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令和２年度 第１回米子市地域公共交通会議 議事録 

 

１ 開催日時 令和２年７月３日（金） 午後２時から 

２ 開催場所 米子市立図書館２階 多目的研修室 

３ 出 席 者（敬称略） 

   委 員：加藤委員、舩越委員、澤委員、木村委員、野坂委員、和田委員、奥田委員、 

       遠藤憲委員、遠藤達委員、久保委員、西川弘委員、八幡委員、景山委員 

       （西川泰委員代理：山根氏） 

   事務局：石上交通政策課長、山根担当課長補佐、山内主任 

４ 日  程 

  （１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）新任委員紹介 

（４）報告事項 

   ①令和２年度米子市新規事業（交通政策課関係）について 

   ②その他の報告事項について 

（５）協議事項 

   ①地域内フィーダー系統確保維持計画について 

   ②安来市広域生活バス（イエローバス）の運行について 

（６）その他 

（７）閉 会 

５ 議事録概要 

（会長） 

報告事項（１）「令和２年度米子市新規事業（交通政策課関係）」について、事務局から

報告をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「令和２年度米子市新規事業（交通政策課関係）」の説明～ 

 

（会長） 

事務局から今年度の新規事業につきまして、コロナ関連を含めて７件の報告がありまし

た。これについて、委員の皆様からご質問やご意見、さらに今後も見据えて「このような

事業をしたら、公共交通の利便性向上や活性化につながるのではないか。」というようなご

提案もありましたら、合わせてお願いします。 
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（委員） 

高齢者バス運賃助成事業について伺います。この事業につきましては、大変良い事業で

すので、是非実施していただきたいと思います。この事業の予算についての割合はどのよ

うに考えていらっしゃるのか。また、前年度の免許の返納者数というか返納枚数といいま

すか、分かりましたらお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

この予算の内訳だとか昨年度の実績についてお願いします、ということです。 

 

（事務局） 

予算の内訳について、まず運転免許自主返納者の助成見込数は２４０人を見込んでおり

ます。続きまして７０歳以上の半額助成につきましては、８００人を見込んで予算計上し

ています。それと昨年度の実績でございますが、令和元年度の運転免許自主返納者の人数

は２５５人です。 

 

（会長） 

よろしいですかね。運転免許自主返納者の助成は、大体昨年度並みで見込んでおられて、

７０歳以上の助成は、通年で８００人の見込みということのようです。 

 

（委員） 

公共交通利用促進についての事業では、割引券の配布枚数を何枚で考えていますか。 

 

（事務局） 

イベント連携の事業につきましては、２００円のバス割引券の配布ですけども、これの

年間件数は５，０００件を見込んでおります。 

 

（会長） 

２００円×５,０００件で大体１００万円になると。 

 

（事務局） 

残りは印刷代等になります。 

 

（委員） 

公共交通機関を利用して通学する場合、通学定期購入が月額７,０００円を超えた額を助

成するということでありますが、今までの定期の実績などは、各高校から調査をして、そ

れらを参考にして計画したのですか。 



3 

 

（事務局） 

高校生通学費助成につきましては、昨年の６月に県内の２年生を対象に高等学校の全校

調査をさせていただきまして、それを元に予算を計上しております。 

 

（委員） 

リサーチされて計画されているということでございますので、是非やっていただきたい

と思います。それからバスの待合環境整備応援補助事業は大変良いことだと思います。少

し関連いたしまして、ＪＲ境線の駅の駐輪場について米子市に要望しておりますが、一向

に進んでいません。要望書を出してあるわけですが、具体的には米子市にＪＲの弓ヶ浜駅

の駐輪場に屋根付き整備を要望しているので、この年度でなくても次に検討していただき

たいと思います。それから「食べて応援！米子のごちそうタク配」事業ということで、こ

れは国の新型コロナウイルス拡大防止対策の中で、本予算なり補正予算なり計上されてい

るわけですが、いわゆる臨時交付金の中でやることになるのでしょうか。 

 

（会長） 

バスの待合環境整備応援補助事業に関連して、弓ヶ浜駅の駐輪場整備についてはご要望

ということでした。「食べて応援！米子のごちそうタク配」事業は今のコロナの臨時交付金

でやるのかということですが、これはそうでしたよね。 

 

（事務局） 

「食べて応援！米子のごちそうタク配」事業につきましては、国の特別臨時交付金の申

請をしまして、先日、内定をいただいているところでございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。色々と市のほうでバックデータを取って提供されているとい

うことで、今年度、実施していただきたいと思います。他の委員の皆様から何かご質問と

か、こういう事業をやったらどうかという来年度も見越しての提案でもよろしいんですけ

ど、いかがでしょうか。私のほうから、昨年度の自主返納の１，０００円で定期券購入さ

れた方が２５５名おられたということなんですけども、鳥取市と較べて米子市の実績とし

ては多かったのか少なかったのかとか、感触等はいかがでしょうか。それから今回、７０

歳以上の方も加えられたわけですけども、そういった方が実際にこれを買われた動機だと

かどのように使われているかとか、そういう事業の効果測定みたいなもの、追跡調査です

とか、そういったのも何かできればいいのかなと思いました。それから公共交通利用促進

事業や高校生通学費助成事業など、こういうイベントの方に配布したり高校生の助成をす

ることによって、公共交通の利用が増えたのかとか、あるいはどういうイベントで使われ

る方が多かったのかとか。配って終わりではなくて効果をアンケートなり何かの形でモニ
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ターして、来年度事業につなげていくとか改良していくとか広げていくとか、そういった

ことも合わせてやっていただけたらいいのではないかと思いますが、その辺はいかがでし

ょうか。 

 

（事務局） 

高齢者バス運賃の助成事業につきましては、今年度、アンケートは少し目的が違います

が、申し込みごとに、半年に１回、フレイルチェック、高齢者の虚弱度チェックのアンケ

ートを取ることにしており、既に配っています。これは、バスに乗るような人は健康にな

ってるんじゃないか、若しくは健康を保っているんじゃないかという仮説を検証するため

に、クロスセクター効果と言いますか、公共交通を使うことによって健康度が増す、若し

くは落ちないということを実証したり、効果測定するためにアンケートを今年度、同時に

開始しております。利用促進のバス割引券につきましては、イベント毎に日にちを特定し

て配りますので、何枚配って何人乗ったかという効果は分かりやすくなっておりますので、

それによりまして効果的な配り方とか、イベントとの相性とか、そういう風なところを後

で効果測定をするような形にしております。高校生につきましては、特段アンケートとか

考えていませんが、昨年の通学定期による通学の実態と今年度で、伸びがあるとかないと

か、差がないとかいったところの検証はしたいと思っております。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

（事務局） 

質問にありました高齢者のバス定期購入に対する他市との比較でございますが、他市と

の状況は比較しておりませんが、この事業を実施して今年が３年目になります。平成３０

年度が１５７件に対して昨年度の実績が２５５件で、１００件近く伸びております。今年

度の４、５月までの状況は把握しておりまして、昨年度と同じ数の申請をいただいており

ますので、利用者の数は伸びている状況にございます。 

 

（会長） 

ありがとうございました。 

それと、中心市街地活性化でのイベントや介護予防事業の割引券配布について、例えば

市役所、図書館、美術館など、この辺りも中心市街地でありますし、公的な用事や文化的

な用事で来られる方もいて、多くの方はマイカーで市役所の駐車場を使われたりとか民間

の有料駐車場を使われたりするので、車で来られる方との整合性の問題とかもあるかもし

れませんが、こういった市役所やこの辺りに来られる方も、この事業を適用しても良いの

かなと感じましたが、いかがでしょうか。あと、ここにない事業としては、このコロナに
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よりまして、いろいろデジタル化が推進されるような社会の変革のこともありますし、以

前からいろんな予約やダイヤの検索ができたりするような形で公共交通や地域をデータで

つないだり直データを取ったりするような、MaaSの動きが各地にあったかと思います。米

子市も総合計画と地方創生の計画を合わせて策定したビジョン中に、そうしたことにも取

り組むということもあったかと思いますが、そういったことに対する米子市としてのアク

ションみたいなものは、どのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

バスの割引券ですけども、まずはイベントが分かりやすく、効果も測定しやすいので始

めていますが、効果がありますようでしたら、もちろん市役所や図書館の利用者にバスの

割引券の配布を、当局としては考えております。ただ、予算的な問題もございますので、

必ず実施できるかどうかは現地点ではお約束しかねます。駐車場の利用者との兼ね合いで

言うと、市役所に用事で来られる駐車場の利用者には駐車料が無料になる措置をしており

ますので、そのバランスからいっても、実際にバス利用者に対して補助してませんから、

割引券を配るのはいいかなと個人的には思っています。あと、MaaSについてですが、もち

ろん長期的には MaaS というような利用者の利便性を統括して飛躍的にアップさせるよう

な施策というのは考えてはいますが、まだ今のところは一足飛びにそこまでというところ

まではいっていません。個々の、路線バスとかタクシーとか、いろいろなものをブラッシ

ュアップして最終的に統合していけたらいいというところで考えている状況でございます。 

 

（会長） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

私のほうから補足させていただきたいと思います。公共交通利用促進事業につきまして

は今年度から始めたもので、それでなおかつコロナの影響があって、まだ始まってません。

ですからどのような成果があるのかというのは、まさにこれからということになりますの

で、実施状況を見ながら、今後の事業について検討していきたいと考えております。また、

公共交通の利用促進というのが主眼ですので、その目的を踏まえた上で対応していく必要

があるなと思っております。MaaS については、これは交通政策課の取組ではありますが、

全国的にスーパーシティ構想、例えば遠隔医療ですとかMaaSも含めて、それらのＩＣＴを

使った新たなまちづくりというのを国が推進しています。ただこれは非常に大きな話です

ので、事務局が言いましたように一朝一夕にできるものではありませんが、その動向につ

いては注視をさせていただいております。そういう状況でございますし、会長が言われた

ように、しっかりとこれについては本市のまちづくりビジョンの中に入れてありますので、

しっかりと、研究、検討をさせていただきたいという風に思います。 



6 

 

（会長） 

ありがとうございました。その他の報告が事務局からありましたらお願いしたいと思い

ます。 

 

（事務局） 

そうしましたら、その他の報告事項について、２点報告させていただきます。１つ目は、

大山ループバスの減便についてです。令和２年１月２０日に開催した「令和元年度 第２

回米子市地域公共交通会議」における議題「大山ループバスの運行」について、運行委託

事業者が計画どおりに運行できないと鳥取県地域振興局 西部観光商工課より令和２年４

月に連絡がありました。令和２年度の当該バス運行計画については、現在見直し作業を進

めている旨の連絡もありましたので、ご報告させていただきます。次に、米子市淀江町巡

回バス「どんぐりコロコロ」の使用料免除についてです。淀江小学校の児童が通学で使用

しているバス路線「下市線」及び「淀江線」は、通学時間帯に過密になっている状況を踏

まえ、米子市教育委員会からの要請により新型コロナウイルス感染拡大防止のため、淀江

小学校に路線バスの定期券で通学している小学１年生から３年生までを対象に、その定期

券を提示することで、巡回バスの使用料を免除することにいたしました。実施期間は令和

２年５月２０日から令和２年７月末までですが、状況に応じて期間を延長する場合もござ

います。以上がその他の報告になります。 

 

（会長） 

ありがとうございます。大山ループバスについては残念ですけども、そのようなことに

なるということです。それから「だんだんバス」、「どんぐりコロコロ」、路線バスの実績に

ついて、何かご質問やご意見がございましたら出していただければと思います。いかがで

しょうか。 

 

（委員） 

２点質問と提案をしたいと思います。 

元年度の実績の結果、１点は、資料５および６の循環線について、日ノ丸自動車と日本

交通で比較すると差がありまして、日本交通のほうが１２８万５，０００円ほど安いです

が、その主な差は何でしょうか。 

もう１点は、今年度の新型コロナの関係で、３月も恐らく対象になろうかと思いますが、

４月、５月、６月の実績は特にコロナに伴う減収があるということで、通常の補助金では

なく、国のコロナの予算、給付金で処理をすべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。 
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（会長） 

事務局で回答をお願いします。 

 

（事務局） 

循環線の収入の差については、日ノ丸自動車が右回りで米子駅から皆生道路を通ってイ

オン、伯耆大山と米子駅に戻ってくるというルートになります。日本交通が左回りで、米

子駅から９号線に出まして伯耆大山、イオン、皆生道路を通って米子駅に向かうというル

ートを運行されています。この中で日本交通の左回りのほうが運賃収入が多い理由につい

ては、実際に乗ってみますと、皆生道路の沿線のバス停から米子駅に向かう方の乗車人数

が多いように思いますので、その差で日本交通の左回りのほうが利用者が多いということ

だと認識しております。あと、コロナの影響によって拡大した運行赤字の国負担について

は検討したいと思っています。 

 

（会長） 

利用者の減少については、大まかに言ってどんな感じでしょうか。 

 

（委員） 

そうですね。日本交通における市内の路線バス、現金のみの比較になりますが、前年同

月比でマイナス２０．５％、４月がマイナス４９％、５月がマイナス５９．６％、６月が

マイナス４０％というのが実態であります。 

 

（会長） 

ありがとうございました。日ノ丸自動車はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

日本交通と同じくらいです。 

 

（会長） 

同じくらいということで。それに関しては国に求めていくということでしたよね。 

タクシーはどうですか。 

 

（委員） 

タクシーは、路線バスより落ち方が大きいです。現在も５０％ぐらいのマイナスです。 

 

（会長） 

分かりました。ありがとうございました。 
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次に、協議事項（１）「地域内フィーダー系統確保維持計画の認定申請について」、事務

局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「地域内フィーダー系統確保維持計画の認定申請について」の説明～ 

 

（会長） 

ありがとうございました。何かご意見ございますでしょうか。 

 

（委員） 

まず９ページの１番の目的・必要性の中で、５行目「これに対応すべく策定云々」とあ

りまして、鳥取県西部地域公共交通再編実施計画ではなくて、交通“網”が入っていると

思います。固有名詞ですので漏れたのじゃないかと思いますけど。「交通“網”再編実施計

画」というのが正しい表題だと思いますので、直していただいたほうがよろしいかと思い

ます。次に、公共交通のネットワークが一目でわかる公共交通バスマップの配布について、

これで終わりたい、前年度で終りたいということの説明でしたが、まだまだＰＲが足らな

いと思いますし、これは予算の関係で可能であれば、生かしていただきたいと思います。

それから次は１２ページです。１２ページの日本交通の欄で、運行系統の中に駅名が入っ

ているわけですが、右側のほうの欄でも同じことで。ＪＲ伯耆大山駅と入っておりまして、

この起点の「伯耆大山駅」と書いてある欄は、やはり駅名は“ＪＲ”を入れるべきではな

いかと思いますので、是非ご検討をお願いします。以上です。 

 

（会長） 

はい、分かりました。表記の問題がありましたけれども、１つはバスマップの配布を引

き続きやって欲しいという要望がありました。事務局で回答できることがあれば、お願い

します。 

 

（事務局） 

最初の再編実施計画ですが、その上位計画の鳥取県西部地域公共交通網形成計画には“網”

という字が入っておりますが、再編実施計画には“網”が入っておりませんので、この表

記が正しいものと思います。続きましてバスマップの配布ですが、予算ということもあり

まして、昨年度の配布で在庫がなくなりました関係で、一応、今年度の配布はなしという

ことにしています。再度、配布して欲しいというご意見を承りまして、新年度以降で、配

布を考えたいとは思います。あと路線のところの「伯耆大山駅」の表記ですが、これは駅

の名前ではなくバス停の名前ですので、バス停の名前は「伯耆大山駅」という名前なので

こういう表記になります。 
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（委員） 

分かりました。 

 

（会長） 

ありがとうございました。その他、ご意見ございますか。 

 

（委員） 

この会議で承認が終わった後に、国へ認定申請を行いますが、審査の過程において文字

等の軽微な修正につきましては、国と事務局で修正をさせていただこうと思いますので、

その点はご承認いただき、ある程度ご理解いただきたいと思います。 

 

（会長） 

はい。それは大丈夫だと思います。本宮線は、かなり利用者が少ないような状況で、先

ほど利用促進策も追加がございましたけれども、引き続き取り組んでいただきたいなと思

います。それでは承認していただいたということで、申請をお願いしたいと思います。 

 

（会長） 

次に、協議事項（２）「安来市広域生活バス（イエローバス）の運行について」、事務局

から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

～資料に沿って「安来市広域生活バス（イエローバス）の運行について」の説明～ 

 

（会長） 

ありがとうございました。説明がありましたとおり、この交通会議でも昨年度の会議で

日ノ丸自動車の路線撤退ということが出ていまして、この安来市のイエローバスを利用で

きるようにするというのが代替案としてまとまったところですけども、これにつきまして

委員の皆様からご質問やご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

先ほど事務局からも説明がありましたが、祇園町から米子駅までの区間で、既存の路線

バス業者が、一部競合路線があると思うんですけど、そこの一部競合路線が競合するとい

うことで、通常は既存の路線バスと競合する区間については乗車のみとか降車のみといっ

た、半クローズと言っていますが、乗降を制限することで競合を避けるというような取り

扱いをしているというところです。９月まで運行している松江線についてもそういった取

扱いをされているところがあります。ここの区間については比較的便数もありまして、そ
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もそもイエローバスといった自家用自動車による運送というのが、原則としては禁止され

ていますが、交通空白といったところで例外的に認められているというような制度になっ

てまして、イエローバスもその形態だと思います。基本的には、既存の路線バスに影響を

与えないように乗降制限をしていただくっていうことが必要になってくると考えています

ので、ご検討いただきたいと思います。 

 

（事務局） 

米子市といたしましては、この区間は確かに既存の法勝寺線がありますが、松江線は、

今４便ですけども１年前までは１４便ありました。１年間に１４便がなくなり、イエロー

バスが９便プラス５便で１４便、便数的には全く同じ便数なので、松江線の代替としてや

はり１４便減ったバス停の利用を１４便分で補いたいと考えております。あと競合につき

ましては、市町村運営だと自家用輸送の運賃のほうが安いものが多いのですが、この区間

につきまして、日ノ丸自動車は１７０円または１８０円ですが、イエローバスは２００円

とイエローバスのほうが高いので、そこまで民間のバスを圧迫しないんじゃないかという、

この２点をもちまして、米子市といたしましては全区間で乗降を可能にさせていただきた

いと考えております。 

 

（会長） 

米子市としては、米子市内相互乗降を可能にしたいということですが、それはどのよう

に運輸局で判断されるようになりますか。 

 

（委員） 

私も委員として出席しておりますので、最終的にはこの交通会議での協議結果を尊重さ

せていただきたいとは思うんですけども、国としての意見は先ほど申し上げたとおりです。

交渉の姿勢については、国とか県とか地元の自治体とバス事業者の自己負担で維持してい

る路線ですので、既存のバス事業者も、いつ補助路線から外れるか分からないといったギ

リギリのところで運行されていますので、そういったところに影響を与えないような措置

が必要ではないかなというところで委員としての意見を申し上げたところです。 

 

（会長） 

この会議で合意できればいいということですと、バス事業者のご意見も聞いたほうがよ

ろしいですかね。 

 

（委員） 

路線を廃止する立場なので、米子市の案で運行をしていただくほうがいいかと思います。 
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（会長） 

分かりました。その他の委員の皆様のほうで何か米子市の案について異存のある委員の

方はおられますか。米子市の根拠に基づいて、市内相互の乗降を可能にするという形で利

便性を担保する形を取らせていただくということで、皆様よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（会長） 

米子市案が皆様の総意ということになりましたので、よろしくお願いします。 

これは１０月から実施予定で、時刻表などは安来市が作られると思いますが、米子市と

しては何か積極的にＰＲされたりといったことは予定されていますか。 

 

（事務局） 

時刻表については、安来市が作成されるものになりますけども、地元の自治連合会とも

お話させていただいておりまして、沿線地域にはイエローバスが利用できるという案内を

米子市で作成してお配りしたいと考えております。 

 

（会長） 

ありがとうございました。繰り返しになりますけども、松江市まで行こうとすると、バ

スの移動ですと何度も乗り換えて行かないといけないですし、現在もＪＲで松江市には移

動されている方が多い状況で、こういう風になっているわけですけども。イエローバスも、

もう少し近くのバス停から米子市民も乗って安来に行けたりするようになるということで

すから、市長会と言いますか、中海・宍道湖・大山地域で一緒なので、イエローバスの利

用促進も合わせて図っていただいたら、と思ったりもしています。それでは、この計画で

１０月から運行するということで準備をお願いいたします。 

 

（委員） 

関連いたしまして米子市にお願いです。今、ダイヤの作成とかそういったのは安来市が

されるわけですが、こうした大きな内容の変更でありますので、是非、市報に事前に掲載

していただきたいと思います。その地域以外の方も利用する場面もございますので、是非

お願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

１０月１日からのイエローバスについて、ダイヤを載せることは時期的に難しいかもし

れませんが、米子市内の移動でも乗れるようになりましたとか、安来方面に行くのが便利

になりましたというような広報を考えたいと思います。 
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（会長） 

ありがとうございました。協議事項２件について、それぞれ承認していただきました。

どうもありがとうございました。 

 

（会長） 

その他、事務局から何かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

特にございません。 

 

（会長） 

委員の皆様のほうから、何かございますでしょうか。 

 

（委員） 

令和２年４月１日から米子駅前に路線バスの路線番号を設定されましたが、非常に小さ

な看板です。県外からのお客様がバス停の乗り場を通過してしまう。皆が上を見ながら歩

いているわけでして、あと前にも進むというのが多いように思われます。是非米子駅の新

築の工事が終われば、それに並行して大きな看板を、もっと分かりやすい看板をバスター

ミナルの付近に作り変えていただきたい。それはＪＲと協議していただいて、ＪＲの駅舎

あるいは壁を利用してもいいですし、もうちょっと分かりやすくしていただきたい。 

 

（委員） 

看板を全部新しくして、正面に大きな看板を設置しました。あの看板の中に、金沢市に

学んで目的地別に「病院に行く」とか、分かりやすくなったと思います。おそらく指摘さ

れているのは、普通の立て看板の文字が小さい点だと思いますが、根本的には、この大き

な看板のほうは表も裏も一部変えてあり、こちらのほうが大きな変化だと思います。各乗

り場の表示とバスの番号が揃ってるっていうのもとても分りやすいと思う。あくまで小さ

な看板は当面付けているようなもので、駅を出てすぐに目に入る看板は、この小さいほう

の看板だと、そのことを指しておられると思います。 

 

（委員） 

立て看板は、文字を読むにしても文字が小さく、腰を屈めないと下の部分は読めません。

分かりにくいでしょう。 

 

（委員） 

大きい看板が正面にあり、方面別に分かりやすく書いてあります。行きたいところが一
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目で分かるように書いてありますので、また見ていただけたらと思います。 

 

（事務局） 

米子駅は、今、橋上化工事をしておりまして、ガラッと変わりまして、バス乗り場につ

きましても駅前広場の再整備に鑑みましていろいろ変わる予定ですので、その辺りを色々

と分かりやすい表示をしたいと考えております。 

 

（会長） 

分かりました。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

タクシー業界は、全体で何社生き残るかという話をいつもしています。全国ですでに３

０社ぐらいのタクシー会社の廃業が進んでおり、経営が非常に危ない。給付金だけではな

んともならない。県には、タクシー１台につき２５，０００円の補助や、病院の医療スタ

ッフの方にはタクシーチケットを配っていただくようにお願いしてます。また、米子市で

は、タクシー１台につき１，０００円で３時間の観光事業を行います。大山る～ぷバスの

代わりに大山などを３時間周遊していただくなど考えています。これは市民の方も利用で

きますので、是非たくさんの方にタクシーを利用していただかないと、タクシー会社のほ

うは本当にこのままいけば廃業で、必要な時にタクシーはないという状況になりかけてい

るので、委員の方にご理解いただきたいと思いまして一言お願いさせていただきました。 

 

（会長） 

ありがとうございました。非常に厳しい状況になっているということで、いかにみんな

で盛り立てていくかという問題だと思います。そこに適切な補助金なり交付金が入るとい

うことが必要かと思いますので、ひとつ切れ目がないような形でお願いできたらと思いま

す。 

 

（委員） 

ぜひ補助金の活用をお願いします。３密ではありませんので、換気もよく行っておりま

すので、乗っていただきますようによろしくお願いします。 

 

（会長） 

その他、委員の皆様ございませんでしょうか。 

それでは、本日の会議につきましては、閉会とさせていただければと思います。どうも

ありがとうございました。 


