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 序  章   

序 章 

 

背景と目的  

 鳥取県中部地域（以下、「本圏域」という）は、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の１

市４町で構成されており、企業、学校、病院、商業施設が集中している倉吉市を中心として、ひと

つの生活圏域を形成しています。このような地域環境から、本圏域は倉吉市を中心市とする総務省

の定住自立圏構想の圏域として、定住を促進し、持続可能な圏域社会を構築していくための取り組

みを進めています。 

 圏域の公共交通は、主に鉄道と路線バスで構成されており、特に路線バスは自治体をまたがる広

域路線が多く、通勤・通学や通院・買物等、住民生活に密着した公共交通手段となっています。こ

のような状況の中、近年、バス利用者は減少の一途をたどっていることから、これまでも不採算路

線を中心に路線の見直しを図り、必要に応じてコミュニティバスや乗合タクシー等の独自運行を行

ってきました。 

 しかしながら、財政負担や公共交通ネットワークのあり方等の問題が依然として横たわっており、

広域バス路線の多い本圏域では市町村単独での取り組みには限界があることから、圏域全体の住民

ニーズを調査し、移動実態に即した便利で効率的な公共交通ネットワークを再編する必要に迫られ

ているのが現状です。 

 このような背景のもと、前述の倉吉市と周辺４町間の定住自立圏形成協定では、地域公共交通に

関して「公共交通に係る効率的な運行体系の確立」を挙げています。 

 こうした経緯を踏まえ、本計画では圏域内の公共交通の見直しを行うことにより、より効率的で

利便性の高い公共交通ネットワークを形成し、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを継続することによ

って、将来にわたって持続可能な交通体系の確立を目指します。 

   

 

計画対象地域  

 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町の１市４町 

 

計画期間  

 平成２８年度から平成３２年度の５年間 

 

 

 なお、計画内容については、実情に応じた適切な公共交通の運行を行うため、利用状況に応じた

見直し基準の設定等により、定期的な見直しを図るものとします。 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

鳥取県中部地域 

図 1 圏域の位置 

鳥取県 

第１章 鳥取県中部地域の現況と課題  

 

１-１ 圏域の概要  

 

１-１-１ 位置・地勢 

 

（１）位置 

本圏域は、鳥取県の中央部に位置  

し、南部は岡山県と隣接した、倉吉  

市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北 

栄町の１市４町で構成される地域で 

す。 

  

（２）地勢 

  本圏域は、北部が日本海に面し、  

南部には蒜山や大山山麓等の中国 

山地が連なる、総面積 780.43k㎡  

のエリアです。 

南部に広がる急峻な山間地域から丘陵地を経て、山地から流れる河川に沿って平野部が存在し

居住地域、農業地域となっている。また大山、中国山地からの谷合の地形により横断的な道路が

ない状況にあります。湯梨浜町、北栄町の海岸部では砂丘地帯が広がっており、丘陵地や砂丘地

帯では農産物の生産が盛んに行われています。また、湯梨浜町の中央部には、周囲 10km の汽水湖

である「東郷池」があり、湖畔には「はわい温泉」「東郷温泉」があるほか、三朝町には「三朝温

泉」、倉吉市には「関金温泉」といった温泉資源が豊富な地域でもあります。 

  

 

 

 

市町名 面積（ｋ㎡） 

倉 吉 市 272.06 

三 朝 町 233.52 

湯 梨 浜 町 77.94 

琴 浦 町 139.97 

北 栄 町 56.94 

合計 780.43 

図 2 圏域の地勢 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

１-１-２ 人口と高齢化の状況 

   

（１）人口 

  昭和 60年に 122,939人あった圏域の国勢調査人口は、平成 22年には 108,737人となり、この

25年間で 14,202人減少しています。 

  昭和 60年の人口を 100 としてその増減を見ると、湯梨浜町が一時増加に転じているほかは減少

化傾向にあります。   

 

 

 

 

 
 

図 3 人口の推移；人数（資料：国勢調査） 

図 4 人口の推移；昭和 60 年との比較（資料：国勢調査） 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

（２）高齢化率 

  本圏域の高齢化率は平成 22 年の国勢調査で 28.6％となっており、昭和 60 年からの 25 年間で

13.1ポイント上昇しています。 

  市町別の高齢化率の推移では、三朝町及び湯梨浜町で高齢化が若干鈍化しているほかは、同じ

ような上昇傾向を示しています。一方、15～64歳の生産年齢人口、15歳未満の人口ともに減少し

ており、一層の超高齢社会となることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 自治体別高齢化率の推移（資料：国勢調査） 

図 6 圏域内人口の年齢別割合（資料：国勢調査） 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

 

１-１-３ 主要施設と観光資源の分布状況 

 

（１）主要施設の分布状況 

本圏域内の主要施設は、倉吉市の旧市街地及び倉吉駅周辺に集中しているほか、合併前の旧町

村の中心部周辺に小規模な集積が見られます。 

  行政施設や医療機関、商業施設などの都市機能が集中するこれらの地区は、日常移動の際の目

的地となる場所であり、公共交通によりアクセスしやすい環境が求められます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 主要施設の分布状況 

 

 

（２）観光資源の分布状況 

   本圏域の観光地は、「はわい温泉」「東郷温泉」「三朝温泉」「関金温泉」の４つの温泉を中心

に、南部の山間地には自然景観に優れた景勝地が多く点在しているほか、世界遺産登録を目指

している三朝町の「三徳山投入堂」、倉吉市の「白壁土蔵群」、北栄町の「青山剛昌ふるさと館」

や湯梨浜町の中国庭園「燕趙園」など、有名観光地を有しています。また、琴浦町の「塩谷定

好写真記念館」などの新しい観光施設が整備されています。 

   本圏域では、岡山県蒜山地域を加えた「一般社団法人鳥取県中部観光推進機構」を立ち上げ、

観光ＰＲ活動等に努めています。しかし圏域への観光入込客数は減少化傾向にあり、平成 10

年には 1,768 千人あった観光客が平成 26年には 1,390千人と 378千人落ち込んでいます。その

中で、圏域観光の中心となる４つの温泉の入込客数も同様に少しずつ減少しています。 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

 

 

 

 

 

図 9 とっとり梨の花温泉郷周辺の観光入込客数の推移（資料：鳥取県観光客入込動態調査結果） 

図 10 圏域内温泉への観光入込客数の推移（資料：鳥取県観光客入込動態調査結果） 

図 8 観光資源の分布状況 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

１-２ 鳥取県中部地域における公共交通の現況 

 

１-２-１ 鉄道 

 

   ＪＲ山陰本線は、鳥取県の沿岸部を東西に走っており、倉吉駅からは米子方面に平日 26本（土

曜・休日 22本）、鳥取方面に平日 27本（土曜・休日 25本）が運行されています。また、倉吉

から京都までを運行している「スーパーはくと」の終点でもあり、京阪神方面から直通での観

光客が多く見られます。 

   圏域内には赤碕駅、八橋駅、浦安駅、由良駅、下北条駅、倉吉駅、松崎駅、泊駅の８つの駅

があり、主に通勤・通学に利用されており合計で１日 3,806人（平成 26年度）の乗車がありま

すが、倉吉駅での乗降が 56％を占め最も多くなっています。 

   各駅での乗車人数は、この５年間の比較では、概ね横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 鉄道網 

図 12 駅別日平均乗車人員の割合（Ｈ26 年度） 図 13 駅別日平均乗車人員の推移 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

１-２-２ 路線バス 

 

（１）路線バスの状況 

   本圏域内には、日本交通㈱と日ノ丸自動車㈱の２つの民間バス事業者があり、倉吉市中心部

から周辺４町に向かって放射線状に延びる４条（注１）の広域バス路線が中心で、倉吉市と三

朝町を結ぶ路線の一部と倉吉市の西部を運行する路線がみなし４条（注２）バス路線となって

います。また、琴浦町内を 79条バス路線（市町村運営有償運送）（注３）が運行しています。 

   広域バス路線と倉吉市内のバス路線は、そのほとんどが倉吉駅～西倉吉間を通過しているた

め、この区間の運行本数は上下線合わせて１日約 300本（上り、下りそれぞれ約 150本）と、

著しく多くなっています。また、その他のバス路線では倉吉駅と関金を結ぶ関金線、倉吉市と

三朝町を結ぶ三朝線、上井～三朝線や倉吉市と湯梨浜町を結ぶ橋津線等の運行頻度が高くなっ

ています。 

 
  

 

（注 1）4 条路線（改正前） 
道路運送法の第４条に規定される路線で、平成 18 年 10 月 1 日付けの法改正（以下「法改正」という。）以前に

国土交通大臣の許可を受けた一般乗合旅客運送事業者によって運送する路線（緑ナンバーの車両により運
行） 

 

（注 2）みなし 4条路線 
道路運送法の第４条に規定される路線で、みなし４条路線は、法改正以前に廃止代替等を運行していた事業者が法

改正により一般乗合旅客自動車運送事業者としてみなされた路線。 

新４条路線は、法改正以降、新たに一般乗合旅客自動車運送事業の許可を取得した事業者によって運行される路線。
主として地域公共交通会議等の合意を得て運行されている路線。（いずれも緑ナンバーの車両により運行） 

 

（注 3）79 条路線 
道路運送法の第７９条に規定される、自治体や特定非営利活動法人等が自家用車の有償運送の登録を行い、主に区

域内の住民の運送のために運行する路線（白ナンバーの車両による運行） 

図 14 法的区分別バス路線状況 
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図 15 圏域のバス路線 
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 第１章 鳥取県中部地域の現況と課題   

（２）バス停までの距離 

最寄バス停から居住集落までの距離が１km以上離れており、実質的にバスが利用できない集落

（一般的にバス利用者の利用するバス停までの距離は 300ｍから 500ｍまでとなっているが、本計

画では 400ｍ以上を交通不便地域と設定）が山間部を中心に点在しているほか、琴浦町や北栄町、

倉吉市では平地部分においてもこのような交通不便地域が見られます。 

  また、最寄バス停から 400ｍ以内の人口カバー率は、圏域全体で 77.2％となっています。 

 
図 16 集落の中心から最寄バス停までの距離 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

（３）バス利用状況 

  ４条路線バスの利用者数は、

近年減少傾向にあり、79条路

線バスも横ばいから微減で推

移しています。各系統の年間

輸送量では、多い系統で９万

人、少ない系統で２千人程度

となっています。 

  本圏域においては、移動手

段として自家用車利用が多い

地域であり、また近年の少子

高齢化による要因で利用者の

減少傾向が見られていると考

えられます。 

 

 

（４）収支状況 

  平成 26 年度の４条路線バス全体の収支比率は 45％となっています。また収支比率の推移は、

４条路線バスで低下傾向にあり、その結果として市町村の補助金は年々増加傾向にあります。 

79条路線バスは収支比率、補助金ともにほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

図 18 路線バスの収支比率の推移 

図 19 市町村補助金の推移 

※平成 19 年度からの市町村補助金には県補助が含まれています。 

※４条路線バスの補助金額については、町単独運行路線分は含ま

れていません。 

図 17 路線バス年間輸送人員の推移 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

１-２-３ その他の公共交通 

 

（１）北栄町乗合タクシー 

   北栄町では、平成 18年 10 月か

ら、それまで運行されていた西高

尾公園～由良・台場公園線を廃止

し、デマンド方式（注４）による

定時定路線型乗合タクシー（注５）

を運行しています。 

   利用者数は減少傾向にあり、ま

た、利用者からの多様な要望もあ

ることから、福祉施策と連携し、

ドア・トゥ・ドアで行っている「タ

クシー助成制度」と総合的な見直

しが必要です。 

 

 

表 1 運行の概要 
 

運 行 日 毎日（12/30～1/3 の間運休） 

運 行 回 数 １日５回（往復） 

利 用 料 金 
大人（中学生以上）200 円、小人（小学生）100 円 

運転免許自主返納者 100 円 

利 用 方 法 ○乗りたい時刻の 30 分前までに予約センターへ予約 

○指定停留所で乗車 

○運行路線内では停留所以外でも降車可能 

○下車時に料金を支払う 

 
 

表 2 北栄町乗合タクシー利用状況 
 

  
利用者数 運行収入 運行経費 収支 収支比率 補助金額 

備考 
（人） （円） （円） （円） （％） （円） 

H23 年度 516 87,300 862,050 △ 774,750 10.1% 774,750  

H24 年度 618 108,500 873,110 △ 764,610 12.4% 764,610   

H25 年度 720 126,100 1,021,160 △ 895,060 12.3% 895,060   

H26 年度 389 63,600 686,460 △ 622,860 9.3% 622,860   

 

（注 4）デマンド方式 
需要（デマンド）がある場合にのみ運行するしくみ。 
 

（注 5）乗合タクシー 
乗合バスのように乗客旅客を運送するタクシー。車両の乗車定員は 10 人以下となる。定時定路線で運行する形態
とドア・トゥ・ドア（戸口から戸口へ運送）の形態がある。 

図 20 乗合タクシーの運行経路 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

（２）倉吉市予約型乗合タクシー 

   倉吉市の北谷地区・高城地区では、平成 27年 10月から、バスの利用が少ない平日昼間の時

間帯に、デマンド方式によるドア・トゥ・ドアの乗合タクシーを運行しています。バス停まで

の距離が離れているためバス利用が不便な地域における利便性の向上と、バス運行の効率化が

期待されます。 

 

 

 

 

 

表 3 運行の概要 
 

運 行 日 平日（8/13～8/15、12/31～1/3 の間運休） 

運 行 回 数 
北谷地区・高城地区それぞれ１日最大４往復 

路線バス北谷線・高城線の平日ダイヤにあわせて運行 

利 用 料 金 

距離により 100 円～300 円 

※小学生、身体障がい者、児童福祉法の適用者、知的障

がい者及び精神障がい者は半額 

※小学生のうち路線バス定期券所有者及び小学生未満は

無料 

利 用 方 法 ○乗りたい時刻の２時間前までに運行事業者へ予約 

○利用者宅付近で乗車し「横田」バス停留所で下車、また

は「JA 久米支所前」バス停留所で乗車し利用者宅付近

で下車 

○各地区の小学校、地区公民館での乗降は可能 

○下車時に料金を支払う 

 

 

図 21 乗合タクシーの運行範囲 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

（３）過疎地有償運送 

   倉吉市の高城地区では、平成 16 年８月から、ＮＰＯ法人を運行主体とする過疎地有償運送（注

６）を行っています。これは、バス停までの距離が離れているためバス利用が不便な集落を対

象とし、あらかじめ登録した会員をバス停から自宅まで輸送するサービスです。 

 

表 4 過疎地有償運送の概要 
 

 

○事業主体：特定非営利活動法人 たかしろ 

○運送対象：あらかじめ登録した会員とし、会員は自宅から路線バスの停留所まで相当の距離があり、公共交通機関の

利用が困難な移動制約者 

○運送区域：倉吉市高城地区内 

○運転者：会員のボランティア運転手（H26.7現在 22名） 

○使用車両：法人所有の車両（現在２台） 

○損害賠償：対人賠償：無制限 

対物賠償：500万円 

○運送対価：１乗車／2km未満 100円、2km以上 200円 

○運送回数：月・水・金の昼間、路線バス（高城線）の下り１便に対応し、降車した会員を自宅まで運送 

○利用者数：平成 26年度 452人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 過疎地有償運送の運行範囲 

 

（注 6）過疎地有償運送 
バスやタクシーなどの公共交通機関だけで十分な輸送サービスが確保できない場合、一定の要件を満たした NPO
法人などが運送主体となり、事前に会員登録した住民などからタクシーの半額程度の運賃を収受して運行する運送

形態。 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

（４）タクシー 

本圏域内には倉吉市、北栄町に合わせて５社のタクシー会社がありますが、湯梨浜町、三朝

町では日常的にタクシーを利用しにくい状況にあります。 

 

図 23 タクシー事業者 

（５）スクールバス 

   圏域内には、大栄小学校・北条小学校（北栄町）、羽合小学校・東郷小学校・北溟中学校（湯

梨浜町）、聖郷小学校・船上小学校（琴浦町）で専用スクールバスが運行されています。それ以

外の地域では、小中学生は必要に応じて路線バスを利用しています。 

 

図 24 専用スクールバス路線 

日本交通 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

１-２-４ 生活交通施策の概要 

 

   本圏域では、前述のような公共交通の運行以外に、生活交通施策として各種の補助制度を設

けています。これらの負担金を合わせて、圏域で生活交通に費やした経費は、平成 26年度で２

億８千万円を超えています。今後も少子高齢化が進む中で、本圏域での生活公共交通を維持し

ていく上では公共交通全体の再構築を行い、将来にわたって持続可能な公共交通体系の確立が

求められています。 

表 5 生活交通施策の概要（H26 年度） 
 

自治体名 運行形態等 利用対象 利用料金 
市町財政負担 

（千円） 
備 考 

路線バス 
運行補助 

日本交通 直営 住民 日本交通所定の運賃 36,414  

日ノ丸自動車 
直営 

住民 
日ノ丸自動車所定の運
賃 

140,013  

琴浦バス 
日ノ丸自動車

へ委託 
住民 小学生以上/100 円 37,135 琴浦町 

乗合タクシー 
民間タクシー活
用 

住民 
中学生以上/200 円 
小学生/100 円 

623 北栄町 

過疎地有償 

運送 
ＮＰＯ法人 

高城地区のバス停
から離れた場所に
居住する登録住民 

2km 未満/100 円 

2km 以上/200 円 
610 倉吉市 

スクール 

バス 

 
小学校遠距離通学
児童 

無料 10,605 北栄町 

 
小中学校遠距離 

通学児童・生徒 
無料 24,144 湯梨浜町 

 
小学校遠距離通学
児童 

無料 13,576 琴浦町 

スクール 

バス補助金 
 遠距離通学高校生  1,918 倉吉市 

通学定期券 

購入補助金 

 
2km 以上の遠距離 
通学児童 

 922 湯梨浜町 

 
遠距離通学 

幼稚園児、小学生 
 453 北栄町 

 
遠距離通学 
小学生、中学生 

8 割補助 1,859 琴浦町 

小中学校遠距離 
通学費補助金 

 
遠距離通学 

児童・生徒 
 5,444 倉吉市 

 
遠距離通学 
児童・生徒 

 3,834 三朝町 

重度障害者 

タクシー助成 
 重度障がい者  5,659 倉吉市 

地域交通利用助
成（タクシー） 

 高齢者等 
300円～乗車賃から 800
円を除いた額 

1,159 北栄町 

高齢者定期券 

購入費助成 
 65 歳以上高齢者  514 湯梨浜町 

合   計 284,882  
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

１-３ 上位計画 

 

 本圏域の公共交通計画を策定する上で、踏まえるべき計画を以下に示します。 

 

 

（１）鳥取県の将来ビジョン 

 主な内容 

策定年月 平成 20年 12月（平成 26年 10月追補） 

目標年次 平成 30年度 

将来像 みんなで創ろう「活力 あんしん 鳥取県」 ～心豊かな充実生活をめざして～ 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○交通基盤の充実 

 ・過疎地域の路線バスや若桜鉄道、ＮＰＯ等による新たな交通手段等により、地域の実情・ニーズに

合った生活交通体系を確保 

 

 

（２）定住自立圏共生ビジョン 

 主な内容 

策定年月 平成 27年 3月 

目標年次 平成 31年度 

将来像 発進！とっとり中部 ～絆と自立、癒しと活力を育む圏域～ 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○地域公共交通 

 ・圏域における公共交通の効率的な運行体系を確立するため、路線バスの運行体系の見直しを行う 

 

 

（３）第 11次倉吉市総合計画 

 主な内容 

策定年月 平成 28年 3月 

目標年次 平成 32年度（基本計画） 

将来像 愛着と誇り 未来いきいき みんなでつくる倉吉 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○利便性・採算性に配慮した効率的で持続可能な公共交通ネットワークづくり 

 ・広域移動の骨格は JR・広域バスが担うこととし、地域の生活交通としては乗合タクシーを導入する

など、各地域の実情を踏まえながら、効率的で持続可能な公共交通の構築に向けて検討 

○便利で快適なバス利用環境の向上 

 ・お年寄りや移動に不便を感じている人などだれもが利用しやすい公共交通を目指して、公共交通に

関する情報提供の充実や、バス停の点検整備などによる利用環境の向上を図る 

○利用促進策の推進と地域で守る体制づくり 

・日常生活での利用だけでなく、観光による公共交通利用を促進するとともに、住民・企業・交通事

業者・行政の協働による地域交通に関する意見交換を実施するなど、地域で公共交通を守る体制を

つくる 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

（４）第 10次三朝町総合計画 

 主な内容 

策定年月 平成 23年 4月 

目標年次 平成 32年度 

将来像 心豊かで“キラリ”と光る町 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○バス路線の維持、利用促進 

 ・バスの利用実績と利用者ニーズに基づく運行系統やダイヤの充実 

 ・バスの利用促進に向けた取り組みの展開 

○公共交通システムの確立 

 ・地域の実情に合った公共交通方策の導入 

 ・バス路線未運行地域における地域協働による支援策の促進 

 

（５）第 3次湯梨浜町総合計画 

 主な内容 

策定年月 平成 28年 3月 

目標年次 平成 32年度 

将来像 「みんなが主役 笑顔あふれる 湯梨浜町」 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○公共交通の整備及び支援 

  ・高齢者の外出支援を行うとともに、バス利用の促進を目的に高齢者定期券購入者に対する助成を実 

施 

  ・交通空白地域における支援策の推進 

  ・福祉や観光振興等の観点も踏まえた公共交通ネットワークのあり方を検討 

○鉄道の利用促進 

  ・駅前の駐車場・駐輪場の適切な管理に努め、鉄道利用者の利便性の向上を図る 

 

（６）第 1次琴浦町総合計画 

 主な内容 

策定年月 平成 19年 3月 

目標年次 平成 28年度 

将来像 「自然と歴史が調和した心豊かなふるさと未来」 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○公共交通対策 

 ・公共交通の認識を高め、利用者の増加に向けた利便性の高い取り組みの実施 

 ・鉄道、広域路線バスとの連携を図りながら、町民ニーズを踏まえた町内バスの利便性向上 

 

（７）北栄町まちづくりビジョン 

 主な内容 

策定年月 平成 23年 1月（平成 27年 9月改訂） 

目標年次 平成 32年度 

将来像 人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまち 

特に踏まえるべき 

項目 

（公共交通施策） 

○地域の実情、移動実態に合った既存バス路線の維持 

○福祉施策との連携もふまえた、乗り合いタクシー、タクシー助成制度の総合的な見直しと効率化 
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第１章 鳥取県中部地域の現況と課題    

１-４ 鳥取県中部地域における公共交通の課題 

 

本圏域の地勢や公共交通の現状と前期連携計画の実施状況と結果を踏まえ、下記のとおり問題

点・課題を整理しました。 

 

（１）利用者減少による既存バス路線の見直しと生活公共交通の確保 

   少子高齢化・人口流出・自家用自動車の利用によりバス利用者数は年々減少していますが、

運転免許や車を持たない住民にとって、バス路線は通勤、通学、通院、買物など日常生活の重

要な移動手段であり、既存バス路線の効率化を図りつつ利便性の向上に努め、生活バス路線を

含めた生活公共交通を将来に向け安定的に確保・持続的に維持をしていく必要があります。    

 

 

（２）効率的な運行による路線バス補助金の負担抑制 

圏域内の広域バス路線はそのほとんどが不採算路線で、また広域長大路線が倉吉駅～西倉吉

間を通過しているなど重複による非効率な路線体系になっており、財源にも限りがある補助金

額も増加傾向にあり年々自治体の負担が増大しています。この傾向は今後も続くと予想される

ことから、ＮＰＯや地域住民との連携・協働も視野に入れた過疎地有償運送の導入による効率

的な運行方法の確立により、補助金の負担抑制を図る必要があります。 

 

 

（３）利用者の多様なニーズへの対応 

   新興商業施設の形成に伴う移動目的地の変化、公共交通の観光利用等、また日常において買

い物や通院に利用しやすい、主要な施設に行きやすいなどの利用者の多様なニーズに対応した

運行が求められています。また、山間部を中心として路線バスのバス停から離れた集落が多く

点在しており、このようなバス利用が困難な地域の解消に向け、福祉分野も含めた施策の検討

が必要となります。 

 

 

（４）公共交通の利用促進 

現状では、高校生と運転免許を持たない高齢女性がバス利用の中心となっていますが、少子

化や自家用車送迎の増加等により、高校生のバス利用は減少化傾向にあるほか、免許保有率の

上昇により、高齢女性の免許保有率も高くなると予想されます。その一方で、運転免許保有者

が、高齢化を理由に免許を返上する動きも出てきています。 

また、地球温暖化防止や健康づくり、定住自立圏構想に基づくまちづくり等の観点を踏まえ、

従来の自家用車中心の地域構造から公共交通を利用した構造への転換等を検討していく必要が

あります。 

これらの点を踏まえ、バス利用促進に向けた総合的な施策展開が望まれます。 
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第２章 計画の基本方針 

 

２-１ 基本方針 

  

本圏域の公共交通の課題を踏まえ、以下の基本方針をもとに地域公共交通の活性化・再生に取り

組み、持続可能な交通体系の確立を目指します。 

５つのまちの暮らしをつなぐ、持続可能な快適交通ネットワークの構築 

 

２-２ 地域公共交通の活性化・再生の目標 

  

上記の基本方針のもとで地域公共交通の活性化・再生を進めるにあたって、以下の目標を設定し、

取り組みを推進します。 

 

目標１：利便性・採算性に配慮した効率的で持続可能な公共交通ネットワークづくり 

広域移動の骨格となる幹線と支線の２層構造の公共交通ネットワークを形成し、広域移動はＪＲ、

幹線バスとする国庫補助路線等が担うこととして、ＪＲとバスダイヤの乗り継ぎの改善等により幹

線バスのサービスの向上を図ります。地域の生活交通となる支線は、小型バス、乗合タクシー等に

より、地域の利用状況に応じた運行サービスへと適正化を図ることにより、利便性が高く効率的で

持続可能な公共交通を構築します。 

【対応する課題：（１）（２）（３）】 

 

目標２：便利で快適なバス利用環境の向上 

各地域からの通勤、通学、通院、買物等の日常生活に不便を感じないようにバス停の点検整備や、

公共交通情報の提供等の充実を目指します。これにより、高齢者や移動に不便を感じている住民の

利便性を向上させ外出機会を拡大して、健康で安心して暮らせる地域づくりを進めます。 

【対応する課題：（１）（４）】 

 

目標３：利用促進策の推進と地域で守る体制づくり 

住民の日常生活での利用だけでなく、観光による公共交通利用を促進すると共に、意識啓発活動

の推進や住民・企業・交通事業者・行政の協働による地域交通の計画づくり（意見交換）を実施し、

地域で公共交通を守る体制づくりを進めます。 

【対応する課題：（３）（４）】 
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地域内移動 
地域内移動 

地域内移動 

中心市街地 

地域内移動 
地域内移動 

広域・拠点間移動 

幹線 

幹線 

交通結節点 

交通結節点 

交通結節点 

交通結節点 

交通結節点 交通結節点 

支線 

支線 

支線 

支線 

支線 

２-３ 計画の考え方 

 

２-３-１ 圏域の公共交通の特徴 

 

現状のバス運行は、需要量の大小に関わらず、起点となる集落のバス停から倉吉市内までを大型

バスで往復する形態で、車両が大きいため幹線道路しか運行できず、幹線道路から入り込んだ地域

において、バスを利用しづらい地域も多く見られます。また、圏域には広域バス路線が多いため、

路線距離が長く、利用の少ない時間帯でも大型車両が運行され非効率な面があります。 

 

２-３-２ 目指す交通体系 

 

上記の問題を解決するため、ＪＲ山陰本線と広域移動の骨格を形成するバス国庫補助対象路線を

幹線とし、地域内での日常的な移動を担うその他の交通を支線と位置づけ、この幹線と支線のサー

ビス水準・運行形態を分離して、現状に即した運行を図る２層構造とし、１市４町の生活圏をつな

ぐ快適な交通ネットワークを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 25 幹線と支線の役割分担イメージ 
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課題解決に向けた路線（幹線・支線）の見直しと結節点（拠点）の見直し 

 
22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資   料 

 

 

○鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23年度～平成 27年度）における 

目標に対する実績及び評価 

○鳥取県中部地域公共交通協議会 設置要綱 

○鳥取県中部地域公共交通協議会 委員名簿 

○鳥取県中部地域公共交通協議会 協議経過 

 

 

 



 

 

 

 

鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23 年度～平成 27 年度）における 

目標に対する実績及び評価 

 

目   標 評 価 指 標 

目標１： 

幹線と支線の役割分担を

明確にした効率的で持続

可能な公共交通ネットワ

ークづくり 

○バス利用が困難な集落数 

バス停から 400ｍ以上離れた集落数 

   ・現在：192集落（H22） 

   ・目標：5年間で 80％低減化 

   ・実績：167集落（H26） 

   ・評価：H26時点で 13%の低減であり、80％低減化を満たしていな

い。 

○圏域内バス利用者数（4条路線） 

   ・現在：1,267,522人（H21） 

   ・目標：現在の水準を維持 

   ・実績：941,946人（H26） 

・評価：H26 時点で H21 時点の 74.3％であり、H21 時点の水準維

持はできていない。 

目標２： 

便利で快適な 

バス利用環境の向上 

○バス停上屋点検箇所数 

   ・目標：5年間で圏域すべての上屋を点検 

   ・実績：H23実施済み（圏域 106件） 

   ・評価：圏域の全ての上屋を点検しており、バス利用環境の向上

を図ることができた。 

目標３： 

利用促進策の推進と 

地域で守る体制づくり 

○利用促進広報回数 

   ・目標：各市町広報回数２回/年 

   ・実績：倉吉市２回/年 

       三朝町２回/年 

       湯梨浜町２回/年 

       北栄町３回/年 

       琴浦町２回/年 

   ・評価：全自治体において、年２回以上広報を実施しており、利

用促進を図った。 

効率的な公共交通ネットワークが形成できていない。 

 

 

 

○利便性・採算性に配慮した効率的な公共交通を構築する必要がある。 
 

 



 

 

鳥取県中部地域公共交通協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 倉吉市並びに三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町は、鳥取県中部圏域（以下「圏域」とい

う。）の地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関する協議及び連携計画

の実施に係る連絡調整を行うため、鳥取県中部地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(２) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(３) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか必要な事業に関すること。 

（協議会の委員） 

第３条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから倉吉市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 圏域を構成する市町の長又は市町の長が指名する職員 

(２) 一般乗合旅客自動車運送事業者の職員 

(３) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体に属する者 

(４) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体に属する者 

(５) 鉄道事業者の職員 

(６) 過疎地有償運送事業者の職員 

(７) 道路管理者の指名する職員 

(８) 中国運輸局鳥取運輸支局長又は中国運輸局鳥取運輸支局長の指名する職員 

(９) 倉吉警察署長又は倉吉警察署長の指名する職員 

(10) 圏域を構成する市町の地域公共交通の利用者 

(11) 学識経験者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員の報酬及び費用弁償に関する事項は、会長が別に定める。 

（協議会の役員） 

第４条 協議会に会長及び副会長（以下「役員」という。）をそれぞれ１名置く。 

２ 会長は倉吉市長とし、副会長は会長の指名する者をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、役員は、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うもの

とする。 

 

 



 

 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、委員に対し、会議の目的である事項及び内容並びに日時、場所

等を通知しなければならない。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、やむを得ない理由により

会議に出席することができない委員があらかじめ通知された議事について、書面をもって表決し、

又は当該委員が属する団体又は組織に属する者を代理人として出席させた場合は、当該委員が会議

に出席したものとみなす。 

４ 会議は、会長が議長となる。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

６ 委員は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保することにより地域福祉の向上に資するため、

誠意及び責任のある議論を行うよう努めなければならない。 

７ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議において個人情報を取り扱う場合は、非公開とす

る。 

８ 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（幹事会） 

第６条 会議の運営に当たって必要な事項を処理させるため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事は、圏域を構成する市町の担当課長並びに委員のうち一般乗合旅客自動車運送事業者の職員

及び学識経験者をもって充てる。 

３ 幹事会に幹事長を置き、幹事の互選によりこれを定める。 

４ 幹事会は、必要に応じて幹事以外の者に対し、資料の提出、意見等を求めることができる。 

５ 幹事会において審査した事項については、協議会に報告するものとする。 

（分科会） 

第７条 会長は、圏域を構成するそれぞれの市町における地域公共交通に関する事項を協議するため

に必要があると認めるときは、協議会に分科会を置くことができる。 

２ 分科会は、次の各号に掲げる分科会について、当該各号に定める市町に関する地域公共交通につ

いて協議するものとする。 

(１) 倉吉市分科会 倉吉市 

(２) 三朝町分科会 三朝町 

(３) 湯梨浜町分科会 湯梨浜町 

(４) 琴浦町分科会 琴浦町 

(５) 北栄町分科会 北栄町 

３ 第５条及び第６条の規定は、分科会について準用する。この場合において、これらの規定中「協

議会」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と、「副会長」とあるのは「副分

科会長」と読み替えるものとする。 

４ 分科会長は、分科会で決議された事項について協議会に報告するものとする。 

５ 協議会は、分科会の決議事項を協議会の議決とすることができる。 

 

 



 

 

（協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会の委員は、協議会において協議が整った事項について、その協議結果を尊重し、当該

事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（守秘義務） 

第９条 委員及び第５条第８項（第７条第３項において準用する場合を含む。）の規定により会議に出

席を求められた者は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第10条 協議会の事務局は、倉吉市総合政策課に置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

３ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務に関する事項） 

第11条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（監査） 

第12条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 監査委員は、協議会の委員の中から会長が指名する。 

３ 協議会の出納監査は、監査委員によって行う。 

４ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第13条 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者が

これを決算する。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成22年３月１日から施行する。 

（この要綱の制定に伴う経過措置） 

２ 協議会の設立初年度の委員及び役員の任期については、第３条第３項及び第４条第４項の規定に

かかわらず、平成24年３月31日までとする。 

附 則 

この要綱は、平成 23年７月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 27年２月 24日から施行する。 

 



 

 

鳥取県中部地域公共交通協議会 委員名簿 

(平成28年3月日現在) 

氏   名 所   属 委員区分 役職 

石田 耕太郎 倉吉市 第 3 条第 2 項第 1 号 市長 

徳丸 孝信 日本交通株式会社倉吉営業所 第 3 条第 2 項第 2 号 バス営業課長 

福永 慎一 日ノ丸自動車株式会社倉吉営業所 第 3 条第 2 項第 2 号 所長 

宇山 秀人 鳥取県バス協会 第 3 条第 2 項第 3 号 専務理事 

杉山  伸二 鳥取県ハイヤータクシー協会 第 3 条第 2 項第 3 号 理事 

田中 正博 
私鉄中国地方労働組合 

   日ノ丸自動車支部倉吉分会 
第 3 条第 2 項第 4 号 委員長 

尾﨑 公則 西日本旅客鉄道株式会社米子支社 倉吉駅 第 3 条第 2 項第 5 号 駅長 

福有 裕美 特定非営利活動法人たかしろ 第 3 条第 2 項第 6 号 理事長 

小田 嘉幸 
国土交通省中国地方整備局 

倉吉河川国道事務所 
第 3 条第 2 項第 7 号 調査設計第二課長 

赤川 定 鳥取県中部総合事務所県土整備局 第 3 条第 2 項第 7 号 計画調査課長 

山口 昭博 国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局 第 3 条第 2 項第 8 号 首席運輸企画専門官 

河本 浩明 倉吉警察署 第 3 条第 2 項第 9 号 交通課長 

羽根田 真弓 倉吉市（倉吉市地域公共交通会議） 第 3条第 2項第 10号 会長 

小椋 伸夫 三朝町（三朝町路線バス利用協議会） 第 3条第 2項第 10号 会長 

仙賀 芳友 湯梨浜町（湯梨浜町路線バス利用者協議会） 第 3条第 2項第 10号 会長 

西尾 浩一 北栄町 第 3条第 2項第 10号 副町長 

小松 弘明 琴浦町（琴浦町地域公共交通会議） 第 3条第 2項第 10号 会長 

高橋 義博 中部地区高等学校 PTA 連合会 第 3条第 2項第 10号 副会長 

加藤 博和 米子工業高等専門学校 第 3条第 2項第 11号 准教授 

 

 



 

 

 

鳥取県中部地域公共交通協議会 協議経過   

期日 会議名等 内容 

平成 27 年２月６日 
平成 26 年度 

第２回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】策定の方向性について 

承認 

・第２回鳥取県中部地域公共交通協議会の開催日時を確認 

平成 27 年２月 24 日 
平成 26 年度 

第２回 協議会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】策定の方向性について 

承認 

平成 27 年６月３日 
平成 27 年度 

第１回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画の改定スケジュールの確認及び 

事業評価・分析の方法について承認 

平成 27 年８月４日 
平成 27 年度 

第２回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23 年度～平成 27 年度） 

における目標に対する実績及び評価について承認 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】の課題、目標及び 

評価指標について承認 

平成 27 年 10 月６日 
平成 27 年度 

第３回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】 掲載事業の実施に 

必要なデータ・調査について協議 

平成 27 年 10 月 21 日 
平成 27 年度 

第４回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】 掲載事業の実施に 

必要な調査内容について協議 

平成 27 年 10 月 29 日 
平成 27 年度 

第５回 幹事会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23 年度～平成 27 年度） 

掲載事業の評価と今後の方向性について承認 

・各種調査の調査内容について協議、実施スケジュールについて承認 

・乗降調査 負担割合の基本的な考え方について承認 

・第１回鳥取県中部地域公共交通協議会の開催日時を確認 

 



 

 

平成 27 年 11 月 12 日 
平成 27 年度 

第１回 協議会 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23 年度～平成 27 年度） 

における目標に対する実績及び評価について承認 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（平成 23 年度～平成 27 年度） 

掲載事業の評価と今後の方向性について承認 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】の課題、目標及び 

評価指標について承認 

・鳥取県中部地域公共交通総合連携計画【改訂版】 掲載事業の実施に 

必要なデータ・調査について承認 

（ただし、利用促進事業の実施に関する意見あり） 

平成 27 年 11 月 27 日 
平成 27 年度 

第６回 幹事会 

・第１回鳥取県中部地域公共交通協議会の協議内容を報告 

・利用促進事業について協議 

・乗降調査の内容及び負担割合について承認 

平成 28 年２月 10 日 
平成 27 年度 

第７回 幹事会 

・第２期鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（素案）について協議 

・第２回鳥取県中部地域公共交通協議会の開催日時を確認 

平成 28 年２月 23 日 
平成 27 年度 

第２回 協議会 

・第２期鳥取県中部地域公共交通総合連携計画（素案）について協議 

・平成 28 年度当初予算（案）について協議 

 



 

 

 



 

 

 

 

第２期鳥取県中部地域公共交通総合連携計画 

平成２８年３月 

 

■ 発行：鳥取県中部地域公共交通協議会 

（事務局：倉吉市企画振興部総合政策課） 

〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722 

TEL：0858-22-8161  FAX：0858-22-8144 

 



（別冊）目標を達成するための事業 

【基本方針】５つのまちの暮らしをつなぐ、持続可能な快適交通ネットワークの構築 

目標１：利便性・採算性に配慮した効率的で持続可能な公共交通ネットワークづくり 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

１、JR とバスダイヤの 

検証及び改善 
検証・ダイヤ改正（随時） 

２、幹線・支線における 

運行形態の検討 

乗降調査（資料調査） 運行ルート・運行本数の見直し 

補助金の算定 

実施検討 

※通し番号 13 とあわせて実施 

アンケート（委託） 

※通し番号 21 で実施 

地域説明 

※通し番号 21 で実施 

予算計上 

住民周知、運行開始 

３、バス利用が困難な

地域の対応検討 

調査内容の検討 調査内容の検討 調査（委託） 

※通し番号 21 で実施 

対応策の検討 

補助金算定 

実施検討 

地域説明 

※通し番号 21 で実施 

予算計上 

住民周知、運行開始 

４、フリー乗降区間の 

検討 

調査 調査 場所の抽出 地域説明 

※通し番号 21 で実施 

予算計上 

住民周知、運行開始 

５、病院からの 

帰宅便の充実 
検証・ダイヤ改正（随時） 

６、過疎地有償運送の

事業支援 
補助（随時） 

７、観光客のバス利用

利便性の確保 

中部広域負担金を支出して

いるコナンミステリーツアー

について、公共交通バス路

線として検討する。 

 

対応策の検討 

補助金算定 

実施検討 

既存の平成27年～平成28年のデ

ータを分析 

実施 実施 実施 



（別冊）目標を達成するための事業 

目標２：便利で快適なバス利用環境の向上 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

８、結節点整備の検討 乗降調査（資料調

査） 

結節点を検討 結節点を選定 整備 

※全箇所を一度に整備することが困

難な場合は、複数年に分けて整備を

行う。なお、運行開始までには整備済

みとすること。前年度予算化。 

整備 

 

９、既存バス停の点検実施

（移動も検討） 

調査点検 

修繕 

 

修繕 

 

修繕 

 

修繕 

 

修繕 

10、新規バス停上屋設置の検討 検討（随時） 

11、バスブックの作成検討 情報の刷新（随時） 

12、ＩＣカード導入検討 県の導入検討事業にあわせて検討（随時） 

13、乗り換え割引制度の検討 補助金算定 ※通し番号２とあわせて実施 

14、上限運賃額引き下げ等

の検討 

検討     ※通し番号 15 とあわせて実施 

15、各種補助制度の拡充

検討 

調査内容の検討 

※全体の料金を下げ

るといった内容であれ

ば通し番号 14 で実施 

調査内容の検討 

※全体の料金を下げ

るといった内容であれ

ば通し番号 14 で実施 

調査（委託） 

（試験的な割引券の配付） 

 

補助金算定※利用者・運

行事業者に対する補助 

実施検討 

予算計上 

住民周知 

実施 

16、バス事業者割引制度の

周知 

ＨＰ・広報掲載 

調査内容の検討※

認知度・利用実態

調査 

ＨＰ・広報掲載 

調査内容の検討※

認知度・利用実態

調査 

ＨＰ・広報掲載 

調査（委託）※認知度・利

用実態調査 

ＨＰ・広報掲載 ＨＰ・広報掲載 



（別冊）目標を達成するための事業 

目標３：利用促進策の推進と地域で守る体制づくり 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

17、観光客用バスパンフレット

の作成検討 

情報の刷新（随時） 

18、観光タクシー運行に係る

教育プログラムの実施

検討 

プログラムの実施（随時） 

19、コミュニケーションアンケート

の実施検討 

アンケート内容の検討 

 

アンケート内容の検討 

 

アンケート（委託） 

 

事後調査（委託） 

 

 

20、エコ通勤の促進に向けた

取り組み検討 

アンケート内容の検討 

「バスの日」利用促進 PR

活動 

アンケート内容の検討 

「バスの日」利用促進 PR

活動 

アンケート（委託） 

「バスの日」利用促進 PR

活動 

事後調査（委託） 

「バスの日」利用促進 PR

活動 

 

「バスの日」利用促進 PR

活動 

21、バス路線再編に伴う運行

計画づくりの推進 

アンケート・調査内容の

検討 

 

アンケート・調査内容の

検討※通し番号 2,3 に関

連 

 

アンケート・調査（委託） 

※通し番号 2,3 に関連 

 

地域説明 

※通し番号 2,3,4 に関

連 

 

22、地域主体による取り組み

支援 

バス停留所上屋整備事業費補助（随時） 

 



 

 

平成 28年度協議会事業計画（案）及び当初予算（案）について 

 

○平成 28年度鳥取県中部地域公共交通協議会事業計画（案） 

鳥取県中部圏域の地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行い、事業を実施する。 
・バス事業者が年１回実施している乗降調査の結果を分析し、運行の見直しと利用促進をはかる。 

○平成 28年度鳥取県中部地域公共交通協議会当初予算（案） 

１ 歳入                                  (単位：円) 

款 項 目 内容 

１ 負担金 

3,682,000 

１ 負担金 

3,682,000 

１ 負担金 

 3,682,000 

倉吉市 2,529,198 三朝町 501,424 

湯梨浜町 345,735 北栄町 160,194 

琴浦町 145,449 

２ 補助金 

0 

１ 補助金 

0 

１ 補助金 

    0 

 

３ 繰越金 

0 

１ 繰越金 

0 

１ 繰越金 

0 

 

歳入合計：3,682,000  

 

２ 歳出                                  (単位：円) 

款 項 目 内容 

１ 運営費 

226,000 

１ 会議費 

206,800 

１ 会議費 

206,800 

協議会・幹事会委員報酬 178,000、 

旅費 28,800 

２ 事務費 

19,200 

１ 事務費 

19,200 

消耗品費、通信運搬費 

２ 事業費 

3,456,000 

１ 事業費 

3,456,000 

１ 事業費 

3,456,000 

乗降調査（資料調査） 

３ 予備費 

0 

１ 予備費 

0 

１ 予備費 

0 

 

歳出合計：3,682,000  

 
【運営費内容】 

「鳥取県中部地域公共交通総合連携計画」上の事業を検討・実施していく必要があり、協議会：年

5回、幹事会：年 7回を開催するための経費。 

 

【事業費内容】 

 効率的で利便性の高い交通システムを構築するためには、圏域全体の利用実態を把握し、地域や時間

帯にふさわしい運行形態を総合的に見直す必要がある。 

 そこで、バス事業者が年１回全路線に対して実施しているＯＤ調査（利用者１人１人の起点 origin から終点

destination までを把握する調査）の結果を活用し、利用区間、利用時間の分布等を分析することでより効率

的で利便性の高い運行体系の確立を目指す。また、分析の結果により、今後ターゲットを絞った利用促進

がはかれるようになる。 

yamaneha
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