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第第第第７７７７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４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））））））    

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

事務局事務局事務局事務局            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御御御多多多多用用用用のののの中中中中、、、、御御御御出席出席出席出席いただきましてありがとうございただきましてありがとうございただきましてありがとうございただきましてありがとうござ

いますいますいますいます。。。。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まちづまちづまちづ

くりくりくりくり部交通政策課部交通政策課部交通政策課部交通政策課のののの課長課長課長課長をしておりますをしておりますをしておりますをしております○○○○○○○○とととと申申申申しますしますしますします。。。。どうぞよどうぞよどうぞよどうぞよ

ろしくおろしくおろしくお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。。。。    

    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のののの皆様皆様皆様皆様ですがですがですがですが、、、、１４１４１４１４名名名名のののの出席出席出席出席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御御御出席出席出席出席がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、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議交通活性化協議交通活性化協議交通活性化協議

会設置要綱第会設置要綱第会設置要綱第会設置要綱第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ににに基基基基づきましてづきましてづきましてづき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といといといとい

うことうことうことうことになってございますになってございますになってございますになってございます。。。。    

なおなおなおなお、、、、本会議本会議本会議本会議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、、、、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

基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして原則非公開原則非公開原則非公開原則非公開ととととするものするものするものするもの、、、、とございますがとございますがとございますがとございますが、、、、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いたしたいといたしたいといたしたいといたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくよろしくよろしくよろしく

御御御御理解理解理解理解ののののほどほどほどほど、、、、おおおお願願願願いをいをいをい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。。。。    

    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先立先立先立先立ちましてちましてちましてちまして本協議会本協議会本協議会本協議会のののの会会会会長長長長でいらっしゃいまでいらっしゃいまでいらっしゃいまでいらっしゃいま

すすすす公益社団法人兵庫県公益社団法人兵庫県公益社団法人兵庫県公益社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からからからから御御御御挨拶挨拶挨拶挨拶をいたをいたをいたをいた

だきますだきますだきますだきます。。。。    

    

会長会長会長会長                ○○○○○○○○でございますでございますでございますでございます。。。。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おはようございます。。。。    

    本日第本日第本日第本日第７７７７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でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれど

もももも、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな審議審議審議審議をををを行行行行っていただいておりますっていただいておりますっていただいておりますっていただいております。。。。三木市三木市三木市三木市のののの路線路線路線路線

バスバスバスバス、、、、コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス、、、、直行直行直行直行バスのバスのバスのバスの垣根垣根垣根垣根をなくしましてをなくしましてをなくしましてをなくしまして一一一一体的体的体的体的にににに

検討検討検討検討をするというをするというをするというをするという、、、、非常非常非常非常にににに利用者利用者利用者利用者、、、、またまたまたまた、、、、三木市三木市三木市三木市のののの方々方々方々方々にににに対対対対しまししまししまししまし

てててて重要重要重要重要なななな件件件件をををを皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに審議審議審議審議していただけるところでございましていただけるところでございましていただけるところでございましていただけるところでございま

すすすす。。。。それでこれからそれでこれからそれでこれからそれでこれから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、、、、再度三木市再度三木市再度三木市再度三木市バスバスバスバス交通見直交通見直交通見直交通見直しししし計計計計

画画画画ということでということでということでということで御御御御説明説明説明説明がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、本日本日本日本日のこののこののこののこの会議会議会議会議でででで委委委委

員員員員のののの皆様皆様皆様皆様のののの御御御御意見意見意見意見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、、、、一応一応一応一応のののの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結論的結論的結論的結論的

なものをなものをなものをなものを出出出出していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたい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皆様忌憚皆様忌憚皆様忌憚皆様忌憚のないのないのないのない御御御御意見意見意見意見をををを

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、、、、本日本日本日本日のののの会議会議会議会議をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたい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、、、、どどどど

うぞよろしくおうぞよろしくおうぞよろしくおうぞ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。。。。    

    

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、、、、おおおお手元手元手元手元におにおにおにお配配配配りしておりますりしておりますりしておりますりしております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をさせてをさせてをさせて

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。。。。ままままずずずず、、、、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次第次第次第次第が１が１が１が１枚枚枚枚ございございございござい

ますますますます。。。。それからそれからそれからそれから本日本日本日本日御御御御協議協議協議協議いただきますバスいただきますバスいただきますバスいただきますバス交通見直交通見直交通見直交通見直しししし計画案計画案計画案計画案のののの冊冊冊冊

資料７  
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子子子子が１が１が１が１部部部部ございますございますございますございます。。。。それからバスそれからバスそれからバスそれからバス交通見直交通見直交通見直交通見直しししし計画案計画案計画案計画案にににに係係係係るるるる各地区各地区各地区各地区

意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会のののの開催日程表開催日程表開催日程表開催日程表、、、、こちらが１こちらが１こちらが１こちらが１枚枚枚枚でございますでございますでございますでございます。。。。それからそれからそれからそれから本本本本

協議会協議会協議会協議会のののの委員等委員等委員等委員等のののの一覧一覧一覧一覧ということでおということでおということでおということでお配配配配りしておりますりしておりますりしておりますりしております。。。。こちらこちらこちらこちら一一一一

部昨年度部昨年度部昨年度部昨年度のののの役職等役職等役職等役職等になっているになっているになっているになっているところところところところがありますががありますががありますががありますが、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願

いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。以上以上以上以上、、、、資料資料資料資料のののの方方方方にににに過不足等過不足等過不足等過不足等ございませございませございませございませ

んでしょうかんでしょうかんでしょうかんでしょうか。。。。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫でございますねでございますねでございますねでございますね。。。。    

それではそれではそれではそれではこのこのこのこのたびたびたびたび、、、、年度年度年度年度替替替替わりわりわりわりによりましてによりましてによりましてによりまして、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる人事異動人事異動人事異動人事異動

等等等等でででで委員委員委員委員にににに変更変更変更変更のあるのあるのあるのある方方方方がいらっしゃいますがいらっしゃいますがいらっしゃいますがいらっしゃいます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、本日本日本日本日がががが第第第第１１１１

回目回目回目回目のののの協議会協議会協議会協議会ということもありますのでということもありますのでということもありますのでということもありますので、、、、このこのこのこの場場場場にてにてにてにて改改改改めましてめましてめましてめまして全全全全

員員員員のののの御御御御紹介紹介紹介紹介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。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員、、、、オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー紹介紹介紹介紹介））））    

    

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

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ににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては本協議会本協議会本協議会本協議会のののの要綱要綱要綱要綱

第第第第５５５５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ににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、○○○○○○○○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いたしたいいたしたいいたしたいいたした

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                それではそれではそれではそれでは、、、、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議事議事議事議事をををを進進進進めさせていただきたいとめさせていただきたいとめさせていただきたいとめ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。。。。    

    本日本日本日本日はははは、、、、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案計画案計画案計画案にににに

ついてでございますついてでございますついてでございますついてでございます。。。。今回今回今回今回でででで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見直見直見直見直しししし案案案案をををを決定決定決定決定してしてしてしてまままま

いりたいいりたいいりたいいりたいととと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。。。。委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの活発活発活発活発なななな御御御御議論議論議論議論をよろしをよろしをよろしをよろし

くおくおくお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。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、三木市三木市三木市三木市バスバスバスバス交通計画交通計画交通計画交通計画のののの見直見直見直見直しししし計画案計画案計画案計画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事務事務事務

局局局局のののの方方方方からからからから提案説明提案説明提案説明提案説明をおをおをおを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。。。。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いいいい

たしますたしますたしますたします。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局、、、、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案計画案計画案計画案のののの説明説明説明説明））））    

    

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御御御提案提案提案提案、、、、新新新新たなたなたなたな御御御御提案提案提案提案がががが

ございましたございましたございましたございました。。。。これからこれからこれからこれから提案提案提案提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御御御御意見意見意見意見、、、、またまたまたまた、、、、御御御御質問等質問等質問等質問等

ありましたらどしどしありましたらどしどしありましたらどしどしありましたらどしどし意見意見意見意見をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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。。。。特特特特にににに新新新新たなたなたなたな提案提案提案提案もございましたもございましたもございましたもございました、、、、利用者利用者利用者利用者のののの代代代代

表表表表としてとしてとしてとして来来来来ていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております三木市地区協議会連合会三木市地区協議会連合会三木市地区協議会連合会三木市地区協議会連合会、、、、またまたまたまた三三三三

木市老人木市老人木市老人木市老人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会のののの皆様皆様皆様皆様からからからから特特特特にににに意見意見意見意見、、、、御御御御質問質問質問質問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
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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。。。。    

    

委員委員委員委員                ルートについてはよいとルートについてはよいとルートについてはよいとルートについてはよいと思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、最後最後最後最後のののの財政財政財政財政にににに与与与与えるえるえるえる影影影影

響響響響についてについてについてについて、、、、予算予算予算予算では２７では２７では２７では２７年度予算年度予算年度予算年度予算ではではではでは福祉福祉福祉福祉バスのバスのバスのバスの予算予算予算予算がこのがこのがこのがこの案案案案    

ではゼロになっていますがではゼロになっていますがではゼロになっていますがではゼロになっていますが、、、、どういうことでしょうどういうことでしょうどういうことでしょうどういうことでしょう。。。。    

    

会長会長会長会長                事務局事務局事務局事務局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            資料資料資料資料の４ページのの４ページのの４ページのの４ページの（（（（２２２２））））運賃体系運賃体系運賃体系運賃体系をををを見直見直見直見直しますしますしますします。。。。というページのというページのというページのというページの

①のところ①のところ①のところ①のところ１５０１５０１５０１５０円円円円またはまたはまたはまたは２００２００２００２００円円円円のどちらかというのどちらかというのどちらかというのどちらかという提案提案提案提案をさせをさせをさせをさせ

ていただいていますがていただいていますがていただいていますがていただいていますが、、、、そのページそのページそのページそのページ赤文字赤文字赤文字赤文字のののの下側下側下側下側１５０１５０１５０１５０円円円円、、、、２００２００２００２００

円円円円ということでよりということでよりということでよりということでより利用利用利用利用しやすいバスしやすいバスしやすいバスしやすいバス運賃運賃運賃運賃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、、、、今現今現今現今現

在在在在、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方のののの外出支援外出支援外出支援外出支援をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策としてとしてとしてとして

のののの助成事業助成事業助成事業助成事業をををを行行行行っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、バスバスバスバス運賃運賃運賃運賃のののの方方方方でそういったでそういったでそういったでそういった外出支援外出支援外出支援外出支援

ができるとができるとができるとができるといったいったいったいった考考考考えからえからえからえから、、、、バスバスバスバス等助成事業等助成事業等助成事業等助成事業のバスのバスのバスのバス券券券券交付交付交付交付にににに関関関関しましましましま

してはしてはしてはしては廃止廃止廃止廃止をさせていただいているところでございますをさせていただいているところでございますをさせていただいているところでございますをさせていただいているところでございます。。。。    

財政財政財政財政にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響のところでのところでのところでのところで、、、、福祉福祉福祉福祉バスバスバスバス券券券券のののの助成助成助成助成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

タクシータクシータクシータクシー助成助成助成助成とかとかとかとか神鉄券神鉄券神鉄券神鉄券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継続継続継続継続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、、、、

ただただただただ、、、、神姫神姫神姫神姫バスのバスのバスのバスの回数券回数券回数券回数券でございますとかニコパカードのチャージでございますとかニコパカードのチャージでございますとかニコパカードのチャージでございますとかニコパカードのチャージ

券券券券、、、、そういったそういったそういったそういったものものものものをををを交付交付交付交付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、、、、バスのバスのバスのバスの分分分分

についてはについてはについてはについては廃止廃止廃止廃止をさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたいをさせていただきたい、、、、とととと御御御御提案提案提案提案しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

委員委員委員委員                バスだけをバスだけをバスだけをバスだけを廃止廃止廃止廃止ということでということでということでということで。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですそうですそうですそうです。。。。    

    

委員委員委員委員                それはそれはそれはそれは、、、、今度今度今度今度いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考えているえているえているえている中中中中でそのでそのでそのでその分分分分くらいはくらいはくらいはくらいは十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮しししし

ているとているとているとていると、、、、そういうそういうそういうそういう考考考考えでいいでしょうかえでいいでしょうかえでいいでしょうかえでいいでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。通常乗通常乗通常乗通常乗っていただくバスっていただくバスっていただくバスっていただくバス、、、、毎日乗毎日乗毎日乗毎日乗っていただくバスっていただくバスっていただくバスっていただくバス

でででで運賃運賃運賃運賃のののの方方方方をををを低額低額低額低額にににに抑抑抑抑えるえるえるえるということでということでということでということで同同同同じようなじようなじようなじような支援支援支援支援をできるをできるをできるをできる

というというというという考考考考えでございますえでございますえでございますえでございます。。。。    

    

委員委員委員委員                財政財政財政財政にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響でででで、、、、１５０１５０１５０１５０円円円円がががが２００２００２００２００円円円円とそういうとそういうとそういうとそういうふうふうふうふうになっになっになっになっ

ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、我々我々我々我々としてはとしてはとしてはとしては、、、、利用者利用者利用者利用者としてはとしてはとしてはとしては安安安安いことにいことにいことにいことに越越越越したこしたこしたこしたこ

とがないのですがとがないのですがとがないのですがとがないのですが、、、、やはりやはりやはりやはり全数的全数的全数的全数的にやっぱりにやっぱりにやっぱりにやっぱり考考考考えるえるえるえる時時時時にににに我々我々我々我々だけがだけがだけがだけが
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交通交通交通交通だけにだけにだけにだけに大大大大きなきなきなきな赤字赤字赤字赤字をををを出出出出すとすとすとすということもいうこともいうこともいうことも我々利用者我々利用者我々利用者我々利用者としてはとしてはとしてはとしては、、、、やややや

はりはりはりはり応分応分応分応分のののの負担負担負担負担はしなければならないのかなはしなければならないのかなはしなければならないのかなはしなければならないのかな、、、、とととと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ちょちょちょちょ

っとっとっとっとくくくくらいはらいはらいはらいは負担負担負担負担をしないといけないかなをしないといけないかなをしないといけないかなをしないといけないかなとととと、、、、思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、ちょっちょっちょっちょっ

とととといろいろいろいろいろいろいろいろ聞聞聞聞いていますとやっぱりちょっとぐらいはせなあかんいていますとやっぱりちょっとぐらいはせなあかんいていますとやっぱりちょっとぐらいはせなあかんいていますとやっぱりちょっとぐらいはせなあかん

とやっぱりとやっぱりとやっぱりとやっぱりいろいろいろいろいろいろいろいろなななな面面面面でででで市市市市のののの財政財政財政財政がががが厳厳厳厳しいしいしいしい折折折折にありがたいんでにありがたいんでにありがたいんでにありがたいんで

すよすよすよすよ、、、、逆逆逆逆にしてもらえるのはありがたいけれどにしてもらえるのはありがたいけれどにしてもらえるのはありがたいけれどにしてもらえるのはありがたいけれど、、、、２００２００２００２００円円円円くくくくらいならいならいならいな

らららら出出出出してもええかというしてもええかというしてもええかというしてもええかという声声声声もももも聞聞聞聞いていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、私私私私もももも案案案案の②の②の②の②でやっでやっでやっでやっ

てもらえたらいいのではなかろうかなとてもらえたらいいのではなかろうかなとてもらえたらいいのではなかろうかなとてもらえたらいいのではなかろうかなと、、、、こうこうこうこう思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長                どうもどうもどうもどうも、、、、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。。。。    

どうでしょうねどうでしょうねどうでしょうねどうでしょうね、、、、財政財政財政財政にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響のところでのところでのところでのところで御御御御意見意見意見意見がありましたがありましたがありましたがありました

らバスのみなんですよらバスのみなんですよらバスのみなんですよらバスのみなんですよ、、、、ということでということでということでということで他他他他のはそのままのはそのままのはそのままのはそのまま継続継続継続継続するといするといするといするとい

うことですねうことですねうことですねうことですね。。。。神鉄神鉄神鉄神鉄のののの関係関係関係関係とかそういうのをとかそういうのをとかそういうのをとかそういうのを入入入入れておいたれておいたれておいたれておいた方方方方がよりがよりがよりがより

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに説明説明説明説明するするするする時時時時にににに分分分分かりかりかりかりやすいんじゃないかなやすいんじゃないかなやすいんじゃないかなやすいんじゃないかな、、、、とととと思思思思ったったったった

りもしますりもしますりもしますりもします。。。。    

    

    

委員委員委員委員                よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。６６６６ページの４ページの４ページの４ページの４番番番番のののの通勤通勤通勤通勤、、、、通学通学通学通学のそののそののそののその方方方方たちがたちがたちがたちが大大大大

変多変多変多変多いといといといと思思思思われるのですがわれるのですがわれるのですがわれるのですが、、、、朝晩朝晩朝晩朝晩のののの御御御御利用利用利用利用がねがねがねがね、、、、そのそのそのその時時時時でもこのバでもこのバでもこのバでもこのバ

スをスをスをスを利用利用利用利用したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、私私私私のところはのところはのところはのところは更生保護女性会更生保護女性会更生保護女性会更生保護女性会６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方

がががが大半大半大半大半いらっしゃるんですいらっしゃるんですいらっしゃるんですいらっしゃるんです。。。。そしたらそのそしたらそのそしたらそのそしたらその時時時時にににに○○○○○○○○会長会長会長会長さんもおっさんもおっさんもおっさんもおっ

しゃられたようにしゃられたようにしゃられたようにしゃられたように、、、、１５０１５０１５０１５０円円円円ではではではでは財政財政財政財政のののの方方方方にににに申申申申しししし訳訳訳訳ないのでないのでないのでないので２００２００２００２００

円円円円ぐらいならぐらいならぐらいならぐらいなら妥当妥当妥当妥当じゃないかじゃないかじゃないかじゃないか、、、、ただただただただ三三三三ノノノノ宮宮宮宮へへへへ行行行行くときはくときはくときはくときは御坂御坂御坂御坂まではまではまではまでは

２００２００２００２００円円円円としますわねとしますわねとしますわねとしますわね。。。。後後後後、、、、神戸神戸神戸神戸にににに行行行行くくくく時時時時はそこからまたはそこからまたはそこからまたはそこからまた上上上上がるがるがるがる、、、、

なんかややこしいなんかややこしいなんかややこしいなんかややこしい雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ですのでですのでですのでですので、、、、三木市内三木市内三木市内三木市内のののの中中中中でででで使使使使うバスうバスうバスうバス券券券券とととと神神神神

戸戸戸戸までまでまでまで行行行行くくくく三三三三ノノノノ宮宮宮宮までまでまでまで行行行行くニコパパスとそのくニコパパスとそのくニコパパスとそのくニコパパスとその両方両方両方両方がががが一一一一つつつつににににいいいいけるけるけるける

というというというという矛盾矛盾矛盾矛盾がががが大変困大変困大変困大変困るんじゃないかるんじゃないかるんじゃないかるんじゃないか、、、、というというというという意見意見意見意見がございますのでがございますのでがございますのでがございますので

どうでしょうねどうでしょうねどうでしょうねどうでしょうね。。。。そこがおかしいなとそこがおかしいなとそこがおかしいなとそこがおかしいなと思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

通学通学通学通学なさるなさるなさるなさる親御親御親御親御さんたちはこれからさんたちはこれからさんたちはこれからさんたちはこれから大助大助大助大助かりですわねかりですわねかりですわねかりですわね。。。。今今今今まではまではまではまでは

たくさんたくさんたくさんたくさん吉川吉川吉川吉川からからからから三木三木三木三木までまでまでまで来来来来るるるる定期定期定期定期がががが大変高大変高大変高大変高いいいい、、、、辛辛辛辛いわいわいわいわ、、、、ととととよくよくよくよく聞聞聞聞

きましたきましたきましたきました。。。。だけどだけどだけどだけど２００２００２００２００円円円円でででで来来来来れるということはれるということはれるということはれるということは大変親御大変親御大変親御大変親御さんたちさんたちさんたちさんたち

もももも高校高校高校高校にににに行行行行かれるのがかれるのがかれるのがかれるのが助助助助かるんじゃないかなというかるんじゃないかなというかるんじゃないかなというかるんじゃないかなというところところところところではではではでは賛賛賛賛

成成成成しますけれどもしますけれどもしますけれどもしますけれども、、、、このこのこのこの一般一般一般一般のバスののバスののバスののバスの利用利用利用利用ということはということはということはということは大体高齢者大体高齢者大体高齢者大体高齢者

向向向向けのけのけのけの青青青青バスでバスでバスでバスで考考考考えてえてえてえていいいいっているのにっているのにっているのにっているのに、、、、普通普通普通普通のゾーンバスでもそれのゾーンバスでもそれのゾーンバスでもそれのゾーンバスでもそれ

にににに入入入入っていくのかなっていくのかなっていくのかなっていくのかな、、、、というというというという矛盾矛盾矛盾矛盾がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、どうなっどうなっどうなっどうなっ

ているんでしょうねているんでしょうねているんでしょうねているんでしょうね。。。。そこのところがちょっとそこのところがちょっとそこのところがちょっとそこのところがちょっと分分分分からないからないからないからないのでのでのでので教教教教ええええ
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ていただきたいなていただきたいなていただきたいなていただきたいな、、、、とととと思思思思うのですけどうのですけどうのですけどうのですけど。。。。    

    

会長会長会長会長                事業局事業局事業局事業局おおおお答答答答えおえおえおえ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            一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃のののの適用適用適用適用にございましてはにございましてはにございましてはにございましては、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも市内市内市内市内のののの移動移動移動移動のみのみのみのみ、、、、    

市内市内市内市内でででで乗乗乗乗ってってってって市内市内市内市内でででで降降降降りたりたりたりた場合場合場合場合のみののみののみののみの適用適用適用適用になりますになりますになりますになります。。。。市内市内市内市内のののの乗降乗降乗降乗降

についてはについてはについてはについては、、、、三木市民三木市民三木市民三木市民のののの方方方方であってもであってもであってもであっても例例例例えばえばえばえば神戸神戸神戸神戸のののの方方方方がががが三木市内三木市内三木市内三木市内でででで

利用利用利用利用されてもされてもされてもされても適用適用適用適用になりますになりますになりますになります。。。。たとえたとえたとえたとえ学生学生学生学生のののの方方方方とかとかとかとか高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方とかとかとかとか

一般一般一般一般のののの市民市民市民市民のののの方方方方とかとかとかとか、、、、全全全全ててててのののの方方方方がががが対象対象対象対象になりますになりますになりますになります。。。。ただただただただ、、、、市外市外市外市外にににに出出出出

られたられたられたられた場合場合場合場合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、、、、通常通常通常通常のののの運賃運賃運賃運賃になりますのでになりますのでになりますのでになりますので例例例例えばえばえばえば三木三木三木三木

市内市内市内市内からからからから三木市外三木市外三木市外三木市外へへへへ、、、、三木市外三木市外三木市外三木市外からからからから三木市内三木市内三木市内三木市内へへへへ出出出出られたられたられたられた場合場合場合場合はははは、、、、ここここ

のののの一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃のののの適用適用適用適用のののの効果効果効果効果がががが全全全全くございませんのでくございませんのでくございませんのでくございませんので、、、、あくまであくまであくまであくまで市内市内市内市内のののの

利用利用利用利用にににに限限限限るというふうになっていまするというふうになっていまするというふうになっていまするというふうになっています。。。。    

    

委員委員委員委員                そしたらそしたらそしたらそしたら三木三木三木三木のののの営業所営業所営業所営業所からからからから乗乗乗乗ったったったった場合場合場合場合そこでそこでそこでそこで押押押押しますわよねしますわよねしますわよねしますわよね、、、、降降降降

りるりるりるりる時時時時はははは三三三三ノノノノ宮宮宮宮だったらだったらだったらだったら６７０６７０６７０６７０円円円円のののの分分分分がががが落落落落ちていくということでちていくということでちていくということでちていくということで

すかねすかねすかねすかね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですそうですそうですそうです。。。。    

    

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。。。。そうそうそうそう説明説明説明説明しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            例例例例えばえばえばえば、、、、市内市内市内市内のののの分分分分がががが安安安安くなったからとくなったからとくなったからとくなったからといいいいってってってって、、、、三三三三ノノノノ宮宮宮宮までがまでがまでがまでが今今今今まままま

でででで１００１００１００１００円安円安円安円安くなるとかくなるとかくなるとかくなるとか、、、、そういったそういったそういったそういった適用適用適用適用はございませんのではございませんのではございませんのではございませんので。。。。    

    

委員委員委員委員                機械機械機械機械はははは正直正直正直正直にとってくれますねにとってくれますねにとってくれますねにとってくれますね。。。。分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そのためにそのためにそのためにそのために、、、、このニコパのこのニコパのこのニコパのこのニコパの御御御御利用利用利用利用をををを利用利用利用利用されたされたされたされた方方方方にににに適用適用適用適用されていされていされていされてい

るということでございまするということでございまするということでございまするということでございます。。。。    

    

会長会長会長会長                御御御御理解理解理解理解していただきましたでしょうかしていただきましたでしょうかしていただきましたでしょうかしていただきましたでしょうか。。。。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よろしいでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。    

私私私私もそのあたりをもそのあたりをもそのあたりをもそのあたりを役員会役員会役員会役員会でででで出出出出させていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますので、、、、ここここ

ういうういうういうういう状況状況状況状況ですよですよですよですよ、、、、とととと言言言言わせてもらいますがわせてもらいますがわせてもらいますがわせてもらいますが案外役員案外役員案外役員案外役員なさっているなさっているなさっているなさっている

方方方方がががが北播磨北播磨北播磨北播磨総合医療総合医療総合医療総合医療センターセンターセンターセンターをををを利用利用利用利用されていないんですねされていないんですねされていないんですねされていないんですね。。。。だけれだけれだけれだけれ
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どもどもどもども、、、、瑞穂瑞穂瑞穂瑞穂のののの奥奥奥奥からからからから来来来来たたたた場合場合場合場合にににに北播磨北播磨北播磨北播磨まではまではまではまでは行行行行くバスはあるけれどくバスはあるけれどくバスはあるけれどくバスはあるけれど

もももも、、、、私私私私たちはたちはたちはたちは午前中午前中午前中午前中にににに一一一一本本本本しかないのでしかないのでしかないのでしかないので大変不自由大変不自由大変不自由大変不自由ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、

これからこれからこれからこれから乗降自由乗降自由乗降自由乗降自由というふうになったらというふうになったらというふうになったらというふうになったら利用利用利用利用できるとできるとできるとできると喜喜喜喜んでんでんでんでいいいいらららら

っしゃいますっしゃいますっしゃいますっしゃいます。。。。もうもうもうもう高齢者高齢者高齢者高齢者ですのでですのでですのでですので、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん喜喜喜喜んでいらっしゃいまんでいらっしゃいまんでいらっしゃいまんでいらっしゃいま

すすすす。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    

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。。。。他他他他にににに御御御御意見意見意見意見などないでしょうかなどないでしょうかなどないでしょうかなどないでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                私私私私もももも財政財政財政財政のののの面面面面からからからから見見見見ればればればれば２００２００２００２００円円円円ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが妥当妥当妥当妥当ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思

いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、教教教教えてえてえてえてほほほほしいのですけどしいのですけどしいのですけどしいのですけど１９１９１９１９ページのページのページのページの市内市内市内市内のののの移移移移

動動動動にににに係係係係るるるる平均運賃平均運賃平均運賃平均運賃２７０２７０２７０２７０円円円円ですがですがですがですが、、、、どういうどういうどういうどういう試算試算試算試算をされているのでをされているのでをされているのでをされているので

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、現行現行現行現行のののの事業者様事業者様事業者様事業者様のののの運賃運賃運賃運賃にににに係係係係るるるる調査調査調査調査がございがございがございがござい

ましてましてましてまして、、、、そこからそこからそこからそこから市内市内市内市内でのでのでのでの移動移動移動移動のののの平均平均平均平均をををを算出算出算出算出させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいており

ますますますます。。。。    

    

委員委員委員委員                ということはということはということはということは、、、、利用利用利用利用されてるされてるされてるされてる人数人数人数人数とかとかとかとか、、、、市内市内市内市内でででで利用利用利用利用されてるされてるされてるされてる運賃運賃運賃運賃

をををを利用利用利用利用されたされたされたされた人人人人でででで割割割割るるるる、、、、そういうことでいいですかそういうことでいいですかそういうことでいいですかそういうことでいいですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            はいはいはいはい。。。。    

    

委員委員委員委員                ちなみにちなみにちなみにちなみに言言言言えばえばえばえば、、、、バスバスバスバス、、、、市内市内市内市内のののの方方方方でででで神姫神姫神姫神姫バスとかバスとかバスとかバスとか緑緑緑緑バスバスバスバス使使使使われわれわれわれ                    

ているているているている割合割合割合割合とかとかとかとか、、、、いくらいくらいくらいくらぐらいあるんぐらいあるんぐらいあるんぐらいあるんでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            昨年度昨年度昨年度昨年度のパーソントリップのパーソントリップのパーソントリップのパーソントリップ調査調査調査調査ををををさせていただきましたけれどさせていただきましたけれどさせていただきましたけれどさせていただきましたけれど

もももも、、、、そのそのそのその結果結果結果結果でバスのでバスのでバスのでバスの利用利用利用利用はははは全全全全ててててのののの利用者利用者利用者利用者にににに比比比比べべべべ、、、、全体全体全体全体の５の５の５の５％％％％くらくらくらくら

いですいですいですいです。。。。鉄道鉄道鉄道鉄道やややや自動車自動車自動車自動車、、、、徒歩徒歩徒歩徒歩、、、、自転車全自転車全自転車全自転車全てのてのてのての移動手段移動手段移動手段移動手段のののの中中中中でででで何万何万何万何万とととと

いういういういうトリップトリップトリップトリップがあったのですががあったのですががあったのですががあったのですが、、、、そのうちの３そのうちの３そのうちの３そのうちの３～～～～５５５５％％％％ぐらいだったぐらいだったぐらいだったぐらいだった

とととと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

    

委員委員委員委員                そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。それからみればそれからみればそれからみればそれからみれば、、、、２７０２７０２７０２７０円円円円からからからから２００２００２００２００円円円円にしてくだにしてくだにしてくだにしてくだ

さるのですねさるのですねさるのですねさるのですね。。。。    

    

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。。。。    
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委員委員委員委員                あのあのあのあの、、、、確認確認確認確認をさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですがをさせていただきたいのですが、、、、「「「「３つのバスの３つのバスの３つのバスの３つのバスの垣根垣根垣根垣根                    

をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、全全全全てのバスがてのバスがてのバスがてのバスが距離距離距離距離にににに応応応応じたバスじたバスじたバスじたバス運賃運賃運賃運賃となることからとなることからとなることからとなることから」」」」とととと                    

４ページに４ページに４ページに４ページに書書書書かれているのですがかれているのですがかれているのですがかれているのですが、、、、コミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバス、、、、みっきぃよみっきぃよみっきぃよみっきぃよ                    

かたんをかたんをかたんをかたんを含含含含めたコミュニティバスとめたコミュニティバスとめたコミュニティバスとめたコミュニティバスと普通普通普通普通バスバスバスバス、、、、そのそのそのその距離距離距離距離にににに応応応応じたじたじたじた運運運運                    

賃賃賃賃になるということでになるということでになるということでになるということで、、、、バスバスバスバス停停停停をををを過過過過ぎるたびにぎるたびにぎるたびにぎるたびに運賃運賃運賃運賃がががが上上上上がっていくがっていくがっていくがっていく                    

ということでということでということでということで理解理解理解理解してよろしいのでしょうかしてよろしいのでしょうかしてよろしいのでしょうかしてよろしいのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、距離距離距離距離にににに応応応応じたじたじたじた運賃運賃運賃運賃のののの導入導入導入導入、、、、現行現行現行現行のコミュニティバスのコミュニティバスのコミュニティバスのコミュニティバス

ですからですからですからですから、、、、よかたんよかたんよかたんよかたん行行行行きのバスきのバスきのバスきのバス、、、、これについてもこれについてもこれについてもこれについても適応適応適応適応させていたださせていたださせていたださせていただ

こうとこうとこうとこうと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

    

委員委員委員委員                それでニコパカードをそれでニコパカードをそれでニコパカードをそれでニコパカードを利用利用利用利用すればすればすればすれば２００２００２００２００円円円円でででで精算精算精算精算されるというされるというされるというされるという

ことになりますねことになりますねことになりますねことになりますね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですそうですそうですそうです。。。。    

    

委員委員委員委員                そのそのそのその場合場合場合場合、、、、現行現行現行現行ワンボックスタイプのワンボックスタイプのワンボックスタイプのワンボックスタイプの直通直通直通直通バスバスバスバス、、、、コミュニティバコミュニティバコミュニティバコミュニティバ

スのスのスのスの場合場合場合場合はははは運賃表示機運賃表示機運賃表示機運賃表示機がががが採用採用採用採用していないものがあるのではないかしていないものがあるのではないかしていないものがあるのではないかしていないものがあるのではないか、、、、

ととと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、、、、そういったそういったそういったそういったものものものもののののの改修改修改修改修、、、、またまたまたまた、、、、一般現金一般現金一般現金一般現金でででで利用利用利用利用ささささ

れるれるれるれる方方方方でしたらでしたらでしたらでしたら整理券発行機整理券発行機整理券発行機整理券発行機、、、、等々等々等々等々のワンボックスタイプののワンボックスタイプののワンボックスタイプののワンボックスタイプの車両車両車両車両がががが

それでそれでそれでそれで改造改造改造改造がががが賄賄賄賄えるのかどうかえるのかどうかえるのかどうかえるのかどうか、、、、設備面設備面設備面設備面でのでのでのでの問題点問題点問題点問題点があるのではながあるのではながあるのではながあるのではな

いかいかいかいか、、、、ととと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、、、、どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考考考考えなのかおえなのかおえなのかおえなのかお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願いたいいたいいたいいたい

ですですですです。。。。    

    

会長会長会長会長                事務局事務局事務局事務局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            ワンボックスタイプのワンボックスタイプのワンボックスタイプのワンボックスタイプの車両車両車両車両、、、、別所方面別所方面別所方面別所方面であるとかであるとかであるとかであるとか自由自由自由自由がががが丘丘丘丘本町本町本町本町かかかか

らのらのらのらの直通直通直通直通バスにバスにバスにバスに利用利用利用利用されていますされていますされていますされていますがががが、、、、ワンボックスタイプもワンボックスタイプもワンボックスタイプもワンボックスタイプもこのこのこのこのたたたた

びびびびのののの見直見直見直見直しししし案案案案のののの中中中中ではではではでは自由自由自由自由がががが丘本町丘本町丘本町丘本町とととと現在現在現在現在のののの直通直通直通直通バスのバスのバスのバスの自由自由自由自由がががが丘丘丘丘

本町本町本町本町からのからのからのからのルートルートルートルート。。。。それからそれからそれからそれから、、、、別所石野別所石野別所石野別所石野あたりをあたりをあたりをあたりを通通通通ってくるルートってくるルートってくるルートってくるルート。。。。

それらをそれらをそれらをそれらを統合統合統合統合いたしまして１つのルートにいたしまして１つのルートにいたしまして１つのルートにいたしまして１つのルートに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。。。。そのそのそのその部部部部

分分分分についてはについてはについてはについては、、、、ワンボックスカーのワンボックスカーのワンボックスカーのワンボックスカーの利用利用利用利用をををを考考考考えておりましてえておりましてえておりましてえておりまして、、、、そのそのそのその

ワンボックスカーにつきましてはワンボックスカーにつきましてはワンボックスカーにつきましてはワンボックスカーにつきましては、、、、御御御御指摘指摘指摘指摘いただいたようにいただいたようにいただいたようにいただいたように運賃運賃運賃運賃ボボボボ

ードードードードとかとかとかとか車載器車載器車載器車載器のののの設置設置設置設置がががが困難困難困難困難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、、、、そのそのそのその部分部分部分部分につきまにつきまにつきまにつきま

してはいわゆるしてはいわゆるしてはいわゆるしてはいわゆる片片片片クローズクローズクローズクローズ、、、、途中乗降途中乗降途中乗降途中乗降できないできないできないできない均一運賃均一運賃均一運賃均一運賃をそのルーをそのルーをそのルーをそのルー

トについてはトについてはトについてはトについては適応適応適応適応させてさせてさせてさせていただきたいいただきたいいただきたいいただきたいととと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。。。。    
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委員委員委員委員                吉川地区吉川地区吉川地区吉川地区でででで走走走走っている１ルート２ルートっている１ルート２ルートっている１ルート２ルートっている１ルート２ルート、、、、あれもワンボックスタあれもワンボックスタあれもワンボックスタあれもワンボックスタ

イプでイプでイプでイプで走走走走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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは一体一体一体一体どうなるのでしょうかどうなるのでしょうかどうなるのでしょうかどうなるのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            みっきぃよかたんバスのことでしょうかみっきぃよかたんバスのことでしょうかみっきぃよかたんバスのことでしょうかみっきぃよかたんバスのことでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                みっきぃよかたんバスのことですみっきぃよかたんバスのことですみっきぃよかたんバスのことですみっきぃよかたんバスのことです。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そのそのそのその部分部分部分部分にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、いくらにするかはいくらにするかはいくらにするかはいくらにするかは別別別別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、、、、

一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃、、、、よかたんバスによかたんバスによかたんバスによかたんバスに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃ををを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。。。。    

ワンボックスタイプのものについてはワンボックスタイプのものについてはワンボックスタイプのものについてはワンボックスタイプのものについては、、、、設備上不可能設備上不可能設備上不可能設備上不可能ですですですです。。。。対対対対キロキロキロキロ

運賃運賃運賃運賃のののの導入導入導入導入はできないとはできないとはできないとはでき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。。。。    

    た だた だた だた だ 、、、、 他他他他 の ル ー ト に つ い て はの ル ー ト に つ い て はの ル ー ト に つ い て はの ル ー ト に つ い て は 、、、、 原 則原 則原 則原 則 距 離距 離距 離距 離 にににに 応応応応 じ たじ たじ たじ た 運 賃運 賃運 賃運 賃 をををを 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                ワンボックスはワンボックスはワンボックスはワンボックスは均一運賃均一運賃均一運賃均一運賃、、、、路線路線路線路線バスタイプはバスタイプはバスタイプはバスタイプは距離運賃距離運賃距離運賃距離運賃ということということということということ

になればになればになればになれば重重重重なるなるなるなるところがところがところがところが吉川地区吉川地区吉川地区吉川地区でもでもでもでも出出出出てくるのではないかてくるのではないかてくるのではないかてくるのではないか、、、、とととと思思思思

うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そういったそういったそういったそういった問題問題問題問題がががが考考考考えられるのがまず１えられるのがまず１えられるのがまず１えられるのがまず１点点点点。。。。    

もう１もう１もう１もう１点点点点ですがですがですがですが、、、、路線路線路線路線バスニコパカードはバスニコパカードはバスニコパカードはバスニコパカードは普通運賃普通運賃普通運賃普通運賃、、、、徳用運賃徳用運賃徳用運賃徳用運賃のののの

支払方法支払方法支払方法支払方法があり９があり９があり９があり９時時時時３０３０３０３０分分分分から１６から１６から１６から１６時時時時まではまではまではまでは徳用運賃徳用運賃徳用運賃徳用運賃でででで精算精算精算精算するするするする

ようになっておりますがようになっておりますがようになっておりますがようになっておりますが、、、、それはこのそれはこのそれはこのそれはこの割引一律運賃割引一律運賃割引一律運賃割引一律運賃とととと同同同同じようにどじようにどじようにどじようにど

ちらなのかちらなのかちらなのかちらなのか答答答答えていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですがえていただきたいのですが。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            均一運賃均一運賃均一運賃均一運賃とととと距離距離距離距離にににに応応応応じたじたじたじた運賃運賃運賃運賃のののの重重重重なるルートがあるということなるルートがあるということなるルートがあるということなるルートがあるということ

ですがですがですがですが、、、、そのそのそのその分分分分はははは現行現行現行現行のみっきぃよかたんバスについてものみっきぃよかたんバスについてものみっきぃよかたんバスについてものみっきぃよかたんバスについても均一運賃均一運賃均一運賃均一運賃

はははは１００１００１００１００円円円円でででで走走走走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、、、、それはそれはそれはそれは現在現在現在現在のそれでのそれでのそれでのそれで運行運行運行運行ができができができができ

ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので問題問題問題問題ないかとないかとないかとないかと考考考考えますえますえますえます。。。。そこはそこはそこはそこは、、、、事業者様事業者様事業者様事業者様とととと打合打合打合打合せせせせ

がががが必要必要必要必要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。。。。    

それとそれとそれとそれと徳用徳用徳用徳用の９の９の９の９時時時時３０３０３０３０分分分分から１６から１６から１６から１６時時時時のことですかのことですかのことですかのことですか、、、、徳用徳用徳用徳用のニコパのニコパのニコパのニコパ

プレミアムがプレミアムがプレミアムがプレミアムが適応適応適応適応するかどうかするかどうかするかどうかするかどうかですがですがですがですが、、、、事業者様事業者様事業者様事業者様のののの判断判断判断判断だとだとだとだと思思思思ってってってって

おりますおりますおりますおります。。。。    

    

委員委員委員委員                分分分分かりかりかりかりましたましたましたました。。。。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ありがとうございました。。。。    

    

委員委員委員委員                基本的基本的基本的基本的にはねにはねにはねにはね、、、、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方方方方のシステムをのシステムをのシステムをのシステムを御御御御利用利用利用利用させていたさせていたさせていたさせていた

だくということだくということだくということだくということになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。みっきぃよかたんのみっきぃよかたんのみっきぃよかたんのみっきぃよかたんの方方方方ですがですがですがですが、、、、
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路線路線路線路線バスとバスとバスとバスと均一料金制均一料金制均一料金制均一料金制のののの部分的部分的部分的部分的なななな、、、、現在現在現在現在もやっていますもやっていますもやっていますもやっています。。。。    

    

委員委員委員委員                みっきぃよかたんはみっきぃよかたんはみっきぃよかたんはみっきぃよかたんは、、、、運賃均一運賃均一運賃均一運賃均一でででで走走走走るということでよろしいでするということでよろしいでするということでよろしいでするということでよろしいです

かかかか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            はいはいはいはい。。。。    

    

会長会長会長会長                そこいらでそこいらでそこいらでそこいらで市民市民市民市民のののの方々方々方々方々へへへへのののの混乱混乱混乱混乱やややや不公平感不公平感不公平感不公平感、、、、支障支障支障支障はないでしょうはないでしょうはないでしょうはないでしょう

かねかねかねかね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            みっきぃよかたんバスについてはみっきぃよかたんバスについてはみっきぃよかたんバスについてはみっきぃよかたんバスについては、、、、旧吉川町時代旧吉川町時代旧吉川町時代旧吉川町時代からからからから運行運行運行運行していしていしていしてい

たというたというたというたという経緯経緯経緯経緯がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、あくまであくまであくまであくまで吉川地区内吉川地区内吉川地区内吉川地区内を４つのルートを４つのルートを４つのルートを４つのルート

でででで運行運行運行運行していくしていくしていくしていく。。。。非常非常非常非常にににに地域内地域内地域内地域内のののの完結型路線完結型路線完結型路線完結型路線でありでありでありであり、、、、そこらはそこらはそこらはそこらは地域地域地域地域

のののの方方方方のののの御御御御理解理解理解理解ををををいただけるといただけるといただけるといただける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                質問等質問等質問等質問等があったがあったがあったがあった場合場合場合場合でもでもでもでもきちんときちんときちんときちんと説明説明説明説明できますかできますかできますかできますか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですねそうですねそうですねそうですね、、、、設置設置設置設置のののの経緯経緯経緯経緯もございますのでもございますのでもございますのでもございますので。。。。    

    

委員委員委員委員                今今今今のののの案案案案ではではではでは、、、、第第第第１１１１段階段階段階段階でででで１５０１５０１５０１５０円円円円、、、、第第第第２２２２段階段階段階段階でででで２００２００２００２００円円円円にしにしにしにしていていていてい

ますがますがますがますが、、、、路線路線路線路線バスのバスのバスのバスの運賃運賃運賃運賃がががが１６０１６０１６０１６０円円円円からということでからということでからということでからということで、、、、逆逆逆逆にににに対対対対キロキロキロキロ

距離制距離制距離制距離制ににににできできできできないとなってしまいますのでないとなってしまいますのでないとなってしまいますのでないとなってしまいますので、、、、料金設定料金設定料金設定料金設定、、、、金額金額金額金額のののの設定設定設定設定

時時時時にもうにもうにもうにもう少少少少しししし詰詰詰詰めためためためた話話話話ができるかなとができるかなとができるかなとができるかな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。。。。    

原案原案原案原案では３では３では３では３年間年間年間年間はははは激変緩和激変緩和激変緩和激変緩和でででで１５０１５０１５０１５０円円円円でででで、、、、そのそのそのその場合場合場合場合はははは距離別設定距離別設定距離別設定距離別設定

はははは適用適用適用適用できできできできないとないとないとないと。。。。    

    

会長会長会長会長                そのそのそのその他他他他、、、、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                回数券回数券回数券回数券のののの割引割引割引割引きききき、、、、回数券回数券回数券回数券はははは１１１１，，，，００００００００００００円円円円でチャージされますとでチャージされますとでチャージされますとでチャージされますと１１１１，，，，

１００１００１００１００円円円円のののの１００１００１００１００円分円分円分円分のののの、、、、徳用徳用徳用徳用のののの１１１１，，，，００００００００００００円円円円チャージされますとチャージされますとチャージされますとチャージされますと

１１１１，，，，３００３００３００３００円円円円のののの３００３００３００３００円円円円ののののプレミアをプレミアをプレミアをプレミアを２００２００２００２００円上限円上限円上限円上限までということまでということまでということまでということ

ですがですがですがですが、、、、通常通常通常通常のののの路線路線路線路線バスのバスのバスのバスの運賃運賃運賃運賃１５０１５０１５０１５０円円円円、、、、１６０１６０１６０１６０円円円円、、、、１９０１９０１９０１９０円円円円とととと上上上上

がっていきますががっていきますががっていきますががっていきますが、、、、そのそのそのその部分部分部分部分プレミアをプレミアをプレミアをプレミアを反映反映反映反映させないとさせないとさせないとさせないと今今今今のサービのサービのサービのサービ

スをスをスをスを低下低下低下低下させてしまうというさせてしまうというさせてしまうというさせてしまうということことことことになりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、事業者事業者事業者事業者ととととしてはしてはしてはしては、、、、

そのままそのままそのままそのまま現状現状現状現状のののの１１１１，，，，００００００００００００円円円円がががが１１１１，，，，１００１００１００１００円円円円のののの、、、、１１１１，，，，００００００００００００円円円円がががが１１１１，，，，

３００３００３００３００円円円円ののののプレミアをプレミアをプレミアをプレミアを使用使用使用使用していただければなしていただければなしていただければなしていただければな、、、、とととと。。。。    
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そしてそしてそしてそして、、、、２００２００２００２００円円円円というというというということことことことですがですがですがですが、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカードをををを使用使用使用使用

していただくというしていただくというしていただくというしていただくという限定限定限定限定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、、、、通常通常通常通常プレミアでもプレミアでもプレミアでもプレミアでも１１１１，，，，００００

００００００００円円円円がががが１１１１，，，，１００１００１００１００円円円円になりますのでになりますのでになりますのでになりますので運賃運賃運賃運賃２００２００２００２００円円円円がががが１８０１８０１８０１８０円円円円になになになにな

るというるというるというるということことことことでででで利用者利用者利用者利用者にとってはおにとってはおにとってはおにとってはお得得得得になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、おおおお考考考考えいたえいたえいたえいた

だければなだければなだければなだければな、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

今今今今、、、、従来従来従来従来どおりどおりどおりどおりのプレミアのプレミアのプレミアのプレミアをををを利用利用利用利用していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい、、、、とおっしゃとおっしゃとおっしゃとおっしゃ

られましたがられましたがられましたがられましたが、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも利用利用利用利用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っておりますっておりますっておりますっております。。。。

ニコパをニコパをニコパをニコパを使用使用使用使用されているされているされているされている方方方方がががが、、、、およそバスおよそバスおよそバスおよそバス利用者利用者利用者利用者のののの半分半分半分半分程度程度程度程度とととと聞聞聞聞いいいい

ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、そういったそういったそういったそういった方々方々方々方々にはプレミアがにはプレミアがにはプレミアがにはプレミアが付付付付くくくく、、、、一部時間帯一部時間帯一部時間帯一部時間帯

にとってはにとってはにとってはにとっては更更更更ににににおおおお得得得得だとだとだとだと、、、、実際実際実際実際御御御御存存存存じだとじだとじだとじだと思思思思われますのでわれますのでわれますのでわれますので見直見直見直見直しししし後後後後

についてもについてもについてもについても、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも御御御御協力協力協力協力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                利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって損得損得損得損得というのもおかしいですけれどもというのもおかしいですけれどもというのもおかしいですけれどもというのもおかしいですけれども、、、、おおおお得感得感得感得感がががが

出出出出てくればてくればてくればてくれば利用数利用数利用数利用数もももも増増増増えていくのではとえていくのではとえていくのではとえていくのではと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。他他他他にににに何何何何かござかござかござかござ

いませんでしょうかいませんでしょうかいませんでしょうかいませんでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                さっきのさっきのさっきのさっきの運賃体系運賃体系運賃体系運賃体系のおのおのおのお話話話話ですがですがですがですが、、、、２００２００２００２００円円円円でよいとでよいとでよいとでよいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。

市市市市からのからのからのからの助成助成助成助成もありますのでもありますのでもありますのでもありますので大人大人大人大人もももも子子子子どもどもどもどももももも障障障障がいがいがいがい者者者者もももも皆皆皆皆一緒一緒一緒一緒だだだだ

ということですねということですねということですねということですね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃のことでしょうかのことでしょうかのことでしょうかのことでしょうか。。。。    

    

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            子子子子どもどもどもどもさんについてはさんについてはさんについてはさんについては、、、、小人子小人子小人子小人子どもどもどもども運賃運賃運賃運賃がががが適用適用適用適用されますしされますしされますしされますし、、、、障障障障がががが

いいいい者者者者のののの方方方方はははは障障障障がいがいがいがい者者者者のののの割引割引割引割引がががが今現在今現在今現在今現在ございますのでございますのでございますのでございますので、、、、それらはそれらはそれらはそれらは適用適用適用適用

してしてしてして現行現行現行現行のままのままのままのまま適用適用適用適用させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、仮仮仮仮にににに一律料金一律料金一律料金一律料金がががが２００２００２００２００円円円円だだだだ

とすればとすればとすればとすれば２００２００２００２００円以上円以上円以上円以上のののの料金料金料金料金にににに関関関関してはしてはしてはしては２００２００２００２００円均一円均一円均一円均一になるようになるようになるようになるよう

なななな運賃体系運賃体系運賃体系運賃体系になりますになりますになりますになります。。。。    

ですからですからですからですから、、、、子子子子どもどもどもどもさんにさんにさんにさんについてついてついてついてはははは当然子当然子当然子当然子どもどもどもども運賃運賃運賃運賃にににに適用適用適用適用ささささせせせせていていていてい

ただくただくただくただく、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方にににについてついてついてついてはははは障障障障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方のののの割引割引割引割引をををを適用適用適用適用させてさせてさせてさせて

いただいただいただいただいくいくいくいく、、、、ただただただただ上限上限上限上限２００２００２００２００円円円円をををを超超超超えたえたえたえた場合場合場合場合はははは２００２００２００２００円円円円をををを適用適用適用適用させさせさせさせ

ていただくていただくていただくていただく、、、、そうなりますそうなりますそうなりますそうなります。。。。    

    

委員委員委員委員                障障障障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方のののの割引割引割引割引についてなのですがについてなのですがについてなのですがについてなのですが、、、、判断判断判断判断をををを仰仰仰仰がないといけがないといけがないといけがないといけ

ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、路線路線路線路線バスについてバスについてバスについてバスについて現状現状現状現状はははは、、、、おおおお子様子様子様子様のののの方方方方、、、、それからそれからそれからそれから身身身身
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体障体障体障体障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方はははは半額運賃半額運賃半額運賃半額運賃にににに適用適用適用適用になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ただただただただ、、、、精神障精神障精神障精神障がががが

いいいい者者者者ののの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、、、、路線路線路線路線バスはバスはバスはバスは半額運賃半額運賃半額運賃半額運賃をををを適用適用適用適用しておりませしておりませしておりませしておりませ

んんんん。。。。    

ここここちらのちらのちらのちらの方方方方についてについてについてについてコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスコミュニティバスもももも適用適用適用適用されていませんされていませんされていませんされていません。。。。そそそそ

ののののあたりをあたりをあたりをあたりをどうしていくのかというところもどうしていくのかというところもどうしていくのかというところもどうしていくのかというところも含含含含めてめてめてめて事務局事務局事務局事務局さんとさんとさんとさんと

打合打合打合打合せをせをせをせを行行行行いたいといたいといたいとい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。。。。    

    

会長会長会長会長                今今今今、、、、コミュニティバスはコミュニティバスはコミュニティバスはコミュニティバスは、、、、精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方のののの割引割引割引割引をされているをされているをされているをされている

のでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            今今今今はははは、、、、精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方はやっておりませんはやっておりませんはやっておりませんはやっておりません。。。。    

    

会長会長会長会長                やっていないやっていないやっていないやっていない。。。。路線路線路線路線バスとバスとバスとバスと一緒一緒一緒一緒というというというということことことことですかですかですかですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。    

    

会長会長会長会長                今今今今、、、、国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省のののの方方方方からもからもからもからも精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者者者者にににに対対対対してもしてもしてもしても適用適用適用適用するようするようするようするよう

にににに指導指導指導指導がががが、、、、命令命令命令命令ではなくではなくではなくではなく指導指導指導指導がががが来来来来てててていますよねいますよねいますよねいますよね。。。。    

    

委員委員委員委員                はいはいはいはい。。。。    

    

会長会長会長会長                これからのこれからのこれからのこれからの課題課題課題課題だとだとだとだ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            今後今後今後今後、、、、事業者様事業者様事業者様事業者様とのとのとのとの協議協議協議協議のののの中中中中でででで精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方のののの適応適応適応適応についてについてについてについて

はははは、、、、打合打合打合打合せをせをせをせを行行行行いたいといたいといたいとい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                身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者者者者というというというということことことことでででで、、、、ペースメーカーをペースメーカーをペースメーカーをペースメーカーを入入入入れられたれられたれられたれられた方方方方ねねねね、、、、

あのあのあのあの方方方方たちはたちはたちはたちは身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者者者者のののの割引割引割引割引のののの対象対象対象対象になるんですかになるんですかになるんですかになるんですか。。。。それとそれとそれとそれと、、、、

ペースメーカーペースメーカーペースメーカーペースメーカー入入入入れたからといってれたからといってれたからといってれたからといって市市市市にににに何何何何らかのらかのらかのらかの報告報告報告報告はするのではするのではするのではするので

しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいなときしたいなときしたいなときしたいな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                それそれそれそれ専用専用専用専用のニコパカードがありますのでのニコパカードがありますのでのニコパカードがありますのでのニコパカードがありますので、、、、発行発行発行発行のののの際際際際にはにはにはには障障障障がいがいがいがい者者者者

手帳手帳手帳手帳のののの確認確認確認確認をさせていただいているようでをさせていただいているようでをさせていただいているようでをさせていただいているようで、、、、それをそれをそれをそれを持持持持ってってってって行行行行くくくく。。。。でででで

すのですのですのですので、、、、ペースメーカーをペースメーカーをペースメーカーをペースメーカーを入入入入れているれているれているれている、、、、とととと福祉福祉福祉福祉のののの方方方方にににに申申申申しししし出出出出をされをされをされをされ

ますとますとますとますと、、、、当然障当然障当然障当然障がいがいがいがい者者者者としてとしてとしてとして認定認定認定認定されるはずですのでされるはずですのでされるはずですのでされるはずですので、、、、見見見見たたたた目目目目がががが全全全全

然然然然分分分分からないからないからないからないのでのでのでので、、、、障障障障がいがいがいがい者手帳者手帳者手帳者手帳をををを取得取得取得取得されるされるされるされることことことことがががが一番一番一番一番なのなのなのなのかなかなかなかな
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ととと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                申請申請申請申請をせなをせなをせなをせないいいいかんかんかんかん、、、、というというというとい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                そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。それそれそれそれ専用専用専用専用のカードをおのカードをおのカードをおのカードをお作作作作りになってくださいりになってくださいりになってくださいりになってください。。。。    

    

委員委員委員委員                一見一見一見一見してもしてもしてもしても分分分分からないからないからないからないからねからねからねからね。。。。分分分分かりましたかりましたかりましたかりました。。。。    

    

委員委員委員委員                降車時降車時降車時降車時にににに手帳手帳手帳手帳もももも見見見見せないといけないのかなせないといけないのかなせないといけないのかなせないといけないのかな。。。。    

    

委員委員委員委員                降車時降車時降車時降車時にににに手帳手帳手帳手帳ととととＩＣＩＣＩＣＩＣカードとをカードとをカードとをカードとを一緒一緒一緒一緒にタッチしていただくにタッチしていただくにタッチしていただくにタッチしていただく。。。。    

    

委員委員委員委員                障障障障がいがいがいがい者手帳者手帳者手帳者手帳ももももＩＣＩＣＩＣＩＣカードになってるのかなカードになってるのかなカードになってるのかなカードになってるのかな。。。。    

    

委員委員委員委員                運転手運転手運転手運転手がががが承認承認承認承認、、、、機械機械機械機械のののの操作操作操作操作をするだけですをするだけですをするだけですをするだけです。。。。    

    

委員委員委員委員                手元手元手元手元でもそのでもそのでもそのでもその操作操作操作操作ができるというができるというができるというができるということことことことなんですねなんですねなんですねなんですね。。。。    

    

委員委員委員委員                はいはいはいはい。。。。    

    

委員委員委員委員                まずはまずはまずはまずは、、、、手帳手帳手帳手帳のののの入手入手入手入手、、、、そしてそしてそしてそして常時携帯常時携帯常時携帯常時携帯されることをおされることをおされることをおされることをお願願願願いしいしいしいしますますますます。。。。    

    

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。。。。    

    

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

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    ＰＰＰＰ８⑤の８⑤の８⑤の８⑤の再診受付機再診受付機再診受付機再診受付機のののの設置見直設置見直設置見直設置見直しししし((((イイイイ))))についてについてについてについて案案案案１と１と１と１と案案案案２が２が２が２が

ありますがありますがありますがありますが、、、、事業者事業者事業者事業者としてとしてとしてとして案案案案２を２を２を２を採用採用採用採用してしてしてして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考考考考えておえておえておえてお

りますりますりますります。。。。そのそのそのその理由理由理由理由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、、、、バスのバスのバスのバスの時刻時刻時刻時刻をををを変更変更変更変更したいとかしたいとかしたいとかしたいとか、、、、

そういうそういうそういうそういう御御御御要望要望要望要望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、、、、それにそれにそれにそれに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに応応応応えるえるえるえるためにためにためにために車両車両車両車両のののの

柔軟柔軟柔軟柔軟なななな運用運用運用運用ができるができるができるができる方方方方がががが対応対応対応対応しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、案案案案２を２を２を２を採用採用採用採用してしてしてして

いただくいただくいただくいただくことことことことでででで柔軟柔軟柔軟柔軟なダイヤなダイヤなダイヤなダイヤ改正改正改正改正がががが実施実施実施実施されるからですされるからですされるからですされるからです。。。。    

    

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はははは、、、、搭載搭載搭載搭載されたされたされたされた車両車両車両車両とととと搭載搭載搭載搭載されていないされていないされていないされていない車両車両車両車両がががが混在混在混在混在すすすす

るというるというるというるということことことことでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。それがそれがそれがそれが車両車両車両車両のののの運用運用運用運用のののの縛縛縛縛りになりましてりになりましてりになりましてりになりまして十分十分十分十分なななな要望要望要望要望
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におにおにおにお応応応応えができないえができないえができないえができない場合場合場合場合もももも考考考考えられますのでえられますのでえられますのでえられますので、、、、あるあるあるある程度柔軟程度柔軟程度柔軟程度柔軟にににに動動動動くくくく

方方方方がががが将来的将来的将来的将来的にいいのかなにいいのかなにいいのかなにいいのかな、、、、とととと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

会長会長会長会長                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。。。。車両車両車両車両がががが混在混在混在混在していくというしていくというしていくというしていくということことことことになるのですになるのですになるのですになるのです    

がががが。。。。    

    前前前前にににに、、、、利用利用利用利用されているされているされているされている方方方方はははは利用利用利用利用しておられるようですししておられるようですししておられるようですししておられるようですし、、、、あまりあまりあまりあまり

利用利用利用利用がないともがないともがないともがないとも聞聞聞聞きますしきますしきますしきますし。。。。    

    

委員委員委員委員                今今今今、、、、公民館公民館公民館公民館にににに設置設置設置設置してあるのはしてあるのはしてあるのはしてあるのは移動移動移動移動がないのですねがないのですねがないのですねがないのですね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            はいはいはいはい。。。。    

    

委員委員委員委員                公民館公民館公民館公民館にににに設置設置設置設置してあるのはそのまましてあるのはそのまましてあるのはそのまましてあるのはそのまま、、、、ということはバスにということはバスにということはバスにということはバスに乗乗乗乗るるるる時時時時

にあったのかなにあったのかなにあったのかなにあったのかな、、、、なかったのかななかったのかななかったのかななかったのかな、、、、とバスにとバスにとバスにとバスに乗乗乗乗るるるる場合場合場合場合にににに考考考考えなくてえなくてえなくてえなくて

もいいもいいもいいもいい、、、、気気気気になるならになるならになるならになるなら公民館公民館公民館公民館にににに行行行行こうこうこうこう、、、、というというというということことことことがががが決決決決められますめられますめられますめられます

よねよねよねよね。。。。だからだからだからだから、、、、公民館公民館公民館公民館はははは今今今今のののの機械機械機械機械ありますよありますよありますよありますよ、、、、ともっとともっとともっとともっと宣伝宣伝宣伝宣伝しておしておしておしてお

いたほうがよいいたほうがよいいたほうがよいいたほうがよい。。。。    

    

委員委員委員委員                それでそれでそれでそれで混乱混乱混乱混乱せずにせずにせずにせずに対応可能対応可能対応可能対応可能というというというという、、、、１１１１案案案案がががが良良良良いいいいととと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                今今今今、、、、意見意見意見意見もももも出出出出ていましたがていましたがていましたがていましたが、、、、さまざまさまざまさまざまさまざまなななな色色色色のバスがのバスがのバスがのバスが病院病院病院病院へへへへ行行行行きまきまきまきま

すすすす。。。。今今今今まではまではまではまでは病院行病院行病院行病院行きはきはきはきは直通直通直通直通バスでバスでバスでバスで分分分分かりかりかりかりやすかったがやすかったがやすかったがやすかったが、、、、今度今度今度今度ははははいいいい

ろいろろいろろいろろいろとととと変変変変わるわるわるわる。。。。最初最初最初最初はははは戸惑戸惑戸惑戸惑ううううのではなかろうかのではなかろうかのではなかろうかのではなかろうか、、、、とととと思思思思いますいますいますいますののののでででで、、、、

よくよくよくよく説明説明説明説明をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、またまたまたまた回覧版回覧版回覧版回覧版などでなどでなどでなどで説明説明説明説明をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき

たいなたいなたいなたいな、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。特特特特にににに高齢者高齢者高齢者高齢者はははは、、、、直通直通直通直通バスはバスはバスはバスは緑緑緑緑バスというふうバスというふうバスというふうバスというふう

になっていますしになっていますしになっていますしになっていますし、、、、そのままそのままそのままそのまま路線路線路線路線バスがバスがバスがバスが来来来来てもてもてもてもそのままそのままそのままそのまま乗乗乗乗らんとらんとらんとらんと、、、、

声声声声かけてももしかけてももしかけてももしかけてももし乗乗乗乗ってもいけませんのでってもいけませんのでってもいけませんのでってもいけませんので、、、、そのことについてのそのことについてのそのことについてのそのことについての広報広報広報広報

をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

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。。。。    

    

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

    

委員委員委員委員                それとねそれとねそれとねそれとね、、、、朝午前中朝午前中朝午前中朝午前中、、、、北播磨北播磨北播磨北播磨にににに行行行行きますでしょきますでしょきますでしょきますでしょ。。。。乗乗乗乗っていきますっていきますっていきますっていきます    

わわわわ。。。。そしたら８そしたら８そしたら８そしたら８時時時時のののの予約予約予約予約ですとか９ですとか９ですとか９ですとか９時時時時のののの予約予約予約予約とかそのとかそのとかそのとかその時間時間時間時間にににに行行行行くのでくのでくのでくので    

すすすすけれどけれどけれどけれど、、、、診察診察診察診察もももも待待待待たないといけないしたないといけないしたないといけないしたないといけないし、、、、おおおお薬薬薬薬もすごいもすごいもすごいもすごい時間時間時間時間かかりまかかりまかかりまかかりま    
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すってすってすってすって。。。。それでねそれでねそれでねそれでね、、、、３３３３時時時時、、、、４４４４時時時時になってになってになってになってしまってしまってしまってしまって、、、、さあバスにさあバスにさあバスにさあバスに乗乗乗乗りまりまりまりま    

しょしょしょしょかかかか、、、、ってってってって時時時時にににに大変大変大変大変バスをバスをバスをバスを待待待待たないといけないたないといけないたないといけないたないといけない。。。。あまりあまりあまりあまり遅遅遅遅くなるとくなるとくなるとくなると    

バスがないのでバスがないのでバスがないのでバスがないので困困困困るるるる、、、、とととと聞聞聞聞くのですがそのくのですがそのくのですがそのくのですがその配分配分配分配分なんかはバスはどうななんかはバスはどうななんかはバスはどうななんかはバスはどうな    

っているんですかねっているんですかねっているんですかねっているんですかね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            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のセンターからのセンターからのセンターからの帰帰帰帰りのりのりのりの便便便便ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

委員委員委員委員                遅遅遅遅くなったくなったくなったくなった場合場合場合場合。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            今現在今現在今現在今現在８８８８便運行便運行便運行便運行していましてしていましてしていましてしていまして、、、、おおむね５おおむね５おおむね５おおむね５時時時時ごろごろごろごろ・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

委員委員委員委員                あるんですかあるんですかあるんですかあるんですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            今今今今、、、、８８８８便便便便目目目目が５が５が５が５時頃発時頃発時頃発時頃発でありますでありますでありますであります。。。。    

    

委員委員委員委員                それはそれはそれはそれは、、、、３３３３時時時時、、、、４４４４時時時時、、、、５５５５時時時時とあるんですかとあるんですかとあるんですかとあるんですか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            今今今今はははは、、、、おおむね６０おおむね６０おおむね６０おおむね６０分間隔分間隔分間隔分間隔でなってるんですがでなってるんですがでなってるんですがでなってるんですが、、、、やはりその７やはりその７やはりその７やはりその７便便便便

８８８８便目便目便目便目、、、、病院病院病院病院からからからから出出出出るるるる分分分分、、、、時間時間時間時間でいえば４でいえば４でいえば４でいえば４時時時時と５と５と５と５時時時時のこの２のこの２のこの２のこの２便便便便につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては資料資料資料資料８ページにもお８ページにもお８ページにもお８ページにもお示示示示してますがしてますがしてますがしてますが、、、、５０５０５０５０％％％％からからからから６０６０６０６０％％％％ぐらいぐらいぐらいぐらい

がどなたもがどなたもがどなたもがどなたも御御御御利用利用利用利用されないバスされないバスされないバスされないバス便便便便になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。したがいまししたがいまししたがいまししたがいまし

てててて、、、、７７７７便目便目便目便目、、、、８８８８便目便目便目便目というのをというのをというのをというのを・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

委員委員委員委員                もっともっともっともっとＰＲＰＲＰＲＰＲしないといしないといしないといしないといけませんけませんけませんけませんねねねね。。。。ないというないというないというないということことことことでででで、、、、家家家家のののの人人人人にににに

電話電話電話電話かけてかけてかけてかけて子子子子どもどもどもどもがががが会社会社会社会社からからからから帰帰帰帰ってきてからってきてからってきてからってきてから迎迎迎迎えにえにえにえに来来来来ていただくていただくていただくていただく

とかとかとかとか、、、、帰帰帰帰りりりりをものすごくをものすごくをものすごくをものすごくいろいろいろいろいろいろいろいろおっしゃいますのでねおっしゃいますのでねおっしゃいますのでねおっしゃいますのでね、、、、ないのかないのかないのかないのか

しらとしらとしらとしらと思思思思っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱりそういうそういうそういうそういうＰＲＰＲＰＲＰＲをををを今度今度今度今度各地域各地域各地域各地域にににに意見意見意見意見交交交交

換換換換のののの時時時時にににに配配配配っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて、、、、帰帰帰帰りりりりはどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいのバスバスバスバスがあるからとがあるからとがあるからとがあるからと

いういういういうことことことことををををＰＲＰＲＰＲＰＲしていただけしていただけしていただけしていただけたらたらたらたら、、、、利用利用利用利用されるされるされるされる方方方方はははは喜喜喜喜ばれるとばれるとばれるとばれると思思思思いいいい

ますねますねますねますね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            どうしてもやはりどうしてもやはりどうしてもやはりどうしてもやはり遅遅遅遅くなってしまってくなってしまってくなってしまってくなってしまって、、、、直通直通直通直通バスがないというよバスがないというよバスがないというよバスがないというよ

うなうなうなうな時間時間時間時間にににに終終終終わってしまうわってしまうわってしまうわってしまうことことことことがあろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、

全全全全てのてのてのての方面方面方面方面にににに行行行行きませんけれどもきませんけれどもきませんけれどもきませんけれども病院病院病院病院がががが運行運行運行運行しておりますシャトしておりますシャトしておりますシャトしておりますシャト

ルバスがルバスがルバスがルバスが神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄のののの駅駅駅駅までまでまでまで運行運行運行運行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、、、、それであるそれであるそれであるそれである程度程度程度程度

はははは三木三木三木三木のののの方面方面方面方面にはにはにはには帰帰帰帰っていただけるかなっていただけるかなっていただけるかなっていただけるかな、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。病院利用病院利用病院利用病院利用ささささ
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れたれたれたれた方方方方でででで、、、、神鉄神鉄神鉄神鉄をををを利用利用利用利用されたされたされたされた方方方方についてはについてはについてはについては運賃助成運賃助成運賃助成運賃助成をををを行行行行っておりまっておりまっておりまっておりま

すのですのですのですので、、、、３００３００３００３００円円円円までのまでのまでのまでの助成助成助成助成をををを行行行行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、、、、実質実質実質実質１５０１５０１５０１５０円円円円

程度程度程度程度になりますがになりますがになりますがになりますが。。。。    

    

委員委員委員委員                案外案外案外案外、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを御御御御存存存存じではないですわじではないですわじではないですわじではないですわ。。。。バスでバスでバスでバスで行行行行ったらバったらバったらバったらバ

スでスでスでスで帰帰帰帰らんとならんらんとならんらんとならんらんとならん、、、、神鉄乗神鉄乗神鉄乗神鉄乗ってってってって樫山樫山樫山樫山からからからから帰帰帰帰ってくるっていうってくるっていうってくるっていうってくるっていう恵比恵比恵比恵比

須須須須までまでまでまで乗乗乗乗ったらいいのにそれがったらいいのにそれがったらいいのにそれがったらいいのにそれが分分分分からないからないからないからないらしいですわらしいですわらしいですわらしいですわ。。。。だからだからだからだから、、、、

そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも教教教教えていただいていたらえていただいていたらえていただいていたらえていただいていたら、、、、ルートルートルートルート描描描描いていていていて教教教教えていたえていたえていたえていた

だいていたらだいていたらだいていたらだいていたら安心安心安心安心してねしてねしてねしてね。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく薬薬薬薬のところですごくのところですごくのところですごくのところですごく待待待待たされるたされるたされるたされる

らしいですらしいですらしいですらしいです。。。。だからだからだからだから私私私私はははは言言言言うんですうんですうんですうんです。。。。別別別別にそのにそのにそのにその近近近近くでくでくでくで買買買買わなくてもわなくてもわなくてもわなくても

三木三木三木三木にににに帰帰帰帰ってきたらおってきたらおってきたらおってきたらお薬薬薬薬どこでもいただけるのよどこでもいただけるのよどこでもいただけるのよどこでもいただけるのよ、、、、ってってってって言言言言うのですうのですうのですうのです

けれどけれどけれどけれど、、、、そのそのそのその意味意味意味意味がががが皆皆皆皆さんまださんまださんまださんまだ高齢者高齢者高齢者高齢者ですのでですのでですのでですので飲飲飲飲みみみみ込込込込めてないのでめてないのでめてないのでめてないので、、、、

不自由不自由不自由不自由やなどとやなどとやなどとやなどと出出出出されるんですがされるんですがされるんですがされるんですが、、、、そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも教教教教えていただいえていただいえていただいえていただい

ていたらていたらていたらていたら今度今度今度今度はははは助助助助かってやろとかってやろとかってやろとかってやろ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、、、、またまたまたまた教教教教えてあげてくえてあげてくえてあげてくえてあげてく

ださいださいださいださい。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            資料資料資料資料にもにもにもにも付付付付けてけてけてけておりますけどもおりますけどもおりますけどもおりますけども、、、、１０１０１０１０地区地区地区地区にてにてにてにて意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

委員委員委員委員                ちょうどそのちょうどそのちょうどそのちょうどその時時時時にねにねにねにね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            来来来来ていただけますのでていただけますのでていただけますのでていただけますので、、、、十分十分十分十分なななな説明説明説明説明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                他他他他にございませんかにございませんかにございませんかにございませんか。。。。    

                                        

委員委員委員委員                おおおお願願願願いなんですがいなんですがいなんですがいなんですが、、、、１７１７１７１７ページページページページ、、、、１８１８１８１８ページのページのページのページの吉川吉川吉川吉川、、、、口吉川口吉川口吉川口吉川のペのペのペのペ

ージですがージですがージですがージですが、「、「、「、「みなぎだいみなぎだいみなぎだいみなぎだい」」」」がががが漢字表記漢字表記漢字表記漢字表記になっているになっているになっているになっている。。。。神姫神姫神姫神姫バスさバスさバスさバスさ

んもんもんもんも漢字表記漢字表記漢字表記漢字表記になっているになっているになっているになっている。。。。これはこれはこれはこれは平仮名平仮名平仮名平仮名なんですなんですなんですなんです。「。「。「。「みなぎみなぎみなぎみなぎ台台台台」。」。」。」。

説明用説明用説明用説明用のののの資料資料資料資料をををを書書書書きききき直直直直していただけませんやろかしていただけませんやろかしていただけませんやろかしていただけませんやろか。。。。間間間間にににに合合合合うんでしうんでしうんでしうんでし

たらたらたらたら。。。。このページのこのページのこのページのこのページの何箇所何箇所何箇所何箇所かありますんでかありますんでかありますんでかありますんで。。。。    

    

会長会長会長会長                直直直直しますんでしますんでしますんでしますんで。。。。    

    

委員委員委員委員                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。。。。神姫神姫神姫神姫バスさんもよろしくおバスさんもよろしくおバスさんもよろしくおバスさんも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。。。。                    

おおおお金金金金がかかるでしょうけれどがかかるでしょうけれどがかかるでしょうけれどがかかるでしょうけれど、、、、できたらできたらできたらできたら正正正正しいしいしいしい地名地名地名地名にしていただいにしていただいにしていただいにしていただい

たらたらたらたら非常非常非常非常ににににうれしいうれしいうれしいうれしいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。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。。。。    
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会長会長会長会長                平仮名平仮名平仮名平仮名になるんですかになるんですかになるんですかになるんですか。。。。    

    

委員委員委員委員                それはいつごろそれはいつごろそれはいつごろそれはいつごろ変更変更変更変更になったんですかになったんですかになったんですかになったんですか。。。。    

    

委員委員委員委員                元々平仮名元々平仮名元々平仮名元々平仮名でしたでしたでしたでした。。。。漢字漢字漢字漢字なんてなんてなんてなんて使使使使っていませんよっていませんよっていませんよっていませんよ。。。。住民票住民票住民票住民票などなどなどなど見見見見

てもらったらわかるとてもらったらわかるとてもらったらわかるとてもらったらわかる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。。。。漢字漢字漢字漢字やないですやないですやないですやないです。。。。平仮名平仮名平仮名平仮名でででで

すすすす。。。。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            今今今今、、、、資料資料資料資料のののの方方方方はははは、、、、神姫神姫神姫神姫バスバスバスバスのバスのバスのバスのバス停停停停のののの表記表記表記表記にににに合合合合わさせていただきわさせていただきわさせていただきわさせていただき                    

ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、平仮名平仮名平仮名平仮名にににに直直直直させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと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。。。。    

    

委員委員委員委員                おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

会長会長会長会長                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。。。。    

    

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

    

会長会長会長会長                今日今日今日今日、、、、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いろいろいろいろいろいろいろいろとととと説明説明説明説明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。。。。    

ＰＰＰＰ１９１９１９１９のののの一番下一番下一番下一番下のところなんですけれどのところなんですけれどのところなんですけれどのところなんですけれど、、、、みっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバス    

のののの運賃運賃運賃運賃についてなんですがについてなんですがについてなんですがについてなんですが、、、、一律運賃一律運賃一律運賃一律運賃をををを２００２００２００２００円円円円にしたにしたにしたにした場合場合場合場合、、、、みっみっみっみっ

きぃよかたんバスはきぃよかたんバスはきぃよかたんバスはきぃよかたんバスは、、、、現行運賃現行運賃現行運賃現行運賃のののの１００１００１００１００円円円円から２から２から２から２倍倍倍倍になることからになることからになることからになることから

激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置として３として３として３として３年間年間年間年間はははは１５０１５０１５０１５０円円円円、、、、４４４４年目年目年目年目からからからから２００２００２００２００円円円円としまとしまとしまとしま

すすすす、、、、というというというという事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの提案提案提案提案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、、、、これについていかこれについていかこれについていかこれについていか    

がなものでしょうがなものでしょうがなものでしょうがなものでしょう。。。。皆様皆様皆様皆様、、、、御御御御理解理解理解理解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。。。。    

    

委員委員委員委員                異議異議異議異議ありませんありませんありませんありません。。。。３３３３年年年年もかけなくてもよいのではないかもかけなくてもよいのではないかもかけなくてもよいのではないかもかけなくてもよいのではないか。。。。    

    

会長会長会長会長                なかなかなかなかなかなかなかなか運賃運賃運賃運賃がががが上上上上がるとがるとがるとがるとなるとなるとなるとなると利用者利用者利用者利用者のののの方方方方からのからのからのからの抵抗抵抗抵抗抵抗があるとがあるとがあるとがあると

いうかいうかいうかいうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            事務局事務局事務局事務局としては３としては３としては３としては３年年年年ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが適当適当適当適当かなかなかなかな、、、、とととと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、市内市内市内市内                    

のののの中中中中でそこだけがでそこだけがでそこだけがでそこだけが特別特別特別特別なななな運賃運賃運賃運賃というというというという形形形形になりますしになりますしになりますしになりますし、、、、普通普通普通普通にににに短短短短くてくてくてくて                    

もよろしいかなとももよろしいかなとももよろしいかなとももよろしいかなとも考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

委員委員委員委員                三木市三木市三木市三木市のののの温温温温かいかいかいかい気持気持気持気持ちをちをちをちをくくくくんで３んで３んで３んで３年間年間年間年間でいいのではないでしょでいいのではないでしょでいいのではないでしょでいいのではないでしょ
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うかねうかねうかねうかね。。。。２２２２年年年年にすることにすることにすることにすること自体自体自体自体がよくがよくがよくがよく意味意味意味意味がががが分分分分かりませんしかりませんしかりませんしかりませんし、、、、いいんいいんいいんいいん

じゃないですかねじゃないですかねじゃないですかねじゃないですかね。。。。一番得一番得一番得一番得な３な３な３な３年間年間年間年間ということでということでということでということで。。。。たとえ１たとえ１たとえ１たとえ１年年年年でもでもでもでも。。。。    

    

会長会長会長会長                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。。。。今今今今、、、、ありがたいありがたいありがたいありがたい御御御御意見意見意見意見をいただいたわけですをいただいたわけですをいただいたわけですをいただいたわけです

けれどけれどけれどけれど。。。。    

    

委員委員委員委員                そうなったそうなったそうなったそうなった場合場合場合場合、、、、事務局事務局事務局事務局とすればとすればとすればとすれば意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会でででで説明説明説明説明にににに回回回回られますられますられますられます

けれどけれどけれどけれど、、、、おかしいおかしいおかしいおかしいのじゃのじゃのじゃのじゃないかないかないかないか、、、、というというというという意見意見意見意見がががが出出出出たたたた場合場合場合場合にきちんとにきちんとにきちんとにきちんと

したしたしたした根拠根拠根拠根拠のののの説明説明説明説明ができるんならそれでいいとができるんならそれでいいとができるんならそれでいいとができるんならそれでいいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

特定特定特定特定のののの地域地域地域地域だけだけだけだけ長長長長くするというのもくするというのもくするというのもくするというのも、、、、全体全体全体全体からからからからみみみみればればればれば少少少少しおかししおかししおかししおかし    

いかないかないかないかな、、、、不公平感不公平感不公平感不公平感がががが出出出出ますますますますよねよねよねよね。。。。    

 

会長会長会長会長                そこはこれからそこはこれからそこはこれからそこはこれから地元説明地元説明地元説明地元説明していただくしていただくしていただくしていただく中中中中でででで、、、、利用者利用者利用者利用者のののの方方方方のののの反応反応反応反応とととと

いうことになるんでしょうかいうことになるんでしょうかいうことになるんでしょうかいうことになるんでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                さっきおっしゃっていたさっきおっしゃっていたさっきおっしゃっていたさっきおっしゃっていた気持気持気持気持ちもちもちもちも分分分分かりますけどねかりますけどねかりますけどねかりますけどね、、、、１０１０１０１０地区地区地区地区ああああ

ってってってって吉川吉川吉川吉川だけがだけがだけがだけが今今今今１００１００１００１００円円円円がががが２００２００２００２００円円円円になるになるになるになる。。。。倍倍倍倍になるということになるということになるということになるということ

ですがですがですがですが、、、、なぜなぜなぜなぜ１００１００１００１００円円円円やったのかやったのかやったのかやったのか、、、、ということがということがということがということが話話話話にににに出出出出ていなかっていなかっていなかっていなかっ

たたたた。。。。    

説明説明説明説明もあるので２もあるので２もあるので２もあるので２年間年間年間年間でいいのではないでしょうかでいいのではないでしょうかでいいのではないでしょうかでいいのではないでしょうか。。。。地元地元地元地元はははは１０１０１０１０

００００円円円円がががが２００２００２００２００円円円円にににに変変変変わるとわるとわるとわると、、、、なぜだなぜだなぜだなぜだ、、、、というというというという反発反発反発反発もあるかもあるかもあるかもあるか分分分分かかかかりまりまりまりま

せんがせんがせんがせんが、、、、三木市三木市三木市三木市のののの１０１０１０１０地区地区地区地区のののの中中中中のののの１１１１地区地区地区地区だけだけだけだけ１００１００１００１００円円円円はどうしてなはどうしてなはどうしてなはどうしてな

んだというんだというんだというんだという、、、、細川細川細川細川もももも口吉川口吉川口吉川口吉川もももも皆皆皆皆ありますよねありますよねありますよねありますよね。。。。そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係でやっでやっでやっでやっ

てたらてたらてたらてたらおかしおかしおかしおかしくくくくないかないかないかないか、、、、とととと言言言言われたらまたわれたらまたわれたらまたわれたらまた説明説明説明説明もももも困困困困るんじゃないかるんじゃないかるんじゃないかるんじゃないか

とととと。。。。まあ２まあ２まあ２まあ２年年年年ぐらいでいいなぐらいでいいなぐらいでいいなぐらいでいいな。。。。辛抱辛抱辛抱辛抱してもらえればどちらもええんしてもらえればどちらもええんしてもらえればどちらもええんしてもらえればどちらもええん

やないかなやないかなやないかなやないかな、、、、ととと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                いかがでしょうかねいかがでしょうかねいかがでしょうかねいかがでしょうかね。。。。    

    

委員委員委員委員                元々元々元々元々みっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバスみっきぃよかたんバスはははは、、、、コミュニティバスのコミュニティバスのコミュニティバスのコミュニティバスの先駆先駆先駆先駆けけけけ的的的的なななな存存存存

在在在在でありましてでありましてでありましてでありまして、、、、古古古古いコミュニティバスですいコミュニティバスですいコミュニティバスですいコミュニティバスです。。。。それでまあそれでまあそれでまあそれでまあ、、、、利用者利用者利用者利用者

からすればからすればからすればからすれば１００１００１００１００円円円円がががが１５０１５０１５０１５０円円円円になることになることになることになること自体自体自体自体がががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題だとだとだとだと

思思思思いまいまいまいますのすのすのすのでででで、、、、仮仮仮仮にににに２００２００２００２００円円円円としたとしたとしたとした場合場合場合場合、、、、今今今今のののの運賃運賃運賃運賃からすればからすればからすればからすれば倍額倍額倍額倍額

になりまになりまになりまになりますのすのすのすのでででで、、、、そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味でもでもでもでも私私私私はははは３３３３年間年間年間年間はははは１５０１５０１５０１５０円円円円にすべにすべにすべにすべ

きだときだときだときだと思思思思うううう。。。。    
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会長会長会長会長                今今今今、、、、おおおお伺伺伺伺いしましたら２いしましたら２いしましたら２いしましたら２対対対対２のあいこになっております２のあいこになっております２のあいこになっております２のあいこになっております。。。。事務局事務局事務局事務局

のののの方方方方いかがでしょうかねいかがでしょうかねいかがでしょうかねいかがでしょうかね、、、、これもうこれもうこれもうこれもう協議会協議会協議会協議会でででで地元利用者地元利用者地元利用者地元利用者のののの方々方々方々方々ががががいいいい

ろいろろいろろいろろいろ議論議論議論議論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３で３で３で３年案年案年案年案がありがありがありがあり、、、、２２２２年案年案年案年案がありというがありというがありというがありという

こここことでとでとでとで、、、、吉川地区吉川地区吉川地区吉川地区へへへへ説明説明説明説明にににに行行行行かれるかれるかれるかれる時時時時にににに協議会協議会協議会協議会ではではではでは両案両案両案両案があるんだがあるんだがあるんだがあるんだ

ということでのということでのということでのということでの説明説明説明説明をしていただくということでよろしいでしょをしていただくということでよろしいでしょをしていただくということでよろしいでしょをしていただくということでよろしいでしょ

うかうかうかうか。。。。    

    

委員委員委員委員                ２２２２年年年年というというというという意見意見意見意見もももも出出出出ましたしましたしましたしましたし、、、、３３３３年年年年というというというという意見意見意見意見もももも出出出出ましたしましたしましたしましたし、、、、３３３３

年年年年というというというという形形形形でででで表記表記表記表記のののの方方方方はさせていただいてはさせていただいてはさせていただいてはさせていただいて、、、、例例例例えばそのえばそのえばそのえばその中中中中でででで説明説明説明説明ささささ

せていただくせていただくせていただくせていただく中中中中でででで実実実実は２は２は２は２年年年年ということもということもということもということも・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

副市長副市長副市長副市長            ３３３３年年年年とととと書書書書いていていていて、、、、２２２２年年年年か３か３か３か３年年年年かとかとかとかと聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら絶対絶対絶対絶対３３３３年年年年となるとなるとなるとなるののののでででで。。。。    

    

委員委員委員委員                ですからですからですからですから、、、、３３３３年年年年というというというという表記表記表記表記でさせていただきたいなでさせていただきたいなでさせていただきたいなでさせていただきたいな、、、、とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

副市長副市長副市長副市長            いやいやいやいやいやいやいやいや、、、、逆逆逆逆やないかやないかやないかやないか。。。。３３３３年年年年とととと書書書書くとくとくとくと絶対絶対絶対絶対３３３３年年年年やないかとやないかとやないかとやないかと言言言言われわれわれわれ

るんじゃないかるんじゃないかるんじゃないかるんじゃないか。。。。２２２２年年年年か３か３か３か３年年年年かとかとかとかと聞聞聞聞いたらいたらいたらいたら、、、、絶対絶対絶対絶対２２２２年年年年とととと言言言言われますわれますわれますわれます。。。。

だからそれはだからそれはだからそれはだからそれは、、、、聞聞聞聞くくくく場合場合場合場合はははは絶対絶対絶対絶対にににに地元地元地元地元のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんからからからから

したらしたらしたらしたら、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも長長長長いいいい方方方方がいいとおっしゃるにがいいとおっしゃるにがいいとおっしゃるにがいいとおっしゃるに決決決決まってますからまってますからまってますからまってますから。。。。    

あるあるあるある程度委程度委程度委程度委員会員会員会員会でででで決決決決めていただかめていただかめていただかめていただかないとないとないとないと、、、、そんなええそんなええそんなええそんなええ加減加減加減加減なことなことなことなこと

ででででいいいいったらったらったらったら絶対絶対絶対絶対３３３３年年年年になるのになるのになるのになるのはははは目目目目にににに見見見見ええええてますてますてますてますからからからから。。。。それをもっとそれをもっとそれをもっとそれをもっと

議論議論議論議論していただいてしていただいてしていただいてしていただいて、、、、やはりやはりやはりやはり委員会委員会委員会委員会としてとしてとしてとして皆皆皆皆で２で２で２で２年年年年かかるとかかるとかかるとかかると決決決決めてめてめてめて

もらうもらうもらうもらう方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    ニュートラルなニュートラルなニュートラルなニュートラルな考考考考ええええ方方方方でいきますとでいきますとでいきますとでいきますと、、、、○○○○○○○○委員委員委員委員からからからから路線路線路線路線バスとバスとバスとバスと

のののの運賃運賃運賃運賃のののの差差差差というというというという話話話話がががが出出出出ていますていますていますています。。。。少少少少しししし調調調調べてみますとべてみますとべてみますとべてみますと、、、、古市停留古市停留古市停留古市停留

所所所所からからからから吉川庁舎前吉川庁舎前吉川庁舎前吉川庁舎前までのまでのまでのまでの運賃運賃運賃運賃がががが２４０２４０２４０２４０円円円円となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。これがこれがこれがこれが２２２２

００００００００円円円円にににに下下下下がることになるのでしたらがることになるのでしたらがることになるのでしたらがることになるのでしたら、、、、再編再編再編再編とととと同時同時同時同時にににに路線路線路線路線バスにバスにバスにバスに近近近近

づけるづけるづけるづける上上上上でででで値上値上値上値上げという１つのげという１つのげという１つのげという１つの案案案案としていかがかなとしていかがかなとしていかがかなとしていかがかな、、、、とととと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

会長会長会長会長                １００１００１００１００円円円円からからからから一気一気一気一気にににに２００２００２００２００円円円円にににに上上上上げるげるげるげる。。。。倍倍倍倍ですかですかですかですか。。。。厳厳厳厳しいしいしいしい御御御御意見意見意見意見

ですねですねですねですね。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    はいはいはいはい。。。。それも１つのそれも１つのそれも１つのそれも１つの意見意見意見意見としてとしてとしてとして協議会協議会協議会協議会のののの中中中中でででで御御御御協議協議協議協議してもらえしてもらえしてもらえしてもらえ

たらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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会長会長会長会長                今今今今、、、、現行現行現行現行１００１００１００１００円円円円からからからから変更時変更時変更時変更時にににに２００２００２００２００円円円円にににに上上上上げるというげるというげるというげるという御御御御意見意見意見意見もももも

いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。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                私私私私が３が３が３が３年間年間年間年間のののの激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置をををを取取取取ったったったった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと申申申申しししし上上上上げたのはげたのはげたのはげたのは、、、、

やはりやはりやはりやはり利用者離利用者離利用者離利用者離れをれをれをれを懸念懸念懸念懸念しているしているしているしてい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。。。。運賃運賃運賃運賃がががが上上上上がったがったがったがった

らららら週週週週に３に３に３に３回行回行回行回行っといたのを２っといたのを２っといたのを２っといたのを２回回回回にしようかにしようかにしようかにしようか、、、、というふうになってもというふうになってもというふうになってもというふうになっても

らってもらってもらってもらっても困困困困りますしりますしりますしりますし、、、、そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味でででで運賃運賃運賃運賃をををを改定改定改定改定というのはというのはというのはというのは利用利用利用利用

者者者者のののの増減増減増減増減にににに直結直結直結直結するものだとするものだとするものだとするものだと思思思思いますんでいますんでいますんでいますんで、、、、今今今今まではまではまではまでは隔日運行隔日運行隔日運行隔日運行だっだっだっだっ

たんですたんですたんですたんです。。。。火火火火・・・・木運行木運行木運行木運行とととと、、、、水水水水・・・・金運行金運行金運行金運行というというというという形形形形でででで運行運行運行運行していたのでしていたのでしていたのでしていたので

すがすがすがすが、、、、それがそれがそれがそれが毎日運行毎日運行毎日運行毎日運行するようになりまして１するようになりまして１するようになりまして１するようになりまして１日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの平均平均平均平均はははは隔隔隔隔

日運行日運行日運行日運行のののの頃頃頃頃にににに比比比比べるとべるとべるとべると減減減減ってきているとってきているとってきているとってきてい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、、、、そういったそういったそういったそういった

意味意味意味意味でででで利用者利用者利用者利用者をををを逃逃逃逃がさないためにがさないためにがさないためにがさないために１５０１５０１５０１５０円円円円というというというという意見意見意見意見をををを言言言言わせてわせてわせてわせて

もらいましたのでもらいましたのでもらいましたのでもらいましたので、、、、そのそのそのその部分部分部分部分もももも考慮考慮考慮考慮していただいてしていただいてしていただいてしていただいて御御御御判断判断判断判断いただけいただけいただけいただけ

ればとればとればと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                確確確確かにかにかにかに運賃運賃運賃運賃がががが変変変変わればわればわればわれば、、、、何何何何パーセントかのパーセントかのパーセントかのパーセントかの逸走逸走逸走逸走がががが出出出出ますよねますよねますよねますよね。。。。    

どんなもんでしょうかどんなもんでしょうかどんなもんでしょうかどんなもんでしょうか。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろとととと意見意見意見意見がががが出出出出ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、事務局事務局事務局事務局

案案案案ででででいいいいくということでよろしいでしょうかくということでよろしいでしょうかくということでよろしいでしょうかくということでよろしいでしょうか。。。。    

    

（（（（異議異議異議異議なしなしなしなし））））    

    

会長会長会長会長                本件本件本件本件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、、、、事務局案事務局案事務局案事務局案でいいということででいいということででいいということででいいということで、、、、委員全員委員全員委員全員委員全員のののの

御御御御賛同賛同賛同賛同をををを得得得得られたということになりましたられたということになりましたられたということになりましたられたということになりました。。。。他他他他にございませんでしにございませんでしにございませんでしにございませんでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。    

本日本日本日本日、、、、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前回前回前回前回とのとのとのとの変更部分変更部分変更部分変更部分についてについてについてについて説明説明説明説明がございまがございまがございまがございま

したしたしたした。。。。８ページの⑤８ページの⑤８ページの⑤８ページの⑤番番番番のところのところのところのところ、、、、４ページの①のところ４ページの①のところ４ページの①のところ４ページの①のところ、、、、更更更更にににに先先先先ほほほほ

どみっきぃよかたんバスのどみっきぃよかたんバスのどみっきぃよかたんバスのどみっきぃよかたんバスの運賃運賃運賃運賃のののの関係関係関係関係、、、、財政財政財政財政にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響というこというこというこというこ

とでとでとでとで前回前回前回前回３３３３案案案案あったのを２あったのを２あったのを２あったのを２案案案案ということでということでということでということで説明説明説明説明していただきまししていただきまししていただきまししていただきまし

たたたた。。。。    

そこらをそこらをそこらをそこらを含含含含めましてめましてめましてめまして全体的全体的全体的全体的にまだここらちょっとにまだここらちょっとにまだここらちょっとにまだここらちょっと腑腑腑腑にににに落落落落ちないちないちないちない

とかとかとかとか、、、、不明不明不明不明なななな点点点点ございますかございますかございますかございますか。。。。    

    よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。    

    

会長会長会長会長                御御御御意見等意見等意見等意見等もないということでございますのでもないということでございますのでもないということでございますのでもないということでございますので、、、、本日事務局本日事務局本日事務局本日事務局のののの方方方方かかかか

らららら提案提案提案提案がありましたがありましたがありましたがありました見直見直見直見直しししし計画案計画案計画案計画案、、、、これをこれをこれをこれを本協議会本協議会本協議会本協議会のののの決定決定決定決定というこというこというこというこ

とにさせてほしいのですがとにさせてほしいのですがとにさせてほしいのですがとにさせてほしいのですが、、、、よろしよろしよろしよろしゅうございますでしょうかゅうございますでしょうかゅうございますでしょうかゅうございますでしょうか。。。。    
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（（（（異議異議異議異議なしなしなしなし））））    

    

会長会長会長会長                特特特特にににに御御御御意見意見意見意見もないということでございますのでもないということでございますのでもないということでございますのでもないということでございますので、、、、見直見直見直見直しししし計画案計画案計画案計画案にににに

ついてついてついてついて、、、、今回今回今回今回のののの決定案決定案決定案決定案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。。。。    

各委員各委員各委員各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、、、、大変大変大変大変御御御御貴重貴重貴重貴重なななな意見賜意見賜意見賜意見賜りましてりましてりましてりまして誠誠誠誠

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。。。。    

それではそれではそれではそれでは本日本日本日本日のののの協議事項協議事項協議事項協議事項につきましてはこれでにつきましてはこれでにつきましてはこれでにつきましてはこれで終了終了終了終了いたしましいたしましいたしましいたしまし

たのでたのでたのでたので、、、、これからのこれからのこれからのこれ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たいとししたいとししたいとししたいと思思思思

いますいますいますいます。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            貴重貴重貴重貴重なななな御御御御意見意見意見意見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。。。。    

なおなおなおなお、、、、このこのこのこ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案案案案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、、、、５５５５月月月月１１１１日日日日

広報広報広報広報みきのみきのみきのみきの別冊別冊別冊別冊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市内各世帯市内各世帯市内各世帯市内各世帯にににに配布配布配布配布をさせていただをさせていただをさせていただをさせていただ

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。。。。    

それまでそれまでそれまでそれまで若干若干若干若干のののの文言等文言等文言等文言等のののの修正修正修正修正、、、、それからそれからそれからそれから本日本日本日本日御御御御意見意見意見意見いただきましいただきましいただきましいただきまし

たたたた内容内容内容内容のののの反映反映反映反映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、、、、申申申申しししし訳訳訳訳ございませんがございませんがございませんがございませんが、、、、事務局事務局事務局事務局とととと会会会会

長長長長のののの方方方方でででで一任一任一任一任させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども、、、、それでよろそれでよろそれでよろそれでよろ

しいでしょうかしいでしょうかしいでしょうかしいでしょうか。。。。    

    

委員委員委員委員                最終的最終的最終的最終的にこれでいくというやつはにこれでいくというやつはにこれでいくというやつはにこれでいくというやつは、、、、広報広報広報広報のののの前前前前にもらえるのでしょにもらえるのでしょにもらえるのでしょにもらえるのでしょ

うかうかうかうか。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            送送送送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。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    すいませんすいませんすいませんすいません、、、、１１１１点点点点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。。。。地元説明会地元説明会地元説明会地元説明会にににに回回回回られるられるられるられる

時時時時にににに使用使用使用使用されるされるされるされる資料資料資料資料というのはというのはというのはというのはさきさきさきさきほどおっしゃっていたほどおっしゃっていたほどおっしゃっていたほどおっしゃっていた事前事前事前事前

にいただけるにいただけるにいただけるにいただける資料資料資料資料とととと、、、、今日今日今日今日のののの見直見直見直見直しししし計画案計画案計画案計画案のののの読読読読みみみみ返返返返されたものかされたものかされたものかされたものか

どちらになるのでしょうどちらになるのでしょうどちらになるのでしょうどちらになるのでしょう。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            このこのこのこの見直見直見直見直しししし計画案計画案計画案計画案のののの冊子冊子冊子冊子になったになったになったになった形形形形のものとのものとのものとのものと地区別地区別地区別地区別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、、、、地区別地区別地区別地区別にににに詳細詳細詳細詳細なななな分分分分かりやすくしたかりやすくしたかりやすくしたかりやすくした別途資料別途資料別途資料別途資料をををを作成作成作成作成するするするする予定予定予定予定でででで

すすすす。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    そのそのそのその時時時時のののの資料資料資料資料のののの中中中中にににに、、、、前回前回前回前回のののの会議会議会議会議のののの時時時時にいただいていますバスにいただいていますバスにいただいていますバスにいただいていますバス

とととと神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄神戸電鉄のののの接続状況接続状況接続状況接続状況というというというという資料資料資料資料もももも入入入入っていくとっていくとっていくとっていくと思思思思っていればっていればっていればっていれば
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よいでしょうかよいでしょうかよいでしょうかよいでしょうか。。。。    

    

会長会長会長会長                事務局入事務局入事務局入事務局入りますよねりますよねりますよねりますよね。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。そのそのそのその件件件件にににに関関関関しましては１しましては１しましては１しましては１枚枚枚枚ものですのでものですのでものですのでものですので入入入入れさせてれさせてれさせてれさせて

いただいていただいていただいていただいて、、、、神鉄神鉄神鉄神鉄のののの・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    神鉄神鉄神鉄神鉄とととと他市他市他市他市とのとのとのとの利用促進利用促進利用促進利用促進についてもについてもについてもについても一般一般一般一般のののの方方方方にもにもにもにも御御御御確認確認確認確認してしてしてして

いただけるいただけるいただけるいただける状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局            そのようにさせていただきますそのようにさせていただきますそのようにさせていただきますそのようにさせていただきます。。。。    

    

オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー    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。。。。    

    

会長会長会長会長                事務局事務局事務局事務局、、、、そのそのそのその点点点点おおおお忘忘忘忘れなくよろしくおれなくよろしくおれなくよろしくおれなく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            今後今後今後今後、、、、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日程表開催日程表開催日程表開催日程表のとおりにのとおりにのとおりにのとおりに開開開開いていいていいていいていきますきますきますきます。。。。意見意見意見意見

交換会交換会交換会交換会のののの内容内容内容内容をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ次回協議会次回協議会次回協議会次回協議会を７を７を７を７月下旬月下旬月下旬月下旬にににに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。。。。案案案案

内内内内はははは、、、、別途案内別途案内別途案内別途案内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。。。。    


