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令和３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 令和３年１０月１９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：加藤委員、竹本委員、奥田委員、濵邊委員、建部委員、野川委員、久保委員 

西川委員、野坂委員、澤委員、遠藤委員、舩越委員（塚田委員代理：足立氏） 

事務局：石上交通政策課長、山根担当課長補佐、山内主任 

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)令和３年度米子市新規事業（交通政策課関係）について 

６ 協議事項 

 (１) 米子市循環バス「だんだんバス」別ルートの実証運行について 

(２) Y-MaaS 事業について 

 ７ その他 

 ８ 閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

 日程の５、報告事項（１）「令和３年度米子市新規事業（交通政策課関係）」について、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「令和３年度米子市新規事業（交通政策課関係）」の説明～ 

 

（会長） 

 ありがとうございました。皆さんから質問とかご意見とかありましたら、何でも結構ですの

で言っていただけたらと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 タクシーの米子市内の状況は、どの会社も昨年からコロナが続いているため、大幅に経営状

況が悪化しています。今年度になってからも、コロナ前の収入と比較して５０％台から６０％

程度、ずっと赤字が続いている状態の中で、一番の問題は、運転手が辞めていくことです。昨

年１年間に全県で１２４人が辞めており、運転手全体の１５％です。そのうち約７０％が西部

地域、主に米子です。鳥取市は、ほとんど退職者がおりませんが、今年度になってからも米子

市内は退職が止まりません。そのため、米子駅前に停まっているタクシーが少なくなったり、
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皆さんからタクシー会社に配車の電話をしても時間がかかるような厳しい状態になっていま

す。この運転手不足の問題というのは、コロナ禍から回復しても提供できないということが危

惧されております。今後とも皆さんのご協力、タクシー利用ということをお願いし、それから

米子市にもいろんなことをお願いしながら、今年度もなんとかタクシー会社が倒産することな

く続けたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。全県的な厳しい状況の中でも特に西部地区でドライバーの退職が続

いていて非常に厳しい状況になっているというご説明がありました。 

 

（委員） 

 特に米子市でタクシー運転手の退職者が多いのは、給与体系を歩合制にして、売上に準じて

増えたり減ったりしている会社があって、そういう会社は売上が半分になれば給料も半分とい

うことですので、運転手が退職しています。東部は、固定給を中心にしている会社もあります

が、西部は、給与体系は歩合制が大半です。 

 

（会長） 

 タクシー業界としては、なんとか倒産はせずに維持しておられるんですね。 

 

（委員） 

 島根県は倒産した会社がありますが、ありがたいことに鳥取県は１社もないです。県の支援

もいただいていますし。でも運転手の数が減っているというのは、今後のことを考えると、厳

しい状況です。採用は各社がしていますが、全く運転手が入ってきません。 

 

（会長） 

 このまま続くと車両の減車も。 

 

（委員） 

 減車も既にしているところがあります。夜の仕事も少ないので、需要と供給のバランスの意

味でも夜の仕事が回復して増えてきた時には、タクシーが配車できないという問題等も出てく

ると思います。観光が復活した時に、観光用のタクシーがないという状況にもなりかねません。 

 

（会長） 

 なんとか今は広域的な支援策で維持したり、会社の努力で維持されているということですけ

れども、ここにあるコロナ禍子育て応援タクシー事業ですとか、ワクチン接種移動困難者支援

事業とか、こういったものも必要な方とか、あるいは知らない方にきちんと届くように広報で

ケアしていただけたらと思います。他にはよかったですか。 
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（委員） 

 ４番ですけど、「市がタクシーを配車して、自宅から接種会場まで」とありますが、私は義

方校区に住んでおりまして、先行予約できた高齢者は接種できました。でも、いざ行くとなっ

たら、いくら義方校区でもふれあいの里まで歩いて行くのは難しく、行きは知人と相乗りして

タクシーで接種会場まで行き、帰りは、歩いて帰りました。この事業は、もっと早く思いつか

なかったんですかね。今もまだしていますか。「市でタクシーを配車して」ということは、市

に予約をするということでしょうか。 

 

（事務局） 

 民生委員や包括支援センターに相談があった高齢者等を対象に、市が予約からタクシーの配

車まで代行しております。対象の方は、精神的・身体的に困難な事情がある方ですとか、また

住んでおられる地域にバス停や鉄道の駅がないという方に限ってご支援をさせていただいて

おります。 

 

（委員） 

 民生委員ですか。民生委員からそういう話も全然なかったですし、まちなかに住んでいます

が、バスの便利は本当に悪いです。私も帰ってから、こういう話を聞いていたか民生委員に聞

いてみます。 

 

（会長） 

 ７月１５日からスタートして、今はもう３か月ぐらいですか。利用実績はどれくらいですか。 

 

（事務局） 

 １件です。 

 

（会長） 

 高齢者の方は一通り終わっているので少ないのだと思いますが、１件だけだと寂しいですね。

まず周知とか、制度が市民によく理解されていないこともありますし、実際の運用状況もタク

シーの支援になるようなものに改善できるのであれば、３回目の接種に向けてこの事業があっ

てよかったなと言われるものになるのかなと思います。皆さんによく理解していただいて、よ

く使っていただくものにしていただくよう要望します。 

 

（委員） 

 せっかく予算組みをしていて、執行されないと意味がないと思いますので、積極的に広報し

てもらい、自治会の組織等、利用できるものは利用していただくことが重要になると思います。 

 のりものガイドについて、飛行機と鉄道は、今年に関しては１０月に改正がありましたよね。

ダイヤ改正は、どういう対応をしていますか。改正前の時刻を記載したままだと、時間に遅れ

たということが起こるのではないかと。そのあたり関係機関と連携を取って、もう少し上手に

やっていただければと思いました。 
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（事務局） 

のりものガイドは、年当初の発行で、１年間使う前提で発行部数や経費等を積算しています。

鉄道に関しては、１０月の改正について少し伺っていましたが、３月時点でのダイヤで発行し

て、「ダイヤ改正の可能性がありますので、最新の状況はホームページなどでご確認ください。」

というのを全ページに入れています。これぐらいが限度でして、さすがに年２回発行するとい

うのは経費的に膨れ上がりますので、来年も年１回の発行で、同じような手法です。来年から

はＪＲの時刻表はなくなる予定です。 

 

（委員） 

 飛行機も結構変わるので、そのあたりも検討されたほうがいいんじゃないですか。 

 

（事務局） 

 飛行機もほぼ毎月とか２、３か月に１回変わりますので、ページには最新の状態はご確認く

ださいという形で書いています。 

 

（会長） 

 注意書きで対応せざるをえないということで、そういった対応はしておられるということで

す。載せるのはいいですよね。 

 ちなみに６８００部発行されていて、現在、どれくらい配布していますか。 

 

（事務局） 

 在庫はもう少ないです。 

 

（会長） 

 利用者にのりものガイドが行き届いているか、好評かどうか等、どのように把握しておられ

ますか。 

 

（事務局） 

 公民館等から、在庫がなくなると連絡があり、利用者からも要望などをいただいています。 

 

（会長） 

 そうですか。これは広告料をもらって、その広告会社が発行しているということで、あまり

市の持ち出しはないんですよね。 

 

（事務局） 

 市は費用を出しておりません。広告代でまかなっておりまして、今年はコロナの関係で広告

の集まりが悪かったので、来年もこの部数発行できるかどうか業者と打ち合わせてみないと分

かりませんが、同じ部数ぐらい発行したいと思っております。 
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（会長） 

ちなみにタクシー会社のリストはのりものガイドに掲載していますか。 

 

（事務局） 

 タクシーはページ数の兼合いで掲載しておりませんでしたので、来年は入れます。 

 

（会長） 

 タクシーを入れていただいて、ＵＤタクシーの写真等を載せていただくといいかもしれませ

んね。 

 子育て応援タクシー支援事業は、妊産婦さんが対象ということですけれども、周知はどうい

った形でされていますか。母子手帳をもらいに来られた時に渡しておられますか。 

 

（事務局） 

 そのとおりです。 

 

（会長） 

 こちらの実績はどれぐらいですか。 

 

（事務局） 

 ９月末までの時点で１，２５０人に配付し、使用実績は７１１枚です。 

 これから寒くなったり天候が悪くなったりしますので、さらに使用していただけると思いま

す。 

 

（会長） 

 なるほど、分りました。子育てに優しい米子市ということにもつながりますし、タクシーも

追い風になりますし、こちらも積極的に活用していただきたいと思います。 

 

（委員） 

 ノーマイカー推進事業について、皆さんにチラシを配って勧誘されたらいいのかなと思いま

す。タクシーやバスなど、皆さんに利用いただくことが利便性を維持したり確保していくこと

になると思います。このノーマイカー推進事業は、金曜日にカードを提示すると飲食店等での

特典を受けられる内容になっていますので、ぜひ委員の皆さんも、そういったものも活用しな

がら公共交通を利用していただければと思います。 

 

（会長） 

新聞の折り込みチラシで広報されていますが、新聞を取っておられない方にも何らかの形で

届くといいですね。これの事業は、参加するためにはどのようにしたらいいのでしょうか。 
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（事務局） 

 ノーマイカー運動に協力いただける方は、お勤め先に言っていただいて、お勤め先からまと

めて米子市に申し込みいただくと、米子市からノーマイカーカードをお勤め先に送りますので、

それを利用者に配っていただくという流れになります。ぜひご活用いただきますようお願いし

ます。 

 

（会長） 

 ちなみに、これは勤めていない人は対象にならないということでしょうか。 

 

（事務局） 

 申し訳ございません。通勤の方に限っております。 

 

（会長） 

 好評だったら、もう少し対象を拡大してもいいかなと思います。県東部も勤務先だけですか。 

 

（委員） 

 県東部も、取りまとめを事業所に依頼されていたかと思います。 

 

（会長） 

 例えば自治会とかグループとか、もう少し身近なコミュニティでもできると思います。ゆく

ゆくはそんな感じに拡大してもらってもいいのかなと思います。趣旨としては公共交通を使っ

て街に出ていただいて、飲食等していただく。様子を見て、もし拡大できるようなら考えてい

ただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 この事業は、バス会社に協力いただき、普段バスに乗られていない方の運賃を半額にしてい

ただいています。来年度の事業については、バス会社と相談させていただいて、拡大できるよ

うであれば拡大したいと思います。 

 

（会長） 

 分かりました。もしできたら、コミュニティとか通勤者でない人も、バスを使っていない人

が使うような方向でと思いますが、今年度はこのような形で１１月からスタートということで

すね。 

 バス停留所の名称の変更について、変更後の名称は、検討中ですか。 

 

（事務局） 

 そうです。 
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（会長） 

 では、６番の協議事項ということで、ここからは皆さんに承認をいただく事項となります。

「米子市循環バス『だんだんバス』別ルートの実証運行について」、事務局から説明をお願い

します。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「米子市循環バス『だんだんバス』別ルートの実証運行について」の説明～ 

 

（会長） 

 ありがとうございました。だんだんバスで新しいルートを検討するのは初めてでしょうか。

今までも利用者から逆回り等の要望を伺っていたり、この会議でも出ていました。 

 事務局で、作られた原案ですので、皆様から気が付いたところ等を言っていただけたら助か

ります。 

 

（委員） 

 現行コースはそのままにして、コース１と２を追加するということですか。 

 

（事務局） 

そうです。 

 

（委員） 

 だんだんバスの逆ルートを運行して欲しいとか、バスの便利が悪いところを新たに運行して

欲しいということは、過去の会議やアンケート調査でも意見があって、今回の実証実験につな

がったというような経過も理解していますが、新ルートは、市街地の中でも利用者にとって利

便のいいところがさらに便利になるという、あまり利便の悪いところをカバーするルートでは

ないような感じを受けます。やってみないと分かりませんが、実証実験が終わって、皆さんで

討論してから本運行に移る際には、しっかり検証していただきたい。弊社としましては、バス

が増えて便利になるのはいいですが、路線バスに乗っておられる方が、安い運賃のだんだんバ

スに流れるだけだったら、将来性を見据えた時に、あまり良くないんじゃないかなと。既存の

路線バスよりも安い運賃で運行するというのは、どうしてもそういう懸念があります。それか

ら医大から米子駅までは、既存の路線バスが運行しているところにさらに安い運賃で運行され

るとなると、どうしても今の補助金がカットされてさらにという厳しい状況が目に見えるよう

ですので、補助金をいただいて運行している路線の補填なども考えていただきたいので、問題

提起させていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 もちろん懸念は分かりますし、米子市としても路線バスから利用者がコミュニティバスに流

れるだけでは全く意味がありませんので、全体的にバスの利用者が増えるような実験結果にな

らない時は、やめますし、そのような結果にならないように実施したいと思っています。 
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（会長） 

 するからには利便性を上げて新規の利用者を増やして、全体として高めることをまずは目指

していくということで、そうならない場合には、これは実証運行だから本格運行には移行しな

い、あるいはそういった懸念を拭う形で、また考えていくということです。 

 だんだんバスは郊外から来る路線バスとの乗り継ぎで利用される方も多いので、便利になれ

ば郊外との路線バスの利用増にもつながる可能性がある点も働きかけていただきたいと思い

ます。その他どうでしょうか。 

 

（委員） 

 私はこの最終的なコースは初めて拝見したのですが、国庫補助路線に影響が出そうなのは、

どの区間ですか。 

 

（委員） 

 同じようなルートを走るという意味では、米子駅、道笑町２丁目、西部総合事務所前。これ

がコース２のほうですと、大学病院から米子駅を直には走りませんが、多少ルートは違っても

バス停がほぼ同じです。 

 

（委員） 

 バス停は全く一緒ではないけれど、ほぼ近いのですか。 

 

（委員） 

 近いというか、大学病院から米子駅までの直通の路線バスがあり、だんだんバスとは多少違

う道を走ります。 

 

（委員） 

 そうすると道笑町２丁目と西部総合事務所、そのバス停だけですね。 

 

（事務局） 

 そうですね。路線バスは糀町から高島屋のほうに曲がるんですけど、実証運行コースはふれ

あいの里のほうに向かいます。 

 

（委員） 

 実証実験なのでデータを取られるかと思いますが、そういった従来の路線バスからどれくら

い利用者が流れているかというような、数値的なデータっていうのはどういうふうに取られる

のか、また、大幅に減収になった場合には、どうするか。見極めと言いますか、どういう手法

でやられるか教えてください。 

 

（事務局） 

 現在のところ、アンケートぐらいしか取りようがないのですが、従前のどういった行動から
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だんだんバスのコースの利用に変わったかということ、もしくは全くの新規かというようなと

ころは、アンケートで把握していきたいと思います。言い訳にはなりますが、市内にバスが通

れるような広い道が少なく、新しいルートを考えると既に路線バスが走っているところが大半

であるという中でひねり出したルートです。実証実験でしっかりと実証して検討したいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 例えば日ノ丸の既存路線の利用者が、年間何回ぐらい乗る人かということはあるかと思いま

すが、このだんだんバスの実証期間中にこれぐらいの影響を受けたというふうなカウント等を

取ることは可能ですか。 

 

（委員） 

 きちんとした定量的なデータは難しいですが、乗務員に聞き取りをする形になります。それ

から新型コロナの影響で、国庫補助路線なども令和５年までは特例で今の補助額なので、実質、

補助金等の関係が出てくるのは令和６年からで、もし本運行があった場合には、このたった４

か月で見極めるのは、難しいなという印象です。 

 

（会長） 

 乗務員から普段の利用者が、だんだんバスのコース１のほうに乗っているとか、いつも乗っ

てくれる人がいなくなったとか、そんな感じで把握していただいて、また会議で言っていただ

くという感じですね。案外変わっていないということもありそうですね。乗務員への聞き取り

だけでなく、競合路線はこうだったとか教えていただきたいと思います。 

 

（委員） 

 鳥取市には、くる梨というコミュニティバスがありまして、ずっと１００円で運行していま

す。だんだんバスの新コースは１時間に１本ですけど、鳥取市のバスは２０分に１本です。緑

コースを平成２５年に作る時に同じ議論がすごくあって、日交と日ノ丸の路線バスも走ってい

るコースでした。思い切って、ある程度廃止しながら減らして、緑コースの実証実験をしまし

たが、あまり路線バスの利用者は減りませんでした。結果としては、緑コースをやることによ

って街に出る人が増えたというのが鳥取市の状況でして、緑コースは完全に定着しました。さ

っき事務局が言ったように、米子市は広い道が少なく、実証運行コースと路線バスが重複して

いるところがあるので、お気持ちはよく分かりますが、やってみないと分からないです。 

 

（会長） 

 鳥取市の緑コースを作る時に、既存の路線バスと同じコースでも利用者は増えたと。 

 

（委員） 

 利用者にとっては分かりやすいほうがいい。時刻表がなくても、バス停で待っていれば２０

分ごとに来ますから。 
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（会長） 

 当時、バス会社は、廃止する決断をするというのは重い決断をされたということなんですか。 

 

（委員） 

 ある程度はですね。結局は補助金には影響しませんでした。例えば、県庁から鳥取駅に出る

のに６路線ほど運行しています。それでも１００円のくる梨を待っている人もいますし、１６

０円でもいいと思って路線バスを利用する人もいます。１６０円のバスだと、全部のバスがそ

こを通るので頻繁にバスが来ます。１００円のくる梨の場合は、観光スポットを通りますから

路線バスより少々遠回りになります。タクシー協会の立場から言いますと、利便性が高くなる

と、人の移動回数が増えます。 

 

（委員） 

 郊外からの方の利用も促進されるということでしたが、路線バスとの乗り継ぎを考慮して、

このダイヤを作られたんですか。そういうことも考えていただかないと、乗り継ぎは、待ち時

間が発生するので、高齢者にはすごく負担になります。このような実証実験をされるのであれ

ば、乗り継ぎも上手くいけるようなダイヤを作っていただきたい。 

 

（事務局） 

 路線バスのアンケートは何回かしていますが、鉄道やバスで郊外から来られた方の大半が米

子駅で乗り継いでいます。ほとんどのバスが通る高島屋前、公会堂前のあたりを乗り継ぎにで

きないかということで、このようなルートを考えました。ダイヤについては、一定時間で同じ

周期で回っておりますので、個別に乗り継ぎを考慮したわけではありませんが、１時間に１本

の頻度で同じルートを走っておりますので、高島屋前ですと降りてもそれなりに時間を潰せる

のではないかという感じで、乗り継ぎに使っていただけたらと考えております。 

 

（会長） 

 いろんな路線が入っていますので、なかなかそれについて応えることは難しいかと思うので、

１時間に１本の頻度で、利用者の方がそれに合わせていただくという形になるとは思いますが、

１時間に１本、同じ時間に発着するようにはなります。あとはぜひ、高島屋前で乗り継ぎする

と便利なんですよということを広報されるといいのかなと思います。 

 

（事務局） 

 高島屋の中にもバスネットのモニターがありまして、次にバスがいつ来るのかわかるように

なっていますので、乗り継ぎにはちょうどいいバス停ではないかと思っています。 

 

（会長） 

 確かに分かりやすいのは米子駅まで行って、そこで乗り換えるのがいいんですけど、ロスが

ありますから、高島屋前で降りて、そこからだんだんバスのコース１、コース２を利用すると、

もっと早く目的地に行ったり帰ったりできるというような利用例をいくつか出してもらって、
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例えば境港方面から来たらここで乗り継いでこういうところに行けますとか、南部町方面から

来たらこうやって乗り継いでこんなところに行けますとか、いくつかパターンを示していただ

くといいかと思います。特にバスに馴染みがない方にも利用しやすくするために、利用例のよ

うなガイドがあるといいかなと思います。ご検討いただければと思います。 

 その他いかがでしょうか。 

 

（委員） 

新たにバスの停留所を新設するということで、道路占用許可が必要となります。 

 それから会議の承認が降りますと、通常３か月かかる国の処理期間が１か月に短縮されます

が、審査項目自体が変わるものではなくて、例えば道路管理者の意見照会等、そういった手続

きをする必要があるので、１２月１日に開始するためには、１０月中には申請をいただけるよ

うに努めていただきたいです。 

 

（会長） 

 よろしくお願いします。 

 あと私から、これコース１、コース２となっているんですが、何か愛称みたいなものがある

といいかなと思います。コース１とコース２は、従来のコースと重複している場所もあるので、

紛らわしくなる可能性もあるかもしれないですけど、従来のコースも含めて何かいいアイデア

がありましたらお寄せいただけたらと思います。バスはここにイメージの写真が載っています

けども、既存の日交や日ノ丸のバスにマークを書いて、それを使うという形ですか。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（会長） 

 実証実験ということで、目立つ色にしていただけるといいなと思います。 

 それでは皆様、よろしければこの協議事項（１）の「米子市循環バス『だんだんバス』別ル

ートの実証運行について」、承認してもよろしいでしょうか。 

 

-委員たちから賛成の意思表示- 

 

（会長） 

 それではご異議なしということで、承認されたということで進めていただければと思います。

また何かありましたら、事務局にご連絡いただけたらと思います。 

 

（会長） 

 次に協議事項の（２）「Y-MaaS 事業について」ということで、事務局のほうからご説明をお

願いします。 
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（事務局） 

～資料に沿って「Y-MaaS 事業について」の説明～ 

 

（会長） 

 スマートフォンを持っていないといけないんですね。専用のアプリをダウンロードして、そ

こから Y-MaaS の乗り放題のチケットを購入する。だから、その時にクレジットか何かの決済

があるんですね。バスに乗って、車内のＱＲコードをカチッと読み取って、画面を運転手さん

に見せて降りるという手順。そうすると「米子市内１日乗り放題」が６００円、「広域１日乗

り放題」が１，０００円で乗り降りできる。次の１１ページに、対象になる路線と停留所が書

かれています。だんだんバスみたいに期間を区切っての実証実験で、これも好評だったら本格

的にやろうということですか。ご質問とかご意見とか言ってもらえればと思います。 

 

（委員） 

 売上の管理はどこがするのか、それから収入の配分をどうするのか。配分の方法によっては、

独占禁止法で問題になるんじゃないかと思います。公正取引委員会には確認していますか。 

 

（事務局） 

 現在のところ、参加の４団体で実行委員会等を作りまして、そこで料金の精算等をします。

ＱＲコードを読むことで、どのバス会社のバスに乗ったか分かりますので、その回数にバス会

社ごとの運輸をされた割合で収入を判別して、１か月ごとに分配するという予定にしています。

だんだんバスだと運賃は１５０円均一ですし、イエローバスだと２００円均一、バス会社は１

７０円から８００円で、その運賃の比率で配分したいと考えています。 

 

（委員） 

 売上の管理は米子市がされるんですか。 

 

（事務局） 

 事務局は米子市で、４社でがいな祭りのような実行委員会等を作りまして、そこの口座で管

理しようかと考えております。 

 

（委員） 

 配分方法については、公正取引委員会に照会することになっているので、念のため確認して

いただきたいです。 

 

（会長） 

 １社だけでしたら問題にならないんですか。 

 

（委員） 

 論理的に、実績に応じて配分されるというような説明ができれば大丈夫だと思います。 
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（会長） 

 市内６００円とか広域１，０００円という値段には何か根拠がありますか。 

 

（事務局） 

 根拠はありませんが、路線バスの新規利用者を増やすために、既存の利用者が安くなるだけ

ですとバス会社の収入が減るだけなので、そうならないように、広域の１，０００円というの

は、広域で一番利用が多いと思われる米子駅－イオン間、これを往復しますと８２０円になり、

それよりは高い値段にしています。米子市内は若干割引していますが、一番多い米子駅－皆生

温泉間の往復６００円と同額にして、なるべく路線バスに影響の出ないような金額を設定して

おります。 

 

（会長） 

 分かりました。考え方はさっきのだんだんバスの新コースと同じで、いろんな人がただ安い

ほうに移行するだけではだめなので、その人は現在のまま乗ってもらって、新規の利用者に魅

力的で増えるような価格設定になっているということですね。 

 

（事務局） 

 時間制限も同じ考え方で、通勤通学のお客さんに使われますと、バス会社の収入減になるの

で、通勤通学に使われない１０時以降という時間です。１０時以降ですと、バスも空いている

時間帯ですので、その時間に使っていただけるように設定しております。 

 

（会長） 

 島根県の浜田市も石見交通のバスで乗り放題のチケットか何かを発売するということで、市

内にある大学の学生さんが、観光ガイドのような利用例を載せている新聞記事を思い出しまし

た。何か目的地をセットして、例えば朝日町とかそういう飲食店に行ってこれを見せれば何か

特典があって、じゃあバスに乗ってお酒を飲みに行こうとか、地ビールフェスタ行こうとか、

何かそういうセットでやっていただくといいと思います。あるいは市役所とか図書館とか美術

館とか、そういった公共施設や芸術文化イベントとかとセットになったりするのもいいかと思

います。要は、「公共交通の値段を下げました、利用してください」だけだと需要喚起になら

ないかなと。それこそ安くなっただけで、既存の人が移るだけになるかもしれないので、目的

地等、何かセットで考えていただけたらいいかなと思います。 

 それから、これも皆様の承認をいただくことになっておりますので、これにご異議ございま

せんでしょうか。 

 

-賛成の意思表示- 

 

（会長） 

 それでは、こちらも実績をこの会議でまた報告していただいて、もっと発展させていただく

とか、そういう感じでやっていただけたらと思います。 
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（会長） 

 そうしますと、日程７のその他です。 

 

（委員） 

 バスの運行については、この７ページに書いてある大型のバスを使用されるということでよ

ろしいでしょうか。 

（委員） 

 中型のバスです。 

 

（委員） 

 結局、新しい路線については寺町を走るということで、少し道路幅が狭いので、運行前に各

自治会でバスの運行が始まるということを周知していただき、事故がないようにくれぐれもお

願いしたいです。特に急にバスが走って来るということになれば、高齢者もびっくりしたりと、

また子どもの飛び出し事故等が予想されますので、そういうことがないように、対策をよろし

くお願いします。 

 

（会長） 

 事務局からその他で何かありますでしょうか。 

 

（事務局） 

来年度、交通政策課では公共交通計画を策定する予定にしておりまして、本会議で計画を協

議して策定したいと思っています。例年は会議を２回程度開催していますが、公共交通計画の

策定にあたり、会議開催回数が増える予定になりますので、委員の皆様にはご多忙だとは存じ

ますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

  そうしますと、長時間に渡りましていろいろとご意見いただきましてありがとうございまし

た。米子市としては、だんだんバスの新しいコースの実証運行や Y-MaaS の実証事業が始まっ

たりとか、それから今年度、タクシー事業の支援を含めていろいろな利用促進の事業が始まっ

ているということで、情報共有ができたかなと思います。せっかくの制度ですから利活用して

いただくようにＰＲもということでしたので、ご協力をお願いしまして、今日の会議は閉じさ

せていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 


