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第第第第９９９９回回回回    三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通活性化協議会議事録交通活性化協議会議事録交通活性化協議会議事録交通活性化協議会議事録（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））））））    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    

事務局事務局事務局事務局            定刻定刻定刻定刻となりましたのでとなりましたのでとなりましたのでとなりましたので、、、、ただただただただいまいまいまいまからからからから、「、「、「、「第第第第９９９９回三木市回三木市回三木市回三木市バスバスバスバス交通活交通活交通活交通活

性化協議会性化協議会性化協議会性化協議会」」」」をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

本日本日本日本日はははは何何何何かとかとかとかと御多用御多用御多用御多用のののの中中中中、、、、御出席御出席御出席御出席をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、誠誠誠誠にありがとにありがとにありがとにありがと

うございますうございますうございますうございます。。。。    

私私私私はははは、、、、本日本日本日本日のののの司会司会司会司会をををを務務務務めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます、、、、三木市三木市三木市三木市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり部部部部

交通政策課長交通政策課長交通政策課長交通政策課長のののの○○○○○○○○でございますでございますでございますでございます。。。。    

どうどうどうどうかかかかよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

さてさてさてさて、、、、本本本本協議会協議会協議会協議会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月になりますけれどになりますけれどになりますけれどになりますけれど

もももも、、、、第第第第１１１１回回回回のののの会議会議会議会議をををを開催開催開催開催してしてしてして以来以来以来以来、、、、「「「「三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しししし計画計画計画計画（（（（案案案案））））」」」」

のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、協議協議協議協議をををを重重重重ねていただきましたねていただきましたねていただきましたねていただきました。。。。これらのこれらのこれらのこれらの協議協議協議協議をベーをベーをベーをベー

スといたしましてスといたしましてスといたしましてスといたしまして、、、、昨年昨年昨年昨年の８の８の８の８月月月月にはにはにはには三木市三木市三木市三木市といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして最終的最終的最終的最終的なななな計計計計

画画画画をををを策定策定策定策定いたしたところでございますいたしたところでございますいたしたところでございますいたしたところでございます。。。。前回前回前回前回のののの協議会協議会協議会協議会でおでおでおでお伝伝伝伝えいたしえいたしえいたしえいたし

ましたとおりましたとおりましたとおりましたとおり、、、、昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０月月月月のののの三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しししし以降以降以降以降のののの利用状況利用状況利用状況利用状況

等等等等につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、御報告御報告御報告御報告させていただきたくさせていただきたくさせていただきたくさせていただきたく存存存存じますじますじますじます。。。。    

本日本日本日本日のののの出席委員出席委員出席委員出席委員につきましては１３につきましては１３につきましては１３につきましては１３名名名名でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、委員委員委員委員のののの過過過過

半数半数半数半数以上以上以上以上のののの出席出席出席出席をいただいておりますのでをいただいておりますのでをいただいておりますのでをいただいておりますので、、、、三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通活性化協交通活性化協交通活性化協交通活性化協

議会設置要綱第議会設置要綱第議会設置要綱第議会設置要綱第７７７７条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、本会議本会議本会議本会議はははは成立成立成立成立していることしていることしていることしていること

をををを御報告御報告御報告御報告いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

またまたまたまた、、、、このたびはこのたびはこのたびはこのたびは、、、、前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして公開公開公開公開によりによりによりにより開催開催開催開催いたしいたしいたしいたしまままま

すのですのですのですので、、、、よろしくよろしくよろしくよろしく御理解御理解御理解御理解のほどのほどのほどのほどおおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、開催開催開催開催にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、本協議会本協議会本協議会本協議会のののの会長会長会長会長でありますでありますでありますであります公益社公益社公益社公益社

団法人兵庫県団法人兵庫県団法人兵庫県団法人兵庫県バスバスバスバス協会協会協会協会のののの○○○○○○○○専務理事様専務理事様専務理事様専務理事様からからからから御挨拶御挨拶御挨拶御挨拶をををを賜賜賜賜りたくりたくりたくりたく存存存存じじじじ

ますますますます。。。。    

    

会長会長会長会長                失礼失礼失礼失礼しますしますしますします。。。。ただただただただいまいまいまいま御紹介御紹介御紹介御紹介にににに預預預預かりましたかりましたかりましたかりました○○○○○○○○ですですですです。。。。    

本日本日本日本日はははは、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、年度末年度末年度末年度末のののの大変御多用大変御多用大変御多用大変御多用のののの中中中中にににに

もかかわらずもかかわらずもかかわらずもかかわらず、、、、第第第第９９９９回三木市回三木市回三木市回三木市バスバスバスバス交通活性化協議会交通活性化協議会交通活性化協議会交通活性化協議会にににに御出席賜御出席賜御出席賜御出席賜りましりましりましりまし

てててて、、、、厚厚厚厚くくくくおおおお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

先先先先ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの御説明御説明御説明御説明もあったとおりもあったとおりもあったとおりもあったとおり、、、、今今今今までまでまでまで計計計計８８８８回回回回のののの三木市三木市三木市三木市

バスバスバスバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しししし計画計画計画計画のののの内容内容内容内容についてについてについてについて委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには協議協議協議協議をををを重重重重ねねねね

ていただいたところですていただいたところですていただいたところですていただいたところです。。。。御存御存御存御存じじじじののののようにようにようにように、、、、このこのこのこの協議会協議会協議会協議会はははは三木市三木市三木市三木市のののの暮暮暮暮

らしをらしをらしをらしを支支支支えるバスえるバスえるバスえるバス交通交通交通交通をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日にににに立立立立
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ちちちち上上上上げられましたげられましたげられましたげられました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月までにまでにまでにまでに審議審議審議審議をいただいたところをいただいたところをいただいたところをいただいたところ

でありますでありますでありますであります。。。。そのそのそのその結果結果結果結果ををををもちもちもちもちましてましてましてまして平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年８８８８月月月月にバスにバスにバスにバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直

しししし計画計画計画計画がががが策定策定策定策定されましたされましたされましたされました。。。。そのそのそのその計画計画計画計画にににに基基基基づづづづくさまざまくさまざまくさまざまくさまざまなななな準備準備準備準備をををを経経経経ましましましまし

てててて、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日にはにはにはには新新新新たなバスたなバスたなバスたなバス路線路線路線路線のののの新設新設新設新設、、、、変更変更変更変更、、、、ダイヤダイヤダイヤダイヤ

変更及変更及変更及変更及びびびび運賃体系運賃体系運賃体系運賃体系のののの見直見直見直見直しがしがしがしが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

本日本日本日本日のののの第第第第９９９９回協議会回協議会回協議会回協議会におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、そのそのそのその見直見直見直見直しにおけるバスのしにおけるバスのしにおけるバスのしにおけるバスの利利利利

用状況用状況用状況用状況とバスとバスとバスとバス交通交通交通交通のののの更更更更なるなるなるなる活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの取組取組取組取組についてについてについてについて事務事務事務事務

局局局局からからからから報告報告報告報告がありますがありますがありますがあります。。。。    

委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては見直見直見直見直しのしのしのしの成果成果成果成果のののの確認確認確認確認をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく

ととととともともともともにににに、、、、忌憚忌憚忌憚忌憚ののののないないないない御意見御意見御意見御意見をををを賜賜賜賜りたくりたくりたくりたく存存存存じますのでじますのでじますのでじますので、、、、どうぞよろしどうぞよろしどうぞよろしどうぞよろし

くおくおくおくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            ○○○○○○○○会長様会長様会長様会長様、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

それではそれではそれではそれでは以下以下以下以下、、、、座座座座ってってってって失礼失礼失礼失礼いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

まずまずまずまず報告報告報告報告をををを始始始始めめめめさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます前前前前にににに、、、、手元手元手元手元のののの配布資料配布資料配布資料配布資料のののの確認確認確認確認をををを

事務局事務局事務局事務局からさせていただきたいとからさせていただきたいとからさせていただきたいとからさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料のののの確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局からからからから、、、、配布資料配布資料配布資料配布資料のののの確認確認確認確認））））    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    

    

事務局事務局事務局事務局            それではそれではそれではそれでは、、、、ここからのここからのここからのここからの会議会議会議会議のののの進行進行進行進行につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、本協議会設置要本協議会設置要本協議会設置要本協議会設置要

綱第綱第綱第綱第５５５５条条条条第第第第２２２２項項項項にににに基基基基づきづきづきづき、、、、○○○○○○○○会長様会長様会長様会長様におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    

会長会長会長会長                それではそれではそれではそれでは進行進行進行進行させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

次第次第次第次第ににににしたがいしたがいしたがいしたがいましてましてましてまして、、、、会議会議会議会議をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

次第次第次第次第の３の３の３の３、、、、報告事項報告事項報告事項報告事項というというというということことことことでででで、、、、三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しししし後後後後のののの状状状状

況及況及況及況及びびびびバスバスバスバス交通交通交通交通のののの活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの取組取組取組取組についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから報報報報

告告告告をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。    

報告報告報告報告はははは一括一括一括一括していただけるでしょうかしていただけるでしょうかしていただけるでしょうかしていただけるでしょうか。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから御報告御報告御報告御報告よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局からからからから報告報告報告報告））））    

    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    
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会長会長会長会長                どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました。。。。    

                        事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから見直見直見直見直しししし後後後後のののの状況状況状況状況、、、、概要等概要等概要等概要等のののの説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。更更更更にににに

今後今後今後今後のバスのバスのバスのバス活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けましたけましたけましたけました取組取組取組取組のののの説明説明説明説明がございましたがございましたがございましたがございました。。。。    

たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの資料資料資料資料でででで恐縮恐縮恐縮恐縮なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、各委員各委員各委員各委員のののの皆皆皆皆様様様様方方方方、、、、ただただただただいまいまいまいま事務事務事務事務

局局局局からのからのからのからの報告報告報告報告にににに対対対対してしてしてして質問等質問等質問等質問等ががががございましたらございましたらございましたらございましたらぜひぜひぜひぜひおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

特特特特にににに地元地元地元地元からからからから御出席御出席御出席御出席いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております老人老人老人老人クラブのクラブのクラブのクラブの代表者様代表者様代表者様代表者様まままま

たたたたＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの方方方方、、、、女性団体連絡協議会女性団体連絡協議会女性団体連絡協議会女性団体連絡協議会のののの方方方方、、、、そしてそしてそしてそして、、、、区長協議会区長協議会区長協議会区長協議会のののの方々方々方々方々

にもにもにもにも御御御御出席出席出席出席いただいておりまいただいておりまいただいておりまいただいておりますのですのですのですので、、、、ぜひぜひぜひぜひ今回今回今回今回はははは財政財政財政財政のののの観点観点観点観点からもからもからもからも質質質質

問問問問していただければしていただければしていただければしていただければ幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

    

委員委員委員委員                教教教教えてえてえてえてほしいほしいほしいほしいのですがのですがのですがのですが、、、、資料資料資料資料２の２の２の２の中中中中で３つのバスので３つのバスので３つのバスので３つのバスの垣根垣根垣根垣根をなくすとをなくすとをなくすとをなくすと

いうことでいうことでいうことでいうことですがすがすがすが、、、、私私私私がががが北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターからセンターからセンターからセンターから緑緑緑緑がががが丘方面丘方面丘方面丘方面へへへへ帰帰帰帰っっっっ

てててて来来来来るるるる際際際際にににに、、、、青山地区青山地区青山地区青山地区でででで「「「「センターセンターセンターセンター前前前前」「」「」「」「北高校前北高校前北高校前北高校前」」」」があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、

そこからそこからそこからそこから学生学生学生学生がががが乗乗乗乗ろうとしたろうとしたろうとしたろうとした際際際際にににに、、、、後後後後ろにはろにはろにはろには旧旧旧旧みっきぃバスがみっきぃバスがみっきぃバスがみっきぃバスが付付付付いていていていて

来来来来ていたていたていたていたのですがのですがのですがのですが、、、、医療医療医療医療センターセンターセンターセンターからのからのからのからの帰帰帰帰りのバスにりのバスにりのバスにりのバスに学生学生学生学生がががが乗乗乗乗ろうとろうとろうとろうと

したしたしたした際際際際にににに運転手運転手運転手運転手がががが後後後後ろのバスにろのバスにろのバスにろのバスに乗乗乗乗るようにるようにるようにるように言言言言ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、垣根垣根垣根垣根をなをなをなをな

くすというくすというくすというくすということことことことをおっしゃっていますがをおっしゃっていますがをおっしゃっていますがをおっしゃっていますが学生学生学生学生がががが定期定期定期定期のののの人人人人だったのかだったのかだったのかだったのか

よくよくよくよく分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、そんなそんなそんなそんなことことことことがありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

                        学生学生学生学生さんがさんがさんがさんが御存御存御存御存じじじじでなかったのかとでなかったのかとでなかったのかとでなかったのかと思思思思ったりもしたのですがったりもしたのですがったりもしたのですがったりもしたのですが、、、、垣根垣根垣根垣根

をなくすのであったらをなくすのであったらをなくすのであったらをなくすのであったら昔昔昔昔はははは直通直通直通直通バスだったかもしれませんがバスだったかもしれませんがバスだったかもしれませんがバスだったかもしれませんが、、、、今今今今はははは乗乗乗乗

りりりり降降降降りができるようになりましたよねりができるようになりましたよねりができるようになりましたよねりができるようになりましたよね。。。。学生学生学生学生さんもさんもさんもさんもきょとんきょとんきょとんきょとんとしていとしていとしていとしてい

ましたがましたがましたがましたが、、、、このこのこのこの件件件件はどうだったのでしょうはどうだったのでしょうはどうだったのでしょうはどうだったのでしょう。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            状況状況状況状況のののの確認確認確認確認ですがですがですがですが、、、、「「「「後後後後ろのバスにろのバスにろのバスにろのバスに乗乗乗乗ってってってってくださいくださいくださいください」」」」とととと言言言言われたのわれたのわれたのわれたの

はバスのはバスのはバスのはバスの運転手運転手運転手運転手でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                そうですそうですそうですそうです。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            時間的時間的時間的時間的に２に２に２に２台台台台バスがバスがバスがバスが連連連連なってなってなってなって走走走走っていたといっていたといっていたといっていたといううううことことことことですかねですかねですかねですかね。。。。    

    

委員委員委員委員                そうですそうですそうですそうです。。。。    

                        北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターを１５センターを１５センターを１５センターを１５時時時時１５１５１５１５分分分分にににに出発出発出発出発するバスでしたするバスでしたするバスでしたするバスでした。。。。私私私私

がががが病院病院病院病院へへへへ通通通通うのが７０うのが７０うのが７０うのが７０日日日日ごとなのでごとなのでごとなのでごとなので、、、、１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。

そのそのそのその時時時時、「、「、「、「あれっあれっあれっあれっ」」」」とととと思思思思ってってってって少少少少しでもしでもしでもしでも早早早早いバスにいバスにいバスにいバスに乗乗乗乗せてあげてもいいせてあげてもいいせてあげてもいいせてあげてもいい

のにとのにとのにとのにと思思思思ったのですったのですったのですったのです。。。。    
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委員委員委員委員                ゾーンバスのゾーンバスのゾーンバスのゾーンバスの乗務員乗務員乗務員乗務員だとだとだとだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

                        北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センターセンターセンターセンター方面行方面行方面行方面行きバスはきバスはきバスはきバスは誰誰誰誰でもでもでもでも乗乗乗乗れるとれるとれるとれると指導指導指導指導はしはしはしはし

ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、教育教育教育教育がががが足足足足らずらずらずらず申申申申しししし訳訳訳訳ありませんありませんありませんありません。。。。    

                        どのバスにどのバスにどのバスにどのバスに乗乗乗乗っていただいてもよいとっていただいてもよいとっていただいてもよいとっていただいてもよいと乗務員乗務員乗務員乗務員にはにはにはには言言言言っておりますっておりますっておりますっております

のでのでのでので、、、、再度指導再度指導再度指導再度指導させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    

会長会長会長会長                他他他他にににに御質問御質問御質問御質問はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか。。。。    

    

委員委員委員委員                資料資料資料資料７ページ７ページ７ページ７ページ、、、、バスバスバスバス交通活性化交通活性化交通活性化交通活性化にににに向向向向けてというけてというけてというけてということことことことですがですがですがですが、、、、７ペー７ペー７ペー７ペー

ジの２ジの２ジの２ジの２番目番目番目番目、、、、モビリティモビリティモビリティモビリティ・・・・マネジメントについてですがマネジメントについてですがマネジメントについてですがマネジメントについてですが、、、、年間計画年間計画年間計画年間計画とととと

いうかいうかいうかいうか何回何回何回何回ほどほどほどほど目標目標目標目標にされているのかにされているのかにされているのかにされているのか、、、、そしてそしてそしてそして始始始始めたばかりでめたばかりでめたばかりでめたばかりで計画計画計画計画ささささ

れていないのかれていないのかれていないのかれていないのか、、、、資料資料資料資料ではではではでは計画計画計画計画が６が６が６が６月月月月だけですがそのだけですがそのだけですがそのだけですがその後後後後はははは頻繁頻繁頻繁頻繁にやるにやるにやるにやる

予定予定予定予定ですかですかですかですか、、、、それともそれともそれともそれとも次次次次はははは予定予定予定予定されていないのですかされていないのですかされていないのですかされていないのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            モビリティモビリティモビリティモビリティ・・・・マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント、、、、まずまずまずまず言葉言葉言葉言葉のののの意味自体意味自体意味自体意味自体がががが広広広広いいいい取組取組取組取組ですのですのですのですの

でそのでそのでそのでその取組取組取組取組のののの一環一環一環一環としてバスのとしてバスのとしてバスのとしてバスの乗乗乗乗りりりり方教室方教室方教室方教室をををを挙挙挙挙げげげげさせていたさせていたさせていたさせていただいてだいてだいてだいて

おりますおりますおりますおります。。。。    

                        実実実実はははは平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度からからからから乗乗乗乗りりりり方教室方教室方教室方教室のののの取組取組取組取組をををを進進進進めておりましてめておりましてめておりましてめておりまして、、、、２５２５２５２５

年度年度年度年度はははは口吉川口吉川口吉川口吉川のののの小学校小学校小学校小学校だったとだったとだったとだったと思思思思いますいますいますいます。。。。２６２６２６２６年度年度年度年度はははは細川細川細川細川のののの豊地小学豊地小学豊地小学豊地小学

校校校校でしたでしたでしたでした。。。。２７２７２７２７年度年度年度年度についてはについてはについてはについては乗乗乗乗りりりり方教室方教室方教室方教室のののの取組取組取組取組はできなかったのではできなかったのではできなかったのではできなかったので

すがすがすがすが、、、、呼呼呼呼びかけをさせていただきまして２８びかけをさせていただきまして２８びかけをさせていただきまして２８びかけをさせていただきまして２８年度年度年度年度にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、三木地三木地三木地三木地

区区区区のののの老人老人老人老人クラブさんクラブさんクラブさんクラブさん、、、、そしてそしてそしてそして、、、、口吉川小学校口吉川小学校口吉川小学校口吉川小学校さんというさんというさんというさんということことことことでででで、、、、これこれこれこれ

については２については２については２については２回程度回程度回程度回程度のののの開催開催開催開催をををを予定予定予定予定しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者さんさんさんさん

がががが対応対応対応対応できるできるできるできる範囲内範囲内範囲内範囲内でででで開催開催開催開催できればとできればとできればとできればと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

委員委員委員委員                当初予定当初予定当初予定当初予定したしたしたした各回数各回数各回数各回数よりはよりはよりはよりは実際多実際多実際多実際多いのですかいのですかいのですかいのですか、、、、少少少少ないのですかないのですかないのですかないのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            当初当初当初当初このこのこのこの教室教室教室教室にににに限限限限っていいますとっていいますとっていいますとっていいますと、、、、年間年間年間年間２２２２回程度回程度回程度回程度をををを予定予定予定予定しておりましておりましておりましておりま

したのでしたのでしたのでしたので、、、、そういったそういったそういったそういった面面面面ではではではでは予定予定予定予定どおりとどおりとどおりとどおりと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

委員委員委員委員                ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

会長会長会長会長                 事業者事業者事業者事業者さんのさんのさんのさんの調整調整調整調整がいけてがいけてがいけてがいけて老人会老人会老人会老人会なりなりなりなり学生学生学生学生さんとのさんとのさんとのさんとの調整調整調整調整ががががうまくうまくうまくうまく

いけばいけなくもないいけばいけなくもないいけばいけなくもないいけばいけなくもない定員定員定員定員だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大きなきなきなきな費用費用費用費用ををををかけてかけてかけてかけてまでやまでやまでやまでや

ってくださいといいませんがってくださいといいませんがってくださいといいませんがってくださいといいませんが、、、、特特特特にににに小学生小学生小学生小学生などになどになどになどに体験体験体験体験させてあげたいさせてあげたいさせてあげたいさせてあげたい

ですねですねですねですね。。。。    
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                        そのそのそのその他他他他、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん意見意見意見意見をををを言言言言ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

事業者事業者事業者事業者さんのさんのさんのさんの立場立場立場立場からもからもからもからも意見意見意見意見があればがあればがあればがあれば発言発言発言発言くださいくださいくださいください。。。。    

    

委員委員委員委員                失礼失礼失礼失礼しますしますしますします。。。。確認確認確認確認というかというかというかというか皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに御披露御披露御披露御披露賜賜賜賜りたいのですがりたいのですがりたいのですがりたいのですが、、、、３ペ３ペ３ペ３ペ

ージのージのージのージの「「「「一律運賃制一律運賃制一律運賃制一律運賃制」」」」のののの導入導入導入導入によるによるによるによる効果効果効果効果、、、、特特特特に３に３に３に３番目番目番目番目のののの高校生高校生高校生高校生などはなどはなどはなどは

市内遠距離通学者市内遠距離通学者市内遠距離通学者市内遠距離通学者へのへのへのへの通学支援通学支援通学支援通学支援とありますとありますとありますとあります。。。。具体的具体的具体的具体的にどういうにどういうにどういうにどういうふうふうふうふうなななな

件数件数件数件数なのかなのかなのかなのか、、、、分分分分かればかればかればかれば教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            市内遠距離通学者市内遠距離通学者市内遠距離通学者市内遠距離通学者のののの通学支援通学支援通学支援通学支援についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねですがねですがねですがねですが、、、、以前以前以前以前にバスにバスにバスにバス

事業者事業者事業者事業者さんのさんのさんのさんの方方方方からからからから、、、、定期券定期券定期券定期券からからからから「「「「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」へへへへ、、、、定期券定期券定期券定期券のののの解約解約解約解約

をされてをされてをされてをされて「「「「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」へへへへ移移移移られたられたられたられた方方方方のののの件数件数件数件数をおをおをおをお聞聞聞聞きしておりますきしておりますきしておりますきしております。。。。    

                        約約約約２０２０２０２０件件件件というというというということことことことでででで、、、、約約約約２０２０２０２０人人人人のののの乗乗乗乗りりりり換換換換えがあったとえがあったとえがあったとえがあったと聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ますますますます。。。。高校高校高校高校につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては一例一例一例一例でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、例例例例えばえばえばえば市内市内市内市内のみなぎのみなぎのみなぎのみなぎ

台台台台からからからから上上上上のののの丸丸丸丸までまでまでまでのののの区間区間区間区間ですとですとですとですと、、、、片道片道片道片道のバスのバスのバスのバス運賃運賃運賃運賃がががが７１０７１０７１０７１０円円円円でございでございでございでござい

ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども、、、、６か６か６か６か月月月月定期定期定期定期ですとですとですとですと約約約約１３１３１３１３万円万円万円万円というというというということことことことでででで、、、、やはりやはりやはりやはり高高高高

校生校生校生校生をををを抱抱抱抱えてえてえてえておられるおられるおられるおられる親御親御親御親御さんにしてはさんにしてはさんにしてはさんにしては負担負担負担負担がががが大大大大きかったときかったときかったときかったと考考考考えらえらえらえら

れますれますれますれます。。。。    

                        例例例例えばですがえばですがえばですがえばですが、、、、乗車乗車乗車乗車のののの回数回数回数回数によりますによりますによりますによります「「「「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」にしますとにしますとにしますとにしますと

６６６６月月月月当当当当たり５２たり５２たり５２たり５２，，，，００００００００００００円程度円程度円程度円程度にににに軽減軽減軽減軽減できできできでき、、、、約約約約４４４４割程度割程度割程度割程度にににに負担負担負担負担がががが軽減軽減軽減軽減

されるというされるというされるというされるということことことことでございますのででございますのででございますのででございますので、、、、平均平均平均平均にににに直直直直しますとしますとしますとしますと約約約約１１１１万円万円万円万円のののの負負負負

担担担担軽減軽減軽減軽減となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

                        事務局事務局事務局事務局もももも先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明しましたけれどもしましたけれどもしましたけれどもしましたけれども、、、、遠距離遠距離遠距離遠距離のののの通学支援通学支援通学支援通学支援についてについてについてについて

はははは子育子育子育子育てててて支援支援支援支援につながっているのではないかというにつながっているのではないかというにつながっているのではないかというにつながっているのではないかということことことことでででで、、、、これはこれはこれはこれは

「「「「一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃」」」」のののの分析分析分析分析をしてをしてをしてをして初初初初めてめてめてめて分分分分かったかったかったかった副次的副次的副次的副次的なななな効果効果効果効果だとだとだとだと捉捉捉捉えてえてえてえておおおお

りますりますりますります。。。。    

    

会長会長会長会長                というというというということことことことになりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者さんはさんはさんはさんは定期定期定期定期からからからから変変変変わるといわるといわるといわるとい

ううううことことことことはははは営業収入営業収入営業収入営業収入がががが減減減減るるるることことことことはないのですかはないのですかはないのですかはないのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            こちらについてはこちらについてはこちらについてはこちらについては説明説明説明説明させていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたが、、、、本来本来本来本来のののの正規運賃正規運賃正規運賃正規運賃とととと

一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃のののの差額差額差額差額についてはについてはについてはについてはバスバスバスバス事業者事業者事業者事業者さんのさんのさんのさんの方方方方へへへへ運賃運賃運賃運賃補補補補塡塡塡塡というというというという形形形形

でででで補助補助補助補助いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者さんにとってはさんにとってはさんにとってはさんにとっては収入収入収入収入としてとしてとしてとして計上計上計上計上ささささ

れますのでれますのでれますのでれますので一概一概一概一概にににに減減減減るというるというるというるということことことことはないとはないとはないとはないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

委員委員委員委員                 先先先先ほど○○ほど○○ほど○○ほど○○さんがおっしゃったようにさんがおっしゃったようにさんがおっしゃったようにさんがおっしゃったように高校生高校生高校生高校生がががが通学通学通学通学用用用用としてとしてとしてとして北播北播北播北播

磨総合医療磨総合医療磨総合医療磨総合医療センターからセンターからセンターからセンターから帰帰帰帰ってきているってきているってきているってきているバスにバスにバスにバスに乗乗乗乗れるのですねれるのですねれるのですねれるのですね。。。。    
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事務局事務局事務局事務局            乗乗乗乗ることができますることができますることができますることができます。。。。    

    

委員委員委員委員                 親御親御親御親御さんもさんもさんもさんも吉川吉川吉川吉川のののの方方方方からからからから三木高三木高三木高三木高へへへへ行行行行くのにくのにくのにくのに大変大変大変大変バスバスバスバス代代代代がががが安安安安くなっくなっくなっくなっ

たとたとたとたと聞聞聞聞いているのですがいているのですがいているのですがいているのですが、、、、学校側学校側学校側学校側としましたらとしましたらとしましたらとしましたら、、、、よいよいよいよい学生学生学生学生さんがさんがさんがさんが三木三木三木三木

高高高高へへへへ来来来来られるのはられるのはられるのはられるのはバスバスバスバス代代代代がががが安安安安くなってくなってくなってくなって来来来来てくれるようにてくれるようにてくれるようにてくれるように校長先生校長先生校長先生校長先生はははは

おっしゃっておられましたおっしゃっておられましたおっしゃっておられましたおっしゃっておられました。。。。やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり近近近近くのくのくのくの自転車自転車自転車自転車でででで通通通通えるえるえるえる範囲内範囲内範囲内範囲内でででで

通通通通ってってってっていたおいたおいたおいたお子子子子さんたちがさんたちがさんたちがさんたちが、、、、三木高三木高三木高三木高やややや北高北高北高北高にににに行行行行けるようになったとけるようになったとけるようになったとけるようになったと喜喜喜喜

んでおられましたんでおられましたんでおられましたんでおられました。。。。元々小野元々小野元々小野元々小野はははは行行行行けるけるけるける子子子子どもどもどもどもさんがさんがさんがさんが頑張頑張頑張頑張ってってってって通通通通ってってってっておおおお

られましたけれどもられましたけれどもられましたけれどもられましたけれども、、、、迷迷迷迷っているっているっているっている親御親御親御親御さんさんさんさんやややや生徒生徒生徒生徒さんはやっぱりバスさんはやっぱりバスさんはやっぱりバスさんはやっぱりバス

代代代代がががが安安安安くなったからくなったからくなったからくなったから行行行行かせてやりたいわとかかせてやりたいわとかかせてやりたいわとかかせてやりたいわとか行行行行きたいわとかきたいわとかきたいわとかきたいわとか、、、、今年今年今年今年はははは

まだそんなにまだそんなにまだそんなにまだそんなに反応反応反応反応がががが出出出出ていないとていないとていないとていないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、来年来年来年来年ぐらいからはっきぐらいからはっきぐらいからはっきぐらいからはっき

りとりとりとりと高校高校高校高校までまでまでまで「「「「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」がががが使使使使えてバスでえてバスでえてバスでえてバスで通通通通えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば行行行行けけけけ

るというのがるというのがるというのがるというのが分分分分かりますのでかりますのでかりますのでかりますので、、、、あなたたちもこのあなたたちもこのあなたたちもこのあなたたちもこの北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療北播磨総合医療センセンセンセン

ターターターター方面行方面行方面行方面行きバスにもきバスにもきバスにもきバスにも乗乗乗乗れるよというれるよというれるよというれるよということことことこともももも浸浸浸浸透透透透しましましましましたらしたらしたらしたら、、、、よくよくよくよく乗乗乗乗

ってもらえるとってもらえるとってもらえるとってもらえると思思思思いますいますいますいます。。。。やっぱりそれをやっぱりそれをやっぱりそれをやっぱりそれを学校側学校側学校側学校側へへへへ知知知知らせてあげてもらせてあげてもらせてあげてもらせてあげても

いいのではございませんかといいのではございませんかといいのではございませんかといいのではございませんかと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど、、、、どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。    

    

会長会長会長会長                そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。やはりまだまだやはりまだまだやはりまだまだやはりまだまだＰＲＰＲＰＲＰＲがががが足足足足りないりないりないりない、、、、特特特特にににに学校学校学校学校へのへのへのへのＰＲＰＲＰＲＰＲなななな

どどどど、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから今後今後今後今後のののの取組取組取組取組としてとしてとしてとして心心心心にとどめておいていただいてにとどめておいていただいてにとどめておいていただいてにとどめておいていただいて、、、、可可可可

能能能能なななな限限限限りりりり実行実行実行実行していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            見直見直見直見直しからしからしからしから６か６か６か６か月月月月がががが経過経過経過経過したばかりのしたばかりのしたばかりのしたばかりの状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。先先先先ほどほどほどほどいいいい

ただきましたただきましたただきましたただきました御意見御意見御意見御意見などなどなどなどをををを参考参考参考参考にさせていただにさせていただにさせていただにさせていただきききき、、、、学校学校学校学校のののの方方方方ににににもももも周周周周

知知知知・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

委員委員委員委員                関連関連関連関連になるのですがになるのですがになるのですがになるのですが、、、、先先先先ほどほどほどほど言言言言われたわれたわれたわれたことことことこともももも含含含含めてめてめてめて利用促進利用促進利用促進利用促進のののの一環一環一環一環

としてとしてとしてとして、、、、例例例例えばえばえばえば高校高校高校高校のののの保護者説明会保護者説明会保護者説明会保護者説明会のののの時時時時にににに交通交通交通交通ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをををを市内市内市内市内のののの高校高校高校高校とととと

連携連携連携連携ができるのであればができるのであればができるのであればができるのであれば、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場において２００において２００において２００において２００円円円円でででで行行行行けますよけますよけますよけますよ

ととととＰＲＰＲＰＲＰＲするのもするのもするのもするのも利用促進利用促進利用促進利用促進のののの一環一環一環一環だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                今年今年今年今年はもうはもうはもうはもう終終終終わっていますのでわっていますのでわっていますのでわっていますので、、、、もうもうもうもう少少少少しししし時期時期時期時期がががが早早早早ければければければければＰＲＰＲＰＲＰＲできできできでき

ましたよねましたよねましたよねましたよね。。。。    

    

委員委員委員委員                実実実実はですねはですねはですねはですね、、、、先先先先ほどほどほどほど吉川吉川吉川吉川とととと三木三木三木三木というというというということことことことでででで調調調調べたべたべたべた調査結果調査結果調査結果調査結果をををを報告報告報告報告

させていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますが、、、、他他他他のののの高校高校高校高校についてもについてもについてもについても実実実実はははは聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調査調査調査調査
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をををを実施実施実施実施してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。そのそのそのその中中中中でででで答答答答えがえがえがえが返返返返ってきているのがってきているのがってきているのがってきているのが三木三木三木三木北高北高北高北高でででで

すすすす。。。。    

                        三木北高三木北高三木北高三木北高のののの場合場合場合場合はははは自転車自転車自転車自転車あるいはあるいはあるいはあるいは他他他他のののの交通手段交通手段交通手段交通手段からからからからバスにバスにバスにバスに転換転換転換転換しししし

たたたた学生学生学生学生さんが１０さんが１０さんが１０さんが１０数名数名数名数名いるといういるといういるといういるということことことことでででで、、、、子子子子どもどもどもどもさんさんさんさん方方方方のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心

にもにもにもにもつながってつながってつながってつながってきているのかなときているのかなときているのかなときているのかなと、、、、本当本当本当本当にこれはにこれはにこれはにこれは「「「「一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃」」」」をををを導入導入導入導入

させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた中中中中、、、、大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果があったとがあったとがあったとがあったと感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。    

    

委員委員委員委員                そういえばそういえばそういえばそういえば、、、、北高北高北高北高のののの子子子子どもどもどもどもたちのたちのたちのたちの自転車自転車自転車自転車がががが少少少少しししし少少少少なくなったとなくなったとなくなったとなくなったと感感感感じじじじ

ておりますておりますておりますております。。。。普段普段普段普段、、、、自転車自転車自転車自転車はははは危危危危ないなとないなとないなとないなと思思思思っておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりましたが、、、、少少少少なくなくなくなく

なっているのですねなっているのですねなっているのですねなっているのですね。。。。    

    

委員委員委員委員                今今今今、、、、通学通学通学通学のののの話話話話がががが出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、バスのバスのバスのバスの利用利用利用利用はははは通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学がががが主主主主ななななののののでででで

すよすよすよすよ。。。。バスバスバスバス会社会社会社会社さんにとってもさんにとってもさんにとってもさんにとっても通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学でのでのでのでの収入収入収入収入がががが一番多一番多一番多一番多いわけでいわけでいわけでいわけで

すがすがすがすが、、、、通勤者通勤者通勤者通勤者がががが増増増増えたというえたというえたというえたということことことことはははは出出出出ていないでしょうかていないでしょうかていないでしょうかていないでしょうか。。。。    

    

会長会長会長会長                どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか、、、、事務局事務局事務局事務局。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            先先先先ほど２０ほど２０ほど２０ほど２０件件件件ほどのほどのほどのほどの定期券定期券定期券定期券からからからから「「「「一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃」」」」へのへのへのへの転換転換転換転換があったとがあったとがあったとがあったと御御御御

報告報告報告報告申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、実実実実はははは通勤通勤通勤通勤のののの方方方方のののの転換転換転換転換はははは１１１１、、、、２２２２件程度件程度件程度件程度ではないではないではないではない

かというかというかというかという報告報告報告報告をををを受受受受けておりけておりけておりけておりますますますます。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、今今今今のののの段階段階段階段階ではではではでは通勤面通勤面通勤面通勤面ではではではでは

大大大大きなきなきなきな転換転換転換転換ははははみみみみられてられてられてられていいいいないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

委員委員委員委員                はいはいはいはい、、、、分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。    

    

会長会長会長会長                そそそそののののあたりあたりあたりあたりははははダイヤダイヤダイヤダイヤ的的的的なななな問題問題問題問題があるとかではないでしょうかがあるとかではないでしょうかがあるとかではないでしょうかがあるとかではないでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そのそのそのそのあたりあたりあたりあたりははははもうしばらくもうしばらくもうしばらくもうしばらく時間時間時間時間をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて膨大膨大膨大膨大なデータをなデータをなデータをなデータを検証検証検証検証

していかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。もうしばらくもうしばらくもうしばらくもうしばらく検証検証検証検証のおのおのおのお

時間時間時間時間をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                他他他他にないでしょうかにないでしょうかにないでしょうかにないでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                ダイヤのダイヤのダイヤのダイヤの話話話話がががが出出出出ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、私私私私はははは別所別所別所別所のののの者者者者なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、以前話以前話以前話以前話したしたしたした

のですがのですがのですがのですが、、、、通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学でかなりのでかなりのでかなりのでかなりの方方方方がががが厄神厄神厄神厄神までまでまでまで行行行行っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。とととと

ころがころがころがころが、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲとのとのとのとの時間時間時間時間のののの調整調整調整調整ががががうまくうまくうまくうまくいっていっていっていっていませんいませんいませんいません。。。。別所地域別所地域別所地域別所地域のののの私私私私

たちたちたちたちだとだとだとだと三宮三宮三宮三宮にににに行行行行くのであればくのであればくのであればくのであれば、、、、きちっとつながっておればきちっとつながっておればきちっとつながっておればきちっとつながっておれば神鉄神鉄神鉄神鉄をををを使使使使
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うよりもうよりもうよりもうよりも早早早早いいいいＪＲＪＲＪＲＪＲのののの快速快速快速快速をををを使使使使うううう。。。。加古川加古川加古川加古川からからからから三宮三宮三宮三宮まで２０まで２０まで２０まで２０分分分分もももも経経経経たずたずたずたず

にににに着着着着きますからきますからきますからきますから別所別所別所別所のののの方方方方ははははわりわりわりわりとそういうルートをとそういうルートをとそういうルートをとそういうルートを使使使使われますわれますわれますわれます。。。。料金料金料金料金

的的的的にはにはにはには別所別所別所別所だとだとだとだと市内区間市内区間市内区間市内区間がががが短短短短いのですいのですいのですいのですよねよねよねよね、、、、加古川加古川加古川加古川にににに入入入入ってしまうとってしまうとってしまうとってしまうと

２００２００２００２００円円円円がががが駄目駄目駄目駄目になるになるになるになるののののですかですかですかですか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも考考考考えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。三木市内三木市内三木市内三木市内のののの

方方方方だといくらかだといくらかだといくらかだといくらか安安安安くなるのですかくなるのですかくなるのですかくなるのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            このたび１０このたび１０このたび１０このたび１０月月月月のののの見直見直見直見直しはあくまでしはあくまでしはあくまでしはあくまで三木市内間移動三木市内間移動三木市内間移動三木市内間移動のバスののバスののバスののバスの乗乗乗乗りりりり

降降降降りについてりについてりについてりについて運賃運賃運賃運賃がががが基本的基本的基本的基本的に２００に２００に２００に２００円円円円になるになるになるになるというというというということことことことですのでですのでですのでですので、、、、例例例例

えばえばえばえば、、、、厄神厄神厄神厄神ですとですとですとですと市域市域市域市域をををを越越越越えてえてえてえてしまいますのでしまいますのでしまいますのでしまいますので、、、、このこのこのこのたびたびたびたびのののの見直見直見直見直しでしでしでしで

はははは正規正規正規正規のののの運賃運賃運賃運賃がかかってしまうがかかってしまうがかかってしまうがかかってしまう状況状況状況状況になってしまいますねになってしまいますねになってしまいますねになってしまいますね。。。。    

    

委員委員委員委員                三田三田三田三田のイオンもそうなのですかのイオンもそうなのですかのイオンもそうなのですかのイオンもそうなのですか、、、、渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬からからからから出出出出ておりますよねておりますよねておりますよねておりますよね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            「「「「渡瀬渡瀬渡瀬渡瀬・・・・イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール神戸神戸神戸神戸北北北北ルートルートルートルート」」」」にににに関関関関してはしてはしてはしては途中乗降途中乗降途中乗降途中乗降ができなができなができなができな

いいいい運行形態運行形態運行形態運行形態になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので、、、、イオンイオンイオンイオン方面行方面行方面行方面行きはきはきはきは乗乗乗乗るだけしかでるだけしかでるだけしかでるだけしかで

きませんのできませんのできませんのできませんので、、、、１５０１５０１５０１５０円円円円というというというということでことでことでことで市外市外市外市外でのでのでのでの乗車乗車乗車乗車はできはできはできはできませんませんませんません。。。。    

    

委員委員委員委員                三田駅三田駅三田駅三田駅へへへへ行行行行くというくというくというくという話話話話ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            医療医療医療医療センターからセンターからセンターからセンターから出出出出ているバスでているバスでているバスでているバスで三田三田三田三田ややややイオンモールイオンモールイオンモールイオンモール、、、、岡場駅方面岡場駅方面岡場駅方面岡場駅方面

にににに走走走走っているっているっているっている路線路線路線路線はあるのですがはあるのですがはあるのですがはあるのですが、、、、やはりやはりやはりやはり三田市域三田市域三田市域三田市域にににに入入入入るとるとるとると正規運賃正規運賃正規運賃正規運賃

にににに上上上上がってしまうがってしまうがってしまうがってしまうことことことことになりますになりますになりますになります。。。。    

    

委員委員委員委員                今後今後今後今後、、、、考考考考えていただければとえていただければとえていただければとえていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者からからからから何何何何かありませんかかありませんかかありませんかかありませんか。。。。    

    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバーーーー    「「「「恵比須恵比須恵比須恵比須～～～～厄神線厄神線厄神線厄神線」」」」につきましてにつきましてにつきましてにつきましてＪＲＪＲＪＲＪＲのののの電車電車電車電車のののの接続接続接続接続がががが合合合合わなかったわなかったわなかったわなかった

ことについてですがことについてですがことについてですがことについてですが、、、、元々鉄道跡元々鉄道跡元々鉄道跡元々鉄道跡にににに沿沿沿沿ってってってって走走走走っていたのですがっていたのですがっていたのですがっていたのですが、、、、宗佐宗佐宗佐宗佐

のののの信号機信号機信号機信号機のタイミングがのタイミングがのタイミングがのタイミングが東西優先東西優先東西優先東西優先からからからから南北優先南北優先南北優先南北優先にににに変変変変わってしまったわってしまったわってしまったわってしまった

ようでようでようでようで、、、、東西東西東西東西のののの道路道路道路道路のののの渋滞渋滞渋滞渋滞がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくなっているときくなっているときくなっているときくなっていると、、、、これがこれがこれがこれが影響影響影響影響

しているというしているというしているというしているということことことことでででで、、、、この４この４この４この４月月月月１１１１日日日日にににに遅遅遅遅れをれをれをれを見込見込見込見込んだんだんだんだ使用時間使用時間使用時間使用時間のののの設設設設

定定定定にににに変変変変えてダイヤをえてダイヤをえてダイヤをえてダイヤを改正改正改正改正するするするする予定予定予定予定がありますがありますがありますがあります（（（（※※※※実際実際実際実際はははは、、、、警察警察警察警察とのとのとのとの協協協協

議議議議のののの結果結果結果結果、、、、宗佐宗佐宗佐宗佐交差点交差点交差点交差点のののの信号機信号機信号機信号機のタイミングがのタイミングがのタイミングがのタイミングが改善改善改善改善されされされされたことからたことからたことからたことから、、、、

４４４４月月月月１１１１日予定日予定日予定日予定ののののダイヤダイヤダイヤダイヤ改正改正改正改正はははは行行行行われていないわれていないわれていないわれていない。）。）。）。）。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、４４４４月以降月以降月以降月以降

につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、よりスムーズなよりスムーズなよりスムーズなよりスムーズな乗継乗継乗継乗継ぎでぎでぎでぎで行行行行けるのかなとけるのかなとけるのかなとけるのかなと考考考考えておりえておりえておりえており
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ますますますます。。。。運賃運賃運賃運賃についてはについてはについてはについては、、、、別所地区別所地区別所地区別所地区のののの中中中中心心心心、、、、東這田東這田東這田東這田からですとからですとからですとからですと厄神厄神厄神厄神までまでまでまで

はははは運賃運賃運賃運賃２６０２６０２６０２６０円円円円ですのでですのでですのでですので、、、、一律運賃制一律運賃制一律運賃制一律運賃制はははは適用適用適用適用されませんがされませんがされませんがされませんが、、、、２６０２６０２６０２６０円円円円

でででで行行行行けますとけますとけますとけますとＰＲＰＲＰＲＰＲしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

会長会長会長会長                ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

                        他他他他にないでしょうかにないでしょうかにないでしょうかにないでしょうか。。。。県県県県のののの立場立場立場立場からからからから何何何何かございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうかかございませんでしょうか。。。。    

    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバーーーー    ２２２２点点点点ほどほどほどほど確認確認確認確認させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい事項事項事項事項とととと御依頼御依頼御依頼御依頼事項事項事項事項をををを申申申申しししし上上上上げたげたげたげた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。資料資料資料資料４の７ページの４の７ページの４の７ページの４の７ページの所所所所ですがですがですがですが、、、、継続的継続的継続的継続的なななな見直見直見直見直しのしのしのしの実施実施実施実施

というというというということことことことでででで記入記入記入記入いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。「。「。「。「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」いわゆるビいわゆるビいわゆるビいわゆるビ

ックデータをックデータをックデータをックデータを活用活用活用活用されてされてされてされて利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図っていかれるとっていかれるとっていかれるとっていかれると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、

具体的具体的具体的具体的にどういうタイミングでにどういうタイミングでにどういうタイミングでにどういうタイミングで更更更更にどういうにどういうにどういうにどういう基準基準基準基準でででで見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行ってってってって

いこうとされているのかいこうとされているのかいこうとされているのかいこうとされているのか教教教教えていただきたいとえていただきたいとえていただきたいとえていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                        それからもうそれからもうそれからもうそれからもう一点一点一点一点ですがですがですがですが、、、、同同同同じく７ページのバスじく７ページのバスじく７ページのバスじく７ページのバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しししし後後後後のののの

利用促進利用促進利用促進利用促進についてですについてですについてですについてです。。。。神姫神姫神姫神姫バスさんについてのおバスさんについてのおバスさんについてのおバスさんについてのお話話話話がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、

三木市三木市三木市三木市さんのさんのさんのさんの中中中中にはもうにはもうにはもうにはもう一一一一つつつつ重要重要重要重要なななな神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線というというというという幹線幹線幹線幹線のののの鉄鉄鉄鉄

道道道道がありますがありますがありますがあります。。。。ぜひぜひぜひぜひとととともももも鉄道鉄道鉄道鉄道とバスのとバスのとバスのとバスの互互互互いのいのいのいの利用促進利用促進利用促進利用促進をををを図図図図っていただっていただっていただっていただ

くというくというくというくという観点観点観点観点でででで、、、、乗継乗継乗継乗継改編改編改編改編でででであるとかあるとかあるとかあるとか接続接続接続接続のののの向上向上向上向上をををを図図図図っていただくよっていただくよっていただくよっていただくよ

うなうなうなうな観点観点観点観点についてもについてもについてもについても４４４４番番番番のののの中中中中にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。事務局事務局事務局事務局よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            御質問御質問御質問御質問ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。まず２まず２まず２まず２点点点点いただきましたけれどもいただきましたけれどもいただきましたけれどもいただきましたけれども、、、、

関連関連関連関連するかもしれませんけれどもするかもしれませんけれどもするかもしれませんけれどもするかもしれませんけれども、、、、まずまずまずまず１１１１点点点点目目目目のののの見直見直見直見直ししししについてについてについてについてですですですです

けれどもけれどもけれどもけれども、、、、こちらにつきましてはこちらにつきましてはこちらにつきましてはこちらにつきましては今今今今得得得得られたられたられたられたデータをデータをデータをデータを十分十分十分十分にににに検証検証検証検証したしたしたした

上上上上でででで、、、、次回次回次回次回につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては議会議会議会議会などでなどでなどでなどで答弁答弁答弁答弁させてもらっておりますのさせてもらっておりますのさせてもらっておりますのさせてもらっておりますの

はははは、、、、このこのこのこのたびたびたびたびののののようなようなようなような大幅大幅大幅大幅なななな改正改正改正改正はははは、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月ぐらいでというぐらいでというぐらいでというぐらいでという

ことことことことでででで回答回答回答回答しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

                        とととと申申申申しますのもしますのもしますのもしますのも、、、、今今今今のののの神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線神戸電鉄粟生線のののの支援支援支援支援フレームでフレームでフレームでフレームで支援支援支援支援ししししていていていてい

るるるる期間期間期間期間がががが平成平成平成平成２８２８２８２８年度末年度末年度末年度末となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。次回次回次回次回のののの見直見直見直見直しにつきまししにつきまししにつきまししにつきまし

てはてはてはては、、、、神鉄神鉄神鉄神鉄をををを含含含含めたバスとめたバスとめたバスとめたバスと神鉄神鉄神鉄神鉄のののの連携連携連携連携というところをというところをというところをというところを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

このこのこのこのたびたびたびたびのバスのバスのバスのバス活性化協議会活性化協議会活性化協議会活性化協議会のののの立立立立ちちちち上上上上げからげからげからげから策定策定策定策定までが１までが１までが１までが１年半年半年半年半かかかかかかかか

っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度まではまではまではまでは神鉄神鉄神鉄神鉄へのへのへのへの支援期間支援期間支援期間支援期間ですのでですのでですのでですので平平平平

成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度にににに入入入入ってってってって    、、、、仮仮仮仮にですがにですがにですがにですが平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年の１０の１０の１０の１０月月月月にまたこのよにまたこのよにまたこのよにまたこのよ

うなうなうなうな協議会協議会協議会協議会をををを立立立立ちちちち上上上上げたとしてげたとしてげたとしてげたとして、、、、やはり１やはり１やはり１やはり１年半年半年半年半ぐらいぐらいぐらいぐらいかかるかかるかかるかかるのではなのではなのではなのではな

いかといかといかといかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。そうしますとそうしますとそうしますとそうしますと、、、、次回次回次回次回のののの大幅大幅大幅大幅なななな見直見直見直見直しにつきましにつきましにつきましにつきま
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してしてしてしてはははは平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年の４の４の４の４月月月月ぐらいではないかとぐらいではないかとぐらいではないかとぐらいではないかと見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

                        ２２２２点目点目点目点目にににに御指摘御指摘御指摘御指摘をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた神鉄神鉄神鉄神鉄とバスとのとバスとのとバスとのとバスとの利用促進連携利用促進連携利用促進連携利用促進連携につきにつきにつきにつき

ましてもましてもましてもましても、、、、このこのこのこのたびのたびのたびのたびの見直見直見直見直しにおいてしにおいてしにおいてしにおいて乗乗乗乗入入入入れれれれ便数便数便数便数のののの増加増加増加増加というというというということことことことでででで

図図図図っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが、、、、そのそのそのその後後後後のののの連携連携連携連携についてはについてはについてはについては今後今後今後今後のののの見直見直見直見直しのしのしのしの中中中中でででで検検検検

討討討討したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバーーーー    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

委員委員委員委員                よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

                        神鉄神鉄神鉄神鉄さんとさんとさんとさんと連絡提携連絡提携連絡提携連絡提携しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、利用客利用客利用客利用客がほとんどおられまがほとんどおられまがほとんどおられまがほとんどおられま

せんのでせんのでせんのでせんので、、、、このこのこのこのたびたびたびたび５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日をもってをもってをもってをもって連絡提携連絡提携連絡提携連絡提携ををををやめるとやめるとやめるとやめると神鉄神鉄神鉄神鉄さんさんさんさん

とととと話話話話ができておりますができておりますができておりますができております。。。。    

    

会長会長会長会長                ５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日でででで終終終終わるわるわるわるのですかのですかのですかのですか。。。。    

    

委員委員委員委員                おおおお互互互互いにいにいにいに資料資料資料資料をををを作成作成作成作成しましてしましてしましてしまして神鉄神鉄神鉄神鉄さんはさんはさんはさんは鉄道鉄道鉄道鉄道のののの方方方方へへへへ報告書報告書報告書報告書をををを書書書書くくくく、、、、

うちのうちのうちのうちの方方方方もももも実施要項実施要項実施要項実施要項をををを１か１か１か１か月月月月前前前前にににに出出出出すというすというすというすということことことことにしてにしてにしてにしていますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

                        他他他他にございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうか。。。。    

                        それではそれではそれではそれでは特特特特にににに御意見御意見御意見御意見等等等等がないようですのでがないようですのでがないようですのでがないようですので、、、、このこのこのこの事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの報告報告報告報告

事項事項事項事項につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては御了承御了承御了承御了承いただいたものといたしますいただいたものといたしますいただいたものといたしますいただいたものといたします。。。。    

    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    

    

会長会長会長会長                続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、次第次第次第次第４の４の４の４の「「「「そのそのそのその他他他他」」」」といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、このこのこのこの際際際際、、、、特特特特にににに御御御御

発言発言発言発言のあるのあるのあるのある方方方方はございませんはございませんはございませんはございませんでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバーーーー    よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

    

会長会長会長会長                どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。    

    

オブザーバオブザーバオブザーバオブザーバーーーー    神姫神姫神姫神姫バスからバスからバスからバスから配布配布配布配布させていただきましたオレンジさせていただきましたオレンジさせていただきましたオレンジさせていただきましたオレンジ色色色色のガイドにつのガイドにつのガイドにつのガイドにつ

いていていていて御紹介御紹介御紹介御紹介させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。神姫神姫神姫神姫バスがバスがバスがバスが昨年昨年昨年昨年のののの春春春春からからからから姫路駅前姫路駅前姫路駅前姫路駅前をををを

中心中心中心中心としたエリアでバスロケーションシステムというものをとしたエリアでバスロケーションシステムというものをとしたエリアでバスロケーションシステムというものをとしたエリアでバスロケーションシステムというものを導入導入導入導入いいいい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。このこのこのこの春春春春にはにはにはには全体的全体的全体的全体的にににに展開展開展開展開するというするというするというするということことことことでででで、、、、三木市内三木市内三木市内三木市内のののの
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バスにもバスにもバスにもバスにも導入導入導入導入しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日からからからから開始開始開始開始いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

                        このシステムといいますのはこのシステムといいますのはこのシステムといいますのはこのシステムといいますのは、、、、スマートフォンやパソコンスマートフォンやパソコンスマートフォンやパソコンスマートフォンやパソコン等等等等からバからバからバからバ

スがどこをスがどこをスがどこをスがどこを走走走走っているのかというのをっているのかというのをっているのかというのをっているのかというのを目目目目でででで見見見見てててて地図地図地図地図のののの上上上上でバスがでバスがでバスがでバスが動動動動

いているのがいているのがいているのがいているのが見見見見えますのでえますのでえますのでえますので、、、、例例例例えばえばえばえば一番効果一番効果一番効果一番効果があるなとがあるなとがあるなとがあるなと思思思思いますのはいますのはいますのはいますのは

学校学校学校学校のおのおのおのお子様子様子様子様をををを送送送送ろうとするおろうとするおろうとするおろうとするお母母母母さんがさんがさんがさんがバスのバスのバスのバスの発着時刻発着時刻発着時刻発着時刻がががが近近近近づくとづくとづくとづくと、、、、

バスにバスにバスにバスに乗乗乗乗るるるる前前前前ににににいつもいつもいつもいつも停留所近停留所近停留所近停留所近くのくのくのくの神社神社神社神社でででで遊遊遊遊んでんでんでんでおられるおおられるおおられるおおられるお子子子子さまさまさまさま

にににに向向向向けてけてけてけて「「「「バスがバスがバスがバスが来来来来るるるるよよよよ」」」」とととと声声声声をかけをかけをかけをかけていていていているのですがるのですがるのですがるのですが、、、、バスがバスがバスがバスが三宮三宮三宮三宮方方方方

面面面面からからからから来来来来ますのでますのでますのでますので遅遅遅遅れたりもしますのでれたりもしますのでれたりもしますのでれたりもしますので、、、、そういうそういうそういうそういう際際際際にもスマートフにもスマートフにもスマートフにもスマートフ

ォンをォンをォンをォンを使使使使っていただければっていただければっていただければっていただければ、、、、バスがどこまでバスがどこまでバスがどこまでバスがどこまで来来来来ているのかもているのかもているのかもているのかも分分分分かりかりかりかりまままま

すすすす。。。。    

                        バスのバスのバスのバスの位置位置位置位置ををををリアルタイムでおリアルタイムでおリアルタイムでおリアルタイムでお伝伝伝伝ええええできるシステムをできるシステムをできるシステムをできるシステムを導入導入導入導入するするするするここここ

ととととになりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、このこのこのこの場場場場でででで御紹介御紹介御紹介御紹介させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

    

会長会長会長会長                ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

                        御理解御理解御理解御理解していただけましたでしょうかしていただけましたでしょうかしていただけましたでしょうかしていただけましたでしょうか。。。。交通政策課交通政策課交通政策課交通政策課からからからから、、、、またまたまたまた交通交通交通交通

安全教室安全教室安全教室安全教室などでなどでなどでなどで一緒一緒一緒一緒にににに取取取取りりりり上上上上げていただければとげていただければとげていただければとげていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

                        他他他他にないでしょうかにないでしょうかにないでしょうかにないでしょうか。。。。    

                        それではそれではそれではそれでは特特特特にないようですのでにないようですのでにないようですのでにないようですので、、、、ここからのここからのここからのここからの進行進行進行進行はははは事務局事務局事務局事務局におにおにおにお返返返返しししし

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――---- 

    

事務局事務局事務局事務局            本日本日本日本日はははは、、、、貴重貴重貴重貴重なななな御意見御意見御意見御意見をををを賜賜賜賜りりりり、、、、誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。    

                        本協議会本協議会本協議会本協議会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、一連一連一連一連のののの計画計画計画計画のののの策定策定策定策定がががが完了完了完了完了いたしいたしいたしいたし、、、、当初当初当初当初のののの

目的目的目的目的をををを達成達成達成達成いたしましたことからいたしましたことからいたしましたことからいたしましたことから本日本日本日本日のののの開催開催開催開催ををををももももちましてちましてちましてちまして閉会閉会閉会閉会といといといとい

うううう形形形形をををを取取取取らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。    

                        本市本市本市本市といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、見直見直見直見直しししし計画計画計画計画にもにもにもにも記記記記しておりますとおりしておりますとおりしておりますとおりしておりますとおり、、、、今今今今

後後後後ともともともとも、、、、見直見直見直見直しししし後後後後のののの利用状況利用状況利用状況利用状況などのなどのなどのなどの定期的定期的定期的定期的なななな分析分析分析分析やややや検証検証検証検証をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその

結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、更更更更なるなるなるなる見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。そのことによりまそのことによりまそのことによりまそのことによりま

してしてしてして、、、、三木市民三木市民三木市民三木市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの大切大切大切大切なななな移動手段移動手段移動手段移動手段でありますバスでありますバスでありますバスでありますバス交通交通交通交通をををを将来将来将来将来にににに

わたってわたってわたってわたって守守守守りりりり抜抜抜抜いていくいていくいていくいていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

                        それではそれではそれではそれでは最後最後最後最後にににに、、、、約約約約１１１１年間年間年間年間のののの長長長長きにわたりきにわたりきにわたりきにわたり、、、、本協議会本協議会本協議会本協議会のののの会長会長会長会長をををを務務務務めめめめ

ていただきました○○ていただきました○○ていただきました○○ていただきました○○会長様会長様会長様会長様からからからから、、、、閉会閉会閉会閉会のののの御挨拶御挨拶御挨拶御挨拶をををを賜賜賜賜りたくりたくりたくりたく存存存存じますじますじますじます。。。。    

    

会長会長会長会長                 各委員各委員各委員各委員さんのさんのさんのさんの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通交通交通交通のののの見直見直見直見直しにしにしにしに何何何何かとかとかとかと御協力御協力御協力御協力をををを

賜賜賜賜りましてありがとうございましたりましてありがとうございましたりましてありがとうございましたりましてありがとうございました。。。。    
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                        おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０月月月月からからからから新計画新計画新計画新計画がスタートしがスタートしがスタートしがスタートし、、、、半年半年半年半年がががが過過過過ぎたとぎたとぎたとぎたと

ころでございますころでございますころでございますころでございます。。。。先先先先ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから実施後実施後実施後実施後のののの状況報告状況報告状況報告状況報告がありまがありまがありまがありま

してしてしてして、、、、まずまずのスタートであったかなとまずまずのスタートであったかなとまずまずのスタートであったかなとまずまずのスタートであったかなと感感感感じているところでございじているところでございじているところでございじているところでござい

ますますますます。。。。今後今後今後今後はいろいろなはいろいろなはいろいろなはいろいろな情報情報情報情報をををを「「「「ニコパカードニコパカードニコパカードニコパカード」」」」をををを通通通通じてじてじてじて取取取取りりりり出出出出せませませませま

すのでこれらをすのでこれらをすのでこれらをすのでこれらを基基基基にににに住民住民住民住民のののの方々方々方々方々のののの要望等要望等要望等要望等をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして更更更更なるなるなるなる利利利利

用者利便用者利便用者利便用者利便のののの向上向上向上向上をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                        少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの中中中中、、、、三木市三木市三木市三木市のののの財政事情財政事情財政事情財政事情もももも厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。ここここ

のようなのようなのようなのような中中中中でででで三木市三木市三木市三木市のバスをのバスをのバスをのバスを持続可能持続可能持続可能持続可能なものにするためにはなものにするためにはなものにするためにはなものにするためには三木市三木市三木市三木市

民民民民のののの方々方々方々方々がバスをがバスをがバスをがバスを利用利用利用利用していただくことによってしていただくことによってしていただくことによってしていただくことによって、、、、これがこれがこれがこれが持続可能持続可能持続可能持続可能なななな

ものになっていくとものになっていくとものになっていくとものになっていくと信信信信じておりますじておりますじておりますじております。。。。    

                        便利便利便利便利なマイカーからなマイカーからなマイカーからなマイカーから少少少少しずつでもバスしずつでもバスしずつでもバスしずつでもバス利用利用利用利用へへへへ転換転換転換転換していただきたしていただきたしていただきたしていただきた

くくくく存存存存じますじますじますじます。。。。    

                        またまたまたまた平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月にににに兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県でででで策定策定策定策定されましたひょうごされましたひょうごされましたひょうごされましたひょうご公共交通公共交通公共交通公共交通

１１１１００００カカカカ年年年年計画計画計画計画にありますにありますにありますにあります『『『『みんなでつかいみんなでつかいみんなでつかいみんなでつかい明日明日明日明日へつなぐへつなぐへつなぐへつなぐ公共交通公共交通公共交通公共交通』』』』ここここ

のスローガンにのスローガンにのスローガンにのスローガンに下下下下にににに三木市三木市三木市三木市のバスのバスのバスのバス交通交通交通交通がががが今後今後今後今後ますますますますますますますます発展発展発展発展していくしていくしていくしていく

ことをことをことをことを期待期待期待期待しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

                        最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、各委員各委員各委員各委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方をはじめバスをはじめバスをはじめバスをはじめバス事業者様事業者様事業者様事業者様、、、、事務事務事務事務

局局局局のののの方方方方 々々々々におにおにおにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして会長会長会長会長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶とさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきます。。。。

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            以上以上以上以上をををを持持持持ちましてちましてちましてちまして、「、「、「、「第第第第９９９９回三木市回三木市回三木市回三木市バスバスバスバス交通活性化協議会交通活性化協議会交通活性化協議会交通活性化協議会」」」」をををを閉会閉会閉会閉会

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。     

    


