
令和元年度 第１回米子市地域公共交通会議 議事録（概要） 

 

１ 開催日時 令和元年８月２９日（木） 午後２時から 

２ 開催場所 米子市役所本庁舎４階 ４０１会義室 

３ 出 席 者（敬称略） 

   委 員：加藤委員、遠藤達委員、舩越委員、澤委員、木村委員、野坂委員、和田委員、

遠藤憲委員、米田委員、津中委員、矢吹委員、八幡委員、景山委員 

   事務局：石上交通政策課長、田仲担当課長補佐、山根担当課長補佐 

４ 日  程 

  （１）開会 

（２）委員紹介 

（３）会長、副会長選任 

（４）会長あいさつ 

（５）報告事項 

   ①平成３０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 

   ②平成３０年度路線バスの運行実績について 

   ③米子市公共交通ビジョンについて 

（６）協議事項 

   ①どんぐりコロコロのダイヤ改正について 

   ②だんだんバスの定期券について 

（７）その他 

（８）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

報告事項（１）「平成３０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、

事務局からご報告をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「平成３０年度だんだんバス、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、委員の皆様からご意見ご質問等がありましたらお願

いします。 

だんだんバスは横ばいくらいでしょうか。どんぐりコロコロにつきましては、平成３０

年度の収支率が８％ぐらいと非常に悪くなっていますが、改善案は考えておられますか。

平成３１年度から運行事業者が変更になりました。当然、この形で運行されるということ

なのでしょうけれども。 

 



（事務局） 

どんぐりコロコロは、特に昨年度は利用者が減少しています。このあとの協議事項にも

ありますが、ダイヤやルートの見直しを行いたいと考えています。今後もＯＤ調査等を実

施して、新たな施策等を考えていきたいと思います。 

 

（委員） 

このバスだけの赤字や黒字というのも重視しなければいけないとは思いますが、実はそ

れよりも今までのまちづくりが公共交通機関をとても重視したまちづくりであったのかど

うか、やっぱりそれに尽きるのかなと思っています。米子市では本年６月に都市計画マス

タープランを作り直しています。その中で、まちなかと郊外が一体的に繁栄するまちづく

りということから、やはり公共交通機関をこれからいかに活かしていくのかというところ

です。今後は、持続可能な公共交通体系の構築を図って必要がありますが、持続可能かど

うかということについては、収支が非常に大きな課題であると認識はしておりますが、そ

れ以前に公共交通を使ったまちづくりというのを考えていかないといけません。このバス

などの公共交通機関だけの切り口ではなく、高齢者の外出支援、まちなかへの誘導など、

総合的にこれから進めていく必要があると考えています。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（委員） 

どんぐりコロコロについて、淀江の白鳳高校から妻木晩田遺跡まで往復６分です。現在

のダイヤでは３本の発着がありますが、ＪＲの淀江駅を経由していない便もあります。Ｊ

Ｒの車内にＰＲのためにポスターを貼っていただくなりのタイアップしていただくようお

願いいたします。 

 

（会長） 

どんぐりコロコロのダイヤ改正案が出てくるところで、また仰っていただければと思い

ます。今、計算しましたが、だんだんバスが１人当たりでみると１１３円、大体１００円

を市が補助していますが、どんぐりコロコロの１人当たりの市の補助額は１，３６１円と

なります。どんぐりコロコロには、補助金をかなり出している感じがします。もう少し効

率的で、利用者の利便性が高くなるように検証していただけたらと思います。だんだんバ

スは、利用者が１００円以上の何か買い物されたりすると、経済効果としては非常に大き

い。さらに健康増進も含めて考えると経済効果としては、だんだんバスはかなりプラスに

なっている感じがしますが、どんぐりコロコロの方はもう少し効果についての検証をして

もいいかなと思います。 

 

（委員） 



今のどんぐりコロコロや他の路線バスもですが、やはりまずは乗っていただけなければ

ならない。乗っていただくためには、積極的に情報提供をしていって、地元の皆様と一緒

になって、いかに維持できるかというところを考えていく必要があると考えています。 

 

（会長） 

ありがとうございました。そうしましたら、報告事項（２）「平成３０年度路線バスの運

行実績」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３０年度路線バスの運行実績」の説明～ 

 

（会長） 

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

いします。 

 

（委員） 

平成３０年度には、淀江線は国庫補助路線になっております。資料を見てもらえれば分

かりますが、輸送量が９人ということで、１５人に達しておりませんので、平成３０年度

をもって国庫補助路線からは外れます。小学生を輸送している大事な路線ですので、これ

をいかに守っていくのか考えていく必要があります。資料の乗車密度や輸送量というのが

大事でして、乗車密度が５人以上の路線は、もうイオン線ぐらいしかありません。大山線

が２人で、１人を切っている路線もあります。２人というのが、ひとつの目安になります。

継続するかどうかの目安です。利用者がどこからどこまで乗っているのか。市内では、徐々

に乗車があるが、ある程度、郊外に行ったところからは全然乗っていない。そういった各

便の中身を見ていきながら便のあり方を勉強していかなければならないと思います。その

ために、昨年度から運行を開始した循環線も、再編実施計画に基づいて運行していますの

で、５年間は国庫補助路線になり、バス車両の購入補助の支援も受けられるようになって

います。 

 

(会長) 

どうもありがとうございました。乗車密度の方が軒並み低下しているということで、路

線再編を考える必要があるのではないかということでした。 

 

（委員） 

循環線は、右回りと左回りがありますが、右回りは皆生から労災、イオンと行くので非

常に乗車が多いです。伯耆大山駅では乗り換えが生じます。ダイヤを工夫し、乗換では２

００円チケットを配付して運賃の値上げがあまり生じないようにしていますけれども、若

干、宣伝がまだ不十分であります。私も実際に乗ってみましたが、地元の方が不便になっ



たとか言っておられた。でも、実際には乗継のバスは待っていて、循環線が着いたらすぐ

真後ろにバスを付けてくれるわけだから、すぐに乗り継ぐことができます。こういう形で

も過疎地の移動手段を確保しているということを分かってくれたらいいなと思いました。

また、米子市にも、宣伝をしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

もう少ししたら１周年になりますね。 

 

（委員） 

徐々にですけど定着はしてきている。ただ、右回りも左回りも同じバス停を使うので、

間違える方がおられる。今年度は、ナンバリングの検討をしていて、右回りと左回りの違

いを周知していきたいと考えています。 

 

（会長） 

ありがとうございます。私も見かけたら、結構、観光客が乗っておられたりしていまし

た。 

 

（委員） 

観光客でしたが、皆生温泉から乗って米子駅に行かず、間違えて右回りに乗車をして遠

回りをされていました。 

 

（委員） 

私も乗ってみましたが運転士さんから、左回りか、右回りかの案内もなく、どうかと感

じましたので、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

その辺は非常に大事なことだと思いますので、徹底したいと思います。 

 

（会長） 

よろしくお願いいたします。それから先ほどの資料の説明の所で、最大運賃等から右側

に今回から新たな数値が記載してありますけど、もう少しこれに触れていただけませんか。 

 

（委員） 

今回、冒頭の方で申し上げましたけれども、公共交通を活かしたまちづくりをどうすれ

ばよいのかということが、今回の資料作成のベースになっています。 

これまで必ず問題になるのが、バスの赤字です。そういうマイナスのイメージが目立っ

ていました。そのため路線ごとにあと何人くらい乗ったら黒字になるのか。よく持続可能

な公共交通という言葉を使いますが、事業者に儲かっていただかないと、持続可能なもの



にならないと思っております。この表を基に、まずは地元の方にはご理解をいただかなけ

ればならない。話は違いますが、ある地区で先日スーパーが撤退したということで、大騒

ぎになりました。公共交通も地元の方が使わないと撤退してしまいます。 

 そのために持続可能な公共交通体系をしっかりと確立していく。人口減少などで、それが

確立できないという意見が出るかもしれません。その時には、デマンドタクシーなどの政

策の転換を図り、総合的に交通空白地域を消していく、交通弱者の対応というのは別な視

点でもって、総合的な交通政策を進めなければならないというような思いがあります。狙

いとしては、まずは実態を知っていただいて、本当に乗ってくださいということ。これを

見ていただければ、１便当たり１人乗っていただければ黒字にできるところもあります。

まずは、できるだけやっていくことが、本当に必要だと考えておりますで、よろしくお願

いします。 

 

（会長） 

ありがとうございました。こないだ新聞で永江地区のフレイル対策が載っていました。

例えば、公共交通を使っていただいている方は、バス停まで歩いたりして健康になってい

るとか、そういうデータが出てきたりすると、公共交通が健康寿命の延伸に一役を買って

いるということで利用促進につながるかもしれません。バスだけではなく、商業とか、健

康とか、いろいろなことと連携していくことも大事だと思いますので、交通に関する情報

データを分析していただければと思います。 

 あと、イオン線や皆生線が黒字ということは利用者が多い。そういった路線はさらに便数

を増やすとか、なんか充実していくという側面も必要じゃないかなという感じもしていま

す。お客様が多いところをさらに増やしていくとか、全体的に再編していく側面も必要だ

と思ったりしていますが、この黒字路線の混雑具合はどんな感じなんでしょうか。黒字だ

からそれで良いというわけではなく、さらに充実していく側面があっても良いと感じてい

ます。 

 

（委員） 

私は皆生線に毎朝乗っていますが、結構満員です。観光センターから乗る人だけが座れ

る状況です。 

 

（会長） 

米子市で時差出勤は難しいですか。 

 

（委員） 

バスの時間帯に合わせての時差出勤ですけども、それができるかできないかは別にして、

公共交通機関を使ってほしいと思います。事務局で良い資料を作っていただいて、黒字路

線になるための数字が出た。定期で通ってくれる人がいたら、これで採算が合うっていう

話です。そのため、市職員という話になっていくかもしれませんが、やっぱり地域から公



共交通機関を必ず維持しなければならない、そういう強いメッセージをこれから出してい

きたいと思っていますので、ぜひ皆さんのご協力をお願いします。 

 

（委員） 

私は県の公共交通活性化協議会の委員をしております。豊岡市に勉強のため県の方々と

行かせていただきました。そこの職員については、遠方通勤の職員以外はほとんどの職員

が公共交通での移動に切り替えたそうです。とにかく、市職員の方々が、率先してそうい

う所に直接的に関わるということで、非常に全国的に先進都市だということでした。 

 ぜひ、米子市も約７００人近い職員がおられると思いますから、市内の職員の皆さんには、

初めは曜日を限定してでも、公共交通機関を使うような検討をしていただきたいと思いま

す。 

 

（委員） 

いろいろ職員に話を聞いてみると保育所の送迎など、様々なケースがあるので、一概に

は言えないですけれど、これからはまちづくりの方向としては、地域公共交通を核とした

まちづくりを進めていくということを全職員に浸透させて、できる限りバス・JRを利用し

てほしいと、それで例えば、勤務時間に間に合わないという場合があったら、時間をずら

してとか、そのあたりは柔軟なことを考えてみたいと思います。強制はできないですけど

も、そのくらいの気持ちでやらないとなかなか難しいと思います。 

 

（会長） 

市でも意識付けができるような取組をお願いしたいと思います。目標人数を１本当たり

にすると、確かに達成可能な数字のように見えるところもありますので、そういったとこ

ろから取組んでみるのは良いのではないかと思います。これを委員の方の宿題にしていた

だいて、市職員だけではなくて、それぞれの立場で取組んでみていただけることがあれば、

ぜひお願いしたいと思います。私もできるだけ公共交通機関を利用したいと思います。そ

れだけ地域経済に貢献するかもしれませんので、そういうふうに動き出していきたいとは

思います。 

 そうしましたら、報告事項（３）「米子市公共交通ビジョン」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「米子市公共交通ビジョンについて」の説明～ 

 

（会長） 

ありがとうございました。公共交通ビジョンにつきましては、パブリックコメントへの

対応も含めて説明していただきましたが、委員の皆様からご意見ご質問がありましたらお

願いいたします。 



 

（委員） 

若干、確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず７ページの JR駅の１

日当たりの乗車人数の推移について、降車人数は入っていないということでしょうか。 

 

（事務局） 

乗車だけの人数です。 

 

（委員） 

それから２１ページの（２）で、都市を取り巻く現状というところでございますが、併

せてですね、将来のビジョンというか、将来的な内容を合わせて表示させていただいたら

どうかと思います。「～低下が懸念されます」ということで、過年度の表示だけではなく、

都市計画、あるいはまちづくりに繋ぐなどの関連する内容を併せて記載していただいたら

と思います。 

次に２６ページの⑤に「高齢化社会の進展」ということで記載していただいております

が、これに伴う支援策についても併せて併記していただいたらと思います。 

次に２９ページの④に「バス停留所・駅の待合環境の改善」というところで、JR境線の

河崎口駅と弓ヶ浜駅については、駐輪場が整備されておりません。これはですね、私が直

接関係していた時に、米子市に要望書を提出していますが、全く進んでおりません。河崎

口駅と弓ヶ浜駅につきましては、大体平均１８０台から２００台の自転車の駐輪がありま

す。特に雨や雪が降る時に、自転車を外に置いているとサドルの上に５センチも７センチ

も雪が積もっている。そういう状況で、ハンカチで拭いたりして乗って帰る姿を見るわけ

です。その学生が大きくなって、都会の大学を出て故郷に U ターンしようというような考

えにはならないと思います。要望書のとおり、JRへの要望をお願いしておりますので、こ

の計画の中に取り入れをし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。２番目のご意見等につきましては、何か事務局からあります

か。 

 

（事務局） 

ただいまの個別の施策に対するご意見につきましては、今後、検討はしていくことにな

ります。 

 

（会長） 

これはビジョンということで理念的なものというか、考え方が記載してありますから、

委員からのご意見には具体的な内容が含まれておりましたので、今後の政策の整理の中で

検討していただくという形になりますでしょうか。その他の委員からはございますか。 



 

（委員） 

バスとか公共交通機関になるべく乗っていただくように、女性会でも話をしたいと思い

ます。 

 

（会長） 

公共交通ビジョンに関してはいかがですか。 

 

（委員） 

普段は、マイカーに乗っていまして、どんぐりコロコロには乗ったことがありません。

バス停は、徒歩圏内ですので、今度、乗車してみたいと思います。 

 

（会長） 

また乗車の感想をお願いします。この公共交通ビジョンは皆様に乗ってみていただける

ような取組みをしたいということですので、ぜひ乗っていただいたらうれしいです。事業

所側の委員はどうですか。 

 

（委員） 

労働組合としても公共交通ビジョンを作成していただき、本当にありがたいと思ってお

ります。ただ、喫緊の課題として乗務員不足というのがあります。企業努力として、人員

の確保が求められるというのがありますが、こういう公共交通ビジョンに沿って我々とし

てもあらかじめ進めていくことが必要であろうと思います。それに併わせて利用促進も進

めていきたいと思っています。 

 

（会長） 

ありがとうございます。鳥取県西部広域の公共交通計画を作っておられる鳥取県からア

ドバイス等はありませんか。 

 

（委員） 

特段アドバイスなどはございませんが、パブリックコメントで意見をいただいた方が４

名では寂しい感じがします。内容は盛りだくさんで良いものができていますので、もう少

し意見聴取があった方がより良いものだったのかなという思いがします。あと、これから

具体的な再編なり、まちづくりを進めていくうえでの今後の進め方ですね、その辺はこれ

からなのかもしれませんけど、非常に期待をしています。 

 

（会長） 

ありがとうございました。今後は、市民の皆様と共同してやっていけるような仕方とか、

広め方が必要だと思いますので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。 



それから事業者の立場としてはいかがでしょうか。この公共交通ビジョンに対して、あ

るいは市の施策に対してでも構いません。 

 

（委員） 

自動車と違ってバスでの移動には時間がかかります。運行時間に合わせてバス停で待っ

ていただく必要がありますから。そのため、皆様に利用してくださいということは難しい。

特に忙しい方には。いろいろな課題がある中で、どうやったら乗ってもらえるのか、難し

い課題ですが、関係機関と連携して課題を解決していく必要があると感じています。 

 

（会長） 

ありがとうございます。行政、事業者、住民が一体となって実施していくというのがこ

のビジョンの考え方ですので、ぜひ連携していきたいと思います。 

 

（委員） 

 とある自治体の課長がテレビで町営バスは赤字ですと言われていた。町営バスについては

運行委託なので、赤字という意識ではない。ビジョン中にも赤字路線と記載されている。

公共交通は赤字＝廃止で良いのか。赤字というといずれは廃止につながる。そんな仕事に

一生懸命になる人はいないわけです。当社の中でも、ローカルバスは赤字部門で、高速バ

スが黒字部門です。そうすると社内ではローカル部門が小さくなっていく。そんなのは絶

対におかしいということで、赤字＝補助金というか、赤字とは呼びません。具体的には、

クロスセクター効果です。他の財政事情等を考えて、商業や教育なども含めて大きな代替

需要が生じるということがクロスセクター効果には書いてある。こういった理念を国や県

に対してしているわけで、ぜひそういったことも入れてほしいと思います。 

２点目は、資料１７ページのカバー率です。米子市民になって１０年くらいになります

が、ついこの間までは便利な所に住んでいました。バス停から歩いて５０メートルの所に

住んでいました。今は引っ越しをしてバスが１時間に２本くらい走っています。だから、

お酒を飲んだ日などは日ノ丸自動車のバスに乗っていますが、バス停から２００メートル

位です。数値上は、移動可能な環境と考えられます。しかしながら、日曜日になると運行

本数が非常に少ない。他の路線のことを言えば、下市線は１日４便です。午前中１本。あ

とは１２時まで来ない。１日４便で移動できるのかと思います。バスの運転手は、拘束時

間が長いので、利用の少ない日中の３時間位は休憩時間です。鳥取市では、米子市の２倍

位の利用がある。そのため日中の運行本数が多い。米子市は利用が少ないから、運行本数

も少ないということです。くる梨は２０分に１本です。 

３点目は、タクシーについてです。UDタクシーを記載していただいてありがとうござい

ます。しかし、UDタクシー以外の事が何も書かれていない。今後の地方の超高齢化社会を

カバーするのは、タクシーなどの公共交通が中心とならざるを得ないと考えています。我々

は、免許返納者への運賃補助等をしていますので、その辺のことも含めてもう少し記載し

ていただけたら良かったと思います。今回は、これで仕方ないと思っています。 



 

（会長） 

ありがとうございました。赤字という言葉も含めてビジョン中の表現、あるいはカバー

率や UD タクシー以外のタクシーことについて、触れていただきました。今後の施策のな

かに活かしていただくということにしたいと思います。ビジョンはいつまでに策定を予定

されていますか。 

 

（事務局） 

ビジョンについては、これまでも意見聴取をさせていただいております。今後は具体的

な施策に移っていく段階にあると思っておりますので、９月には完成させたいと思ってお

ります。委員のご指摘はごもっともだと思っておりますので、できる限り反映させるとい

うことで、ご理解をいただけたらと思っております。 

 

（会長） 

警察の立場からご意見はありませんか。 

 

（委員） 

警察としては、高齢の運転者の方に交通安全対策を行っているところです。安全に運転

できる人については、引き続き安全に運転できるように交通安全教育を推進しています。

また、病気等の方については、運転免許の自主返納を周知しているところです。米子市で

は、４月からバス定期券の販売補助をされています。そういった、免許返納された方々に

対する支援策を促進していただきたいと、関係各所でお願いしていきたいと思います。 

 

（会長） 

ありがとうございます。その他にありますか。 

 

（委員） 

このビジョンの中の３ページですね、交通のベストミックスというところを書いていた

だいています。目的に応じて使い分けていただくことを目指して今後取組んでいくことが

必要だと感じています。 

 

（会長） 

どうもありがとうございました。福祉の立場から、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

健康寿命の延伸の取組みとして、今年度から永江地区を拠点にフレイル対策事業を実施

しています。介護が必要になる前の段階から、ご自身で健康等をチェックしていただき、

それぞれに合った介護予防に取組むということです。そういった中で、課題として挙がっ



ております、高齢化社会の進展に合わせて、やはり閉じこもり予防などに取組むことで、

生活の質を低下しないようにというような取組みも課題として認識しておりますし、今、

各地で地域活動が様々盛んに展開されていまして、サロンと何か良い結びつきができない

かと考えておりますから、積極的に関係部署と連携していきたいと思っております。 

 

（会長） 

どうもありがとうございました。一通り委員の皆様からご意見を頂戴いたしました。報

告事項ですので、公共交通ビジョンは、市で９月には策定されて、今後は具体的な施策を

検討されるということですけれども、今、出ました意見は基本の進め方に関わるところで

ございますので、取り入れていただけることは反映して、今後の施策の中で実施していた

だいたらと思っておりますので、よろしくお願いします。そういたしますと、報告事項は

以上とさせていただきます。 

次に日程６の協議事項の（１）「どんぐりコロコロのダイヤ改正」について、事務局から

説明をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「どんぐりコロコロのダイヤ改正」についての説明～ 

 

（会長） 

ありがとうございました。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） 

よろしいですか。現在、妻木晩田遺跡を経由している便があります。その中で、７便が

淀江駅入口までで、淀江駅は経由しませんので、ダイヤを若干見直して、淀江駅経由に変

更していただければというお願いです。 

妻木晩田遺跡は、去年１１月から２月末までの間に、約１万人の来場者がございました。

１日大型バスで５，６台は来場されます。年間で３万５千人から４万人の来場者がありま

すのが、その中でどれだけの方がどんぐりコロコロを使っているのか。先ほどの話にもあ

りましたが、本年度から永江地区を指定して、フレイル事業のテストモデル地区というこ

ともされておられる。妻木晩田遺跡は、５年くらい前に施設を数十億円かけて復元しまし

た。県立妻木晩田史跡公園ということで鳥取県条例にも定められている。この遺跡公園の

中には、坂道もありますし、芝生の広場もございます。歩行、あるいは貸し出しの自転車

を準備したりしておりますので、ＪＲとタイアップして、ＰＲや啓発ができるような体制

をまず作っていただかないといけないと感じていますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

ありがとうございました。委員から提案のありましたどんぐりコロコロの７便につきま



して、事務局から意見をお願いします。 

 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。７便を米子駅経由にする案をいただきまして、もう一度

ダイヤを組み直してみます。実際には、イオンでの路線バスとの接続のこともありますの

で、その辺も考慮して事務局で検討させていただきたいと思います。 

 

（委員） 

ありがとうございます。 

 

（会長） 

もし、実現した暁には、ぜひしっかりとＰＲをしていただいて、利用実績にも繋げてい

ただきたいと思いますが、まずはできるかどうかを事務局でご検討いただくということで

あります。その他の委員の皆様はいかがでしょうか。どんぐりコロコロのダイヤの改正に

つきましては、特にご異議無しということで、進めさせていただきます。 

次に協議事項の（２）「だんだんバスの定期券」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「だんだんバスの定期券」についての説明～ 

 

（会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問がありましたらお願

いします。 

 

（委員） 

定期券の期限の延長は大変いいことだと思います。しかし、通常は１か月、３か月、６

か月という定期をＪＲやその他の事業者もされていると思いますが、期間が長くなればな

るほど、若干の割引がされておるのが実態でございます。例えば、大人用の１か月定期は

４，５００円ですが若干値上げして、３か月定期を１３，５００円は２００円ほど値引き

する形をとってもらえたらいいのではないかと提案したいと思います。 

 

（会長） 

３か月定期券は、もう少し値引きがあってもいいのではないかというご意見ですけれど

も、事務局はいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

この１か月定期券の価格については、一般に鉄道事業者やバス事業者が販売されている



定期券よりもさらに割り引いて販売している価格になっておりますので、今回は据え置き

で様子を見させていただきたいと考えております。 

 

（会長） 

元々が安いということと、今回は毎月買わなければならないという不便性を解消すると

いうことがございますので、これで様子を見たいということです。毎年、販売実績が増え

ているということですので、だんだんバスの利用にもつながっていると思います。それで

はこれで承認させていただくということで、よろしいでしょうか。 

その他、委員の皆様から何かございますか。 

 

（委員） 

どんぐりコロコロのバス停留所の名称で「妻木晩田遺跡前」と資料に記載してあります

が、現地の停留所では「妻木晩田遺跡」と表示されていますので確認をお願いします。 

 

（事務局） 

確認させていただきます。 

 

（会長） 

バス停名についてはご確認いただければと思います。その他いかがでしょうか。事務局

からは何かございますか。 

 

（事務局） 

事務局からはございません。 

 

（会長） 

次の会議はいつごろの予定になりますでしょうか。 

 

（事務局） 

例年ですと２月頃に開催させていただいていますが、今年度からフィーダー認定路線の

評価という作業がございます。その提出期限が 1 月となっておりますので、１月には開催

したいと考えております。 

 

（会長） 

それでは、また近づきましたらご案内いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。そういたしますと、今日の会議は以上ということで終了させていただきたいと思い

ますが、私も含めましてぜひ委員の皆様も公共交通を使ってみていただいて、次回はこん

なことがあったというようなことを言っていただいたらと思います。ぜひ、皆様も公共交

通に乗ってまちを盛り上げていっ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。今日は長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

 


