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令和4年1月○日

協議会名： 米子市地域公共交通会議

評価対象事業名：　地域内フィーダー系統確保維持費補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

A

【目標】
１日当たりの地域住民の利
用者比率
（目標）０．２９％以上
（実績）０．３４％

新型コロナウイルス及び大
雪の影響により輸送人員は
減少したが、目標は達成で
きた。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

日本交通株式会社
大山線
（伯耆大山駅～美濃・尾高～本
宮）

　OD調査や利用者へのアン
ケート調査を実施することで、
利用目的や乗継状況を確認し
て、ニーズの把握にあたってい
る。

B

新型コロナウイルスの影響
により、事業が計画に位置
づけられたとおりに実施さ
れていない点があった。

C

【目標】
１日当たりの地域住民の利
用者比率
（目標）０．１１％以上
（実績）０．０５％

新型コロナウイルス及び大
雪の影響により、目標を達
成できなかった。

・ニーズにあったダイヤ等にな
るように検討する。

・外出機会を創出するための高
齢者の移動に対する支援策を
実施する。

・利用を促すチラシを作成して
配布する。

日本交通株式会社
福万線
（伯耆大山駅～上新印～日下）

　OD調査や利用者へのアン
ケート調査を実施することで、
利用目的や乗継状況を確認し
て、ニーズの把握にあたってい
る。

B

新型コロナウイルスの影響
により、事業が計画に位置
づけられたとおりに実施さ
れていない点があった。



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　米子市は、鳥取県西部に位置し、面積は132.42k㎡、人口は149,313人（平成27年度国勢調査）、平成17年に米子市と
淀江町が合併して誕生した。
　米子市を含む鳥取県西部地域の公共交通は、少子高齢化や自家用車の普及等に伴い利用者の減少が続いてお
り、収支悪化による行政負担の増加や路線バスの減便といった様々な問題が発生し、公共交通を取り巻く環境は今後
も益々厳しくなることが予想されている。
　これに対応すべく策定された鳥取県西部地域公共交通再編実施計画においては、幹線となる市町村間循環線を導
入し、これと重複する既設系統をこの循環線のフィーダー系統とすることで、過密ダイヤの緩和、ユーザーの利便性向
上、運行の効率化を図ること等が計画された。
　そのため、フィーダー系統となる大山線、福万線では乗り換えが生じることになったが、JR駅（伯耆大山駅）を起点とし
鉄道と幹線（循環線）が接続されることにより、米子駅を経由せずに大型商業施設や医療機関へ行くことが出来るよう
になる等、日常生活面での幅広い移動ニーズへの対応が期待される。
　このフィーダー系統（大山線、福万線）が運行される郊外地域では人口は減少傾向にあるが、高齢化率は上昇傾向
にあり、マイカーを所有しない高齢者や障がい者等の割合も増えている等、大山線、福万線はこの地域で生活をしてい
くための移動手段として必要不可欠な路線であり、存続させていくことが必要である。
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事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和4年1月○日

協議会名： 米子市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



 

 

 

 

 

令和３年度 地域公共交通確保維持改善事業 事業評価 
 米子市地域公共交通協議会 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議会の主な取り組み 

 

  
  
 
 
  

 

 米子市は、平成17年３月31日に米子市と淀江町が合併して誕生した。 
 本市の公共交通は、JR山陰本線・伯備線・境線といった鉄道、米子駅を起点とした路線バス、市中心部や淀江地区を運行す
るコミュニティバス、タクシーによって市内全域に公共交通サービスが提供され、本市はもとより周辺市町村の住民の移動手段
として利用されている。しかし、少子高齢化や自家用車の普及等に伴い公共交通の利用者の減少が続いており、路線バスの減
便などの公共交通サービスの低下を招いている。 
 これに対応すべく策定された鳥取県西部地域公共交通再編実施計画では、幹線となる市町村間循環線を導入し、これと重複
する既設系統をこの循環線のフィーダー系統とすることで、将来に亘って持続可能な公共交通の維持・確保を図っている。 
   
 
 
  

 

・平成17年３月に１市１町が合併 
・人口 147,317人（令和２年度国勢調査） 
・面積 132.42㎢ 
   
 
  
 
 
   

 

学識経験者 日本交通㈱ 日ノ丸自動車㈱ 鳥取県ハイヤータクシー協会  
米子市老人クラブ連合会 米子市自治連合会  米子市連合婦人会   
米子商工会議所女性会 米子市女性人材バンク 鳥取運輸支局  
私鉄中国地方労働組合 米子警察署 鳥取県 米子市 
  

・コミュニティバスの運行 
 
・路線バスのダイヤ改善 
 
・公共交通の利用促進策の検討 など 

 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 
協議会における検討 

 
 協議会の開催状況   ２回開催 
 
・令和３年５月19日開催(書面審査） 
 生活交通確保維持改善計画の協議 
 
・令和３年12月○日開催（書面審査） 
 令和３年度の生活交通確保維持改善計画の事業評価を協議 
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米子市の概要 協議会の構成員 



 

 

 

 

 

 

定量的な目標・効果 

 

 

地域住民の意見の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィーダー系統：大山線、福万線 
（目標） 
 大山線：１日当たりの地域住民の利用者比率0.11％以上      福万線：１日当たりの地域住民の利用者比率0.29％以上 
（目標値の設定） 
 過去３年間の実績を踏まえ、目標値を現状維持とする。 
（効果） 
 幹線路線である市町村間循環線及びJRと接続することで、目的地となる主要な施設との移動時間の短縮を図ることができ、外出機会を促進し、
利用者の拡大が期待できる。 

米子市地域公共交通協議会  事業の評価 

実施した利用促進策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の自己評価に 
対するフォローアップ 

 OD調査や利用者へのアンケート調査を実施し、利用目的や
乗継状況を確認して、ニーズの把握を行った。 

昨年度の運輸局二次評価に 
対するフォローアップ  

 

・高齢者に対するバス定期券の取得補助 
・高校生に対する通学費補助 
・バス停留所の待合環境整備補助 
・介護予防教室等と連携した利用促進（割引券及び広報紙の配布） 
・バス等の時刻表や路線図を掲載した「のりものガイド」の配布 
・市報等による情報提供 
・高齢者等に優しい低床バスでの運行 
 

 OD調査や利用者へのアンケート調査を実施し、ニーズにあった
運行に努めている。 

 利用促進策を積極的に取組み、交通事業者等と適宜協議を
行った。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施の適切性 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標・効果達成状況 

 

 

事業の今後の改善点 

 

・大山線：（目標）１日当たりの地域住民の利用者比率は0.05％で、目標0.11％以上を達成できなかった。 
         ・新型コロナウイルスの影響により、輸送人員が令和２年度の3.24人から令和３年度は2.57人と減少し、目標の達成 
         には至らなかった。 
      （効果）高齢者の日常の移動手段を確保維持することができた。また、幹線バスに接続している ため広域的な移動も可     
           能である。 
・福万線：（目標）１日当たりの地域住民の利用者比率は0.34％で、目標0.29％以上を達成できた。 
         ・新型コロナウイルスの影響により、輸送人員が令和２年度の24.41人から令和３年度は20.03人と減少したものの、   
          目標は達成できた。 
      （効果）高齢者の日常の移動手段を確保維持することができた。また、幹線バスに接続している ため広域的な移動も可     
           能である。 
 
 
 
 
     
・大山線、福万線 
 
  ・ニーズ把握を行い、適切なダイヤ等になるように検討する。 
  ・外出機会を創出するための高齢者の移動に対する支援策を実施する。 
  ・利用を促すチラシを作成して配布する。 
         
 
 
 
 
 

米子市地域公共交通協議会  事業の評価 

 ・大山線：新型コロナウイルスの影響により、事業が計画に位置付けられたとおりに実施できなかった点があった。              
       目標を達成できなかった。 
 ・福万線：新型コロナウイルスの影響により、事業が計画に位置付けられたとおりに実施できなかった点があった。 
       昨年度比で輸送人員が減少したものの、目標は達成できた。 



 

交通体系図 別紙 

 

【コミュニティバス】  
       

            ・・・米子市循環バス「だんだんバス」 
            
 

            ・・・米子市淀江町巡回バス「どんぐりコロコロ」 
          
 
      

           

  【路線バス】 
 

          ・・・日本交通㈱ 

             
         ・・・日ノ丸自動車㈱ 

 
      ・・・日本交通㈱・日ノ丸自動車㈱ 
         （市町村間循環線） 

 
        
         
              

           



 

運行系統図 別紙 

 

系統名 ： 大山線 

運行形態 ： ４条路線 

運行日・便数 ： 毎日・２便 

運賃 ： 170円～440円 

運行系統図 

系統名 ： 福万線 

運行形態 ： ４条路線 

運行日・便数 ： 毎日・７便 

運賃 ： 170円～260円 

米子駅 

日下 

本宮 

        市町村間循環線 

 

        大山線（本宮止） 
 

        福万線 

米子医療センター 
イオン東館 

伯耆大山駅 



○大山線（本宮止め）沿線地域人口 （単位：人）

H２９ H３０ R元（H３１） Ｒ２ Ｒ３

蚊屋 1,308 1,305 1,305 1,338 1,328

今在家 389 390 392 381 375

二本木 467 471 468 458 462

流通町 0 0 0 0 0

尾高 2,235 2,229 2,219 2,211 2,208

岡成 349 345 334 332 323

泉 424 418 419 418 411

下郷 223 222 219 212 208

淀江町本宮 88 90 90 85 81

合　計 5,483 5,470 5,446 5,435 5,396

○大山線（本宮止め）沿線地域利用者比率

H２９ H３０ R元（H３１） Ｒ２ Ｒ３

輸送人員（１日）※ 6 2 0.99 3.24 2.57

沿線地域人口 5,483 5,470 5,446 5,435 5,396

比率 0.11 0.04 0.02 0.06 0.05

○福万線沿線地域人口 （単位：人）

H２９ H３０ R元（H３１） Ｒ２ Ｒ３

蚊屋 1,308 1,305 1,305 1,338 1,328

一部 238 239 241 240 241

上新印 190 195 197 201 191

下新印 363 362 356 346 337

日下 363 352 350 348 346

石州府 138 126 124 125 127

福万 814 803 790 781 779

河岡 2,539 2,503 2,483 2,468 2,462

合　計 5,953 5,885 5,846 5,847 5,811

○福万線沿線地域利用者比率

H２９ H３０ R元（H３１） Ｒ２ Ｒ３

輸送人員（１日）※ 17 16 12.49 24.41 20.03

沿線地域人口 5,953 5,885 5,846 5,847 5,811

比率 0.29 0.27 0.21 0.42 0.34

目標値算出の基礎資料

※平成３０年度までは利用者数、令和元年度からは運輸局からの指摘によって輸送人員に変更している。
輸送人員（輸送収入÷１人平均乗車キロ÷平均賃料）は、輸送収入から算出される利用者数になる。


