていく乗務員もいる。 

 

（委員） 

 女性ドライバー採用も力を入れてやって、ただ今２人採用しています。どんぐりコロコ

ロにも乗ってくれています。それでも減っていく部分で、もう受けられないという判断を



させていただきました。 

 

（委員） 

 土曜日や日曜日も朝が早かったり夜が遅かったりと、若い方には嫌がられます。 

 

（委員） 

 例えば、豊岡はドライバーをボランティアで応募して４２名の応募がありました。 

 

（委員） 

 それは自家用有償運送の登録での人数だと考えています。二種の大型免許を持った乗務

員は中々みつからない。 

 

（委員） 

安全第一で考えれば、二種の大型免許の乗務員での運行で考えています。 

 

（委員） 

その通りだと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございました。他にありますか。 

 

（委員） 

４条を運行しているバス会社として、ご意見を言わせていただきます。今回自家用の有

償運送でされるというのはバス会社の事情がいろいろあって仕方がないと思っております

が、私どもはこれで商売をしているわけです。たまたま撤退されて、そこが交通空白地と

いうことで仕方がないと思っておりますけれども、これがどんどん広がっていくような状

況にあります。完全にバス会社が撤退したのであればいいのですが、特に私どもが運行し

ている島根県とか境港市では、最初は運行範囲を広げない話をしていても、地域の方の要

望でここは停めてくれというようなことになって、こういう地域協議会で話がまとまれば、

それで運行範囲が広がっていくようなことになっています。条件が全く同じならいいので

すが、自家用有償運送というのはそれなりにハードルが低いと思います。先ほどのお話に

もあった通り、私どもが大型二種を取った運転手を集めて、それなりに工夫してやってい

るのですが、一つの自家用の例が大型を持っていれば研修をすればそれで運転手ができる

というようなこともあります。諸々の手続きも４条と比べれば、ハードルが低いという事

がありますので、法律通りにやっていただききたいということをバス会社として言わせて

いただきたいと思います。 



 

（会長） 

 法律通りというのは、７８条の白ナンバーに規定されている法律通りということですか。 

 

（委員） 

 例えば、その市町村だけの有償行為とか、他の市町村はいけないとか、空白地域でない

といけないのにバス路線に入ってくるということが現実にあります。 

 

（会長） 

 白ナンバーでの運行というのは制約があります。 

 

（委員） 

 それはいろいろと制約がありますが、現実にはあります。 

 

（委員） 

 法律の手続きが当然あります。ただ、その前段として協議会で整えていく。当然、協議

会では、行政の立場であったり、利用者の立場であったり、事業者としての立場もありま

すので、皆さんの意見を最大限に言っていただく。行政の立場から言いますと、運送事業

者の方が衰退といったら言葉が悪いですけれども、衰退してきた長い経過の中で、そのあ

との運送で困っている。今までは、自家用有償で事業者の方が受けて何とかできていたの

が、それもできなくなってきている。これは運送事業が弱ってきているからこういう事態

になっていると思っています。なるべく高いレベルで維持できるように、そういう協議を

まとめていただければと思います。 

 

（会長） 

 今のようなことも十分認識していただいた上で対応していただきたいと思います。あり

がとうございました。他にございますか。 

 

（委員） 

 お尋ねしたいことがありますけれども、この計画は運行事業者が変わることによって、

車両は米子が取得、運賃収入等もすべて米子市になりますが、コストは従前と比較してど

うなりますか。 

 

（事務局） 

 車両購入に関しましては、これまで運行事業者名義の車両を使っていたものを米子市で

購入するということになりますので、約２，０００万円弱の車両購入費が必要になります。 



 

（委員） 

 それは購入するわけですか。 

 

（事務局） 

 そういうことです。 

 

（委員） 

 入札をされるわけですか。 

 

（事務局） 

 マイクロバスの取得を考えておりまして、四輪駆動車でないと運行できない地域があり

ます。四輪駆動のマイクロバスの車種については、三菱ふそうのローザが唯一の車種にな

りますので、随意契約で考えております。 

 

（委員） 

 随意契約をされるというのですね。 

 

（事務局） 

 運行経費につきましては、現在の運行事業者にお支払いしている運行経費と同額で来年

度の契約を締結する予定としていますので、これについては増減がありません。 

 

（委員） 

 今の車両は耐用年数が経過していて、０円と違いますか。 

 

（事務局） 

 もう２０年以上使われているもので、総走行距離が１００万㎞を超えていると聞いてい

ます。 

 

（委員） 

 まだ使えるのですか。 

 

（事務局） 

 もう使えない状態になっていると聞いております。 

 

（委員） 



 ２台で２，０００万円です。 

 

（委員） 

諸費用入れたら１台あたり１，０００万円近く。 

 

（事務局） 

 ２台というのが、運行車両１台と予備車両１台を購入します。 

 

（委員） 

だんだんバスは１台あたり２，２００万円ぐらいかかった。 

 

（事務局） 

 だんだんバスは、１台あたり２，１６０万円かかっております。その半分以下というこ

とになります。 

 

（会長） 

 このマイクロバスというのは、小型バスのように真ん中の通路がちょっと広めだとかと

いう使用にはなっていないですか。 

 

（事務局） 

 そのような仕様にはなっていません。通路の所は、場合によっては補助席を使うような

仕様です。 

 

（委員） 

 低床にはなっていない。 

 

（事務局） 

 低床にはなっていません。 

 

（委員） 

 運賃箱とかは、付けられますよね。 

 

（事務局） 

 付けますけれども、代車の間は簡易的なものを用意する予定にしています。 

 

（会長） 



 乗降位置がバスだと二か所ですが、マイクロバスは一か所ですか。 

 

（事務局） 

 はい。一か所です。 

 

（会長） 

 いろいろと不便があることはあるのですね。 

 

（事務局） 

 現在は小型バスで運行していまして、小型バスにしなかった理由については、小型バス

というのが、だんだんバスで運行している日野自動車のポンチョの１車種になっておりま

す。この小型バスは、低床バスで、淀江地区の急な坂道では運行ができないので、マイク

ロバスに変えたという経緯もありますので補足させていただきます。 

 

（委員） 

 淀江地区は高低差もあるし、道も狭いので低床は無理です。 

 

（会長） 

 他にありますか。それでは、この件について承認してよろしいでしょうか。 

～承認～ 

 ありがとうございました。それでは本日の日程に掲げられている協議事項３番までが終

了いたしましたが、その他に事務局から何かありますか。 

 

（事務局） 

一点だけお願いしたいことがございます。資料は用意しておりませんが、米子市淀江町

巡回バスどんぐりコロコロの運行に関してになります。どんぐりコロコロの運休日を日祝

としておりますが、今年の 4月 28日日曜日から 5月 6日の月曜日までが日祝及びの祝日と

なりまして、連続で９日間の運休となります。ただ、地域の生活交通として、この間買い

物とかに行くことができなくなるというのは、利用者にご不便をおかけすることになりま

すので、来年度に限っては、５月１日の水曜日については１日運行したいと思いますので、

ご承認いただければと思っておりますのでお願いいたします。 

 

（委員） 

 はい、運行する方がいいと思います。 

 

（会長） 



 淀江町の巡回バスについてですね。 

 

（事務局） 

 だんだんバスは運行しておりますので問題ありませんが、どんぐりコロコロは９日間運

休になりますので、今年度限りではありますが特別に１日だけ本来は運休日になりますが

運行したいと考えております。 

 

（会長） 

 これは協議事項ということになりますか。 

 

（事務局） 

 協議事項ではありませんが、委員の皆さんにはご承知おきいただけたらと思います。 

 

（会長） 

 報告事項ですね。ただいまの件よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 はい 

 

（会長） 

 それでは委員の皆さんから何かございますか。ございませんね。 

 長時間に渡りましたが、以上をもちまして地域公共交通会議を閉会といたします。あり

がとうございました。 

 

 

 


