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令和 2年度第 4回岩国市地域公共交通活性化再生法協議会及び令和 2年度第 5回

岩国市地域公共交通会議の開催 (書面開催)について

時下ますます御清祥のこととお喜び申 し上げます。

平素か ら、地域公共交通の推進につきま しては、格別の御理解 と御協力を賜 り、厚 く御

礼申 し上げます。

さて、下記の事項につきま して、本来であれば会議 を開催 して御審議 をお願いすべきと

ころではあ りますが、新型 コロナ ウイルスの感染拡大の防止のため、書面による開催 とさ

せていただきますので、書面による御審議 を賜 ります よう、よろ しくお願いいた します。

なお、協議資料の内容につきま して、今後の国との協議によ り部分的に調整箇所が生 じ

た場合、その調整等については事務局に一任 させていただきますので、よろ しくお願いい

た します。

記

1 協議事項

(1)令和 3年度岩国市地域公共交通活性化再生法協議会事業計画 (案)及 び予算 (案 )

について 資料 1-1 資料 1-2
本議題 は、来年度の協議会の事業計画 (案)及 び予算 (案)に ついてお諮 りす るもので

す。

来年度の事業計画 (案 )と しま しては、 1「公共交通の利用促進」において、総合時刻

表 。マ ップの更新・作成、高校生を対象 とした公共交通の利用促進事業に加 え、転入者 を

対象 とした公共交通の利用促進事業を実施す る予定 としています。その他の内容につきま

しては、例年 どお りの内容 を予定 してお ります。

来年度の予算 (案 )と しま しては、歳入において、岩国市か らの負担金 440万 6千 円、

繰越金 156万 81千 円を見込んでお り、歳入合計は、597万 4千 円となつてお ります。

歳出においては、「運営費」の うち「会議費」として、委員報酬等の経費を 15万 円、「事

務費」 として、会議の開催案内等の郵送料を 6万 円見込んでお ります。 これ ら「運営費」

の合計は、21万 円 となつてお ります。次に 「事業費」 として、モ ビリテ ィ・マネ ジメン ト
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事業に係 る経費を 576万 4千円見込んでお り、「運営費」「事業費」を合計 した歳出の合計

額は、歳入 と同 じく 597万 4千円となつてお ります。

なお、本予算案の うち岩国市の負担金につきま しては、令和 2年度岩国市当初予算 とし

て 3月 市議会定例会に提案す る額を計上 してお ります。本協議会の予算案は岩国市議会に

おいて負担金が承認 された後に確定 とな りますので、よろ しくお願いいた します。

121 周東地域生活交通バス 「毛明線」に係 るバス停の名称変更、路線の延長及びバス停

の設置 について 資料 2-1 資料 2-2

131 玖珂地域生活交通バス 「上市北・千東線」「欽明路・上谷線」「臼田線」「谷津上線」

に係 る路線の変更及び停留所の追加について

惚)錦 地域生活交通バス 「大原線」に係 る定時定路線 の廃止及び予約乗合バスヘの変更

について 資料 4

錦地域生活交通バス 「大原線」の定時定路線 (上 り)は、高齢化に伴いバス停 までの移

動が困難な方 も多 く、利用者が減少 してお り、利用者の利便性の向上を図るため、定時定

路線 を廃止 し全線 をエ リア型の予約乗合バスヘ変更す ることとしたいと考えています。

151 令和 2年度錦川鉄道生活交通改善事業計画 (鉄 道軌道安全輸送設備等整備事業)の

周東地域生活交通バス 「毛明 」に係 るバス停の名称変更については、毛明線の始発バ

ス停である「桧余地バス停」において、本バス停付近は地区の総称 として昔か ら「檜余地」

が使われてきた とい うこともあ り、檜余地 自治会か ら、「高后岩」バス停、「桧余地」バス

停 を、「檜余地」バス停、「檜余地下」バス停にそれぞれ名称を変更 してほ しい とい う強い

要望があ りま したので、変更す ることとしたい と考えています。

路線の延長及びバス停の設置については、川越南部地区の 自治会か ら、現 「桧余地」バ

ス停か らさらに西に進んだ集落の地域住民が増えたことか ら、地域住民の利便向上を図る

ため、路線延長 とバス停の設置について要望があ り、実施す ることとしたいと考 えていま

す。 (路線の延長区間及び新設するバス停につきま しては、別添

さい。)

ご確認 くだ料 2-2

料 3

玖珂地域生活交通バス 「上市北・千束線」「欽明路 。上谷線」「臼田線」「谷津上線」につ

いては、 4路線全線が通 る旧玖珂総合支所～玖珂ク リニ ック間の一部区間 (別

照)は、道幅が狭 く離合 しづ らくなつてお り、昨年 10月 には同区間において接触事故 も発

生 しています。そのため、運行上の安全確保及び利便性の向上を図るため、本町上バス停

を経由するルー トに変更す ることとしたいと考えています。

料 5-1 料 5-4

本件は、錦川鉄道(株)が 国の令和 2年度第 3次補正予算に伴 う鉄道施設総合安全対策事業費

補助金 (鉄道軌道安全輸送設備等整備事業)を 活用 したいと急遊申し出てきたため、当協議

会において、その事業計画及び将来計画をお諮 りするものです。
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変更について



2 協議方法

書面協議

3 回答方法

別添の 「書面議決書」に記入年月 日、所属、役職、氏名 (押印不要 )、 各協議事項に対

す る賛否 (「 賛成」又は 「反姑」)を記載いただき、ファックス、電子メール等によ り御

返信 くだ さい。

4 回答期限

令 和 3年 2月 15日 (月 )ま で (必着 )

※この度の書面審議に際 し、関係機 関 との調整調整に時間を要 して しまったため、回

答期限が大変短 くなつて しまい、申 し訳 ございませんで した。

御迷惑をお掛けいた しますが、よろ しくお願いいた します。

以 上

(事務局 )

岩国市地域交通課交通政策力)工  田屯卜 (タ ムラ)

〒740-8585 岩国市今津町一丁 目 14-51

TEL:0827-29-5106 FAX: 0827-24-4209

電 =子 メ・‐アレ:kOutsu@cityo iwakuni。 lgo jp

-3-


