
交通空白地域（目安） 理　　　由 対　　　応

公共交通空白地域の目安について（（案））

「交通空白地域」とは、以下の条件をすべて
満たす地域を指す。

○既存バスが走行していない地域
○既存バス停から半径４００ｍの範囲より外
側の場所
○鉄道駅から半径４００ｍの範囲より外側の
場所

・本市において、交通空白地域の定まった定
義はありませんが、路線バス等が運行してい
ない地域、既存バス停から離れている地域、
鉄道駅から離れている地域の全てに該当する
地域と考えています。
・他の自治体の状況としては、各地域がそれ
ぞれの地域の実情に合わせて、300ｍ～1,000
ｍの間を空白地域と定義しています。
・仮にバス停から半径400ｍとした場合、本市
の場合、空白地域の人口は、全体人口の７％
となり、全体的にみれば公共交通のカバー率
は非常に高いものと考えます。
※400ｍ圏域について
　明確な基準はありませんが、徒歩の場合400
ｍ以内が利用可能な範囲と想定しています。
・よって、本市における「交通空白地域」
（方針（案））としては、既存バスが走行し
てなく、かつバス停または鉄道駅から半径400
ｍの範囲より外側の場所を交通空白地域と
し、地域との協働により生活交通確保に取り
組むこととします。
　なお、バス停または鉄道駅から半径400ｍの
範囲より内側の地域についても、道幅や坂道
の勾配など、それぞれの地域の地形等を考慮
して判断する場合があります。

　

・本市では、路線バスの維持が困難な
地域では、乗合タクシーの運行、市に
よるバスの運行、ＮＰＯ法人等による
バスの運行（過疎地有償運送）といっ
た、その地域の実情や特性に応じた運
行サービスを導入をすることにより生
活交通の確保を図っています。
・空白地域においても、その地域の実
情や特性に応じた運行サービスを導入
をすることによりその解消に努めま
す。
（運行サービス（例））
・市有償運送
・過疎地有償運送
・乗合タクシー（デマンド）
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■歩くことに抵抗を感じない距離

９０％の人が抵抗感なし（約３．５分） 300 ｍ 100 ｍ

大きな荷物がある（約２分） 150 ｍ 80 ｍ

雨（約２分） 150 ｍ 10 ｍ

■歩行者が抵抗を感じる距離の事例

環境条件

230 ｍ

329 ｍ

334 ｍ

488 ｍ

平均 300 ｍ

高齢者等

歩行速度４０ｍ/分

出展：道路経済研究センター

抵抗を感じる距離 備　　考

自家用車利用者を調査対象
50％以上が不満を感じる距離

区　部

平　均

郡　部

市　部

【参考資料】

出展：バスサービスハンドブック（土木学会）

都市部

条　　　件
一般的な人

歩行速度８０ｍ/分

天候良好時



【参考資料】

地　　域 集落名 世帯数
最寄りの
バス停名

最寄りのバス停からの
距離（ｍ）（バス停か
ら集落の中心（公民
館）までの距離）

備　　考

絹　見 24 谷田 3,700

引　地 11 谷田 4,500

八葉寺 32 八葉寺入口 1,800

山　田 19 北河原 1,500

露　谷 11 青谷中学校前 600

  養　郷　 28 養郷入口 700

赤尾谷 19 青谷駅 1,000

水　谷 13 立町 1,100

小　畑 26 立町 2,500

鬼入道 18 鹿野営業所前 2,600

法楽寺 26 鹿野営業所前 1,100

二ツ家 9 鹿野営業所前 2,000

気　　高 奥沢見 22 水尻 1,600

谷一木 34 河原 1,400

鮎ヶ丘 124 河原 500

片　山 28 上袋河原 1,100

用　　瀬 家　奥 31 原 1,100

津　野 33 佐治町総合支所前 3,000

津　無 51 津無口 2,100

福　　部 上　野 13 左近 4,600

岡　益 43 谷村 800

神　護 18 神護口 900

法花寺 22 因幡万葉歴史館 800

広　西 37 高岡口 1,500

三代寺 43 高岡口 2,300

南広西 6 高岡口 1,800

国分寺 30 因幡万葉歴史館 1,300

大　畑 22 松原 2,000

辛　川 9 松原 3,000

堤　見 14 松原 2,700

内海中 16 白兎橋 2,000

御　熊 10 松原 3,200

三山口 28 吉岡温泉口 1,700

奥細見 23 細見口 3,700

口細見 20 細見口 800

玉　津 23 江山中学校前 800

南城北 224 古海 700

バス路線等から400ｍ圏域を超える集落

鹿　　野

佐　　治

Ｈ23.4月から絹見バ
スが運行

【世帯数は、Ｈ24町内会名簿より】

Ｈ24.10月からデマン
ドタクシーが運行

国　　府
Ｈ20.10月からデマン
ドタクシーが運行

青　　谷

鳥取地域

河　　原

※この資料は、あくまで参考として作成したものです。この表から漏れている地域もありますのでご承知おき下さい。

Ｈ21.2月からふるさ
とバス運行



移動主体

提供主体

市  場

（バス事業者）
・日ノ丸自動車㈱
・日本交通㈱ －

公  助

・気高循環バス、絹見バス
・乗合タクシー
（浜村－青谷線、吉岡線、米里
線、高岡線、西郷線、散岐線、和
奈見・国英線、江波・赤波線、佐
治線、津野・津無線）

タクシー事業者の有効活
用

共  助

・ふるさとバス（ＮＰＯ法人ＯＭ
Ｕ）
・福部循環バス（鳥取市社会福祉
協議会） 住民自らが公共交通を過

疎地有償運送などで運行

自  助
超小型電気自動車やシニ
アカーの利用環境向上

  公共交通の提供主体

・自治体による移動手段確保施策であり、採算性を大
きく下回るコミュニティバスや乗り合いタクシー
・自治体による運行、または運行委託

・住民自らが公共交通を過疎地有償運送などで運行
・ボランティアで移動手段を提供
・自らの用事にあわせて同乗・送迎
・ボランティアや住民相互の買物支援など生活活動そ
のものを代替
・地域内のソーシャルキャピタルの高さに依存

出展：交通不便地域と都市近郊団地における公共交通政策（㈱バイタルリード）

交通空白地域に考えら
れる対応策の例（案）

・家族内での自動車送迎
・超小型電気自動車やシニアカーでの移動

サービス内容と特徴 鳥取市における提供主体等

・民間バス事業者による4条路線バス運行など、営利企
業によるサービス
・運行補助によって成立する路線が多く、中山間地域
では赤字不採算がほとんど














