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鳥取県中部地域公共交通協議会委員名簿 令和4年5月31日現在

氏　　　名 所　　　属 役職 備考

1 広田　一恭 倉吉市 市長

2 曽川  書考　 国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局 首席運輸企画専門官　

3 野津　修司 国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所 調査設計課長　

4 木本　美喜 鳥取県 地域づくり推進部長

5 米田　憲司 鳥取県中部総合事務所県土整備局 計画調査課長　 欠席

6 住友　正人 鳥取県中部総合事務所　県民福祉局 副局長

7 河村　壮一郎 倉吉市地域公共交通会議 会長　

8 赤坂　英樹 三朝町 副町長　

9 吉川　寿明 湯梨浜町 副町長 代理出席

10 田邉　正博 琴浦町 副町長　 代理出席

11 岡本　圭司 北栄町 副町長　 欠席

12 若林　哲也 鳥取警察本部　 交通規制課長 代理出席

13 仲倉　太一 倉吉警察署 交通課長

14 石田　健治 琴浦大山警察署 交通課長 欠席

15 徳丸　淳史 日ノ丸自動車株式会社　倉吉営業所 所長　

16 徳丸　孝信 日本交通株式会社　倉吉営業所 相談役

17 松本　憲吾 西日本旅客鉄道株式会社　倉吉駅 駅長　 欠席

18 山根　好美 日ノ丸ハイヤー株式会社　倉吉営業所 所長

19 井上　信一郎 由良タクシー 代表代務者

20 尾﨑　潤二 特定非営利活動法人たかしろ 理事長　

21 加藤　博和 米子工業高等専門学校 教授　 欠席

22 荒瀧　美由紀 中部地区高等学校PTA連絡協議会 副会長

23 山増　博通 鳥取県ＰＴＡ協議会 中部ブロック代表理事

24 河野　和人 倉吉市身体障害者福祉協会 副会長 欠席

25 水野　彰 公益社団法人　鳥取県老人クラブ連合会 副会長

26 橋本　孝之 一般社団法人　鳥取県バス協会 専務理事　

27 佐々木　幹宗 一般社団法人　鳥取県ハイヤータクシー協会 中部支部長

28 矢田　仁志 鳥取県交通運輸産業労働組合協議会 副議長

29 蔵求　康宏 一般社団法人 鳥取中部観光推進機構 事務局長

30 田中　規靖 公益社団法人 鳥取県観光連盟 専務理事

野坂　明正 鳥取県地域交通政策課 課長

山根　雄紀 鳥取県地域交通政策課 課長補佐

福田　美香 鳥取県地域交通政策課 係長

舩木　敏晶 倉吉市企画課 課長

藤井　一彦 倉吉市企画課 課長補佐兼係長

加藤　晶子 倉吉市企画課 主任

事
務
局
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令和３年度事業報告書

期 日 事業内容 協議事項等

令和３年５月 17 日
第１回 幹事会

（オンライン）
・第１回鳥取県中部地域公共交通協議会の議事等について

令和３年５月 31 日

第１回 協議会

（ハイブリッド

形式）

・令和２年度事業報告及び決算について

・中部地域公共交通利便増進実施計画の一部改正について

・穴鴨線、小河内線の運賃の設定について

・鳥取県中部地域公共交通計画における事業内容及び各種

事業実施状況について

令和４年３月 24 日

～令和４年３月 31 日

第２回 協議会

（書面開催）

・令和４年度事業計画（案）及び予算（案）について

・鳥取短期大学～倉吉駅～西倉吉間における夕夜間時間帯

に限定した路線の試験的な運行について

・「通学スタイル」及び「鳥取県中部地域バスご利用ガイド」

の完成について
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令和３年度収支決算報告書
１ 歳入 (単位：円)

２ 歳出 (単位：円)

歳入合計 1,629,656 円 － 歳出合計 1,629,656 円 ＝ 差引 0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 101,184 397,000 △295,816
倉吉市、三朝町、湯梨浜町、

北栄町、琴浦町

２補助金 １補助金 １補助金 1,523,770 676,000 847,770
国庫補助金 338,000

県補助金 1,185,770

４諸収入 １諸収入 １雑入 4,702 0 4,702 預金利息、振込金返却

歳入合計 1,629,656 1,073,000 556,656

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 94,700 367,000 △272,300
協議会幹事会委員報酬、

費用弁償

２事務費 １事務費 11,186 30,000 △18,814 通信運搬費等

２事業費 １事業費 １事業費 1,523,770 676,000 847,770

地域公共交通計画推進等

に係る費用(圏域バスマッ

プ、路線再編チラシ、通学

スタイルの作成

1,523,000

委託先への振込手数料

770

歳出合計 1,629,656 1,073,000 556,656
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報告事項

副会長、監査委員の指名について

委員の任期が令和４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、下記のと

おり副会長、監査委員を指名しましたので報告します。

令和４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 松本 憲吾 （新任）

監査委員 倉吉市地域公共交通会議 会 長 河村 壮一郎（新任）
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令和４年度事業計画（案）及び当初予算（案）について

○令和４年度事業計画（案）

鳥取県中部圏域の地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画の実施に係る連絡調整を行

い、事業を実施する。

◆ 関係機関と連携した利用促進活動を実施する。

◆ 平成 29年度に策定した「地域公共交通網形成計画（現 地域公共交通計画）」推進のための利

用促進事業を実施する。

◆ 令和元年度に策定した「地域公共交通再編実施計画（現 地域公共交通利便増進実施計画）」推

進のための再編事業を実施する。

◆ 次期地域公共交通計画の策定に向けた取組みを行う。

○令和４年度当初予算（案）

１ 歳入 (単位：円)

２ 歳出 (単位：円)

【運営費内容】

◆「地域公共交通計画」推進のための利用促進事業実施、「地域公共交通利便増進実施計画」推進

のための再編事業実施及び次期「地域公共交通計画」の策定に向けた検討を目的とした、協議会：

年２回、幹事会：年２回を開催するための経費。

◆ バス運賃の割引による利用促進事業「ノーマイカー運動」を実施するための広報費。

【参考】

◆ 関係機関と連携した利用促進に要する経費については、各関係機関（県市町、バス事業者）に

おいて対応。

◆ 高校生に向けた路線バスの利用促進チラシ及びバスマップ作成については継続実施。

款 項 目 内容

１ 負担金

472,000

１ 負担金

472,000

１ 負担金

472,000

倉吉市 326,000、三朝町 48,000

湯梨浜町 46,000、北栄町 35,000

琴浦町 17,000

２ 補助金

400,000

１ 補助金

400,000

１ 補助金

400,000

国庫補助 0

県費 400,000

３ 繰越金

0

１ 繰越金

0

１ 繰越金

0

歳入合計： 872,000

款 項 目 内容

１ 運営費

472,000

１ 会議費

442,000

１ 会議費

442,000

協議会・幹事会委員報酬

２ 事務費

30,000

１ 事務費

30,000

消耗品費、通信運搬費

２ 事業費

400,000

１ 事業費

400,000

１ 事業費

400,000

地域公共交通計画等に係る費用（圏域バス

マップ作成、再編路線の利用状況調査・分

析）

３ 予備費

0

１ 予備費

0

１ 予備費

0

歳出合計： 872,000
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鳥取県中部地域公共交通協議会における「100 金バス事業」の実施について

１．目的

バスの運賃を割り引くことにより、路線バス利用者の新規開拓及び利用促進を図る。

２．取組み内容

毎週金曜日はどこから乗ってもどこまで行っても路線バスの運賃が 100 円均一。誰にとっても分かり

やすく、運転手の負担感もなし。

事業実施期間は 10月～12 月頃の数ヶ月を想定。

３．事務

（１）運賃を 100 円にすることについての協議

（２）定期所有者へのインセンティブは？

（３）チラシ作成･･･配架先は？

（４）利用者の分析等

４．概算予算額

○チラシ作成（印刷製本費） 99,900 円（Ａ４両面 30,000 部、デザイン込み）

【参考】定住自立圏共生ビジョン

事業名 鳥取県中部地域公共交通協議会運営事業

内容
当該協議会が策定した「鳥取県中部地域公共交通網形成計画」の実施に係る連絡調

整及び計画見直しを行うため、当該協議会を運営します。

関係市町及び

役割分担

倉吉市
・鳥取県中部地域公共交通協議会の事務局として、当該協議会を運営し

ます。

三朝町

湯梨浜町

琴浦町

北栄町

・鳥取県中部地域公共交通協議会の構成町として、当該協議会の運営に

協力します。

概算事業費
年度別

（千円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 計

472 472 472 472 472 2,360

実施期間
取組内容 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 備考

協議会の運営

活用を想定する補助制度等（補助率等）

－

関係市町の事業費負担の基本的な考え方

・倉吉市と関係町は、事業の実施に必要な費用を負担します。

・なお、各年度の関係市町の負担額は、その都度、関係市町で協議します。

※網形成計画については、国及び県の補助金により策定。
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バス停名称変更案

○現在中部地域に設置されているバス停のうち、名称と現状が一致していないバス停をピックアップし、

 分かりやすい名称に変更を検討するもの。

○今後、地元の意見を聞きながら、10月のダイヤ改正に合わせて変更を進めていく。

路線(代表） 現行 変更案 変更理由

1 北条・橋津線 河北中学校前 垣田病院前 河北中学校移転

2 北条線 北栄町大栄庁舎前 北栄町役場前 現状に合わせる

3 PSQ線 巌城 東巌城町 市民からの要望

4 PSQ線 白壁土蔵群前 裁判所前 「赤瓦・白壁土蔵」と似ている

5 市内線 八ツ屋 八屋 地図表示に合わせる

6 市内線 堺町 堺町・市役所第２庁舎前 倉吉市提案

7 高城線 倉吉西高前

8 高城線 秋喜

9 広瀬線 長坂 長坂町 町名に合わせる

10 関金線 丸山 丸山町 町名に合わせる

11 関金線 診療所前 福山入口 診療所が存在しない

12 北方線 松崎幼稚園入口 松崎こども園入口 園名の変更

13 橋津線 北溟中学校前 北溟体育館前 湯梨浜町提案

14 橋津線 泊庁舎前 泊支所前 名称変更

15 穴鴨線 公民館前 助谷公民館前 地名の方が分かりやすい？

秋喜 上り・下りでバス停名称が異なる
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