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第第第第８８８８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 27272727 年年年年 8888 月月月月 4444 日日日日（（（（火火火火））））））））    

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

事務局事務局事務局事務局            おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます。。。。    

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８８８８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、、、、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、、、、三木市交通政策課長三木市交通政策課長三木市交通政策課長三木市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。。。。    

どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞ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、、、、本会議本会議本会議本会議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、「、「、「、「移動移動移動移動」」」」とととと「「「「暮暮暮暮らしらしらしらし」」」」ををを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ということでするということでするということでするということで、、、、昨年昨年昨年昨年の６の６の６の６月月月月にににに本協議会本協議会本協議会本協議会のののの立立立立ちちちち上上上上げをいげをいげをいげをい

たしましてたしましてたしましてたしまして、、、、昨年度中昨年度中昨年度中昨年度中に６に６に６に６回回回回、、、、今年度今年度今年度今年度の４の４の４の４月月月月に１に１に１に１回回回回、、、、都合都合都合都合、、、、合合合合わせてわせてわせてわせて

７７７７回回回回をををを開催開催開催開催いたしいたしいたしいたし、、、、見直見直見直見直しししし計画計画計画計画（（（（案案案案））））についてのについてのについてのについての協議協議協議協議をおをおをおをお願願願願いしてきいしてきいしてきいしてき

たところでございますたところでございますたところでございますたところでございます。。。。    

とりわけとりわけとりわけとりわけ、、、、前回前回前回前回のののの協議会協議会協議会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、、、、協議会協議会協議会協議会としてのとしてのとしてのとしての最終的最終的最終的最終的なななな

計画計画計画計画((((案案案案))))をををを取取取取りまとめていただいたところでございますりまとめていただいたところでございますりまとめていただいたところでございますりまとめていただいたところでございます。。。。    

それらをそれらをそれらをそれらを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、市市市市といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、５５５５月上旬月上旬月上旬月上旬から７から７から７から７月月月月のののの

上旬上旬上旬上旬にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして、、、、各地区各地区各地区各地区でのでのでのでの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを開催開催開催開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

現在現在現在現在におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、各地域各地域各地域各地域におけるにおけるにおけるにおける老人老人老人老人クラブなどでのクラブなどでのクラブなどでのクラブなどでの説明会説明会説明会説明会をををを

順次開催順次開催順次開催順次開催しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。    

このたびこのたびこのたびこのたび、、、、こうしたこうしたこうしたこうした意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会でのでのでのでの御意見御意見御意見御意見をををを賜賜賜賜るるるる中中中中でででで、、、、市市市市としてのとしてのとしてのとしての

最終的最終的最終的最終的なななな計画計画計画計画をををを策定策定策定策定したしたしたしたしだいしだいしだいしだいでございますでございますでございますでございます。。。。    

本日本日本日本日はははは、、、、このこのこのこの最終的最終的最終的最終的なななな計画計画計画計画につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にににに御報告御報告御報告御報告をさをさをさをさ

せていただきたくせていただきたくせていただきたくせていただきたく存存存存じますじますじますじます。。。。    

    

なおなおなおなお、、、、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は１４は１４は１４は１４名名名名でございましてでございましてでございましてでございまして、、、、委員委員委員委員のののの半数以上半数以上半数以上半数以上のののの

御出席御出席御出席御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バババスススス交通活性化協議会設置交通活性化協議会設置交通活性化協議会設置交通活性化協議会設置

要綱第要綱第要綱第要綱第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ましてによりましてによりましてによりまして、、、、本会議本会議本会議本会議はははは成立成立成立成立をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。    

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、、、、同設置要綱第同設置要綱第同設置要綱第同設置要綱第７７７７条第条第条第条第５５５５項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、原則原則原則原則、、、、

公開公開公開公開ということでということでということでということで開催開催開催開催をいたしておりますをいたしておりますをいたしておりますをいたしております。。。。    

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○○○○○○○○専務理事専務理事専務理事専務理事様様様様からからからから御挨拶御挨拶御挨拶御挨拶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。。。。    
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会長会長会長会長                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。。。。    

皆皆皆皆様様様様のののの御御御御協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら、、、、本協議会本協議会本協議会本協議会をををを進進進進めてめてめてめていいいいきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

本日本日本日本日はははは本当本当本当本当におにおにおにお暑暑暑暑いいいい中中中中、、、、第第第第８８８８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御出御出御出

席賜席賜席賜席賜りましてりましてりましてりまして、、、、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。。。。    

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、、、、さきさきさきさき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もからもからもからも御御御御説明説明説明説明のありまのありまのありまのありま

したようにしたようにしたようにしたように、、、、今今今今までまでまでまで何度何度何度何度もももも、、、、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にににに関関関関しまししまししまししまし

てててて、、、、いろいろといろいろといろいろといろいろと御意見又御意見又御意見又御意見又はははは御指導御指導御指導御指導をををを賜賜賜賜りましてりましてりましてりまして、、、、現在現在現在現在にににに至至至至ったところったところったところったところ

でございますでございますでございますでございます。。。。誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。    

それらのそれらのそれらのそれらの、、、、今今今今までのまでのまでのまでの協議結果協議結果協議結果協議結果をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方におかれにおかれにおかれにおかれ

てはてはてはては、、、、５５５５月月月月中中中中旬旬旬旬からからからから現在現在現在現在にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、各地域各地域各地域各地域をををを回回回回っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、地域地域地域地域

のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの御意見等御意見等御意見等御意見等をおをおをおをお伺伺伺伺いしいしいしいし、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換をされてまいりましたをされてまいりましたをされてまいりましたをされてまいりました。。。。    

そそそそのののの結果結果結果結果、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ御意見等御意見等御意見等御意見等もございましてもございましてもございましてもございまして、、、、それからそれからそれからそれから一部一部一部一部、、、、変更変更変更変更

事項事項事項事項もあるようですがもあるようですがもあるようですがもあるようですが、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから変更点変更点変更点変更点についてについてについてについて御説明御説明御説明御説明をしていたをしていたをしていたをしていた

だきましてだきましてだきましてだきまして、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方のののの御理解御理解御理解御理解をををを賜賜賜賜ってってってって、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日のののの実施実施実施実施にににに向向向向けてけてけてけて、、、、

準備準備準備準備をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思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、、、、本日本日本日本日はははは忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない意意意意

見見見見をををを出出出出していただきましてしていただきましてしていただきましてしていただきまして、、、、本会議本会議本会議本会議がががが有意義有意義有意義有意義にににに進進進進みますようにみますようにみますようにみますように御協力御協力御協力御協力

賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいたしましていいたしましていいたしましていいたしまして、、、、御挨拶御挨拶御挨拶御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。。。。    

    

    

事務局事務局事務局事務局            ○○○○○○○○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。。。。    

それではそれではそれではそれでは協議協議協議協議にににに入入入入りますりますりますります前前前前にににに、、、、おおおお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させていをさせていをさせていをさせてい

ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

（（（（事務事務事務事務局局局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            さきさきさきさきほどほどほどほど、、、、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を１４を１４を１４を１４名名名名とととと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、、、、１３１３１３１３名名名名でででで

ございますございますございますございます。。。。    

オブザーバーのオブザーバーのオブザーバーのオブザーバーの方方方方が１が１が１が１名名名名ということでございましてということでございましてということでございましてということでございまして、、、、委員委員委員委員としてはとしてはとしてはとしては

１３１３１３１３名名名名のののの御出席御出席御出席御出席ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。    

大変失礼大変失礼大変失礼大変失礼をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。    

    

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、、、、設置要綱設置要綱設置要綱設置要綱のののの規定規定規定規定にににに基基基基づづづづ

きましてきましてきましてきまして、、、、○○○○○○○○会長会長会長会長様様様様からからからからおおお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存存存存じますじますじますじます。。。。    

    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――----    
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会長会長会長会長                それではそれではそれではそれでは、、、、ただただただただいまいまいまいまからからからから、、、、議事議事議事議事をををを進進進進めてめてめてめてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

次第次第次第次第にににに従従従従いましていましていましていまして進進進進めますめますめますめます。。。。    

このたびはこのたびはこのたびはこのたびは、、、、報告事項報告事項報告事項報告事項とととと議事事項議事事項議事事項議事事項がありがありがありがあり、、、、関連関連関連関連するするするする部分部分部分部分がありますがありますがありますがあります

のでのでのでので、、、、一括一括一括一括してしてしてして議事議事議事議事のののの協議協議協議協議をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

はじめはじめはじめはじめにににに、、、、議事議事議事議事のののの「「「「(1)(1)(1)(1)平成平成平成平成２６２６２６２６年度歳入歳出決算及年度歳入歳出決算及年度歳入歳出決算及年度歳入歳出決算及びびびび監査報告監査報告監査報告監査報告」」」」

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告報告報告報告をおをおをおを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説明説明説明説明））））    

    

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、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度歳入歳出決算年度歳入歳出決算年度歳入歳出決算年度歳入歳出決算についてのについてのについてのについての監査報告監査報告監査報告監査報告についについについについ

てててて、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員からからからから御報告御報告御報告御報告をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

委員委員委員委員                監査委員監査委員監査委員監査委員のののの神戸運輸監理部神戸運輸監理部神戸運輸監理部神戸運輸監理部    兵庫陸運部兵庫陸運部兵庫陸運部兵庫陸運部のののの○○○○○○○○ですですですです。。。。    

    

監査委員監査委員監査委員監査委員        ７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日にににに、、、、決算決算決算決算のののの帳票類帳票類帳票類帳票類をををを確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。決算書決算書決算書決算書のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでご

ざいましてざいましてざいましてざいまして、、、、監査監査監査監査のののの結果結果結果結果、、、、適切適切適切適切にににに処理処理処理処理されていることをされていることをされていることをされていることを報告報告報告報告しますしますしますします。。。。    

    

会長会長会長会長                それではそれではそれではそれでは、、、、ただただただただいまのいまのいまのいまの事務局及事務局及事務局及事務局及びびびび監査委員監査委員監査委員監査委員からのからのからのからの報告報告報告報告につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、

御質問等御質問等御質問等御質問等ございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうか。。。。    

    

（（（（質問質問質問質問なしなしなしなし））））    

    

会長会長会長会長                特特特特にににに御質問等御質問等御質問等御質問等もございませんもございませんもございませんもございません。。。。    

またまたまたまた、「、「、「、「結構結構結構結構でございますでございますでございますでございます」」」」というおというおというおというお声声声声をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

これをこれをこれをこれをもちましてもちましてもちましてもちまして、、、、事務局及事務局及事務局及事務局及びびびび監査委員監査委員監査委員監査委員からからからから報告報告報告報告のありましたのありましたのありましたのありました平成平成平成平成

２６２６２６２６年度年度年度年度のののの歳入歳出決算及歳入歳出決算及歳入歳出決算及歳入歳出決算及びびびび監査報告監査報告監査報告監査報告につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、本協議会本協議会本協議会本協議会といたといたといたといた

しましてしましてしましてしまして、、、、承認承認承認承認することといたすることといたすることといたすることといたしますしますしますします。。。。    

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。。。。    

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

会長会長会長会長                それではそれではそれではそれでは、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議事議事議事議事のののの「「「「(2)(2)(2)(2)平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算((((案案案案))))」」」」

につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、事務局事務局事務局事務局からおからおからおから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説明説明説明説明））））    

    

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。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、今今今今、、、、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御説明御説明御説明御説明のございましたのございましたのございましたのございました平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度
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歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算歳入歳出予算((((案案案案))))でございますけれどもでございますけれどもでございますけれどもでございますけれども、、、、御意見御意見御意見御意見、、、、御質問等御質問等御質問等御質問等ございまございまございまございま

すでしょうかすでしょうかすでしょうかすでしょうか。。。。    

    

（（（（質問質問質問質問なしなしなしなし））））    

    

会長会長会長会長                特特特特にににに御意見等御意見等御意見等御意見等もありませんのでもありませんのでもありませんのでもありませんので、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明のありましたのありましたのありましたのありました平成平成平成平成

２７２７２７２７年度歳入歳出予算年度歳入歳出予算年度歳入歳出予算年度歳入歳出予算((((案案案案))))につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、本協議会本協議会本協議会本協議会としてとしてとしてとして承認承認承認承認するこするこするこするこ

とといたしますとといたしますとといたしますとといたします。。。。    

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。。。。    

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

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、、、、議事議事議事議事のののの(3)(3)(3)(3)ということでということでということでということで、「、「、「、「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計計計計

画画画画」」」」につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明をおをおをおを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説明説明説明説明））））    

    

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。。。。    

ただただただただいまいまいまいま、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから、、、、見直見直見直見直しししし計画計画計画計画にににに関関関関してしてしてして、、、、当初計画当初計画当初計画当初計画からからからから一部変一部変一部変一部変

更更更更ををををするするするする点点点点があったということがあったということがあったということがあったということ、、、、またまたまたまた、、、、５５５５月月月月のののの中旬中旬中旬中旬からからからから現在現在現在現在にににに至至至至るまるまるまるま

でででで、、、、各地域各地域各地域各地域をををを回回回回られてられてられてられて、、、、意見交換等意見交換等意見交換等意見交換等をされましてをされましてをされましてをされまして、、、、そのそのそのその中中中中でででで出出出出てきたてきたてきたてきた

意見等意見等意見等意見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、、、、現状現状現状現状でででで可能可能可能可能なものなものなものなもの、、、、またまたまたまた、、、、現時点現時点現時点現時点ではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか

難難難難しいものしいものしいものしいもの、、、、というものをというものをというものをというものを検討検討検討検討いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、現状現状現状現状ででででいけるいけるいけるいけるようなようなようなような

点点点点についてはについてはについてはについては取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて変更変更変更変更というというというという形形形形でででで、、、、説明説明説明説明をいただいたわけでごをいただいたわけでごをいただいたわけでごをいただいたわけでご

ざいますがざいますがざいますがざいますが、、、、ただいまただいまただいまただいま説明説明説明説明していただいたしていただいたしていただいたしていただいた中中中中でででで、、、、御意見御意見御意見御意見、、、、御質問等御質問等御質問等御質問等ああああ

りましたらりましたらりましたらりましたら御発言御発言御発言御発言いただきたいいただきたいいただきたいいただきたいののののですがですがですがですが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                図面図面図面図面についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、１２ページの１２ページの１２ページの１２ページの自由自由自由自由がががが丘公民館丘公民館丘公民館丘公民館とととと、、、、１３ページ１３ページ１３ページ１３ページ

のののの協同学苑前協同学苑前協同学苑前協同学苑前のところのところのところのところにににに路線路線路線路線のののの線線線線がががが描描描描いてないのですがいてないのですがいてないのですがいてないのですが、、、、これはこれはこれはこれはどうどうどうどう

いういういういう意味意味意味意味でででで描描描描かれてかれてかれてかれているのですかいるのですかいるのですかいるのですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            自由自由自由自由がががが丘公民館丘公民館丘公民館丘公民館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、、、、二重丸二重丸二重丸二重丸になっていますがになっていますがになっていますがになっていますが、、、、各地域各地域各地域各地域    

のののの公民館公民館公民館公民館はははは二重丸二重丸二重丸二重丸でででで描描描描いていますいていますいていますいています。。。。    

    

委員委員委員委員                バスバスバスバス路線路線路線路線にはにはにはには含含含含まれないまれないまれないまれない、、、、ということですかということですかということですかということですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            自由自由自由自由がががが丘公民館丘公民館丘公民館丘公民館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、、、、周辺道路周辺道路周辺道路周辺道路がががが非常非常非常非常にににに狭狭狭狭くなっておりくなっておりくなっておりくなっており

ましてましてましてまして、、、、バスのバスのバスのバスの進入進入進入進入がががが困難困難困難困難であるということでであるということでであるということでであるということで、、、、自由自由自由自由がががが丘公民館丘公民館丘公民館丘公民館につにつにつにつ
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いてはバスルートのいてはバスルートのいてはバスルートのいてはバスルートの中中中中にはにはにはには含含含含まれておりませんまれておりませんまれておりませんまれておりません。。。。    

協同学苑前協同学苑前協同学苑前協同学苑前についてはについてはについてはについては、、、、現在現在現在現在はははは協同学苑前協同学苑前協同学苑前協同学苑前をををを通通通通るルートがあるのでるルートがあるのでるルートがあるのでるルートがあるので

すけれどもすけれどもすけれどもすけれども、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては変更変更変更変更をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ルートがルートがルートがルートが

なくなってしまうなくなってしまうなくなってしまうなくなってしまう、、、、ということですということですということですということです。。。。    

    

会長会長会長会長                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。。。。地元地域御出身地元地域御出身地元地域御出身地元地域御出身のののの方方方方もいらっしゃいもいらっしゃいもいらっしゃいもいらっしゃい

ますのでますのでますのでますので、、、、何何何何かありましたらかありましたらかありましたらかありましたら。。。。    

    

委員委員委員委員                ニコパカードのニコパカードのニコパカードのニコパカードの申請申請申請申請なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、私私私私もももも申請用紙申請用紙申請用紙申請用紙をををを送送送送っていたっていたっていたっていた

だきましただきましただきましただきました。。。。    

知知知知りりりり合合合合いとおいとおいとおいとお話話話話をしていましたをしていましたをしていましたをしていました時時時時にににに、「、「、「、「ややこしいからややこしいからややこしいからややこしいから、、、、申請申請申請申請しにしにしにしに

行行行行かへんねんかへんねんかへんねんかへんねん」」」」というというというという話話話話がががが出出出出ましたましたましたました。。。。    

値段値段値段値段がががが変変変変わるしわるしわるしわるし、、、、高齢高齢高齢高齢になったらバスにになったらバスにになったらバスにになったらバスに乗乗乗乗るるるる頻度頻度頻度頻度がががが多多多多くなるしくなるしくなるしくなるし、、、、そそそそ

のののの方方方方はははは車車車車にににに乗乗乗乗られないのですがられないのですがられないのですがられないのですが、、、、でもでもでもでも「「「「分分分分かれへんかれへんかれへんかれへん」」」」とととと言言言言われわれわれわれ、「、「、「、「役役役役

所所所所なりなりなりなり公民館公民館公民館公民館にににに行行行行ってってってって、、、、このこのこのこの用紙用紙用紙用紙をををを持持持持ってってってって行行行行ってってってって申請申請申請申請しておいでしておいでしておいでしておいで」」」」とととと

言言言言ったのですけどもったのですけどもったのですけどもったのですけども。。。。    

やはりまだやはりまだやはりまだやはりまだ浸透浸透浸透浸透していないというのでしょうかしていないというのでしょうかしていないというのでしょうかしていないというのでしょうか、、、、理解度理解度理解度理解度がががが。。。。    

ニコパカードをニコパカードをニコパカードをニコパカードを持持持持っていたらっていたらっていたらっていたら便利便利便利便利だということのだということのだということのだということの理解度理解度理解度理解度がががが少少少少ないないないない

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

だからだからだからだから、、、、これからもこれからもこれからもこれからも、、、、今今今今もうもうもうもう申請申請申請申請がががが始始始始まっているとまっているとまっているとまっているとおっしゃいおっしゃいおっしゃいおっしゃいましましましまし

たがたがたがたが、、、、各地域各地域各地域各地域のののの公民館公民館公民館公民館だよりをだよりをだよりをだよりを通通通通じてとかじてとかじてとかじてとか、、、、またまたまたまた、、、、三木三木三木三木のののの広報広報広報広報にににに、、、、もももも

うううう一度載一度載一度載一度載せていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方がががが、、、、簡単簡単簡単簡単にににに手続手続手続手続できできできでき

るようにるようにるようにるように御配慮御配慮御配慮御配慮いただきたいといただきたいといただきたいといただきたい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            ニコパニコパニコパニコパカードにつきましてはカードにつきましてはカードにつきましてはカードにつきましては、、、、このたびのこのたびのこのたびのこのたびの見直見直見直見直しのしのしのし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、、、、

９９９９月広報月広報月広報月広報、、、、引引引引きききき続続続続いて１０いて１０いて１０いて１０月広報月広報月広報月広報にににに、、、、２か２か２か２か月続月続月続月続けてけてけてけて掲載掲載掲載掲載させていたださせていたださせていたださせていただ

くくくく予定予定予定予定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。    

そのそのそのその中中中中でででで、、、、ニコパカードをニコパカードをニコパカードをニコパカードを必必必必ずおずおずおずお持持持持ちいただいてバスのちいただいてバスのちいただいてバスのちいただいてバスの利用利用利用利用をしてをしてをしてをして

くださいとくださいとくださいとくださいと啓発啓発啓発啓発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。。。。    

御高齢御高齢御高齢御高齢のののの方方方方はバスをはバスをはバスをはバスを利用利用利用利用されるされるされるされる機会機会機会機会がががが多多多多いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、しかしなしかしなしかしなしかしな

がらがらがらがら、、、、こういうこういうこういうこういうＩＣＩＣＩＣＩＣカードにカードにカードにカードに対対対対してしてしてして拒否反応拒否反応拒否反応拒否反応をををを示示示示されるされるされるされる方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっし

ゃるとゃるとゃるとゃると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今後今後今後今後、、、、老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブ様様様様のののの行事行事行事行事などなどなどなど、、、、そういったとそういったとそういったとそういったと

ころでのころでのころでのころでの啓発啓発啓発啓発というのもさせていただきましてというのもさせていただきましてというのもさせていただきましてというのもさせていただきまして、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと多多多多くのくのくのくの方方方方

にににに持持持持っていただきたっていただきたっていただきたっていただきたいいいい、、、、ということをということをということをということ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。。。。    

    

委員委員委員委員                おおお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。。。。    
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会長会長会長会長                どうもどうもどうもどうも貴重貴重貴重貴重なななな御意見御意見御意見御意見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いたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

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。。。。    

    

委員委員委員委員                既既既既にニコパカードをにニコパカードをにニコパカードをにニコパカードを持持持持っているっているっているっている高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方からからからから、「、「、「、「それをそれをそれをそれを持持持持ってってってって公公公公

民館民館民館民館にににに行行行行けばけばけばけば追加追加追加追加ががががききききくのですかくのですかくのですかくのですか」」」」とととと聞聞聞聞かれたのですがかれたのですがかれたのですがかれたのですが、「、「、「、「分分分分からなからなからなからな

いのでいのでいのでいので今日今日今日今日のバスののバスののバスののバスの会議会議会議会議があるのでがあるのでがあるのでがあるので聞聞聞聞いてくるいてくるいてくるいてくる」」」」とおとおとおとお答答答答えしましたえしましたえしましたえしました。。。。    

それはどうなるのでしょうかそれはどうなるのでしょうかそれはどうなるのでしょうかそれはどうなるのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            現在現在現在現在おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方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、、、、そのカードとそのカードとそのカードとそのカードと同同同同じものになりますじものになりますじものになりますじものになります

のでのでのでので、、、、新新新新たにたにたにたに申請申請申請申請していただくしていただくしていただくしていただく必要必要必要必要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。。。。    

    

会長会長会長会長                既既既既にににに持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方についてはについてはについてはについては、、、、あえてあえてあえてあえて手続手続手続手続をするをするをするをする必要必要必要必要はないはないはないはない、、、、

ということでしょうかということでしょうかということでしょうかということでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            ございませんございませんございませんございません。。。。    

あくまであくまであくまであくまで神姫神姫神姫神姫バスバスバスバス様様様様がががが発行発行発行発行しておられますしておられますしておられますしておられますＩＣＩＣＩＣＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券になりますになりますになりますになります

のでのでのでので、、、、それをそれをそれをそれを、、、、このたびのこのたびのこのたびのこのたびの見直見直見直見直しにつきましてはしにつきましてはしにつきましてはしにつきましては三木市三木市三木市三木市がががが活用活用活用活用させてさせてさせてさせて

いただくということになりますのでいただくということになりますのでいただくということになりますのでいただくということになりますので、、、、現在現在現在現在おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方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

そのカードでそのカードでそのカードでそのカードで結構結構結構結構でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

会長会長会長会長                他他他他にどうでしょうにどうでしょうにどうでしょうにどうでしょう。。。。    

    

委員委員委員委員                今回今回今回今回のバスののバスののバスののバスの見直見直見直見直しでしでしでしで実施実施実施実施したしたしたした説明会説明会説明会説明会にににに対対対対してしてしてして、、、、参加参加参加参加されたされたされたされた市民市民市民市民のののの

方々方々方々方々のののの反応反応反応反応はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            細川細川細川細川、、、、口吉川地区口吉川地区口吉川地区口吉川地区のののの方々方々方々方々はバスをはバスをはバスをはバスを利用利用利用利用してしてしてして三木三木三木三木までまでまでまで買買買買いいいい物物物物にににに来来来来られられられられ

ているているているている方方方方がががが多多多多くくくく、、、、一律一律一律一律２００２００２００２００円円円円でででで利用利用利用利用ができるのはありがたいというができるのはありがたいというができるのはありがたいというができるのはありがたいという

反応反応反応反応があがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。新新新新たにたにたにたに設設設設けるけるけるける緑緑緑緑がががが丘丘丘丘のののの循環循環循環循環バスについてもバスについてもバスについてもバスについても満足満足満足満足のののの

いいいいくくくく計画計画計画計画だとだとだとだと反応反応反応反応があがあがあがありましたりましたりましたりました。。。。    

    

委員委員委員委員                高齢者高齢者高齢者高齢者になるとニコパカードのになるとニコパカードのになるとニコパカードのになるとニコパカードの使用方法使用方法使用方法使用方法などなどなどなど、、、、説明説明説明説明をををを聞聞聞聞いてもなかいてもなかいてもなかいてもなか

なかなかなかなか覚覚覚覚えきれないことがえきれないことがえきれないことがえきれないことが多多多多いいいいですですですです。。。。機会機会機会機会があればがあればがあればがあれば、、、、またまたまたまた説明会説明会説明会説明会をををを開開開開いいいい

てほしいてほしいてほしいてほしいですですですです。。。。    
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副市長副市長副市長副市長            緑色緑色緑色緑色のののの直通直通直通直通バスがバスがバスがバスが、、、、１０１０１０１０月以降月以降月以降月以降はははは病院行病院行病院行病院行きではないきではないきではないきではない路線路線路線路線でででで運行運行運行運行してしてしてして

いるケースもいるケースもいるケースもいるケースも出出出出てきますのでてきますのでてきますのでてきますので、、、、そのあたりをはっきりそのあたりをはっきりそのあたりをはっきりそのあたりをはっきり分分分分かるようにかるようにかるようにかるように明明明明

確確確確にしなければなにしなければなにしなければなにしなければなりませんりませんりませんりません。。。。    

                        ニコパカードのニコパカードのニコパカードのニコパカードの使用方法使用方法使用方法使用方法もももも高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方にはにはにはには難難難難しいところがしいところがしいところがしいところが多々多々多々多々ああああ

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、機会機会機会機会をををを見見見見つけてつけてつけてつけて説明会説明会説明会説明会をををを開開開開かせていただかせていただかせていただかせていただきたきたきたきたいといといといと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

                        ニコパカードのチャージできるニコパカードのチャージできるニコパカードのチャージできるニコパカードのチャージできる場所場所場所場所もももも増増増増えればえればえればえれば、、、、今後使今後使今後使今後使いいいい勝手勝手勝手勝手もよもよもよもよ

くなるのではくなるのではくなるのではくなるのでは、、、、というというというという意見意見意見意見もありましたもありましたもありましたもありました。。。。    

    

委員委員委員委員                統一統一統一統一されるされるされるされる路線路線路線路線がありますががありますががありますががありますが、、、、バスのバスのバスのバスの色色色色もももも統一統一統一統一されるのですかされるのですかされるのですかされるのですか。。。。    

    

副市長副市長副市長副市長            塗装塗装塗装塗装をしをしをしをし直直直直すすすすにはにはにはには１１１１台当台当台当台当たりたりたりたり約約約約１００１００１００１００万円万円万円万円かかかかかかかかりますりますりますります。。。。財政的財政的財政的財政的にににに考考考考

えてえてえてえて塗装塗装塗装塗装のしのしのしのし直直直直しはしはしはしは断念断念断念断念ししししましましましましたたたた。。。。    

    

委員委員委員委員                 どんなどんなどんなどんな政策政策政策政策をををを掲掲掲掲げてもバスをげてもバスをげてもバスをげてもバスを利用利用利用利用してしてしてして乗乗乗乗ってってってって残残残残さないといけさないといけさないといけさないといけませませませませ

んんんん。。。。ＰＲＰＲＰＲＰＲをををを行行行行いいいい、、、、乗車数乗車数乗車数乗車数をををを増増増増やしていかなければなやしていかなければなやしていかなければなやしていかなければなりませんりませんりませんりません。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            昨年度昨年度昨年度昨年度はバスのはバスのはバスのはバスの乗乗乗乗りりりり方教室方教室方教室方教室というというというという催催催催しもしもしもしも開開開開かせていただかせていただかせていただかせていただきましたきましたきましたきました。。。。    

                        今年今年今年今年もももも小学生小学生小学生小学生にににに対対対対してしてしてして実施実施実施実施したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。またまたまたまた、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの

方々方々方々方々にににに対対対対してもバスのしてもバスのしてもバスのしても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開開開開きたいときたいときたいときたいと計画計画計画計画していしていしていしていますますますます。。。。老人老人老人老人

クラブのクラブのクラブのクラブの集集集集まりのまりのまりのまりの時時時時にバスのにバスのにバスのに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開開開開いてもらいいてもらいいてもらいいてもらい、、、、大村大村大村大村のののの営業営業営業営業

所所所所までまでまでまで運行運行運行運行してしてしてして、、、、イオンでおイオンでおイオンでおイオンでお買買買買物物物物をしてをしてをしてをして帰帰帰帰れるようなれるようなれるようなれるような教室教室教室教室をををを開開開開いてほいてほいてほいてほ

しいというしいというしいというしいという要望要望要望要望もありましたもありましたもありましたもありました。。。。    

    

委員長委員長委員長委員長            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                福祉福祉福祉福祉バスバスバスバス券券券券がががが毎年発行毎年発行毎年発行毎年発行されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、１０１０１０１０月月月月からのからのからのからの一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃にはにはにはには

使用使用使用使用できるのでしょうかできるのでしょうかできるのでしょうかできるのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            ニコパカードにおニコパカードにおニコパカードにおニコパカードにお金金金金がががが入金入金入金入金されていますとされていますとされていますとされていますと、、、、入金入金入金入金からからからから運賃運賃運賃運賃がががが支払支払支払支払わわわわ

れますれますれますれます。。。。今回今回今回今回のののの市市市市からからからから発行発行発行発行するカードにつきましてはおするカードにつきましてはおするカードにつきましてはおするカードにつきましてはお金金金金がががが入金入金入金入金されされされされ

ていませていませていませていませんのでんのでんのでんので、、、、カードをカードをカードをカードを読取機読取機読取機読取機にかざしてもらうとにかざしてもらうとにかざしてもらうとにかざしてもらうと、「、「、「、「不足金額不足金額不足金額不足金額はははは

いくらですいくらですいくらですいくらです」」」」とととと表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。そのそのそのその時時時時にににに現金現金現金現金又又又又はバスはバスはバスはバス回数券回数券回数券回数券でででで支払支払支払支払っっっっ

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

    

委員委員委員委員                回数券回数券回数券回数券だけではだけではだけではだけでは駄目駄目駄目駄目ですかですかですかですか。。。。    
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事務局事務局事務局事務局            回数券回数券回数券回数券だけだけだけだけですですですですとととと、、、、正規運賃正規運賃正規運賃正規運賃をををを支払支払支払支払っていただくことになりますっていただくことになりますっていただくことになりますっていただくことになります。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            どこでどこでどこでどこで乗車乗車乗車乗車いただいていただいていただいていただいて、、、、どこでどこでどこでどこで降車降車降車降車したしたしたしたののののかかかかががががきっちりきっちりきっちりきっちり分分分分からないからないからないからない

とととと、、、、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とのとのとのとの差額差額差額差額がががが把握把握把握把握できませんできませんできませんできません。。。。差額分差額分差額分差額分をををを市市市市がががが補補補補

てんしますのでてんしますのでてんしますのでてんしますので、、、、市民市民市民市民のののの方方方方にはニコパカードのにはニコパカードのにはニコパカードのにはニコパカードの利用利用利用利用をおをおをおをお願願願願いしていまいしていまいしていまいしていま

すすすす。。。。    

    

委員委員委員委員                分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

                            

会長会長会長会長                事務局側事務局側事務局側事務局側からのからのからのからの立場立場立場立場でででで意見等意見等意見等意見等ないですかないですかないですかないですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            望望望望ましいことだけましいことだけましいことだけましいことだけ皆様皆様皆様皆様にににに考考考考えていただいたのでえていただいたのでえていただいたのでえていただいたので、、、、このこのこのこの後後後後のののの交通会議交通会議交通会議交通会議

でででで報告報告報告報告させてもらうとさせてもらうとさせてもらうとさせてもらうととととともにもにもにもに、、、、決決決決まったまったまったまったことはことはことはことは運輸局運輸局運輸局運輸局にににに提出提出提出提出させていさせていさせていさせてい

ただきただきただきただき、、、、改編改編改編改編にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    

    

委員委員委員委員                １０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からからからから改編改編改編改編になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、停留所停留所停留所停留所には３には３には３には３種類種類種類種類のののの標識標識標識標識がががが立立立立っっっっ

ていますがていますがていますがていますが、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降は１は１は１は１本本本本にしてにしてにしてにして、、、、まとめてまとめてまとめてまとめて時刻表時刻表時刻表時刻表をををを掲示掲示掲示掲示すすすす

るのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            原則統一原則統一原則統一原則統一させていただきさせていただきさせていただきさせていただきたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、バスバスバスバス事業者様事業者様事業者様事業者様とととと

調整調整調整調整をををを実施実施実施実施してしてしてして１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日をををを迎迎迎迎えたいとえたいとえたいとえた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。。。。    

    

委員委員委員委員                大大大大がかりながかりながかりながかりな改編改編改編改編になるのでになるのでになるのでになるので、、、、一夜一夜一夜一夜にしてにしてにしてにして市内市内市内市内全全全全てをてをてをてを変変変変えようとえようとえようとえようと思思思思うううう

とととと難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。時刻表時刻表時刻表時刻表は１は１は１は１週間前週間前週間前週間前にはにはにはには交付交付交付交付できるようにできるようにできるようにできるように調整調整調整調整をををを

おおお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            市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様には９には９には９には９月中月中月中月中にはにはにはには地域地域地域地域のバスのバスのバスのバス時刻表時刻表時刻表時刻表をををを各各各各御家庭御家庭御家庭御家庭にににに配布配布配布配布ささささ

せていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと思思思思っていっていっていっていますますますます。。。。ダイヤダイヤダイヤダイヤ変更等変更等変更等変更等はははは事前事前事前事前にににに周知周知周知周知させてさせてさせてさせて

いただくいただくいただくいただく予定予定予定予定になっていになっていになっていになっていますますますます。。。。    

    

委員委員委員委員                標識標識標識標識がががが統一化統一化統一化統一化されされされされますますますますがががが、、、、三三三三ノノノノ宮行宮行宮行宮行きなどのきなどのきなどのきなどの標識標識標識標識はははは、、、、別別別別のののの標識標識標識標識になになになにな

るのではないるのではないるのではないるのではないですですですですかかかか。。。。    

    

委員委員委員委員                時刻表時刻表時刻表時刻表のののの種類種類種類種類、、、、枚数枚数枚数枚数もももも多多多多くなるためくなるためくなるためくなるため標識標識標識標識のののの一本化一本化一本化一本化はははは難難難難しいしいしいしいですですですです。。。。市市市市

内内内内全全全全て１て１て１て１本本本本になるのではなくになるのではなくになるのではなくになるのではなく、、、、緑緑緑緑がががが丘丘丘丘、、、、青山青山青山青山などなどなどなど中中中中には３には３には３には３本本本本のままのままのままのまま残残残残
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るるるる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある標識標識標識標識もあもあもあもありますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からからからから唐突唐突唐突唐突にににに交換交換交換交換でででで

きるとはきるとはきるとはきるとは思思思思ええええませんませんませんません。。。。    

    

会長会長会長会長                事務局事務局事務局事務局がががが言言言言っているとおりっているとおりっているとおりっているとおり、、、、バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者とととと調整調整調整調整をををを取取取取ってってってって対応対応対応対応していしていしていしてい

ただきたいただきたいただきたいただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                        そのそのそのその他他他他、、、、御意見御意見御意見御意見、、、、御質問等御質問等御質問等御質問等ございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうか。。。。    

    

（（（（質問質問質問質問なしなしなしなし））））    

    

会長会長会長会長                特特特特にににに御質問等御質問等御質問等御質問等もないようですのでもないようですのでもないようですのでもないようですので、、、、本日予定本日予定本日予定本日予定されていたされていたされていたされていた議題内容議題内容議題内容議題内容はははは、、、、

全全全全てててて完了完了完了完了いたしいたしいたしいたしましたましたましたました。。。。司会進行司会進行司会進行司会進行をををを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ますししますししますしします。。。。    

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

事務局事務局事務局事務局            本日本日本日本日はははは、、、、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。。。。    

                        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、、、、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広報広報広報広報みき９みき９みき９みき９月月月月

号号号号、、、、１０１０１０１０月号月号月号月号をををを活用活用活用活用しましてしましてしましてしまして見直見直見直見直しししし内容内容内容内容についてについてについてについて改改改改めてめてめてめて市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに

対対対対してしてしてしてＰＲＰＲＰＲＰＲをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、９９９９月中月中月中月中にはにはにはには地地地地

域域域域のののの皆様皆様皆様皆様にににに見直見直見直見直しししし後後後後のルートのルートのルートのルート図図図図、、、、時刻表時刻表時刻表時刻表などをなどをなどをなどを配布配布配布配布したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていえていえていえてい

ますますますます。。。。    

                        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、、、、このたびのバスこのたびのバスこのたびのバスこのたび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計画計画計画計画のののの策定策定策定策定

にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして一端一端一端一端はははは閉会閉会閉会閉会となりますとなりますとなりますとなります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、市市市市としましてはとしましてはとしましてはとしましては

今後今後今後今後もももも見直見直見直見直しししし後後後後のバスののバスののバスののバス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、、、、検証検証検証検証などをなどをなどをなどを行行行行

っていくとっていくとっていくとっていくとともにともにともにともに、、、、そのそのそのその結果結果結果結果につきましてもそれらをにつきましてもそれらをにつきましてもそれらをにつきましてもそれらを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて今後更今後更今後更今後更

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いくっていくっていくっていく予定予定予定予定ととととしておりますしておりますしておりますしております。。。。引引引引きききき続続続続きききき機会機会機会機会をををを捉捉捉捉えまえまえまえま

してしてしてして、、、、バスのバスのバスのバスの利用状況利用状況利用状況利用状況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、、、、本会議本会議本会議本会議でででで御報告御報告御報告御報告させていたださせていたださせていたださせていただ

きたいときたいときたいときたいと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。    

    

副市長副市長副市長副市長            本日本日本日本日はははは、、、、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。。。。長長長長いいいい期間期間期間期間をををを使使使使いいいい三木三木三木三木のバスのバスのバスのバス交通交通交通交通

網網網網をををを考考考考えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、大切大切大切大切なななな交通機関交通機関交通機関交通機関ですのですのですのですの

でででで、、、、三木三木三木三木のこれからのまちづくりにとってのこれからのまちづくりにとってのこれからのまちづくりにとってのこれからのまちづくりにとって大変重要大変重要大変重要大変重要なななな課題課題課題課題とととと考考考考えていえていえていえてい

ますますますます。。。。委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様のののの貴重貴重貴重貴重なななな時間時間時間時間をををを使使使使っていただいたことでっていただいたことでっていただいたことでっていただいたことで素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい

計計計計画画画画ができましたことができましたことができましたことができましたこと、、、、心心心心からおからおからおからお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本当本当本当本当

にににに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。。。。    

                        さきほどさきほどさきほどさきほど、、、、事務局事務局事務局事務局がががが申申申申しししし上上上上げたとおり１０げたとおり１０げたとおり１０げたとおり１０月月月月からのからのからのからの運行後運行後運行後運行後もももも、、、、状況状況状況状況

とととと報告報告報告報告をするをするをするをする場場場場をををを設設設設けさせていただきたいとけさせていただきたいとけさせていただきたいとけさせていただきたいと考考考考えていえていえていえていますますますます。。。。今後今後今後今後もももも、、、、

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にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、おおおお力力力力をををを貸貸貸貸していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    
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                        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もちましてもちましてもちましてもちまして、、、、第第第第８８８８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いたいたいた

しますしますしますします。。。。本日本日本日本日はははは、、、、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。。。。    


