
第１回 鳥取県中部地域公共交通協議会 次第 

 

 

と き 平成 30 年７月 12 日（木） 

                        10 時 30 分～11 時 30 分 

ところ 倉吉交流プラザ 視聴覚ホール 

 

 
日    程 

 

  

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

（１）副会長、監査委員の指名について                      （資料１） 

    副会長 （1 名） 

    監査委員（2 名） 

 

 

４ 協議事項 

（１）平成 29 年度事業報告及び決算報告について            （資料２） 

（２）公共交通再編実施計画の策定に向けたスケジュール及び利用促進等に係る 

検討状況について                               （資料３－１、３－２） 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉  会 
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３報告事項 （１）副会長、監査委員の指名について 

 

 

 

委員の任期が平成 30年３月 31日をもって満了したことに伴い、鳥取県中部地域公共

交通協議会設置要綱第４条第２項及び第 12条第２項の規定により、下記（１）のとおり

副会長、監査委員を指名し、平成 30年６月１日をもって、監査委員である委員の異動が

あったことに伴い、鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱第 12条第２項の規定により、

下記（２）のとおり監査委員を指名したので報告します。 

 

 

 

（１）平成 30年４月１日現在 

 

副 会 長   米子工業高等専門学校   教授 加藤 博和（再任） 

 

監査委員   ＪＲ西日本米子支社    倉吉駅長 尾﨑 公則（再任） 

 

監査委員   倉吉市地域公共交通会議   会長 羽根田 真弓（再任） 

 

 

 

（２）平成 30年６月１日現在 

 

副 会 長   米子工業高等専門学校   教授 加藤 博和（再任） 

 

監査委員   ＪＲ西日本米子支社    倉吉駅長 渡邉 眞二（新任） 

 

監査委員   倉吉市地域公共交通会議   会長 羽根田 真弓（再任） 

 

資料１



平成 29年度事業報告書 

期  日 事業内容 （協議事項） 

平成 29年 4月 13日 第１回 幹事会 

第１回協議会の開催について 

地域間幹線系統確保維持費国庫補助金に関するアンケート調査 

路線見直し案検討業務完了に伴う事業費の戻入について 

平成 29年 4月 20日 第１回 協議会 

鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱の改正について 

平成 29年度補正予算について 

地域公共交通網形成計画の策定について 

平成 29年 10月 10日 第２回 幹事会 
地域公共交通網形成計画策定調査業務の進捗について 

第２回協議会の開催について 

平成 29年 11月 14日 第３回 幹事会 
第２回協議会の開催について 

地域公共交通網形成計画骨子について 

平成 29年 11月 21日 第２回 協議会 
平成 28年度事業報告及び決算報告について 

地域公共交通網形成計画策定調査業務の進捗について  

平成 29年 12月 25日 第４回 幹事会 

第３回協議会の開催について  

地域公共交通網形成計画素案、パブリックコメントの実施について 

地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 

平成 30年１月 30日 第５回 幹事会 
第３回協議会の開催について 

地域公共交通網形成計画素案、パブリックコメントの実施について  

平成 30年２月８日 第３回 協議会 地域公共交通網形成計画素案、パブリックコメントの実施について   

平成 30年３月 22日 第６回 幹事会 

第４回協議会の開催について 

パブリックコメントの結果及び地域公共交通網形成計画（案）について 

平成 30年度予算、事業計画について 

鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱の一部改正について 

平成 30年３月 27日 第４回 協議会 

パブリックコメントの結果及び地域公共交通網形成計画（案）について 

平成 30年度予算（案）、事業計画（案）について 

鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱の一部改正について 
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協議事項(１) 資料２



平成 29年度収支決算報告書 
１ 歳入                               (単位：円) 

款 項 目 決算額 予算額 増減 内容 

１負担金 １負担金 １負担金 137,183 226,800 △89,617 倉吉市 

２補助金 １補助金 １補助金 13,679,973 13,680,000 △27 
国庫補助 6,840,000 

県費   6,839,973 

４諸収入 １諸収入 １雑入 32 0 32 
預金利息 負担金利息  5 

補助金利息 27 

歳入合計 13,817,188 13,906,800 △89,612  

 

 

２ 歳出                                    (単位：円) 

款 項 目 決算額 予算額 増減 内容 

１運営費 

１会議費 １会議費 125,000 206,800 △81,800 
協議会幹事会委員報酬、費

用弁償 

２事務費 １事務費 12,188 20,000 △7,812 通信運搬費、振込手数料 

２事業費 １事業費 １事業費 13,680,000 13,680,000 0 
地域公共交通網計画策定

調査等に係る費用 

歳出合計 13,817,188 13,906,800 △89,612  

 

 

歳入合計 13,817,188円 － 歳出合計 13,817,188円 ＝ 差引 0円 
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鳥取県中部地域公共交通再編実施計画 H30年度事業実施概要 

項
目 

内容 
開始（実施） 

時期 

バ
ス
路
線
の
再
編 

1．通勤・通学時間帯のダイヤ・ルートの改善 

○問題点・課題の抽出 ○高校ヒアリング ○交通事業者・市町との調整  

○住民説明・交通会議 ○協議会での検討・承認（H31.3） 

H31年 10月 

運行開始 

2．西倉吉工業団地への社線の乗り入れ 

 ○企業ヒアリング ○交通事業者・市町との調整 ○住民説明・交通会議  

○協議会での検討・承認（H31.3） 

   〃 

3．河北地域へのバスの乗り入れ①（倉吉駅以南の路線） 

  ○交通事業者との調整 ○協議会での意見収集 
   〃 

3．河北地域へのバスの乗り入れ②（橋津線・北条線） 

  ○影響を受ける住民との調整 ○交通事業者・市町との調整  

○協議会での意見収集 

H32年 4月 

運行開始 

5・6．倉吉未来中心周辺へのアクセス利便性の向上 

 ○交通事業者・市町との協議・調整 ○住民説明・交通会議  

○協議会での検討・承認（H31.3） 

H31年 10月 

運行開始 

14．中心市街地における過密ダイヤの緩和 

 ○交通事業者・市町との協議・調整 ○住民説明・交通会議 

○協議会での検討・承認（H31.3） 

   〃 

7．観光地間をつなぐ路線・ダイヤの改善 

 ○観光関係ヒアリング ○交通事業者・市町との調整 ○住民説明・交通会

議 

○協議会での検討・承認（H31.3） 

   〃 

11・13．長大路線の効率化と代替交通の導入（赤碕線・小河内線・穴鴨線） 

 ○交通事業者・市町との協議・調整 ○協議会での中間報告 

H32年 4月 

運行開始 

12．土日ダイヤの見直し 

 ○交通事業者との協議・調整 ○住民説明・交通会議 

 ○協議会での検討・承認（H31.3） 

H31年 10月 

運行開始 

35．住民との協働による運行のしくみづくりの研究 

 ○要望の収集 ○交通事業者・市町との調整 ○住民との調整 

 ○協議会での中間報告（H31.3） 

H32年 4月 

運行開始 

4・18．乗り換え時間の短縮化 

 ○課題抽出 ○事業者・市町との協議・調整  

○協議会での検討・承認（H31.3/H31.10～12） 

H31年 10月 

運行開始 

（一部 H31.4） 

利
用
促
進 

8．観光客向けパスの発行・PR 

 ○観光関係ヒアリング ○販売実態調査 ○PR方法の検討 

 ○事業者・観光協会等との調整 ○協議会での意見収集 

H31年 4月 

PRスタート 

10．地域イベントとの連携 

 ○イベント調査 ○イベント主催者への PR依頼 ○取り組み状況把握 

○協議会での報告（H31.3） 

H30年 8月 

以降随時 

取り組み 

20．IC カードの導入可能性の検討 

 ○勉強会・研修会の情報把握 ○随時参加 
継続 

21・22・39．高校生向け利用促進チラシの作成 

 ○高校ヒアリング ○協議会での意見収集 ○チラシ印刷・配布 

 ○協議会での報告（H31.3） 

H30年 1月 

配布 
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協議事項(２) 公共交通再編実施計画の策定に向けたスケジュール 
　　　　　　 及び利用促進等に係る検討状況について 資料３－１



24．高齢者への利用促進活動（割引定期の PR） 

 ○PR方法の検討 ○協議会での意見収集 ○チラシ印刷・配布 

 ○協議会での報告（H31.3） 

H30年度から 

随時 PR実施 

27・39．企業向け利用促進チラシの作成 

 ○企業ヒアリング ○協議会での意見収集 ○チラシ印刷・配布 

 ○協議会での報告（H31.3） 

H30年 1月 

配布 

31．ICTを活用した情報提供の強化（バスネットの高度化） 

 ○協議会での意見収集  ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

PRスタート 

32．38．圏域時刻表・バスマップの作成 

 ○関係者協議 ○印刷・配布 ○協議会での報告（H30.12） 

H30年 8月 

完成 

9月配布 

34．公共交通利用促進に関する情報提供（各市町広報紙） 

 ○協議会での意見収集 ○広報紙への掲載  

○協議会での報告（H31.3） 

H30年度から 

随時掲載 

イ
ベ
ン
ト 

29．バスの乗り方教室の開催 

 ○イベント調査 ○告知・PR ○協議会での報告（H30.12） 

H30年 9月 

～10月 

環
境
整
備 

9．インバウンド対応の多言語化 

 ○観光関係ヒアリング ○現状調査 ○交通事業者・市町との調整 

 ○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

順次整備 

15・16．バス停・待合環境整備 

 ○住民要望把握    ○市町との調整  

○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

随時整備 

17．バス車両のバリアフリー化、UD タクシーの利活用の推進 

 ○事例調査 ○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 
バス更新時 

19．乗り換え情報の提供 

 ○情報提供箇所調査  ○交通事業者・市町との調整  

○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

順次整備 

28．パーク＆ライドの促進 

 ○JR駅の現状調査  ○協議会での意見収集 

○協議会での中間報告（H31.3） 

H32年度から 

整備開始 

制
度
・
し
く
み
づ
く
り 

36．住民等との協働による待合環境整備のしくみづくり 

 ○既存制度・事例把握 ○市町との協議  

 ○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

随時制度化 

26．運転免許自主返納者等への対応 

 ○取り組み情報収集  ○交通事業者・市町との調整 

 ○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

随時対応 

30．商業施設とのタイアップによる利用促進のしくみづくり 

 ○商業施設ヒアリング ○関係者間協議・調整  

○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

新制度開始 

23・25．新たな割引制度・助成制度の創設 

 ○事例収集 ○交通事業者・市町との調整 

 ○協議会での意見収集 ○協議会での中間報告（H31.3） 

H32年度から 

新制度開始 

そ
の
他 

33．貨客混載の導入に向けた検討 

 ○関金での取り組み把握 ○企業ヒアリング ○交通事業者ヒアリング 

 ○企業・事業者との調整 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

事業開始 

37．ドライバーの確保・育成支援 

 ○取り組み事例収集  ○交通事業者ヒアリング ○市町との協議 

 ○協議会での意見収集 ○協議会での報告（H31.3） 

H31年度から 

支援開始 
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●● ●● ●● H31年度当初予算〆 ●● ● ●●

H29事業報告・決算

再編に係る調査検討

利用促進等に係る検討

事業進捗状況の報告

再編実施計画骨子

事業進捗状況報告

再編実施計画案提示
再編実施計画策定

住民説明、各市町地域

公共交通会議

6月議会 ９月議会 12月議会 2月議会 3月議会

通勤・通学利便性の向上

詳細把握・課題抽出 高校ヒアリング実施 素案作成 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

調査準備 企業ヒアリング実施 素案作成 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

通院・買物利便性の向上

実証運行把握 協議会での意見収集 協議会での意見収集

実証運行把握 協議会での意見収集 協議会での意見収集

詳細把握・課題抽出 素案作成 事業者との調整 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

倉吉市中心市街地内移動の利便性向上

事業者との調整 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

事業者との調整 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

観光ヒアリング実施 素案作成 素案作成・事業者調整 協議会での意見収集 素案修正 事業者・市町との調整 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

観光ヒアリング実施 実態調査（依頼・実施） 調査結果回収・集計 協議会での意見収集 PR方法検討・素案作成 事業者・市町との調整 協議会での意見収集 素案修正 計画決定 意見収集・PR計画決定

観光ヒアリング実施 現状調査 素案作成 協議会での意見収集 市町との調整 素案修正・予算要求 協議会での意見収集 事業者との調整 計画決定 協議会での報告

イベント調査 PR依頼 取り組み状況まとめ 協議会での報告

効率的な運行形態への再編

市町との協議 方向性検討 市町との調整 素案修正 方向性決定 協議会での中間報告

事業者との調整 素案作成 見直しによる影響検討 協議会での意見収集 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

市町との協議 方向性検討 市町との調整 素案修正 方向性決定 協議会での中間報告

市町との協議 方向性検討 市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

事業者との調整 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での検討 住民説明・交通会議 計画決定 協議会承認

円滑な移動のための環境整備

住民要望の把握 提供情報の取りまとめ 素案作成 協議会での意見収集 市町との調整 素案修正・予算要求 協議会での意見収集 協議会での報告

既存制度・事例把握 提供情報の取りまとめ 協議会での意見収集 市町との調整 素案の決定 協議会での報告

協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

乗り換え接続の改善

詳細把握・課題抽出 路線等特定 素案作成 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 方向性決定 協議会での中間報告

詳細把握・課題抽出 路線等特定 素案作成 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正 協議会での意見収集 協議会承認

情報提供箇所の調査 情報提供内容の検討 素案作成 協議会での意見収集 事業者・市町との調整 素案修正・予算要求 協議会での意見収集 事業者との調整 計画決定 協議会での報告

ＩＣカードの導入に関する研究

協議会での報告

高校生のバス利用促進

高校ヒアリング依頼 高校ヒアリング実施 啓発チラシ素案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

高校ヒアリング依頼 高校ヒアリング実施 素案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

事例収集 高校ヒアリング実施 素案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 方向性決定

高齢者等のバス利用促進

PR方法検討 掲載内容検討 素案の作成 協議会での意見収集 PR方針決定 協議会での報告

事例収集 制度の方向性検討 協議会での意見収集 協議会での中間報告

取り組み情報収集 協議会での意見収集 素案作成 事業者・市町との調整 協議会での意見収集 協議会での報告

企業・事業所のバス利用促進

企業ヒアリング依頼 企業ヒアリング実施 啓発チラシ案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

JR駅の現状調査 可能性検討 問題点・課題の整理 協議会での意見収集 協議会での中間報告

バス体験活動の実施

イベント情報の収集 対象イベントの決定 告知・PR 協議会での報告

商業ヒアリング依頼 商業ヒアリング実施 可能性の検討 素案の作成 協議会での意見収集 関係者間調整 計画決定 協議会での報告

多様な情報提供と内容の充実

協議会での意見収集 協議会での報告

素案作成 関係者協議 原稿決定 協議会での報告

貨客混載の取り組み検討

関金での取組の把握 概要の検討 方向性決定 協議会での報告

住民との協働によるしくみづくり

協議会での意見収集 原稿決定 広報紙への掲載 協議会での報告

要望の収集 要望内容取りまとめ 協議会での意見収集 住民との調整 事業者・市町との調整 協議会での中間報告

取組事例収集 短大・高校ヒアリング 方向性検討・素案作成 協議会での意見収集 市町での調整 予算要求 協議会での意見収集 協議会での報告

持続可能な運行体制支援

支援の方向性検討 市町との調整 協議会での意見収集 協議会での報告

素案作成 関係者協議 原稿決定 協議会での報告

高校ヒアリング依頼 高校ヒアリング実施 啓発チラシ素案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

企業ヒアリング依頼 企業ヒアリング実施 啓発チラシ素案作成 協議会での意見収集 協議会での意見収集 協議会での報告

21 自家用車送迎からバス利用への移行促進

6月～7月

24 割引定期のPRと利用促進

25 新たな利用助成制度の創設

26 運転免許証自主返納者等、移動困難者への対応

事業６-２

事業６-１

事業５-２

29 バスの乗り方教室・体験試乗会の開催

30 商業施設等とのタイアップによる利用促進

31 ＩＣＴ等を活用した情報提供の強化

32 時刻表・バスマップの作成

34 公共交通利用促進に関する情報提供

35 住民との協働による運行のしくみづくりの研究

36 住民等との協働による待合環境整備への協力

33 貨客混載の導入に向けた検討

事業４-１

23 新たな割引制度・助成制度の創設

27 企業・事業所への意識啓発の取り組み

（１）地域公共交通再編事業

（２）その他の事業

 4 病院と商業施設間の移動ダイヤの改善

22 割引定期のPRと利用促進

12 土日祝日ダイヤの見直し

13 タクシーの活用等による効率的な運行形態の導入（三朝町）

13 タクシーの活用等による効率的な運行形態の導入（その他）

15 バス停及び主要拠点の待合環境整備

16 住民等との協働による待合環境整備

17 バス車両のバリアフリー化、UDタクシーの利活用の推進

14 中心市街地における過密ダイヤの緩和

 5 倉吉未来中心周辺へのアクセス利便性の改善

 6 医療機関へのアクセス利便性の改善

 7 観光地間をつなぐ路線・ダイヤの改善

 8 観光客向けパスの発行・ＰＲ

 9 インバウンド対応の多言語化

10 地域イベントとの連携

事業２-３

事業３-１

事業１-３

事業１-４　観光移動の利便性向上

事業５-１

事業２-１

18 乗り換え接続時間の短縮化（上記以外）

19 乗り換え情報の提供

20 ＩＣカードの導入可能性の研究

情報提供の方向性検討 情報内容の検討 素案作成

素案作成 市町との調整

印刷・配布

企業ヒアリング実施 交通事業者ヒアリング 企業・事業者との調整

バスネットPR方法検討 市町との調整 素案作成 ＰＲの方向性決定

乗り方教室実施

関係者間協議

事業３-２

事業３-３

事業３-４

啓発チラシ修正 チラシ印刷・配布

計画案作成 計画案修正

制度の方向性検討 事業者・市町との調整

随時PR

事業者・市町との調整 素案作成 事業者・市町との調整

28 パーク＆ライドの促進

啓発チラシ修正 チラシ印刷・配布

２．公共交通網形成計画推進事業

印刷・配布38 圏域バスマップ作成（バス乗り方教室で配布）

37 ドライバーの確保・育成支援

整備計画の作成

取組事例収集 事業者ヒアリング 支援の方向性決定

（２）通学・通勤のバス利用促進チラシ配布

39 高校生・企業向け利用促進チラシ作成
チラシ素案修正 チラシ印刷・配布

（１）圏域バスマップ作成・配布

事業者・市町との調整 ＰＲ開始・利用促進

事業者・市町との調整 事業者・市町との調整

勉強会・研修会の情報把握 随時参加

チラシ素案修正 チラシ印刷・配布

方向性決定

UDタクシー活用事例調査 バリアフリー化方針・UDタクシー利活用策整理 車両更新計画・UDタクシー利活用策の整理

関係市町村・事業者との調整

事業２-２

整備計画作成

素案作成 市町内協議

素案作成

素案作成

18 乗り換え接続時間の短縮化（赤碕・穴鴨・小河内・北条・橋津線）

事業者との調整

素案作成 関係市町村・事業者との調整

随時告知・取り組み状況の把握

素案作成 関係市町村・事業者との調整11 長大路線の効率化（赤碕線・小河内線・穴鴨線）

素案作成

素案作成

事業全体スケジュール（H30年度）

事業項目・内容
H30年度

素案作成 影響を受ける住民との調整 事業者調整

素案作成 事業者との調整 素案修正

協議会●／幹事会●

協議会協議内容

計画の住民説明・各市町地域公共交通会議

議会

１．公共交通再編実施計画

事業１-１

事業１-２

 1 通勤・通学時間帯のダイヤ・ルートの改善

 2 西倉吉工業団地へのバスの乗り入れ（社線）

 3 河北地域へのバスの乗り入れ（倉吉駅以南の路線延伸）

 3 河北地域へのバスの乗り入れ（橋津線、北条線ルート変更）

3

資料３－２



4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

再編計画変更策定

通勤・通学利便性の向上

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告

通院・買物利便性の向上

事業者調整 運輸局申請

住民説明・地域交通会議 計画変更案作成 協議会承認・交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

倉吉市中心市街地内移動の利便性向上

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

検討

検討

効率的な運行形態への再編

住民説明・地域交通会議 計画変更案作成 協議会承認・交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

住民説明・地域交通会議 計画変更案作成 協議会承認・交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

円滑な移動のための環境整備

乗り換え接続の改善

住民説明・地域交通会議 計画変更案作成 協議会承認・交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

地域交通会議 運輸局申請・周知、協議会への報告 検討

検討

ＩＣカードの導入に関する研究

高校生のバス利用促進

準備・告知

高齢者等のバス利用促進

準備・告知

検討

企業・事業所のバス利用促進

バス体験活動の実施

検討

多様な情報提供と内容の充実

貨客混載の取り組み検討

検討

住民との協働によるしくみづくり

住民説明 計画変更案作成 交通会議 運輸局申請・告知

持続可能な運行体制支援

事業５-２

33 貨客混載の導入に向けた検討

事業６-１

34 公共交通利用促進に関する情報提供

35 住民との協働による運行のしくみづくりの研究

36 住民等との協働による待合環境整備への協力

事業６-２

37 ドライバーの確保・育成支援

事業３-３

27 企業・事業所への意識啓発の取り組み

28 パーク＆ライドの促進

事業３-４

29 バスの乗り方教室・体験試乗会の開催

30 商業施設等とのタイアップによる利用促進

事業４-１

31 ＩＣＴ等を活用した情報提供の強化

32 時刻表・バスマップの作成

20 ＩＣカードの導入可能性の研究

事業３-１

21 自家用車送迎からバス利用への移行促進

22 割引定期のPRと利用促進

23 新たな割引制度・助成制度の創設

事業３-２

24 割引定期のPRと利用促進

25 新たな利用助成制度の創設

26 運転免許証自主返納者等、移動困難者への対応

事業２-１

15 バス停及び主要拠点の待合環境整備

16 住民等との協働による待合環境整備

17 バス車両のバリアフリー化、UDタクシーの利活用の推進

事業２-２

18 乗り換え接続時間の短縮化（赤碕・穴鴨・小河内・北条・橋津線）

18 乗り換え接続時間の短縮化（上記以外）

19 乗り換え情報の提供

事業２-３

 5 倉吉未来中心周辺へのアクセス利便性の改善

 6 医療機関へのアクセス利便性の改善

事業１-４　観光移動の利便性向上

 7 観光地間をつなぐ路線・ダイヤの改善

 8 観光客向けパスの発行・ＰＲ

 9 インバウンド対応の多言語化

10 地域イベントとの連携

事業５-１

11 長大路線の効率化（赤碕線・小河内線・穴鴨線）

（１）地域公共交通再編事業

事業１-１

 1 通勤・通学時間帯のダイヤ・ルートの改善

 2 西倉吉工業団地へのバスの乗り入れ（社線）

事業１-２

 3 河北地域へのバスの乗り入れ（倉吉駅以南の路線延伸）

 3 河北地域へのバスの乗り入れ（橋津線、北条線ルート変更）

 4 病院と商業施設間の移動ダイヤの改善

事業１-３

事業全体スケジュール（H31年度～）

事業項目・内容
Ｈ31年度 Ｈ32年度 網形成計画スケジュール

協議会●／幹事会●

運行スタート

随時実施運行スタート

運行スタート

検討 随時実施

随時実施

協議会協議内容

計画の住民説明・各市町地域公共交通会議

運行スタート 随時実施

議会

１．公共交通再編実施計画

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34

継続

検討 随時実施

各市町で随時制度化

随時整備実施

検討 随時実施

検討 随時実施

運行スタート

随時実施運行スタート

運行スタート

運行スタート 随時実施検討

運行スタート

随時実施

随時実施

整備スタート

告知スタート

検討

随時実施

随時実施

市町調整 検討 随時実施新制度スタート

随時対応

PRスタート

随時実施運行スタート

随時実施

継続

整備スタート

随時実施

随時実施

継続

随時実施運行スタート

12 土日祝日ダイヤの見直し

13 タクシーの活用等による効率的な運行形態の導入（三朝町）

13 タクシーの活用等による効率的な運行形態の導入（その他）

14 中心市街地における過密ダイヤの緩和

（２）その他の事業

随時実施

事業者・市町との調整

検討 随時実施

随時実施

随時実施

事業者・市町との調整 新制度スタート

検討 随時実施整備スタート

運行スタート

運行スタート

随時実施運行スタート

運行スタート

継続

継続

随時実施

随時実施随時事業スタート

継続

随時実施

随時実施

新制度スタート

随時実施検討随時支援スタート

随時実施

継続

検討

随時整備実施

運行スタート

随時実施

随時実施
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