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廿日市市公共交通会議及び廿日市市公共交通協議会（第４回）会議録（概要） 

 

○日 時：平成 25 年 3 月 26 日（火）14：00～16：20 

○場 所：廿日市市市役所 2 階 201 会議室 

○出席委員：16 名 

○説 明：廿日市市建設部都市計画課（交通政策係） 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 協議事項 

 

 (1) 生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統「佐伯地域・吉和地域系統」）の

事業評価について  

 

〔事務局説明〕 

議案１について事務局より説明 

 

〔会長〕 

 ご意見、ご質問等があればお願いしたい。 

 

〔委員代理〕 

 「③事業の今後の改善点」で、ご説明いただいた中に「チラシや利用の手引きと合わせ

て、わかりやすい説明用動画を作成」とあるが、具体的に何か検討されているか。 

 

〔事務局〕 

 予約電話の掛け方をシミュレーションしたＤＶＤを作成している。それを皆さんが集ま

るサロン等で見ていただき、「こうすればいいんだね」ということが「目で見てわかるもの」

を準備しているところである。 

 

〔会長〕 

 この他に意見等がないか。なければ、「議案１ 地域公共交通確保維持事業・事業評価」

について、承認するということで良いか。 

 

（異議なし） 
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〔会長〕 

 それでは「議案１ 地域公共交通確保維持事業・事業評価」については承認とする。 

 

 (2) 佐伯地域及び吉和地域デマンド型乗合交通の本格運行について 

 

〔事務局説明〕 

資料１～２、議案２～４について事務局より説明 

 

〔会長〕 

 ただいまの説明に対してご意見、ご質問等があればお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 デマンド型運行にされるということだが、地域住民の生活の唯一の足になると思うので、

今後とも利用者にわかりやすい資料でやっていただきたい。 

 また、以前の定時定路線の運行をデマンド型にすることで、経費はどう変わってきたか。 

 

〔事務局〕 

 今までの定時定路線は常に走っている為、常に経費がかかっていた。実証運行期間は、

どれだけ予約があるかがわからないので、そのまま一定の料金を払っていた。しかし、４

月以降は、実証運行によりどの程度の稼働率か見えてきたので、稼働率で何％と、極端に

言えば「80％の委託料ですよ」というようなことをさせてさせていただきたい。 

また、これまで 34人乗りの小型のバスを運行していたが、タクシー車両という小さなも

のでの運行にした為、少しずつ経費が節減できている状況である。 

 

〔会長〕 

 以前より安くはなったということである。 

 

〔委員〕 

 最初の質問、わかりやすい運行についてはどうか。 

 

〔事務局〕 

 これは、議案１でも説明したように、皆さんにわかりやすい説明を引き続きやっていき

たい。それと併せて、以前に委員に言っていただいたが、お年寄りの利用が多いというこ

とで、文字を大きくし、できるだけ必要な情報のみに集約するといった工夫をさせていた

だき、情報をコンパクトにしながらわかりやすく説明していきたい。 
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〔委員〕 

 余談かもしれないが、「デマンド型」という言葉は、英語、横文字なので、お年寄りにわ

かりにくいのではないか。名称を変える等は考えていないのか。 

 

〔事務局〕 

 「電話予約が要りますよ」ということを説明させていただいているので、そこはご理解

いただいているのではないかと思っている。 

 

〔会長〕 

 パンフレット等に「さくら」という名称で書かれていますが、その説明を。 

 

〔事務局〕 

 市の木が「さくら」である為、吉和地域のデマンドには、合併以来ずっと「さくらバス」

を使い、佐伯地域では「さくら号」と名前をつけている。なじみやすいという印象でご利

用いただいているところである。 

 

〔会長〕 

 他に意見はあるか。 

 

（特になし） 

 

〔会長〕 

 その他に意見はないか。なければ、「議案２ 佐伯地域デマンド型乗合交通運行計画」、「議

案３ 廿日市市吉和地域デマンド型乗合交通運行計画」、「議案４ 生活交通ネットワーク

計画「平成 25～27 年度」」について、承認するということで良いか。 

 

（異議なし） 

 

〔会長〕 

 それでは、議案２、３、４については承認とさせていただく。 

 

 

 (3) 廿日市地域及び大野地域の生活交通再編について 

 

〔会長〕 
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 このことにつきましては、１月に開催した第３回公共交通協議会において、委員から、

生活交通サービスを実施する際の基準、実証運行の評価基準や、その判断材料となるデー

タ及び資料の提供が十分でない旨のご指摘があった。 

 事務局より本日ご説明する資料に関しては、委員のアドバイスを受けながら現段階でお

示しできる資料を作成したとの事前の報告を受けている。資料の説明に入る前に、委員か

ら一言お願いしたい。 

 

〔委員〕 

 前回は議事を途中で止めるような発言をして大変申し訳なく思っている。しかし、何点

か気になることがある。 

 今日も説明にあったが、デマンドの乗り方に慣れていないのであれば、一生懸命広報し

ようとなる。その過程で協議を何度かし、情報がたくさんあるにも関わらず有効活用がさ

れていない部分もある。 

 具体的に言うと、どこにどんな利用者が潜在的におられて、そのうち、すべての方が必

要とされているかどうかはわからない。もっと重点的に働きかけをするべき相手がどこか

を精査いただいて、十分な効果だったかどうかはまだわからないが、当初よりもだいぶ持

ち直した。そのように吉和地域、佐伯地域のほうは理解している。 

 廿日市の地域、大野地域は、バスのサービス自体は市以外の事業者さんが提供されてい

るところである。これは理想を言えば、生活交通を提供している為、すべての外出のサー

ビスに関して一定限度の公平性と、ある程度の効率性との両立を図らなくてはいけない。

サービスの事業費が無限にかかっていくことは許されない。しかし、これは私が勉強不足

で勘ぐってしまったところもあるが、前回の議論のされ方を見ていると、その前の状況に

対して修正を加える、あるいは微調整をする議論が進められているように感じた。 

 もちろん大きな問題が起きるとは私も思ってない。しかしながら、なぜこういう改正が

どういう基準で正当化されるのか、そして、どうしてこういうやり方をすると何をもって

よいと言えるのか。先ほど評価基準のお話もあったが、そのあたりの議論をやっていては

全体でどういう公平さが確保されるのかというようなところがうまく設計できないのでは

ないかと危惧した。 

 今回もかなり分厚い資料を用意していただき、委員の皆様方には大変申し訳ないが、し

ばらく廿日市の地域のバスに関して現状はどうであるかをここの会議の場でもお聞きし、

審議が難しいのは、どこまでをバスサービスでカバーするのか。当然、自動車の利用もあ

るので、自動車利用者とのバランスの取り方、そして、もちろん、「さくらバス」と「さく

らバスでないもの」との間のバランスの取り方、それをある程度考えていかないといけな

いだろう。 

 これには佐伯地域、吉和地域でかかった時間よりももっとかかるかもしれないが、ある

程度の時間を見ながらその走らせ方について皆さんの中で合意形成いただけないかと思っ
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ている。そして大変申し訳ないが、途中経過の段階でも、「いいものができましたのでご覧

ください。これでいかがでしょうか」というお諮りができるのが一番理想だと思う。しか

し、なかなかそうはいかないと思う。途中で、事務局も私が見ていても判断に迷うような、

それはこれでいいのか、あるいは、もうちょっと踏み込むべきなのか。それとも、もう少

しサービスを減らす方向でもいいのか。あるいは、具体的に言うと、広電バスさんとの関

係をどういうふうに取るのか。そういったようなところも押さえておかないと、５年もつ

バス計画にならない。 

 前回の議論の仕方は非常に荒っぽかったと大変申し訳なく思うが、そういったことを含

めて、会議の運営の仕方そのものについても、私の個人的な考え方を申し上げた。ある程

度受け止めていただけたのかなとも思う。 

 まずは、実際にバスを走らせ、データを整理しながら、バスを運行する基準をここの会

議の中でつくっていくこと、これが１つ。そして、評価基準という話もあったが、結局何

をもって成功したと考えるのか。これは最初の走らせ方のルールをつくったところで平行

して出てくる話だと思う。この２つを同時に考えながらバスのネットワークの再編を進め

ていくことになるのではないか。 

 しかし、現在進められている再編の話もある為、それを全部差し止めにし、いきなり新

しいことを始めるのもいかがなものかと思う。そのあたりは適宜事務局でご判断いただき

ながら進めていただきたい。いずれにしても、少し状況が流動的になりそうな状況である。 

 具体的に言うと、バスの走らせ方がより実験的になり、幾つか試しその中でよいものを

残していき、少しずつ改善していき、その中で基準をつくっていくという大変難しいお仕

事になるかと思う。委員の皆様方にはご負担になるかもしれないが、それぞれの立場から

ご見識をお示しいただけると、よりよい計画になるのではないかと思う。 

 私はバスを中心に、交通を専門にしている者だが、地域の実情に対して精通しているわ

けではない、過去の経緯に関してすべてを存じ上げているわけでもない。したがい、この

ようなことを申し上げても、実は現状のネットワークとあまり変わらないものができるか

もしれない。しかしながら、それでももう少し説明がうまくできる、こういうふうな目的

で走らせているのだと、ここはよくないからもう少し直したほうがいいなど、そういうこ

とがクリアに説明できるバス運営になれば、これは費用の節減と同時に、これから出てく

る色々な人間に対して適宜判断できるようになるだろうと思う。 

 事務局の皆さんには大変にご負担になるような乱暴な指摘をしたことを改めておわびす

るとともに、他の委員の皆様にも、これから中間成果が議論の遡上に上ってきた場合でも、

厳しくご意見をいただくと同時に、できれば少し長い目で見てあげていただけないかとお

願い申し上げる。 

 

〔会長〕 

 ただいま先生から、つくっていくバス計画がいいものであることの説明をするためには、
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評価の基準のようなものが必ず必要になり、そのためにはいろいろな情報、状況をしっか

り把握して議論を積み上げていく必要があるというお話があった。時間もかかっていくで

あろうと。 

 このことについて、ご意見、お考えなどがあれば、遠慮なくお願いしたい。 

 事務局のほう、何かないか。 

 

〔事務局〕 

 特には。 

 

〔委員〕 

 私は吉和に住んでいるが、先生の意見に同感である。年齢の高い人が主に利用されてい

る為、慣れるまでには相当時間がかかると思っている。いろいろご努力いただいているこ

とは数字を見てもよくわかるが、長い目であまり結果を求めすぎず、焦らないでいただき

たい。 

 

〔会長〕 

 運行計画をつくり実証運行をやっていくことになる。実証運行をやる中で、よりいいも

のにするために改善点をどうするかが重要になってくる。そういったことも含めて、評価

の基準を、いろいろな情報、状況をしっかり積み上げて議論する中でつくらせていただけ

ればと思う。 

 

〔事務局説明〕 

資料３～６について事務局より説明 

 

〔会長〕 

 何かご質問、ご意見等はあるか。 

 

〔委員〕 

 資料５の 12 ページに、おおのハートバスの利用者と負担金のことが書いてあるが、19

年と 23 年が大体同じ利用者数なのに負担金が減っているのはなぜか。何が変わっているの

か。 

 

〔事務局〕 

 19年に大きなダイヤ改正をしたため利用者が減少した。22年から負担金が減少している

が、初めの５年間はバスのリース料がこの負担金の中に含まれていた。割賦の支払いが終

わったことによりその負担がなくなった為、かなり数字が落ちている。 
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〔委員〕 

 運行が変わったのではないのか。初期投資分が、償却したわけではないが、とりあえず

終わったと。このバスの耐用はあと何年ぐらいあるのか。 

 

〔事務局〕 

 広電さんに、15～20 年使っているのが多いと聞いている。修繕の様子を見ながら、本当

にどれぐらいもたせるのが効率的かを見ながら運行しているところである。ちなみに、さ

くらバスは平成 13 年に始め、今 10 年少し超えたところだが、まだもう少し使えるかなと

いう状況である。ただ、エンジンのオーバーホールをしなければいけない等の状況はある。

買い替え時期、更新時期は計画的にやっていきたい。 

 

〔委員〕 

 ついでに、さくらバスに相当するものとして、資料３の 13ページが同じものだが、説明

にあったように、これは 2,400万円／年か。H21年度から運行負担金に変化が見られないの

は何故か。割賦の支払いが既に終わっているからか。それとも運行の仕方が違うのか。 

 

〔事務局〕 

 さくらバスは、当初に市で購入した為、その部分については変わらない。しかし、経費

が少しずつ増えてきて天井に達してしまった。 

 

〔委員〕 

 経費と利用者のバランスで言うと、違いは明らかである。これで見ると、単純に言って、

ハートバスのほうが成績がよいと言えるのか。 

 

〔事務局〕 

 廿日市エリアは広電とさくらバスが一緒に走っている、大野エリアはおおのハートバス

しかない、といった違いもあるかとは思う。 

 

〔会長〕 

 その他に何かご意見、ご質問等はあるか。 

 

〔委員〕 

 カバー率にはＪＲも入っているか。 

 

〔事務局〕 
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 入っている。 

 

〔委員〕 

 それは駅から 400メートル圏内か。 

 

〔事務局〕 

 400 にしている。交通的なことを考えるときには、バスは徒歩圏内で 400メートルがほぼ

限界だろうと言われている。ＪＲとか軌道軸の場合には１キロ程度が利用範囲ではないか

と言われているが、今回は、400メートルということでデータを作成している。 

 

〔委員〕 

 利用目的は多少違うと思う。同じ利用目的でいいのかと疑問に思うが、データとしてそ

うなっているのか。 

 

〔事務局〕 

 データの作り方はそのようにさせていただいている。 

 

〔委員〕 

 基礎的なデータすべてをお示ししたところで何もかもわかるわけにはいかないと思う。

典型的に困るところを例示しながらこれからの議論をしていただきたい。恐らく、事務局

としてはすべてのものをつくり、目を通して考えてみて、公平性を問題として考えている。

効率的に運営するのは事務局側だけである程度は判断できると思う。ただ、利用目的につ

いては一番頭を悩ます点だと思う。それで基礎的なデータの整理は必要である。 

 廿日市地域の高齢化率について、H22年度の国調が使われているが、H17年度くらいと比

べると、５年だとあまり変化はないと考えて良いか。それとも、団地によっては非常に危

険な兆候があると思ったほうが良いか。今日、資料が出ていないと聞いているが、単純に

５年前と比べてどうか話をするのが一番簡単である。これからだんだん加速がついてくる

ことだと思うが、どこかで一度そういう見方をされておいたほうがいいのでは。５年がい

いのか、10 年がいいのかはわからないが、既に 2013 年であり、15 年はすぐやってくる。

そのスパンを考えると、2020 年ぐらいを目標にしておかないといけないのかもしれない。

こういう見方も少し頭に置いておいていただきたい。 

 

〔事務局〕 

 今日は準備できていないが、そういった資料も参考にしながら次回の課題等お示しの仕

方を準備したい。 
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 (4) 廿日市さくらバス及びおおのハートバス見直し案について 

 

〔事務局説明〕 

資料７～９について事務局より説明 

 

〔会長〕 

 廿日市さくらバス、おおのハートバス見直しの検討状況についてご意見、ご質問等あれ

ばお願いしたい。 

 

〔委員〕 

 廿日市地区の代表で出席させていただいているが、あさって、各地区の代表が皆集まる

理事会を開く。一番詳しい方が地域の代表だと思うので、ぜひこの場で見直し案を聞いて

もらい、議会でご意見いただきたいと思うが、それはどうか。 

 

〔事務局〕 

 まだこれは固めているわけではなく、皆さんからご意見をいただきたいと思い、今、委

員が言われたことも含め、廿日市地域にはさくらバスの経過、試行を説明の上、ご意見を

いただき、よりいいものでスタートさせていただきたいと思っている。 

 

〔会長〕 

 他にないか。 

 

〔委員〕 

 住民説明会で話した案ということをおっしゃったが、具体的に言ったら住民説明会とは

どういうことなのか。また、以前、区長会で説明していただいたが、その後の経過で実証

運行に入るということであれば、そのことについて説明いただいたほうが良いのでは。 

 

〔事務局〕 

 住民説明は、住民の皆さんが対象なので、区長会で説明させていただいたことがその説

明にあたる。区長さんの中には、地元に帰った後、それを回覧、役員の方に説明等され意

見をいただき、こちらにまた意見が返ってきたので、そういった意味合いで申し上げた。

言葉の使い方が少しわかりにくく、申し訳ない。 

 

〔会長〕 

 よろしいか。 
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〔委員〕 

 はい。 

 

〔会長〕 

 他にないか。 

 

〔委員〕 

 今見直しにかかっているところに関し、それぞれご説明があったところで、もう少し細

かい集計はかかりながら、恐らく実証運行、試験運用のようなことが始まるわけである。

私もこの資料７を見ていて頭を悩ますのは、結局どれがいいかよくわからないことである。

どれもそれなり理屈はあるが。 

 その結果、最終的にわからないからどうなるかというと、今までと比べてあまり変化が

ない案を選ぶことになる。混乱を避けようとすると、これしかない。それが本当にいいこ

とかどうかは誰もよくわからないが、混乱はしないからいいだろうとやっていくと、その

うちまた新しい問題が起き、ご要望も出てきて、またそれに対応する。しかし、それも一

遍にやると問題があるからと、ニーズに対して常に後から追いかけて適応していく形で動

いていく。ぜひ状況の違いをご理解いただきたいと思い言わせていただくと、大野町の場

合はコントロールしているのはハートバスがすべてと考えてよいので、ニーズに合わせて

直していけば、料金設定の問題だけは出てくるが、それほどひどいことにはならない感じ

がする。 

 ところが、さくらバスには非常に強い制約条件があり、競合を避ける、民間の事業者と

のバッティングを避けるということが出てくる。バッティングを避けるというのは、要す

るに要望の多い便数のところはできるだけ通らないようにすることになり、これは大変な

矛盾になる。そういうことをするとあまりいいバス路線ができないのは、誰が考えてもわ

かると思う。 

 便利なところは通らずそうでないところばかりを選ぶと、もちろん、それでカバー率は

上がっていく。しかし、どのような案が出てきても、他に事業者さんがおられる場合には

避けていて本当に大丈夫かと根本的な疑問として心配になる。駄目かどうかはわからない。

今の状態で、精査した結果、良いということになる可能性もあるが、根本的に競合を避け

るメカニズムの裏で働いている以上、そうならざるを得ないわけである。その結果、状況

はだいぶ大野町とは違ってきているというのが難しさの原因になっている。 

 私も資料を見せていただいて、どこに人が住み、どこにバスが走っており、新しい案は

こうなるからこれで判断しろと言われ、すぐにどれが良いか判断がつかない。これが、ゆ

っくり話をしたいと申し上げた最大の理由である。 

 大野町に関しては、今事務局からもお話があったように、今までのやり方でそれほどひ

どいことになっていないと思うし、ある程度、ゆっくり時間をかけて精査すれば、今のま
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までよいだろうと、あるいは少し直せば大丈夫だろうという答えになりそうな気がするが、

廿日市のほうは正直言って全くわからない状況である。 

 今日お越しの各地区の代表の方には難しいことをお願いするが、もちろん実証運行をし

ながら見ていくが、特に広電バスと既存の路線バスの関係を見たときに、もしかすると違

う答えが出てくる可能性は十分ある。さくらバスの系統を根本的に考え直さなければいけ

ない可能性がある。何とも申し上げられないところであり、一応現状に合わせて直してい

くというのも捨てがたいというところもある。今までのものを全く意味がなかったとまで

酷評するつもりはないが、問題はそれよりもいい案があるかないかというところである。

流動的と申し上げたのはこういうことである。路線がある時点で少し設計思想が変わる可

能性があると。その場合は、周到な準備はもちろん必要になるが、きっちり説明できるよ

うな理由を付して、新しい路線の組み方、考え方をつくっていかなければなかなか理解も

いただけない。 

 机上で計算することであるが、それでも今までよりも多分いいだろうという答えが出て

くるものについては、少なくとも皆さんにとってひどい公共交通機関にはなっていない、

そういうものを目指してやっていきたい。ぜひご意見をいただく席に加えて、地元で説明

していただくことをお願いする。流動的に動く可能性があることを含めて、なおかつ、ご

要望に対応できるものはできるだけ拾っていかなければいけないので、何もこちらで案を

つくって飲み込めと申し上げるための公共交通会議ではないと私どもは思うので、ご協力

いただけるとありがたい。 

 

 今の件と関係ないが、先ほど１点、漏らしたことがある。よろしいか。 

 事務局と話をしており、バスの再編、ネットワークというか廿日市地域のバスをどう考

えるかについて、当初からいろんな会議の運営の仕方はあるが、ここの場は最終的にこう

いう案になりそう、あるいは、Ａ、Ｂの２つぐらいの案があり、それぞれ善し悪しがあり、

どちらが望ましいかと、整理した状態で議論を申し上げることができれば望ましい。 

 今そうではない状況が出てきているが、これは相手に申し上げて、バス事業を担ってい

るのは、広電バスと、廿日市市の場合は廿日市さくらバスになるわけだが、すべてのこと

を細かい路線の設定も含めてこの会議の場で練るのは難しいのではないか。また、それか

ら今までも廿日市市さんと広電さんとでいろんな交渉はなされているとは思うが、残念な

がらこういう状況になり、さくらバスの見直しを大規模に考えなければいけない状況が来

た。私のような立場の者、コンサルタント、つまりバス事業を専門に扱っておられるよう

な業者さん、この両者ともそれぞれ違う立場で他の地区の事例なり運営の仕方なりを存じ

ており、そのまま廿日市市に持ち込めるかどうかはよく考えてみないとわからないが、地

元の方とはまた違う見方でバスの系統を見直すことができる。 

 そこで、もしお許しいただけるならば、市と事業者さんの間での協議に私なり交通の運

営に関する知識を持っておられるコンサルタントの方を交えたようなバスの整備に関して
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協議ができる場をこの協議会とは別に設定させていただけないか。 

 裏交渉をするのではなくて、今まではすべてのことを事務局が担当されていたわけだが、

私が横で見ていても、簡単な状況ではないように見える。したがって、できるだけ公平な

立場でお手伝いを申し上げて、経緯については、またこの会議で報告させていただく。ど

のような形になるか私も全くわからない。これから事務局で検討されると思うが、そうい

うようなことがあり得るかもしれないということをご承知おきいただけないか。このこと

は非公式だが、事務局と私と、あるいは広電さんとはまだそこまで詰めた話ではないと思

うが、協議をしているところである。 

 以上、報告とする。 

 

〔会長〕 

 今、委員から２つあり、２つ目のほう、交通の今回のバスの問題、いろいろ検討してい

く中で特に廿日市地域においては広電さんが色々なルート、エリアを持たれていることも

あり、競合という問題も発生してきている。そのような中で、広電さん、交通専門のコン

サル、行政、先生とで意見の交換会、もう少し状況を分析したり、他の事例を研究したり

する場を持ちたいというご提案が、先生のお言葉ならば、「お願い」だったが、そういった

場を持ちやってみることについて、各委員の皆さん、どうか。何か意見等ないか。 

 

〔委員代理〕 

 対応案③で、実証運行を検討するにあたり、広電さんで運行されるということだが、当

初伺ったルートはこうやるとお聞きしていた。広電さんが運行される、恐らく随意契約に

なるのだろうと思うが、競争が働かなくなるので、その辺の対費用効果等も含めたうえで

検討いただきたい。 

 

〔会長〕 

 事務局さん、どうか。 

 

〔事務局〕 

 既存のルートに加えてという案で③案は説明させていただいたので、それをまず実験的

にやるのがいいのではないかという案を説明させていただいた。経費も含め、もう少し煮

詰めた案は、また次回説明できるようにはしておきたい。 

 

〔会長〕 

 先ほど委員から提案があった、他の事例も含めて研究、分析などいろいろ検討してみる

場を設けまずやってみる、ということで、皆さん、ご了承いただけるか。 
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（異議なし） 

 

〔会長〕 

 では、そういう場を設けさせていただき、先生には調整をさせていただきたい。 

 それから、大野地域については、民間のバスが走っていない中で、場合によっては大き

な問題もないのではないかと先生のご意見があった。ただ、廿日市地域については、先程

の場の問題にも関係してくるが、広電バスさんがいろいろルートを走ってエリアをカバー

されており、そのことも含め検討するのに時間もかかってくるのではないかとあった。そ

ういった中で、先程ご提案いただいた場でいろいろ検討して、効率的にその場でいろんな

意見を諮らせていただけるようなことも考えればと思っているので、今後の協議進行につ

いてはご協力お願いしたい。 

 それでは他にご意見、ご質問等はないか。 

 他になければ、これまで委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえながら今後沿岸部

の生活交通の再編について、事務局でしっかり検討していただくようお願いしたい。 

 

 

３ その他 

 

〔事務局説明〕 

資料１０について事務局より説明 

 

〔会長〕 

 ご意見、ご質問等があればお願いしたい。 

 

 （特になし） 

 

〔事務局説明〕 

２件ほど連絡事項がある。 

１つ目は、先般、書面審議をお願いいた「宮島島内乗合タクシー（メイプルライナー）

の予備車に係る移動円滑化基準適用除外について」は、委員の皆様のご協力により、協議

が無事調っている。今後、運行事業者である宮島カープタクシーから運輸局に対し、本協

議会での協議が調ったことの証明を添付して申請される予定である。 

次に、会議の開催予定については、本日の会議の内容を踏まえ、沿岸部再編を主な協議

事項として、５月中には新年度第１回の会議を開催したいのでご協力のほどよろしくお願

いする。 
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４ 閉会 


