




















［お申込み・お問合わせ］

Tel.0796-32-0013  https://www.zentanbus.co.jp

出石

城崎だけじゃもったいない。

※写真はイメージです。

神鍋
城崎発、「出石」「神鍋」直通バス運行

２０２０.１.30（木）～２.２9（土）

城崎→出石が45分！
城崎温泉から「城下町　出石」までの

ノンストップバス「出石ダイレクト便」を期間限定で運行

城崎温泉から「スノーリゾート神鍋高原」までのノンストップバス
「神鍋高原ダイレクト便」を期間限定で運行

城崎から夜の神鍋へ！



［お申込み・お問合わせ］

Tel.0796-32-0013  https://www.zentanbus.co.jp

城崎から出石までノンストップバス運行！  52分→45分で
江戸時代の雰囲気を残す「城下町　出石」
出石は神話の時代から続く町です。今日では古い日本のノスタルジックな
雰囲気で人気の城下町です。その他にも、地元の特産品は「いずし皿そ
ば」、「いずし焼き」、「柳細工」など多くの特産品があります。着物に着替
えて街を散策すると、まるで昔の時間に戻ったような気分になります。

●コウノトリ探検チケット

出石永楽館

お得な乗車券＆体験も販売 「出石食べ歩きクーポン」

SOZOROのカウンターで乗車前に購入が必要

城崎温泉から出石までの往復バス乗車券と出石の6か所のお店
を選んで食べ歩きが出来るクーポン券が付いています。また、出石
町内にある観光施設の入場料が乗車券を提示すれば2割引き
になります。 1,800円お一人様（大人）

 1,300円（小学生以下） 

お得な一日乗車券（豊岡市内限定）も販売 

SOZOROのカウンターで乗車前に購入が必要

兵庫県有形指定文
化財、兵庫県豊岡市
出石町に存在する兵
庫最古の芝居小屋。

出石城
崎

◎運賃（片道：城崎温泉駅～神鍋高原）

［乗降停留所］城崎温泉駅・神鍋高原
（神鍋温泉ゆとろぎ前、万場（万場口）、奥神鍋（山田）

２０２０.１.30（木）～２.２9（土）
 城崎温泉駅～神鍋直通便運行
（神鍋ダイレクト便）期間限定特別便

新たなバス路線誕生 ！  神鍋高原へ簡単アクセス神鍋城
崎

※豊岡市内１日フリー乗車券はご利用いただけません。

1,000円 500円
小人（小学生）大人

城崎温泉に一番近いスノーリゾート「神鍋高原」
西日本で最も歴史があるスキー場であり、初めて雪と触れ合うに適した「神鍋
高原」。３つのスキー場があり、夜はナイタースキーもできる。城崎温泉から車で
わずか約５０分で行ける、「城崎温泉にもっとも近いスノーリゾート」

［復路］
神鍋温泉ゆとろぎ前
奥神鍋（山田）
万場（万場口）
城崎温泉駅

２１：３０発
２１：３５
２１：４０
２２：３０着

●ミシュラングリーンパス
（豊岡市内１日フリー乗車券） （訪日外国人限定１日フリー乗車券）

＊適用路線　豊岡市内の全路線（但し、特急バス・各コミュニティーバ
スは除きます）＊乗車券は決められた当日のみ有効です。
＊豊岡市外に乗り越す場合は、乗り越し区間の運賃が別途必要です。

小人５５０円 小人５００円
1,100円 1,000円

ツアーのご予約は、城崎温泉ツーリストインフォーメーションSOZORO（http://www.kinosaki-info.com/）や
「VISIT KINOSAKI https://visitkinosaki.com/」で販売しています

◎ダイヤ　
［往路］
城崎温泉駅
万場（万場口）
奥神鍋（山田）
神鍋温泉ゆとろぎ前

１８：００発
１８：５０
１８：５５
１９：００着

約4時間
参考所要時間

約4.5時間
参考所要時間

「ナイトゲレンデ Baｒ」（予約制）

●料金
　（往復バス代［城崎温泉～神鍋］・飲物代［1ドリンク］）

小人 1,780円

［旅行企画・実施］  全但バス株式会社　兵庫県知事登録旅行業2-670 旅行業務取扱管理者 谷口道広
※詳しい旅行条件書をご用意しておりますので、お申し込みの際にはかならずご確認の上お申し込みください。※満席等で手配できない場合もあります。
 ※天候等により実施できない場合があります※季節等により内容の一部を変更する場合があります。ご了承ください。

3,000円
お一人様（大人）

お得で特別なオプショナルツアー❷ （WEBで事前予約）

  「ナイト 雪上CAT Tour」（予約制）

アルビレオ集合　CAT体験（乗車時間１０分～１５分）
奥神鍋（山田）着

17：50

18：00

18：55

19：30

21：00

●行程
集合　城崎温泉ツーリスト・インフォメーションSOZORO

城崎温泉駅発

ゲレンデ着
（ゲレンデレストラン等で自由時間 ＊飲食も可能です）
CAT乗車（10～１５分）　アルビレオ前着

21：35 山田発

22：30 城崎温泉駅着

最少催行人員：２名以上
添乗員は同行いたしません
予約受付：前日（１７：００まで）但し、
状況により受付できない場合がございます。

4,500円
3,000円（小学生以下）

お一人様（大人）
●料金（往復バス代 ※CAT体験代含む）

通常では乗車することはで
きないCAT（雪上車）に乗
って、夜間のゲレンデを走
行します。スキーが出来なく
ても冬の神鍋高原を体験
することができます。

神秘的なナイタースキー場のすぐ横にある、由緒あるホテルで
期間中特別にビールなどを飲むことができる体験ツアー。通常
ではホテル宿泊者のみ利用できる場所で飲んだり、ホテル前が
すぐにゲレンデなので雪遊びも可能。夜のスキー場をちょっとだ
け体験したい方におすすめツアー。
※飲物の追加は別途お支払い下さい。※添乗員は同行いたしません。※予約受付：前日（１７：００まで）但し、状況により受付できない場合がございます。
※最小催行人員：２名　※利用予定ホテル：神鍋ハイランドホテル

※天候及び雪不足・コース状況が悪い場合は中止の可能性がございます。また、雪上車の故障等の場合も中止いたします。※レストランでの飲食は別
料金となります。※道路状況等によりバスが遅れる場合がございます。

CATの乗車体験の間、ゲレンデレストランで夜のゲレンデ
を見ながら簡単な飲食も可能（別途料金）。２人から8人ま
で乗車できグループでの参加も可能。

◎行程など詳しくはwebなど諸条件確認の上お申し込みください。

お得で特別なオプショナルツアー❶ （sozoro、webで事前予約）

10:40

11：25

14：00

14：45

●例えばこんなコース（例）
城崎温泉駅発
（路線バス　出石直通便「出石ダイレクト便」を利用）

出石着　自由時間

●出石で出石名物「いずし皿そば」を食べる
●出石の食べ歩きクーポンを利用して飲食店を食べ歩き
●出石城跡の見学（無料）及び有子山神社の鳥居での写真撮影など

出石発
（路線バス　出石直通便「出石ダイレクト便」を利用）

城崎温泉駅着
（上記以外の便と組み合わせることも可能です。）

オススメ！

770円 390円
◎運賃（片道：城崎温泉駅～出石）

 城崎温泉駅～出石直通便運行
（出石ダイレクト便）

［乗降停留所］城崎温泉駅・出石

［復路］
出石
城崎温泉駅

１４：００発
１４：４５着

小人（小学生）大人

期間限定特別便

◎ダイヤ　
［往路］
城崎温泉駅
出石

１0：4０発
11：2５着

２０２０.１.30（木）～２.２9（土）



①維持が困難となったバス路線等について、多様な選択肢を検討・協議し、地域に最適な旅客
運送サービスを継続（地域旅客運送サービス継続事業）

②過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施の円滑化
・バス・タクシー事業者がノウハウを活用して協力する制度を創設し、実施を円滑化
・住民のみならず来訪者も運送の対象に加え、観光ニーズへの対応を可能に

③鉄道・乗合バス等における貨客混載に係る手続の円滑化（貨客運送効率化事業）

●持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

○人口減少の本格化、運転者不足の深刻化等に伴って、公共交通サービス
の維持・確保が厳しさを増している中、高齢者の運転免許の返納が年々増
加する等、地域の暮らしと産業を支える移動手段を確保することがますま
す重要になっている。
○加えて、多様な関係者が連携し、地域経済社会の発展に資する交通イン
フラを整備することにより、生産性向上を図ることも必要となっている。

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成 （作成経費を補助※予算関連）
・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送等）を位置付け、
地域の移動ニーズにきめ細かく対応 （情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）
・定量的な目標設定や毎年度の評価等によりPDCAを実施

【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

地域が自らデザインする地域の交通
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の貸付制度の拡充
・多様な関係者の連携による鉄道インフラや物流拠点の整備 （※予算関連）

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】地域の移動手段の確保・充実のため、地方公共団体主導で公共交通サービスを改善、地域の輸送資源を総動員する取組を推進

（KPI）・地域公共交通計画の策定件数 ：524件 （2019年７月時点）⇒1,200件 （2024年度）
・地域公共交通計画を立地適正化計画と併せて策定した市町村数 ：172市町村（2019年７月時点）⇒ 400市町村（2024年度）
・地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数 ： 46件 （2019年７月時点）⇒ 200件 （2024年度）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

交通インフラに対する支援の充実
【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】

自家用有償旅客運送

○地方公共団体が、交通事業者等と連携して、
①公共交通を中心に地域の輸送資源を総動員する交通計画を作成
②最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善・充実を徹底
するとともに、国が予算面とノウハウ面から支援を行うことで、持続可能な
地域公共交通を実現。

○地域における協議の促進
・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国土交通大臣が地方公共団体に対し通知

物流拠点

（※）申請による運転免許の取消件数の推移。警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成

（千件）
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75歳未満
75歳以上

運転免許返納は年々増加
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輸送人員（三大都市圏以外） 人口（三大都市圏以外）

人口減少を上回る地方部の乗合バス利用者の減少

（※）平成１２年度を100とした乗合バスの輸送人員
「総務省統計局人口推計」「自動車輸送統計年報」より国土交通省総合政策局作成

①利用者目線による路線・ダイヤの改善、運賃の設定等を促進（地域公共交通利便増進事業）
②MaaSに参加する複数の交通事業者の運賃設定に係る手続のワンストップ化、ＭａａＳ協議会制度の創設
（新モビリティサービス事業） ※MaaS：Mobility as a Service

既存の公共交通サービスの改善の徹底

輸送資源の総動員による移動手段の確保

鉄道インフラ

＜予算関連法律案＞



令和2年

3月１１日（水）
第１部（公共交通）13:00～14:00（12:30受付開始）
第２部（観光） 14:30～16:00（14:00受付開始）

日 時

会 場

●第１部 地域公共交通に関する制度改正・支援制度について
国土交通省総合政策局地域交通課

モビリティサービス推進課
(内容）
・地域公共交通活性化再生法等の一部改正
・地域公共交通確保維持改善事業
・公共交通利用環境の革新等（観光庁予算）
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
（観光庁予算（うち、交通サービスインバウンド対応支援事業のみ説明））
・日本版MaaS推進・支援事業

●第２部 観光に関する支援制度について
観光庁外客受入参事官室

（内容）
・観光の現状について
・観光振興事業について
・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業について
（交通サービスインバウンド対応支援事業を除く）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■お問い合わせ
第１部（公共交通関係）：近畿運輸局交通政策部交通企画課/辻本、舘

TEL：06-6949-6409
第２部（観光関係）：近畿運輸局観光部観光企画課/中西、鈴木

TEL：06-6949-6466
主催：国土交通省近畿運輸局

場所：大阪歴史博物館 ４階講堂
（大阪市中央区大手前4丁目1-32）

大阪メトロ谷町線・中央線 「谷町四丁目」
２号もしくは９号出口

大阪シティバス62系統 「馬場町」バス停前

申込み
締切日

３月６日
(金)



令和２年度
公共交通・観光関係予算等近畿ブロック説明会

参加申込書
応募方法

下記参加申込書に必要事項を記載の上、申込み締切日までにFAXもしくはメールにて、お申し込みください。
※お預かりした個人情報は、「当説明会」の事務運営のみに利用いたします。

定員 先着250名（申込み順）
申込締切 令和2年3月6日（金）
参加費 無料
FAX ０６－６９４９－６１６９
メール kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp

参加される方

企業・団体名、所属 役 職 お 名 前

申込者

企業・団体名、所属 お 名 前 電話番号 ＦＡＸ番号

参加希望 ※参加を希望するプログラムに○印をつけてください

第１部（公共交通） 参加 ・ 不参加

第２部（観光） 参加 ・ 不参加


