
 令和４年度第３回出雲市地域公共交通活性化協議会議事録 

 

と き  2022年 9月 22日（木） 

ところ  出雲市役所 大会議室 

出席者  17名 

１．開会 

 

２．あいさつ  

  【会 長】 皆様、改めましておはようございます。 

皆様には、仕事等お忙しい中お集まりをいただきまして大変ありがとうご

ざいました。 

また平素はそれぞれの立場で、交通行政に対しましてご支援、ご協力をい

ただいておりますこと、改めて御礼を申し上げます。 

さて、このコロナでございますが、県の様々な制限が少しづつ緩和されて

きております。先般、大社の方に行ってきましたけれども、観光客も少しず

つ戻ってきたと思っております。 

一方で、ロシアウクライナの関係もあって、燃料価格の高騰等、交通事業

者の皆様にも大変なご負担、ご苦労をおかけしていると思っております。 

とは言うものの、これから秋の行楽シーズンに向けて、経済を活性化して

いかなければならないと思っておりまして、皆様にも、それぞれにご協力い

ただきたいと思っております。行政としてもしっかり、支えていかなければ

いけないと思っているところでございます。 

さて、本日の協議会は、計画の素案が、だんだん形になって参りました。

見ていただきますと、具体的な施策の方向性を今回お示しする段階になって

きております。いよいよ大詰めに近づいていると思っております。 

本年度はあと半年でございますがこの半年の間に、成案に持っていきたい

と思っております。 

本日は皆様方の忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 それでは早速議事に入りますが、最初に、資料の確認をさせていただきた

いと思います。 

～資料の確認～ 

それでは、次第に従いまして、協議事項に入りたいと思います。 

議長は会長が務めるということになっておりますので、会長の方でお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

３．協議事項 

【会 長】 それでは次第に従いまして議事を進行して参ります。 

予定の時間は２時間ぐらいと思っておりますが、いよいよ本日は、具体的

な施策の方向性について、いろいろなご意見を頂戴したいと思っております



ので、よろしくお願いいたします。 

それでは早速、協議事項、出雲市地域公共交通計画素案について、事務局

の方から説明をお願いしたいと思いますが、２８ページまでは、前回説明を

させていただきました。 

前回の協議会でいただいたご意見を踏まえた形で修正をしております。ま

ずはその２８ページまでのところ、修正を加えたもので、今一度説明をさせ

ていただきまして、皆様から、ご意見をいただきたいと思います。 

それでは事務局よろしくお願いいたします。 

【事務局】 ～出雲市地域公共交通計画（素案）について説明（Ｐ１～２８）～ 

【会 長】 前回の協議会でいただいたご意見を踏まえた形で、また新たに付け加えた

ものもあります。その部分は赤字で示してあります。 

具体的な施策の方向性は後ほど説明させていただきます。 

前回の協議会の中で、アクションプランを来年度１年間かけて作ると申し

上げておりましたが、１年間ではかなり厳しいということがわかりました。 

よって、それぞれの施策に対しての具体的な事業をどう展開していくかと

いうのは、その施策ごとに、アクションプランを年次的に作っていきたいと

考えております。 

【委 員】 １８ページの、タクシーのところで「江南駅を拠点として地域内に車両が

配置されている」とはどういうことか。 

【事務局】 江南駅には谷本ハイヤーの車両が待機するようになっていますが、予約が

入った場合など必ずしも江南駅に常駐しているわけではないが、１台は配置

しているということです。 

【委 員】 ９ページに「平成の大遷宮の影響で増加し」とあるが、確かに観光は大社、 

銀山、松江城がありますが、最大の効果は、高速道路だと思っている。 

無料の高速道路が、山陽から松江尾道線が開通したため、広島、四国、山

陽全般から、朝から多くの観光客がくる。それが、夕方どっと帰っていく。

そういったことも書いて欲しい。これはとても大きな効果だ。これから、無

料の高速道路が出雲インターから西へ開通する。これがあるから、これから

の観光振興は大社も銀山も松江城も鳥取も生きると思う。このことを書いて

ほしい。要望です。 

【事務局】 増加の要因を、事務局も完全に深掘りしていません。ただ単に、遷宮だか

らという、記載をしています。関係機関でデータ等を分析した結果等もある

と思いますので、それを踏まえて、追加すべきを追加させていただきたいと

思います。 

【委 員】 確認させていただきたい。２７ページの将来の公共交通ネットワークは、

４の問題点から、５の基本理念、将来の目指す姿、これを結局、図としてあ

らわした場合、こういうふうになりますという解釈でよろしいですよね。 

【事務局】  将来の公共交通ネットワークというのは、黒い線は鉄道で、これを鉄道幹

線と位置付けて、これはもちろん残します。 

それから赤い線はバスですが、これも地域と地域を結ぶ幹線ということで



残していきますということで、今後、出雲市の公共交通をどのようにしてい

くか、その問題点や理念を踏まえて、図に表したものということです。 

【会 長】 課題を解決するために様々な施策を、２９ページ以降のところで説明をさ

せていただきますが、この施策をするための交通ネットワークはこうだとい

うところの、前提条件をここに書かせてもらっています。 

【委 員】   最初の、５行目のところ、「多様なモード」とあるが、高齢者の皆さんにも

見ていただくという意味合いから、モードでなく日本語で表現された方がい

いと思う。 

それから次の段落のところで、「また昨今の公共交通を取り巻く環境につい

ては」、以下のところですが、「平成２９年運転手不足により、民間事業者の

路線廃止及び減便が行われたことに加え」、云々となり、最終的には、「交通

事業者の経営はますます厳しい状況となっています。」で終っております。 

なんとなくわかりますが、要は、路線廃止及び減便が行われたことが、経

営が厳しい状況になっているというところに繋がるのか。或いは、減便が行

われて、厳しい状況になっているということか。 

それから、同時にコロナウイルス感染症拡大に伴う云々で、経営が厳しい

状況となっていますということになるのか、そこら辺を少し整理された方が

いいと思いました。 

それから２５ページに「関係者の協同によって」と書いてありますけれど

も、２５ページの方に記載はありますが、ここでいう関係者が、どういう観

点で言われているのか、わからないと思いました。 

【事務局】  再度、文章を見直して、訂正すべきところは訂正したいと思います。 

【委 員】   １８ページのタクシーのところ、一畑交通平田営業所が廃止になった後、

平田駅に車両が待機しているということだと思うが、出雲一畑交通が、自主

的に配置しているのか。平田町にはアタゴタクシーもあります。そうしたと

ころと連携して数台確保しているか。そうしたところの取り決めとか、出雲

市さんからの要請的なところがあるのかどうか、教えていただきたい。事業

者が自主的か、申し合わせがあるのか。 

【事務局】 直接、市の方の関わりはないので、自主的にされていると思っております。 

【委 員】 ３ページ、「高速化やアクセス時間短縮等の利便性の向上に資するため、新

幹線開通への取組を進める」とは、もう随分昔から、そんなことを言って い

るが、なかなか難しいので岡山から車輪の幅を変えるようなものによって乗

り入れをするとか、以前寄付金を集めたりとかしたようだが、まだ一生懸命

取り組んでいるのか。同盟会か何かあるのか。 

【事務局】  新幹線については、いろんな協議会や同盟会が存在をしておりますし、高

速新幹線を諦めている状況でもございません。 

引き続き、推進なり、国への働きかけをしておりまして、先ほどの車輪を

左右にというのは、フリーゲージトレインだと思いますが、それを推進する

会議は残っておりますが、その仕組みについてはいろいろ研究した結果、割

に合わないということで、それについては、頓挫をしているようです。しか



し、新幹線については、国へ働きかけており、実現しようという足は止めて

いない状況です。 

これも山陰新幹線であったり伯備新幹線であったり、いろんな内容が議論

されておりまして出雲市の方も議会を含め、現在も推進をしている状況でご

ざいます。 

【委 員】 先ほど板垣委員の方から１ページ目の文言についてお話いただいておりま

すが、おそらくこれは、主に一畑バスだと思っております。平成２９年に路

線の廃止、減便を行った理由としては、運転手の高齢化と車両の老朽化、古

い車をずっと維持することはできない、また更新をするのにもお金がかかる、

ということと、６５歳以上の高齢運転手がたくさんいた。これは、いずれ、

辞めていく。ただ、新しい運転手は入ってこないということで、路線の廃止、

減便を、出雲市とともに協議をして行ったところでございます。 

また、そのあとの、新型コロナウイルスの感染拡大というのは、また別物

でございますので、切り離された形での文言を作っていただいた方がいいと

思っております。 

【事務局】 誤解を招く記述となっておりますので、ご指摘のように、思いが伝わるよ

うな表現に変えて修正したいと思います。 

【委 員】 ３ページの上位計画について、ここに様々な計画、出雲新話２０３０があ

ります。公共交通を維持するために、当然ながらいろいろな議論も必要です

が、根本的には、人口減を止めていかないと、これから先、公共交通に係る

いろんな施策をしたとしても、観光ばかりでは、これから先やっていけない

という思いがある。この計画の中で定住対策についても、公共交通に密接に

関わるところがあると思いますので、この中でも１０．とか１１．とかで様々

な利便性を計って、こちらでこの計画の中でうたわれればいいと思います。 

それから、先ほど平田地区のタクシーの話が出ましたが、私も一畑関係の

ものですので、少しお伝えしますけれども、平田の営業所が閉鎖しましたが、

平田で活動していた台数はそこで活動するということで、出雲一畑交通で集

約して、今まで営業していた平田の車両は、回送して常駐させるということ

で、先ほど言われた自主的というのに当てはまると思う。 

あともう１点、お願いですが、１６ページの、駅やバス停までの距離とい

うところ、これは様々な公共交通の会議でこのようなものを示していただき

ます。これについてはこれをもとに５００ｍ以上離れたところは非常に不便

ということがうたわれていますが、特に出雲から西はバス停があってもバス

が通っていない。１日３便程度。そうすると、バス停は５００ｍ以内にあっ

ても、結局利用するには、非常に不便です。そういうところの踏み込んだ 

データの出し方をしていただけると、今後の様々な計画について、皆さんの

基準が少し変わってくると思います。 

これをみますと５００ｍ以内だから歩いていけると、駅はＪＲ、一畑電車

を含めて、便数は維持できていますが、バスについては、バス停があっても

利用できないという背景がありますので、それを含めたデータを出していた



だけるといいと思っておりますので、意見ということでお願いいたします。 

【事務局】 まず３ページの上位計画との関わりでございますが、委員がおっしゃいま

したように、公共交通が充実すれば人が住むのか、或いは人が住むために公

共交通が必要かという話になりますけれども、まちづくりにとって公共交通

は欠かせないという認識を持っております。 

 その中で、今度新しくできます、振興計画との関わりの中で、この公共交

通計画がどういった形で反映され、記述として入れ込むかというところにつ

きましては、少し検討させていただければと思っております。主には中山間

なり、周辺地域の人口減少、定住についても市の取組として、力を入れてい

るところです。 

交通とのつながりをどういった形で持っていくかをもう少し検討させてい

ただきたいと思います。 

それから、要望ということでしたが１６ページの、バス停や駅から５００

ｍ以上離れたところの、図面ということで、お示しをしております。おっし

ゃいます通り、同じ５００ｍであっても山間部と平野部では、全く距離感的

にも違います。 

ただし、どういった指標で、空白地帯を表現するかといった場合に、これ

以上のものがなかなかありません。この空白地帯をいかに埋めていくかとい

うのが、今後の課題であり、今後のＫＰＩを、目標の一つの素地としており

ます。距離以外、エリア以外を表現するものがあればいいんですが、バイタ

ルさんと検討してこれに代わる、もう少し現実数がわかるようなものが、あ

れば変更したいと思います。 

【委 員】 ２７ページですが、佐田地域では湖陵の江南駅に向かっての路線を、ずっ

と言われ続けてきましたが、いろいろな課題や、或いは実施されても乗る人

がいないのではないかと、もろもろの課題を言われ続けてきました。公共交

通の幹線というものにはならないと思いますが、準幹線、またその他交通と

か、検討をされたのかどうなのか。 

 また、全く検討にも上がってないのか、その辺の整理の仕方について、こ

れまでの経緯を教えていただきたいですが。 

【事務局】 湖陵と佐田を結ぶ路線ですが、検討には上がっておりました。こうしたも

のを作ったら利便性が上がるのではないかということで。 

一旦検討はしましたが、その結果として、現段階で、そうした路線までは

作らないという結論になったところです。 

【会 長】 少し付け加えをさせてください。 

２７ページの青色で示してあるところが、その地域内での公共交通。それぞ

れの青色を結ぶ線が幹線という事になりますが、確かに湖陵と佐田を結ぶ線

はない状況が現時点での状況です。 

これを解消するためにどういう施策を取り組んでいったらいいか、いろん

な手段があろうかと思いますので、それについては、今後示す施策から、具

体的な事業を検討することになろうかと思っております。 



決して現時点で、まったく関係ないというわけではなくこの青いところを

結ぶための方法については今後の検討だと思っております。 

【副会長】 ２７ページの将来の公共交通ネットワークで、確認させてください。斐川

地域には、デマンド型乗合タクシーというのがあり、今回、荘原駅が交通の

結節点になったということですが、バスというのは、空港の連絡バスしかご

ざいません。 

そこで、今後の協議会の中で、これを利用して荘原駅を活用するとかとい

うことは、法的な縛りがあるのかないのか。 

あくまでも飛行機優先ですから、それに特化したものであるのか。或いは、

そうした利用を兼ねた交通体系にできるのかできないのか、お聞きしたい。 

【事務局】  空港を結ぶ連絡バスにつきましては、あるものを利用、活用ができるとい

う、姿が一番望ましいかと思います。 

ただ、この空港連絡バスにつきましては、事業者の方が自主的に今運行さ

れているバスになります。法的に、駅を回ることが、不可能という事ではあ

りませんが、過去の経緯からいうと、今までは乗り降りができていたものが

次第に現在の形で、ほぼ、空港利用される方しか乗れないという状況になっ

ております。それを事業者がどういった、今後に向けた運用を考えているの

かというところが、一番大きいと思っております。 

もちろん、市なり、協議会としても働きかけは行い、ご協力いただけない

かということは、必要と思っております。法律的に何かハードルがあるかと

いうことは、ないということでございます。 

【委 員】 １２ページ以降、路線バスの状況とか、タクシーの状況、課題を中心に現

状が書いてあるが、全体的にマイナス的な状況が書かれている。路線バスの

状況で便数が少ないとか運賃が高い等、いろんなことがあるのは事実ですけ

ども、一方で、事業者がサービスを改善していることもあるわけです。例え

ばＩＣカード、また、バリアフリーの車両を増やしていくとか、そういった

努力の跡も、ぜひ現状として掲載いただけると嬉しいと思います。 

タクシーについても１８ページに触れられておりますが、どこに会社があ

りますというような状況が書いてあるが、一方でタクシーの方もサービスが

いろいろございます。近年キャッシュレス化を進めているとか、そうした努

力をしております。そういった点も、きちんと現状ということで、書いてい

ただけるとありがたいのかなと思っています。 

【事務局】 各事業者の方が、自主努力でやられたことが全く反映されてないというこ

とをおっしゃっていますが、その通りだと思いますので、事業所からの、聞

き取り、或いは、我々が把握している部分も入れながら、ご意見の通り、反

映させていきたいと思っております。 

【会 長】 まだ質問等あろうかと思いますが、最後にまとめての場面を作りたいと思

いますので、申し訳ありません。先に進めさせていただきたいと思います。 

それでは、２９ページから将来像を実現するために実施する施策、具体的

な方向性を、今回お示しをさせていただきますので、これについて説明を事



務局の方からよろしくお願いします。 

【事務局】   ～出雲市地域公共交通計画（素案）について説明（Ｐ２９～）～ 

【会 長】 ただいま、事務局から、説明をいたしました。皆様方から、ご意見、ご質

問を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【委 員】 ２２ページの高齢者の生活の下に、将来の移動手段に対する不安というこ

とで、グラフのアンケート結果があります。 

この７０代のところを見ますと、とても不安が３５．４％。少し不安が 

３９％で、合わせると、７４．４％の高齢者の方が、大なり小なり不安を感

じているという調査結果が出ております。 

私も、この中の１人ではございますが、将来、必ずその免許を返納すると

きが来るわけですが、真っ先に思うことが、免許がなくなったら行動範囲が

狭くなる、或いは自由に行動できなくなるということだと思います。安全優

先か、自由優先かという問題で、返納時期には、家庭内でかなりもめごとが

起きているということを聞いております。 

高齢化にともない、交通事故の確率も当然高くなってくるわけです。そう

なる前に安心して、早めに、返納できる社会を、作るということが大事では

ないかと思います。 

そのためには、４１ページで紹介しておられたモビリティマネージメント、

お年寄りの教育、バスの乗り方も高齢者の教育の一つではないかと思います。 

そして、先ほど乗り合いタクシーの話があったと思います。これも、高齢

者にとっては非常に便利ではないかと考えます。去年、大社の方で１１月に、

スローモビリティの実証実験があり、私も試乗させてもらいましたが、ドラ

イバーも若い方で非常に感じが良くて、親切な方で、後のアンケートには、

高評価を出しました。 

大社町の駐車場から稲佐の浜にあります弁天さんへ行かれる方がかなり多

いです。車で行かれる方もいらっしゃいますが、歩いている方をよく見かけ

ます。若い人は苦痛ではないかもしれませんが、年を取った方は、かなり負

担がかかると思うわけです。これをコース時間等、考慮して運行すれば、高

齢者の皆さんや観光客の方も、利用されると思います。 

それで、このモビリティについては、今後どのようにされるのか、今どの

ような進捗状態なのか、わかればお聞きしたいと思います。 

【事務局】 免許返納された方だけを対象とした今後の施策というのはないですが、高  

齢者を含めた自分で移動ができない方については、今後の計画の中で検討し

ていきたいと思っております。 

それとモビリティですが、委員がおっしゃいますように、前回、大社地域

の周遊ということで、地元利用、或いは観光客利用、両方の視点で、曜日を

変えて無償でやられたということですが、その件については道路建設課とい

うところが事務局で、協議会を立ち上げて、今後どうするか議論されている

ようです。 

今後、お金を取って、もう一度実証実験するというご意見もあったようで



すが、それ以降、実際にいつやるという詳細については不明の状況でござい

ます。 

【委 員】  免許を返納してから、どういうふうな教育するかというと、それはないと。 

そうしますと、免許を返納する前に、免許を返納しても大丈夫だよという何

か、そういう施策が必要な気がしますが。例えば私も免許返納をして、すぐ

バスに乗ろうと思っても、何十年乗ったことがないので、乗り方もわからな

い状態です。昔ワンマンバスがありましたが、そういうのに乗った経験はあ

りますが、今どうなっているのか。 

そういう免許がなくなっても安心して、バスに乗れるような教育が必要に

なるという気はしますけど。 

【事務局】 今後の公共交通、バスを含めて、利用していただくとための施策の一つだ

と思いますので、今は子ども対象で、相当先の利用者を対象としております

ので、対象を広げながら、そうしたことも取り入れて参りたいと思っており

ます。 

【委 員】  ４８ページからの、評価指標の確認ですが、評価の時期が、前年度９月ま

でとなっていますが、国の補助事業の関係で、今は令和４年度事業というこ

となんですけど、半年ずれていて、令和４年度事業というのは、半年前から

始まります。 

だから令和３年度の１０月から、令和４年度の９月までが４年度事業とい

うことになりますが、補助事業の方でも、事業評価を毎年度実施するよう要

綱上なっていまして、我々も年度事業で言うと９月に事業年度が終わって、

例年ですと今年度の１２月から１月ぐらいの間に、各協議会の方で、自己評

価をしていただいている関係で、もし可能であれば、その評価時期を、補助

事業と合わせていただくと１回で済むと。 

年度が前年度という形になると、２回評価、ずれが出てくるわけです。 

そうした意味で前年度の意味の確認をさせていただけたらと思います。 

【事務局】 バスについてだと思いますが、この前年度９月までというのは直近のもの

を指しておりますので、例えば今年度で言いますと、令和４年９月が終わっ

た段階で、評価していく形になろうかと思います。その評価を令和４年１２

月か１月に協議会でお話をさせていただく、ということでよろしいですね。 

【委 員】 そうですね。補助年度でいうと、年度というような表現になると思います。 

【事務局】 承知しましたので、そのようにします。 

【委 員】  ４９ページの８の計画の管理とモニタリングで、基本目標２の車を運転し

ない人でも生活しやすいまちということで、２つ評価指標が設定されていま

すが、公共交通による人口カバー率、確かにカバー率が増えれば、より生活

しやすいということですけども。それに対しての策というのは、３８ページ

からの、わかりやすい時刻表とか通勤・通学しやすい環境づくりとか、利用

者の支援ということですね。 

基本目標は、公共交通を利用して買い物や通院ができます。高校に通学で

きますというのが、最初の目指す姿ということで書いてある大きな目標で、



それと、施策と人口カバー率がリンクすると思いますが、施策として、 

５００ｍ以内の人口をもっと少なくしますよという黄色の施策の中に入って

いるということですか。そういう見方をしちゃ駄目ですか。どうリンクして

いいのかわからない。 

【事務局】 車を運転しない人も生活しやすいまちということで上がってはいますが、

実際の事業としては３６ページの、高齢者が利用しやすい新たな地域内交通

の導入というところで、乗り合いタクシーを導入すると、車を運転しない人

も生活しやすい町の人口カバー率に、反映されていくような形になると思い

ます。 

黄色のところだけの施策の結果というわけではなく、青い色の、公共交通

の使いやすいまちという施策で提案した内容も含めて、反映する形になって

います。 

【委 員】 ２９ページがあって、その関連する施策というのがあります。例えば、黄

色の車を運転しない人も生活しやすいまちというのは関連施策も含めてこの

黄色の取り組みになるので、人口カバー率で評価しようということですか。 

【事務局】 はい。おっしゃる通りです。 

【委 員】 ４８ページですけど、この計画ができた時に、本当にできるの？と、計画 

全体を疑われてはいけないので聞きますが、一畑電車の年間輸送人員のとこ

ろ、現状が１１０万人、目標が１５０万人になっています。この１５０万人

という目標値の考え方は、一畑電車支援計画の目標値と整合を図るとあるが、

これは支援計画の中で、１５０万人というのが出ているということでしょう

か。 

一般的に見た時に、何を考えとるか、と、この計画全体がそんな目で見ら

れる。説明がつかないようなことではどうかと思う。この計画がちょっと突

出している。１１０万人がいきなり、１５０万という目標値になっています

から、それで理由づけがあるのかと思って質問させていただきました。 

【事務局】 この１５０万人の目標値につきましては、委員の考え通りでして、一畑電

車支援計画というものができております。 

この計画につきましては、出雲市と松江市と島根県の関係する団体で、沿

線地域対策協議会という協議会を組織しており、その中で作り上げた計画の

数字でございます。 

おっしゃる通り、１５０万人が達成できるのかということは、各方面から

いろいろ議論をいただいております。ただ、１００年来続く、一畑電車をな

くしてはいけない。 

そのために、その経営をきちんとするためには、逆に、１５０万人は達成

しないと、将来、続かないという共通認識の危機感のもとで１５０万人とい

う数字を設定した背景がございます。 

ですから、この計画を無視するということは、整合性も合わないというこ

とになりますので、何とかそれに向けて、お互いに努力しましょうという目

標でございます。 



【委 員】 説明されることわかります。一畑電鉄さんの目標を達成する事は僕も絶対

必要なことと思っています。 

そのために何をするかと言ったら、結局綺麗ごとじゃないと思います。 

前回も言いましたように、公共交通に乗らない理由は、車です。だから高齢

者とか、免許返納者に乗ってくださいとか、バスやＪＲで来たお客さんに 

乗ってくださいではなく、日常的に使わないと、廃止になるよというべきだ。 

先般１ヵ月ぐらい前でしたか、山陰中央新報に国勢調査の３年後の推計人

口が出ていましたが、恐ろしい人口減少社会に向かっています。 

何が言いたいかと言うと、このまま待っていても絶対だめですよね。 

１５０万人を達成するには、通勤者全体が、１ヶ月に１回乗るとかの取り組

みをしていかないと絶対だめですよね。 

公共交通は、主に、人口が減少している周辺地域の人が出かけたり帰った

りするためになくてはならないものですから、そんな取り組みをしないと駄

目だと思いますね。そうしたことを書いてもらいたいと思います。 

【事務局】   コロナになってから、１１０万人に下がりましたが、それまでのところで

は、実際１４５万人までは、いきました。コロナの影響で、学校も休み、会

社もリモートということで、定期が減りましたが、やはり多くは定期外の観

光客で、特に海外からのお客さんが、大社参りされなくなったことが一番の

要因であります。 

一畑電車の方でも、自助努力で、いろんなイベントを企画したり或いはダ

イヤを改正したり、それから、便数をふやしたり、利用促進については、事

業者としての努力をされております。今後も積極的にされるということで、

我々行政の方も伺っております。 

そうした目標の中で、先ほどのご意見がどう反映できるかは、協議をさせ

ていただきたいと思います。 

【委 員】 数値目標を出していただいたということは非常にいいことだと思っており

ます。 

５０ページのところですね。上の方が、持続可能な公共交通サービスのま

ち。公的資金の投入額ということで、現状値と目標値、同じ数字が上がって

おりますが、いろいろな施策をやりながら、実際に可能かどうか。そこのあ

たりの考え方は書いてありますけれども、願望としてこうですよという話で

は、全くつまらん話で、当然、試算されていると思うので、その辺のお話し

を伺いたい。 

あわせて、その次のところ、２９．２％、３０．５％。ここのところも同

じように、もう少し説明をお願いしたい。 

【バイタルリード】 最初の評価指標のところに、市民１人当たりの利用回数の目標値を立てて

おります。評価指標①です。それが２．３７回、となっております。 

これを達成しますと、ざっくりとした計算ではありますが、延べ利用回数、

延べ利用者数は現場の大体１．３７倍ぐらいになります。 

これで単純計算をしますと、年間約４，０００万円程度の収益増が見込ま



れますが、一方で、施策の中に、上限運賃制度の導入といった施策を盛り込

んでおります。 

こうしたことにより、利用者数が増えても、１人当たりが支払う運賃の単

価が下がりますので、そこまでの収益増は見込めないと考えております。一

定の上限運賃を仮定して試算していますが、運賃収入が大体、１．３倍に増

えたところから１割減ぐらい減少すると想定しております。    

そうした場合、運行収入、また、路線の延伸やダイヤの調整等による街中

の利便性向上や、観光二次コースを充実させる等、今かかっていない部分の

運行経費がさらにプラスになってくることを考えて、その差し引きの結果は

今上がっている行政の負担と同じぐらいになると試算しております。 

同じく、経常損益につきましても、そういった運行経費等の収入のところ

から考えて、このぐらいの目標値になると試算をして記載しております。 

【委 員】 何とも判断のできないところだと思いますが、できるだけ、この数値が達

成できればいいと思っておりますけれども、いろいろな公共交通、持続可能

なサービスをこれから考えていく中で、上限はここですよという話ではなか

なか何のために一生懸命頑張ってきたのかというようなところもありますの

で、この辺をもう少し、精度を上げていただきたいというか、もう少し深く

突っ込んで本当にこの数字でいいのかどうか検討してみていただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

【事務局】 この目標が妥当かどうかについては、精査も行わなければならないと思い

ます。それには、今後これを達成するための具体的な施策にかかっていると

思います。 

具体的な事業の中で、この数字とのリンクが出てくるかと思いますので、

冒頭で会長の方からもありましたように、この計画は、これに向かっていく

んだという、内容の計画になっておりますので、具体的なアクションプラン

については、個々に精査をして、皆様方にお示しをしながら、事業を進めて

いくという今流れでおります。その事業を精査する中で目標値に到達する根

拠も併せて、分析をして参りたいと考えております。 

いずれにしましても、検討をさせていただきたいと思っております。 

【会 長】 例えば１７ページです。これを見ていただきますと、ここのところ、コロ

ナの影響もあって、市の持ち出しが大きくなっているのは事実です。令和２

年度が２億５０００万、令和３年度が先ほどお話した２億５７００万という

ことで、だんだん上がってきておるというところです。 

一方で、コロナ前まで利用者を戻したいという目標を、立てているという

ことは、当然収入も上がってくるということも、念頭に入れていかなければ

ならないということもあって、令和３年度と同額を、目標にというようなと

ころも、コロナ前ということも検討して、この２億５７００万という目標を

今立てたところでございまして、先ほどから言われるようなことも含めて、

もう一度精査しようと思いますが、そういう思いをご理解いただければと思

います。 



【委 員】 ３６ページの、タクシーの件ですが、これはコミセン単位を基本とありま

すが、利用方法は、電話でまたスマートフォンで予約ということになります

が、予約はコミセンにするのでしょうか。または、タクシー会社にするので

しょうか。 

【事務局】 やり方はいろいろありまして、事業者にその受付自体を委託して行う方法

もありますし、受付は、別に設けてやる方法もありますので、今の時点で、

どこに予約してということはお答えできません。 

いずれにしても地元の方ですとか、運行事業者等と協議をしながら、予約

方法を決めていきたいと思っております。 

【委 員】 わかりました。支線の中の、定路線だけの方はバスが利用できますが、多

分それ以外の地区は、高齢化が進んでおり、交通弱者の対策を取らないとい

けないということになりますと、やはりこのタクシーが一番手っ取り早く、

便利になりますので、利用方法をはっきりお示ししていただきたいと思いま

す。 

【会 長】 今、お示ししたものは方向性を示すものです。実際、具体的にどういうふ

うにやるかというのは、今後の下のアクションプランを今後作っていくこと

になります。 

そのアクションプランを作る中で、基本計画というのが、具体な計画を作

る中で、委員の皆様にご意見をいただきながらどうしたらいいかというの

は、また詰めさせていただきたいと思っております。 

次のステップの段階で、あとお示しをさせていただいて、ご意見を頂戴す

るという形になろうかと思います。 

【委 員】 まず１点目が３９ページの通勤、通学のしやすい環境、特に通学ですが、

今私どものバスを利用いただいている通学者の方は、２０名程度だと思いま

す。バスを使わない理由としては、ダイヤが合わないとか路線がないという

のももちろんあると思いますが、運賃が高い、負担が大きいっていう部分も

あると思います。 

私が言うのもなんですが、他市では、通学支援制度なるものもございます。

松江市さんにおいては、１ヶ月１万円以上かかるものについては、その１万

円以上を市の方で負担する、いわゆる事業者に補助金を出すのではなく、利

用者に補助金を出すような形を考えておられます。 

それから２つ目が、担い手不足のところで４３ページ。ご承知の通り運転

手不足というのは、非常に大きな問題となっておりますが、私どもは今、高

校を卒業した生徒さんを、新卒として採用し、何年間か事務職として働かせ、

そのうち運転手へ、今自動車２種の免許も、変わってきておりますので、そ

うした取り組みを進めていこうと思っております。現在２名、前年、前々年

と入社したものがおります。この中に、今、運輸局さんの方にもご協力いた

だいておりますが、高校への説明会とかですね、そういったものも入れてい

ただけたらなと思うところでございます。 

それから３点目ですが、４０ページですね、外出を促進し持続可能な運賃



体系の構築というところで、上限運賃制度を設ける。 

例えば、１乗車最大６００円とするというのがありますが、この運賃制度と

いうのは成功すれば収入が上がりますが失敗すれば、減収となるということ

で、なかなか手をつけにくい部分ではありますし、この運賃制度については、

地域地域でもまた違ってくると思います。 

そういう中で、この出雲市における私どもの収入の大きなものを占めてい

るのは、観光客の方です。私は、観光客の方からは、たくさんいただきたい

と思っています。そして、地域の住民の方には、負担を和らげるということ

を考えたときに、一乗車最大６００円は、今後の検討になるんでしょうが、

かなり検討する必要があると思っています。 

出雲市駅から須佐は８４０円かかりますが、６００円となると２４０円損

失します。であるならば、利用者の方に還元するような形で、運賃はそのま

まがいいのかわかりませんが、そういったことをやってもいいかなと思いま

す。 

それから言葉の使い方ですけども、上限運賃制度という上限運賃という言

葉は別にございますので、運賃の上限設定に変えた方がいいのではないかな

と思います。 

それから、３２ページの中程に幹線の見直し基準というところで、１便あ

たりの利用者数５．０未満、これは乗車密度の５．０でしょうかそれとも１

便当たり５．０乗られればいいということですか。 

【事務局】 １便当たりの乗車した人です。 

【委 員】 ５０ページの、一番下のところで新しい公共交通にチャレンジするまちの

中で、現状値の路線が４路線とありますが、これ小田線も入っておりますの

で、５路線ではないかなと。 

【事務局】 大変貴重なご意見ありがとうございました。また訂正もいただきまして、

ありがとうございます。次回修正しておきます。 

それから運賃の関係ですが、具体的なこと、通学支援制度であるとか、あ

と担い手不足に関しては高校への説明会をしたらどうかというような意見

ぜひ検討していきたいと思います。ありがとうございました。 

【委 員】 ３６ページの、新たな地域内交通ということで、実施エリアはこれからと

いうことですが、運行形態として、おそらく今のまめながタクシーのような

ものを考えられていると思います。まめながタクシーは、障害者と高齢者を

対象にされており、歴史が古いと思いますが、法的に当時の制度で認められ

ていたもので、現行制度ではそうした扱いが可能かどうかという問題もあり

ます。 

できれば、我々支局の方の輸送担当の方に、連絡、連携をとっていただい

て、案の段階でも結構ですので、前もってご相談をいただけたらと。よろし

くお願いします。 

【事務局】 そういたします。 

【会 長】 今日はたくさんの貴重なご意見をいただきましてありがとうございまし



 

 

 

 

 

４．その他 

た。まだ言い足りなかった部分もあったのではないかと思っております。ま

た、お読みいただいて、様々なご意見をちょうだいしたいと思っております。

ファックスでも、かまいませんので、事務局までお願いいたします。 

それでは、その他の今後のスケジュールについて説明をよろしくお願いし

ます。 

 

【事務局】 その他ということで、今後のスケジュールを４点載せております。 

成案に向けて、１１月中旬に活性化協議会を開催しまして、本日いただい

た中身なり、まだ記載をしてない部分も含め、再度ご提案をさせていただき

たいと思っております。また日程がわかり次第、早いところでご案内を差し

上げたいと思っております。 

それから１２月に入りますと、パブリックコメントを実施しつつ、出雲市

議会への説明等も行う今予定としております。 

それから、１月の下旬には、第５回の協議会を開催し、最終的にこの時点

で、成案という形で承認をいただくという今、手順でおります。 

それから２月には、出雲市議会へ交通計画についてのご説明を予定してお

ります。 

ざっくりとしたスケジュールでございますが、このような手続きで、今後

進めていきたいというふうに思っております。 

【会 長】 今後のスケジュールにつきまして何か質問等ございますでしょうか。なけ

れば、全体を通じて何かありますでしょうか。 

それでは、今日はたくさんの貴重なご意見いただきました。皆様方からい

ただいた意見については、反映できるものは、反映していきたいと考えてお

ります。 

予定していた時間、長くなりました。以上で議事につきましては、終わり

たいと思います。 

事務局にお返しいたします。 

【事務局】 事務局から２点お話させていただきます。 

１点目は１１月の第４回の協議会のご案内をさしていただきましたが、現

段階では１５日を予定しております。１１月１５日の本日同様９時半また

は、午前中を予定しております。 

それから２点目につきましてです。謝金につきましては、また後日、振り

込みいたします。 

先ほど会長の方からありましたように、いろんな多方面にわたって、ご意

見なりご提案をいただきましてありがとうございました。本日いただきまし

たご意見を踏まえながら、さらに素案に肉付けをしていきたいと思っており

ますので、今後ともよろしくお願いします。 

それでは閉会に当たりまして、高橋副会長にご挨拶をお願いいたします。 

【副会長】 

 

大変長時間にわたりまして、お疲れ様でございました。今日はかなりの計

画性、或いは方向性が示されたのではないかと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．閉会 

やはりこうした地方の中にあって、人口減少、車社会というのがあります

ので、全国どこにおいても、よりよい公共交通体系の構築というのは、大き

な課題であり、様々な取組がそれぞれ行われているところだと思います。 

出雲市におかれましても、合併後初めての、こうした指針ができると思い

ますが、地域地域でいろんな実情、方法があったり、こうありたいという希

望や要望もあったりします。それが、すべて網羅され、満足できるかどうか

というのは、なかなか難しいかもわかりませんが、出雲市なりのいい公共交

通体系ができればというふうに望んでおります。 

何といってもやはり利用者の方の、意見、気持ち、考え方なりが、大きく

作用すると思われますので、また私自身も含めて、それぞれ各地区の中で、

そうした声を集約し、こうした会議につなげていけたらというふうに思って

おります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

今日大変お疲れ様でございました。 

 

【事務局】 ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。どうもありが

とうございました。 


