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第１章 計画の策定にあたって 

 １-１ 計画策定の背景 

○全国的な人口減少傾向の中、各自治体では生き残りをかけた定住促進が喫緊の課題となってい

る。 鳥取県西部地域を構成する９市町村においても定住化に向けた様々な取り組みが行われて

いるが、ライフスタイルが多様化している現代において、すべての生活を一市町村内で完結す

ることは困難である。実際に勤務先や通学先を鳥取県西部地域の中心都市である米子市に依存

しているのが現状であり、中心都市への移動利便性の確保、市町村中心部への移動利便性の確

保は定住化にとって重要な課題となっている。  

○鳥取県西部地域では JR の３路線、一般乗合バスが市町村間移動を担い、各市町村内には町営

バスや定時定路線型デマンドバス・タクシーが運行されているが、今まで相互の連携や情報交

換を行う場が少なく、運行内容はそれぞれの運行主体に任せられてきた。 

○このような背景の中、各市町村の定住化推進のために鳥取県西部地域全体を網羅した公共交通

のあり方を示す必要があり、今回の網形成計画策定に至った。 

 

 

 １-２ 策定主体 

○鳥取県・米子市・境港市・日吉津村・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府町 

 

 １-３ 計画の区域 

○鳥取県は東部の鳥取市、中部の倉吉市、西部の米子市でそれぞれ文化・生活圏を形成しており、

交通網もそれぞれの市を中心に放射線状に発達している。鳥取県西部地域においても、米子市

を中心に通勤・通学、買物、通院等の日常生活圏が一体化していることから、単独市町村の計

画だけでは不十分であり、西部地域を一体的に扱う計画が必要となったため、９市町村（米子

市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町）において公共交

通網の計画を策定することとした。 

 

 １-４ 計画の期間 

○平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間 
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 １-５ 国の施策との関係 

○交通政策を取り巻く状況の変化にあわせ、平成 25 年 12 月に「交通政策基本法」が策定され、

これを受けて平成 26 年 11 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が一部改正

された。 

○この改正により、地方公共団体が中心となってコンパクトシティの実現に向けたまちづくりと

連携し、地域全体を見渡した公共交通ネットワークを再構築するために、県と市町村が連携し

て「地域公共交通網形成計画」を策定することができるようになった。また、「地域公共交通網

形成計画」に基づいて事業者が地域公共交通再編事業を実施する場合には、地方公共団体が事

業者等の同意のもとに「再編実施計画」を策定できるようになった。 

○本計画は、国が示している基本方針に基づいて、地域戦略の一環として、鳥取県西部地域にお

ける持続可能な公共交通ネットワークのあり方を示すマスタープランとして策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 国の公共交通政策の流れ 

  

地域公共交通総合連携計画（H20 年度～） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正 

（H26 年 11 月） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（H19 年 10 月） 

地域公共交通網形成計画（H27 年度～） 

地域公共交通再編実施計画 

交通政策基本法（H25 年 12 月） 

交通政策基本法に則り、 

①地方公共団体が中心となり 

②まちづくりと連携し 

③面的な公共交通ネットワークを構築 
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第２章 地域の概況 

 ２-１ 位置・地勢 

 

（１）位置 

○鳥取県西部地域は、米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日野町、日南町、

江府町の９市町村から構成される。北は日本海に面し、西は島根県、南は岡山県及び広島県

に接する、南北に長い広範なエリアである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 鳥取県西部地域の位置 

 

 

○鳥取県西部地域を構成する市町村の位置は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各市町村の位置      

鳥取県 



                                           第２章 地域の概況  

4 

 

（２）地勢 

○鳥取県西部地域は、米子市、境港市、日吉津村を中心に平野部が広がり、日本海に面した大

山町の北側まで比較的平坦な地形が続いている。一方、南部町、伯耆町、日野町、日南町と

南に向うにつれて標高が上がり、日野町、日南町では中国山地の急峻な山岳地形が広がる。

また、大山町、江府町は鳥取県及び中国地方最高峰の大山（1,729m）の一角を成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 鳥取県西部地域の地勢  
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 ２-２ 人口 

（１）人口推移 

○鳥取県西部地域の人口は、平成 22 年国勢調査で 240,101 人となり、鳥取県の総人口

（588,667 人）の 4 割を占めている。平成 17 年までは横ばいで推移してきたが、平成

22 年から減少に転じている。今後、平成 52 年までの 30 年間で約 59 千人が減少すると

推計されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 人口と高齢化率の推移（資料：国立社会保障・人口問題研究所/平成 25 年 3 月） 

 

○高齢化率は、平成 22 年の 26.7％から、平成 52 年には 38.2％まで上昇すると予測されて

いるが、65 歳以上の人口については、平成 32 年をピークに減少に転じる見通しである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 65 歳以上人口の推移（資料：国立社会保障・人口問題研究所/平成 25 年 3 月） 



                                           第２章 地域の概況  

6 

 

（２）人口分布 

○行政区単位での人口は、米子市及び境港市の中心市街地で集積がみられる。米子市に隣接し

ている日吉津村、大山町、南部町、伯耆町にも一定の集積がみられる。江府町、日野町、日

南町など、米子市から離れるにつれて人口集積は少なくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 人口分布（資料：H22 年国勢調査） 



                                           第２章 地域の概況  

7 

 

（３）高齢化率 

○高齢化率は日南町で特に高く、伯耆町、日野町、江府町等の中山間地域でも比較的高い。 

○米子市内の高齢化率は一部を除いて比較的低いが、高齢者人口の総数は米子市内に集中して

おり、中山間地域では高齢化率は高いが高齢者の人口そのものは多くない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 高齢化率（資料：H22 年国勢調査） 
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 ２-３ 施設の分布 

（１）機能集積状況 

○公共交通での移動目的となる施設は、ほとんどが米子市内に集中し、境港市にも集積が見ら

れる。米子市及び境港市以外の市町村では、役場・支所、公共施設（図書館・体育館）、医療

施設（病院）などが各市町村の中心部に集中して立地している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 機能集積状況 
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（２）観光資源 

○観光資源は、皆生温泉、大山、水木しげるロード、夢みなとタワー、とっとり花回廊、妻木

晩田遺跡など、鳥取県を代表する観光地が地域内にあるが、北部に集中している。 

○各資源の立地は、境港市、米子市、大山町で比較的集積がみられる一方、日野町、日南町、

江府町では点在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 観光資源の分布 
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 ○鳥取県西部地域への観光入込客数は、「水木しげるロード」を中心とする境港周辺地域が最も

多く、米子・皆生温泉周辺、大山周辺、奥日野周辺の順に多い。 

 ○入込の推移は大山周辺と奥日野周辺が横ばいなのに対し、境港周辺は平成 22 年以降、米子・

皆生温泉周辺は平成 24 年以降減少傾向にあり、鳥取県西部地域全体の推移も境港周辺と同

様な推移を示している。 

 ○鳥取県としては外国人観光客の誘致にも力を入れており、鳥取県西部地域においても、近年

外国人観光客の入込が増加している。特に境港港へのクルーズ船の寄港や航空機の国際定期

便・チャーター便の活用により、アジアを中心とした観光客の増加がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 鳥取県西部地域の観光入込客数の推移 
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 ２-４ 鳥取県及び鳥取県西部地域内市町村のまちづくりの方向性 

（１）鳥取県 

①人口ビジョン・鳥取県元気づくり総合戦略（平成 27 年度策定） 

  ○今年度策定された鳥取県の総合戦略の概要は、以下のとおりである。 

 

表 1 鳥取県人口ビジョン・元気づくり総合戦略の概要 

人口ビジョン 現状値：57.8 万人（2013 年） 推計値：45.5 万人（2040 年） 目標値：48.9 万人（2040 年） 

鳥取発の地方創生 ～響かせようトットリズム～ 

■基本姿勢：人口減少に歯止めをかける・人口減でも持続的で活力ある地域をつくる 

■基本方針：「住んで、訪れてよかっと誇れる鳥取県」 

■戦略期間：平成 27 年度～平成 31 年度 

豊かな自然で 

のびのび 

鳥取らしく生きる 

～鳥取＋ism～ 

 

観光 

多様な観光資源を活かした戦略的観光立県 

外国人が憧れる鳥取 

広域連携による観光誘客の推進 

農林水産業 

将来を担う若き担い手の活躍 

農林水産業の活力増進 

豊かな食と技術が集積した「とっとりフードバレ－」の形成 

エコスタイル 
豊かな森や里山資源の活用 

次世代エネルギーの推進 

人々の絆が結ばれた 

鳥取のまちに住む 

～鳥取＋住む～ 

出会い・子育て 

若者の出会い、結婚の希望を叶える 

安心の出産・子育てを応援する 

地域で子育て世代を支える 

人財とっとり 

未来を拓く人づくり 

地域を支える人財の育成 

グリーバルナ高度人財の育成 

「顔の見えるネットワーク」を活かした地域づくり 

女性・高齢者・障がい者など多様な主体が輝く地域づくり 

支え愛 
人と人の絆を力に安全と安心をつくる 

中山間地域の安心と元気をつくる 

幸せを感じながら 

鳥取の時を楽しむ 

～鳥取＋rhythm～ 

移住・定住 
「移り住みたい」鳥取県 

「住み続けたい」・「帰りたい」鳥取県 

働く場 

鳥取県産業の特徴を活かした正規雇用の場の拡大 

非正規から正規雇用への転換による雇用の質の改善 

戦略的な産業人材の育成・確保 

医療機器産業など新たな成長産業の創出と伝統産業の育成 

国内外への商圏拡大に向けた支援 

自らの能力が発揮できる雇用の実現 

まちづくり 

暮らしやすく、元気になるまちづくり 

快適な通信環境で便利・安心な暮らし 

アート・文化による地域づくり 
 

[公共交通に関連する記述] 

○中山間地域や医師不在地域における、巡回診療や通院のための交通サービスを含む医療提供体制の存続 

○循環型バス、デマンド型バス（予約型乗合バス）、乗合タクシーの導入など地域ニーズに則した多様な交通サ

ービスの展開 

○見守りシステムの構築、民間企業と連携した移動販売やコミュニティ拠点（「小さな拠点」）への店舗機能付

加などによる買い物支援をはじめとした生活サービスの提供 
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 ②ようこそようこそ鳥取県運動取組指針（平成 27 年 3 月改訂） 

○鳥取県観光振興指針「ようこそようこそ鳥取県運動取組指針」の概要は、以下のとおり

である。 

 

表 2 ようこそようこそ鳥取県運動取組指針の概要 

■策定趣旨：ようこそようこそ鳥取県観光振興条例（以下「条例」という。）第９条に基づき、観光の振興
を図り、活力に満ちた地域社会を形成していく取組を県民運動として推進していくため策定 

■基本目標：「観光振興を通じた、活力ある地域社会の形成」 
       ○近隣空港への定期航空便を活用した誘客に積極的に取り組む。東南アジアも視野に入れる。 
■計画期間：平成 27 年度～平成 30 年度 

メインターゲットの設定 

国内誘客 

○近畿地方・中国地方を最大のマーケットとし、リピーターにも訴求できる誘客プロモーシ
ョンを行う。 

○中部地方、九州地方は車での移動を想定し、周遊観光ルートの提案により、広域観光と滞
在時間の延長を促す。 

○首都圏には「鳥取砂丘」といったわかりやすいイメージ発信を継続して行い、認知度向上
を促す。20～34 歳女性、50～79 歳女性をメインターゲットとしプロモーションを展開
する。 

海外誘客 

○県の強みである国際定期航路「米子ソウル便」「環日本海定期貨客船」のほか、県内空港、
港湾へのチャーター便就航、クルーズ客船寄港による県へのダイレクトの誘客を図るとと
もに、羽田空港・関西国際空港等の近隣空港への定期航空便を活用し、韓国、台湾、中国、
香港の４つを重点市場として特に誘客を促進する。 

○環日本海定期貨客船でつながるロシア、経済発展著しい東南アジアも視野に入れ、市場ご
とに戦略を立てて積極的な誘客に取り組む。 

数値目標 

 鳥取県の誘客力、滞在力・周遊力、おもてなし力をさらに高めていくため、 
１．鳥取県を認知し、より多くの観光客に訪れてもらう、 
２．鳥取県により長く滞在してもらい、いたるところにある「良いもの」に触れてもらう、 
３．鳥取県ならではの心のこもったおもてなしでお迎えする  

ことで鳥取県ファンの拡大と再来訪を目指す。 
 
【指標】観光客満足度の割合、再来訪意向の割合、観光消費額、観光入込客数、宿泊者数、外国人宿泊者数 

推進体制 

ようこそようこそ鳥取県運動推進協議会 
■構 成：ようこそようこそ鳥取県運動の趣旨に賛同する個人、団体（観光事業者、観光関係団体、市町村等） 
■事務局：鳥取県文化観光スポーツ局観光戦略課 
■役割等：ようこそようこそ鳥取県運動取組指針に定める事業推進 
     本県の観光の状況・課題及び取組方向の確認 
     その他本県の観光振興のために必要な取組 
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（２）鳥取県西部地域内市町村 

①人口ビジョン・総合戦略（平成 27 年度策定） 

○今年度策定された鳥取県西部地域内各市町村の総合戦略の概要は、以下のとおりである。 

 

表 3 鳥取県西部地域各市町村の人口ビジョン・総合戦略の概要 

 人口ビジョン 基本目標 まちづくり・公共交通関連事業（抜粋） 

米
子
市 

現状値：148,271 人 

推計値：120,184 人 

目標値：138 千人以上 

（※2） 

①しごとを守り生み出す元気なまち米子 

②ひとを呼ぶ魅力あるまち米子 

③ひとを愛し育む希望のまち米子 

④助け合いみんなで伸びるまち米子 

○買物弱者への支援 

○米子駅南北自由通路整備、米子駅南広場の整備 

○新駅ビル建設構想への対応 

○中心市街地商店街の魅力度を高める取り組み 

○外国人観光客の誘致促進 

○鳥取県西部圏域版「DMO（※1）」推進調査の実施 

境
港
市 

現状値：35,259 人 

推計値：25,415 人 

目標値：29,000 人 

①３つの港と水産・観光資源を生かしたまちづくり 

②「子育てするなら境港」を標榜した子育て環境づくり 

③県境を越えた広域連携による魅力ある圏域づくり 

○「水木しげるロード」の大規模リニューアルの実施、

街並み整備の促進 

○みなとを核とした官民連携による賑わいづくり 

○外国人観光客受入体制の整備 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 

日
吉
津
村 

現状値：3,339 人 

推計値：3,487 人  

目標値：3,575 人 

①住むなら“日吉津” 

②子育てなら日吉津 

③仕事づくり！ 

④元気なむらづくり！ 

○ヴィレステひえづ拠点事業 

○うなばら荘を中心とした連携推進事業 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 

大
山
町 

現状値：17,491 人 

推計値：10,439 人 

目標値：12,178 人 

①大山の恵みを活かした「しごと」づくり 

②未来のまちを支える「ひと」づくり 

③生涯幸せを感じる「くらし」づくり 

○大山振興グランドデザインを創るプロジェクトの立ち上げ 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 

○宅地分譲による定住人口の増加 

○「小さな拠点」づくりの促進 

南
部
町 

現状値：11,536 人 

推計値：7,739 人 

目標値：9,500 人超 

①産業振興・雇用創出 

②移住・U ターンの推進 

③少子化対策・子育て支援 

④地域の活力創出 

○観光客の受け入れ環境の整備 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 

○交通や買い物など生活支援サービスを確保しつつ、集

落の維持を図る。公共交通体系の見直し。 

○「小さな拠点」の形成 

伯
耆
町 

現状値：11,621 人 

推計値：7,461 人 

目標値：9,134 人 

①次世代へつながる子育てのまち 

②暮らしにつながる仕事のあるまち 

③ひとと地域がつながる安住のまち 

○スクールバスの運行（継続） 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 

○観光施設へのアクセス向上のため、乗合タクシー等の導入支援 

○「小さな拠点」の形成を意識した地区協議会の支援 

○中山間地域における買い物支援 

○過疎地有償運送導入の検討 

○デマンドバス等地域交通網の維持確保（継続） 

日
南
町 

現状値：5,460 人 

推計値：2,573 人 

目標値：3,427 人 

①しごとをつくり、安心して働けるまちづくり 

②日南町への移住・定住を促進させる 

③結婚・出産・子育ての希望を実現させる 

④安心して暮らし続けられる地域づくり 

○町営バスの交通体系の見直し、町民が利用しやすい交

通網の整備。「貨客混載」の実施 

○「道の駅」を核とした「コンパクト・ヴィレッジ」を

推進、整備することで新たな地域づくりを創出 

日
野
町 

現状値：3,362 人 

推計値：1,861 人 

目標値：2,416 人 

①若者や子育て世代を中心に町外から人を呼び込む 

②町内で安心して子どもを産み、育てたい人を応援する 

③産業振興を図り、雇用を確保・創出する 

④地域に根付く資源を活かして、町を元気にする 

⑤町民の健康で安心・安全な暮らしを守る 

○移住者の住宅、仕事、地域での暮らし支援等、受け入

れ環境の整備 

○地域資源を活かした観光振興 

江
府
町 

現状値：3,379 人 

推計値：1,873 人 

目標値：2,000 人 

①住んでみたいまち、帰りたくなるまちづくり 

②すこやかでいきいき暮らせるまちづくり 

③産業振興により活力と雇用を生みだすまちづくり 

○大山振興グランドデザインを創るプロジェクトの立ち上げ 

○買い物、移動、ゴミ出し、雪かき支援等による在宅生活支援 

○道の駅を起点とした観光ルートの策定と案内看板設置 

○鳥取県西部圏域版「DMO」推進調査の実施 
 
※1：ＤＭＯ（Destination Marketing/Management Organization）様々な地域資源を組み合わせた観光地の一体的なブランドづくり、ウェ

ブ・SNS 等を活用した情報発信・プロモーション、効果的なマーケティング、戦略策定等について、地域が主体的になって行う観光地域
づくりの推進主体。 

※2：推計値・目標値は 2040 年。 
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②広域圏計画 

  ○鳥取県西部地域に係る広域的な施策としては、以下のようなものがある。 
 

表 4 鳥取県西部地域に係る広域的な施策概要 

鳥取県西部圏域 
（鳥取県西部 9 市町村） 

○「関西機械要素技術展」への出展及び参加 
○鳥取県西部地域企業立地促進補助金の交付 

中海・宍道湖・大山圏域 
（鳥取県西部 9 市町村・松江

市・出雲市・安来市） 

○圏域内企業の産業連携への支援 
○圏域内企業の海外展開への支援 
○環日本海定期貨客船航路就航への支援 
○外国人誘客対策 
○国内誘客対策 
○圏域観光の魅力アップ 
○自然環境の保全・活用 
○歴史・文化の継承と活用 
○安心して暮らすことのできる環境づくり 
○圏域情報の共有・発信 
○圏域内の連携・交流推進 

中海圏域定住自立圏 
（米子市・境港市・松江市・

安来市） 
 

○圏域の観光振興 
○中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業への支援 
○米子鬼太郎空港の機能強化及び利用促進 
○雇用の促進 
○定住の推進 

 

③その他の上位計画 

  ○その他のまちづくり、公共交通に関連する主な上位計画には、以下のようなものがある。 
 

表 5 上位計画における公共交通に関する内容 

自治体名 計画名 公共交通に関連する内容 

米子市 

第 3 次米子市総合計画 

バス路線の確保と利便性の向上／バスの利用促進／高齢者、障がい者等に

配慮した地域公共交通環境の整備／山陰本線・境線の利用促進／伯備線の

高速化／新幹線の早期整備に向けた取り組み／空港機能の充実 

米子市中心市街地活性化基本計画 
米子駅南北自由通路等整備／交通バリアフリー推進事業／だんだんバス

運行事業／超小型モビリティ導入実証実験事業／EV カーシエア事業 

米子市交通バリアフリー基本構想 

[鉄道]主要施設間の移動経路のバリアフリー施設整備、駅構内施設の改善

／バリアフリー車両の導入 [バス]わかりやすいバス停時刻表・行先表示

への改善／バリアフリー対応車両の導入 [タクシー]福祉車両導入努力 

米子境港都市計画区域マスタープラン 
○集約拠点間を結ぶ公共交通の確保に向けた取組みの推進 

○地域の実情・ニーズを踏まえた公共交通網の充実化 

境港市 
第 8 次境港市総合計画 米子鬼太郎空港の利用促進／旅客船バース等港湾整備の促進 

境港市都市再生整備計画 水木しげるロードを核とした持続的な地域発展 

日吉津村 日吉津村都市計画マスタープラン 
JR 伯耆大山駅の交通結節機能の強化促進／高齢者や障害者などに配慮し

た公共交通網の確立 

大山町 大山町総合計画 デマンド交通の積極的な利用／共助交通の導入等の検討 

南部町 第 1 次南部町総合計画 循環バスの路線・ダイヤの検討／フリー乗車化の検討 

伯耆町 伯耆町総合計画後期基本計画 スクールバス、デマンドバス、外出支援サービス、研修バス事業の充実 

日南町 
第 5 次日南町総合計画後期計画 町営バス・デマンドバス等の共交通体制の維持／より利便性の高い体制の検証 

日南町中心地域整備構想 生山駅舎のバリアフリー化推進／交通結節点の機能強化の推進 

日野町 日野町まちづくりビジョン 通学や高齢者の生活交通手段の確保／JR３駅の維持管理支援、利用促進 

江府町 第 4 次江府町総合計画後期計画 路線バス運行の維持／「高齢者日常生活交通確保支援事業」の継続実施 


