
第６回全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウム in倉吉・三朝 

＜総会・シンポジウム・交流会・宿泊・現地視察 申し込みのご案内＞ 

 

残暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

この度、平成 29 年 10 月に鳥取県倉吉市及び東伯郡三朝町において「第６回全国「道の駅」連絡会総会・

シンポジウム」が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 

開催にあたり、一般社団法人鳥取中部観光推進機構が、ご参加いただく皆様方の各種申し込みのご案内を

させていただくことになりました。厚く御礼申し上げます。 

大会の成功をお祈りいたしますとともに、皆様方多数のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

一般社団法人鳥取中部観光推進機構 会長 岩崎元孝 

 

１．総会のご案内 

総    会：平成29年 10月 5日(木)13:00 開会（倉吉未来中心２F大ホール） 

参 加 代 金：無料（※｢道の駅｣設置者、道路管理者等が対象となります。） 

 

２．シンポジウムのご案内 

シンポジウム：平成29年 10月 5日(木)14:00 開会（倉吉未来中心２F大ホール） 

参 加 代 金：無料（※上記に加え｢道の駅｣運営者、一般参加者が対象となります。） 

 

３．交流会のご案内 

交 流 会：平成29年 10月 5日(木)18:30 開会（三朝館２F平安の間） 

参 加 代 金：5,000 円/人（※｢道の駅｣設置者、道路管理者等が対象となります。） 

 

４．ご宿泊のご案内 

 宿泊設定日：平成29年 10月 5日(木) ※前泊・後泊も可能です。 

 表示の宿泊代金は１泊朝食付、税金及びサービス料を含むお一人様・ご一泊あた

りの宿泊代金です。 

 手配旅行契約にて承ります。 

 客室に限りがありますので、相部屋でのご利用にご協力お願いします。 

 禁煙・喫煙のご要望につきましては、ご希望に添えない場合もございます。 

 朝食が不要な場合でもご返金はできません。 

 チェックアウト時、個人勘定及びこれに伴うサービス料、諸税などは、各自ご精

算お願いします。 

 最小催行人員：１名様（※シングルユースが不可能な施設もあります。） 

 

  



５．現地視察のご案内 

 実施日：平成29年 10月 6日(金)日帰り 

 表示の旅行代金はお一人様当たりのご旅行代金です。 

 募集型企画旅行契約にて承ります。 

 この行程表は予定であり、天候・交通事情またはその他の理由により変更になる

こともございますので、ご了承下さい。 

 各コースの最小催行人員は20名とし、最小催行人員に満たない場合は外のコース

に変更していただく場合がありますのでご了承下さい。 

 

Ａコース（道の駅と山陰海岸国立公園「鳥取大砂丘」を巡るコース） 

募集定員 40名 旅行代金 5,000 円 食事条件 昼食付き 

8:30発   8:50着  9:00発   9:50着           10:20発 

三朝館前 ＝＝＝> 倉吉駅 ＝＝＝> 道の駅「神話の里白うさぎ」 ＝＝＝>  

10:55着        11:20発    11:40着             13:20発 

道の駅「きなんせ岩美」 ＝＝＝> 鳥取砂丘(砂の美術館)［昼食］ ＝＝＝> 

13:45着      14:10着 

鳥取駅 ＝＝＝> 鳥取砂丘コナン空港 

参考接続便 

鳥取駅 岡山行き 14:00 発 特急スーパーいなば6号 

     16:21 発 特急スーパーいなば8号 

京都行き 14:54 発 特急スーパーはくと10号 

     16:54 発 特急スーパーはくと12号 

鳥取砂丘コナン空港 東京/羽田線 14:55 発 ANA1102 便 

 

Ｂコース（道の駅と歴史的街並み「白壁土蔵群・赤瓦」を巡るコース） 

募集定員 40名 旅行代金 5,000 円 食事条件 昼食付き 

8:30発   8:50着  9:00発   9:15着      9:55発   10:25着    10:55発

三朝館前 ＝＝＝> 倉吉駅 ＝＝＝> 道の駅「燕趙園」 ＝＝＝> 道の駅「大栄」 

     11:20着          12:30発   13:30着            14:00発 

＝＝＝> 白壁土蔵群・赤瓦［昼食］ ＝＝＝> 道の駅「神話の里白うさぎ」 

14:10着              14:35着 

＝＝＝> 鳥取砂丘コナン空港 ＝＝＝> 鳥取駅 

参考接続便 

鳥取砂丘コナン空港 東京/羽田線 14:55 発 ANA1102 便 

鳥取駅 岡山行き 16:21 発 特急スーパーいなば8号 

京都行き 14:54 発 特急スーパーはくと10号 

     16:54 発 特急スーパーはくと12号 



 

Ｃコース（道の駅と日本遺産「三徳山・三佛寺」を巡るコース） 

募集定員 40名 旅行代金 5,000 円 食事条件 昼食付き 

8:30発   8:50着  9:00発   9:20着      9:45発   10:00着    10:35発

三朝館前 ＝＝＝> 倉吉駅 ＝＝＝> 道の駅「はわい」 ＝＝＝> 道の駅「大栄」 

    10:50着      11:15発    11:50着           13:00発 

＝＝＝> 道の駅「琴の浦」 ＝＝＝> 白壁土蔵群・赤瓦［昼食］ ＝＝＝> 

13:25着     14:00着   14:25着     15:15発    15:35着     16:00着 

道の駅「燕趙園」 ＝＝＝> 三徳山・三佛寺 ＝＝> 三朝館 ＝＝> 倉吉駅 

参考接続便 

倉吉駅 京都行き 16:23 発 特急スーパーはくと12号 

米子行き 16:50 発 快速とっとりライナー 

鳥取砂丘コナン空港 空港連絡バス 16:45 倉吉駅前発17:30 空港着 

東京/羽田線 18:30 発 ANA298 便 

 

 

Ｄコース（道の駅と妖怪のまち「水木しげるロード」を巡るコース） 

募集定員 40名 旅行代金 5,000 円 食事条件 昼食付き 

8:30発   8:50着  9:00発   9:40着      10:10発 

三朝館前 ＝＝＝> 倉吉駅 ＝＝＝> 道の駅「琴の浦」 ＝＝＝>  

10:35着        11:55発    12:05着           13:15発 

道の駅「大山恵みの里」 ＝＝＝> 水木しげるロード※［昼食］ ＝＝＝> 

13:35着           14:10着 

米子鬼太郎空港 ＝＝＝> 米子駅 
※水木しげるロードはリニューアル工事のため、一部ご覧になれない箇所があります。 

参考接続便 

米子鬼太郎空港 東京/羽田線 14:20 発 ANA1088 便 

米子駅 岡山行き  14:28 発 特急やくも20号 

      15:27 発 特急やくも22号 

新山口行き 14:39 発 特急スーパーおき5号 

 

６．無料シャトルバスの運行について 

 10 月 5 日（木）は、倉吉駅から総会・シンポジウム会場等への無料シャトルバス

を運行します。（詳細は、開催要綱のシャトルバス時刻表参照。） 

 予約ホームページ上では、総会・シンポジウム会場から交流会会場までのシャト

ルバスのご利用についてのみお聞きしておりますが、他のバスについてもご利用

可能です。 

  



７．昼食について 

 10 月 5日（木）は、10時から 15時に総会・シンポジウム会場施設内において「道

の駅」まつりを同時開催します。 

 カレー、バーガーなどの鳥取県ご当地グルメをはじめ、中国地方の各道の駅自慢

のグルメをご堪能下さい。 

 

８．受付時間について 

 総会・シンポジウムの受付時間は以下となっています。 

 開会前は混み合う可能性がありますので、早めにお越し頂くようご協力のほどお

願いいたします。 

総会受付時間    ：10月 5日（木）10時～13時 

シンポジウム受付時間：10月 5日（木）10時～14時 

 

９．お申し込み方法のご案内 

倉吉市公式ホームページのトップページにある「全国「道の駅」連絡会総会・シンポジ

ウム」バナーよりお進み下さい。 

倉吉市役所ＨＰ：http://www.city.kurayoshi.lg.jp/ 

 

参加登録・宿泊・現地視察予約の流れ 

上記ホームページから参加申込専用ページにログインして必要事項を入力下さい。 

初回ログイン時の共通パス：1010richubu 

受付期間：8/1(火)～8/25(金) 

 

 

10．お申し込みの際のご注意事項 

 登録・予約内容や宿泊・現地視察の残室(席)は、予約ホームページで確認するこ

とができます。 

 電話によるお申し込みは、お受け出来ませんのでご了承下さい。 

 変更、取消結果については、予約ホームページで確認する事ができます。 

 入力された所属先(施設名)、職名が当日の名札、参加者名簿に反映されますので、

正確にご入力下さい。 

 宿泊に関して、直接ホテルへの申込はご遠慮下さい。 

 領収書については、宿泊料金・交流会参加費・現地視察参加費の金額は明示しま

すが、内訳までは明示できませんのでご了承下さい。 

 変更取消により返金が生じた場合は、大会終了後２週間以内にご指定の口座へご

返金させていただきます。 

 



11．変更・取消について 

 8 月 25日(金)までは、予約サイトのマイページから変更・取消を行って下さい。 

 8 月 26 日(土)以降は、お問い合わせ先へ FAX 又は電話にて変更取消内容をご連絡

下さい。 

 お申し込み後の取消は、下記のとおり取消料を申し受けます。下記取消料を差し

引いた残金を後日ご返金いたします。 

宿泊・現地視察申込に関する取消料 

取 消

日 

21 日 前

まで 

20日～8日前 

まで 

7日～2日前 

まで 

前日の解除 当日の解除 旅行開始後 

取 消

料 

無料 旅行代金の 

20％ 

旅行代金の 

30％ 

旅行代金の 

40％ 

旅行代金の 

50％ 

旅行代金の 

100％ 

※取消日=宿泊・現地視察開始日の前日から起算してさかのぼって。 

※当機構の営業時間以外の変更・取消は翌営業日扱いとなりますのでご注意下さい。 

 

12．個人情報の取り扱いについて 

お送りいただきました個人情報については、連絡の為に利用させていただく他、お申

し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領の為

の手続き、あるいは当大会の円滑な運営の為に必要な範囲内で利用いたします。 

 

13．申し込みに関するお問い合わせ先 

一般社団法人 鳥取中部観光推進機構 

 「第６回全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウム」係 

TEL0858-24-5024 FAX0858-24-5074 

〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町2-1-2 

営業時間：平日8:30～17:30，土･日･祝日 9:00～17:00 

総合旅行業務取扱管理者：宇野拓也   担当：蔵求(ｸﾗﾓﾄﾒ)，宇野(ｳﾉ) 

 

14．大会全般に関するお問い合わせ先 

全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウムに関する倉吉市・三朝町実行委員会 

事務局（倉吉市役所）：石岩(ｲｼｲﾜ)、仲倉(ﾅｶｸﾗ) 

〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町 722 番地（倉吉市建設部管理計画課内） 

TEL：0858-22-8174 / FAX：0858-22-8179 

E-mail kanri@city.kurayoshi.lg.jp 


