
平成25年2月20日(水)14時～桜井市立図書館　研修室１団団団団　　　　体体体体　　　　名名名名 委委委委　　　　員員員員　　　　職職職職 委員氏名委員氏名委員氏名委員氏名 テーブルテーブルテーブルテーブル 備備備備　　　　　　　　考考考考奈　良　県 知事 荒井 正吾 12 会長国土交通省近畿運輸局 自動車交通部長 澤井 俊 12企画観光部長 森 宏之 6
 国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局 支局長 山口 勝彦 1奈　良　市 市長 仲川 げん 1大和高田市 市長 吉田 誠克 6大和郡山市 市長 上田 清 2天　理　市 市長 南 佳策 9橿　原　市 市長 森下 豊 7 (代理出席) 市民協働課 主幹 中田 顕一郎桜　井　市 市長 松井 正剛 9五　條　市 市長 太田 好紀 12御　所　市 市長 東川 裕 7生　駒　市 市長 山下 真 2 (代理出席) 市民部長 新谷 厚香　芝　市 市長 吉田 弘明 3葛　城　市 市長 山下 和弥 8宇　陀　市 市長 竹内 幹郎 10山　添　村 村長 窪田 剛久 10 (代理出席) 副村長 窪田 政倫平　群　町 町長 岩崎 万勉 1 (代理出席) 副町長 山中 淳史三　郷　町 町長 森 宏範 3 (代理出席) まちづくり推進課長 橘 和成斑　鳩　町 町長 小城 利重 4 (代理出席) 副町長 池田 善安　堵　町 町長 西本 安博 4川　西　町 町長 上田 直朗 5三　宅　町 町長 志野 孝光 5田 原 本 町 町長 寺田 典弘 3曽　爾　村 村長 岡田 泰昌 9 (代理出席) 副村長 德田 守御　杖　村 村長 鈴木 仁彦 9高　取　町 町長 植村 家忠 6明 日 香 村 村長 森川 裕一 6 (代理出席) 副村長 福田 和由上　牧　町 町長 今中 富夫 3王　寺　町 町長 保井 伸介 4 (職務代理者) 副町長 北 義次広　陵　町 町長 平岡 仁 7 (代理出席) 副町長 山村 吉由河　合　町 町長 岡井 康徳 4吉　野　町 町長 北岡 篤 13大　淀　町 町長 岡下 守正 13下　市　町 町長 杦本 龍昭 14黒　滝　村 村長 辻村 源四郎 14天　川　村 村長 森本 靖順 15野 迫 川 村 村長 谷 喜一郎 15十 津 川 村 村長 更谷 慈禧 12下 北 山 村 村長 上平 一郎 13上 北 山 村 村長 福西 力 13川　上　村 村長 栗山 忠昭 14東 吉 野 村 村長 水本 実 14 (代理出席) 副村長 福神 万平公益社団法人 奈良県バス協会 会長 中村 憲兒 5奈良県タクシー協会 会長 池田 誠也 10西日本旅客鉄道(株) 近畿統括本部 大阪支社長 倉坂 昇治 7  (代理出席) 近畿統括本部 営業課観光推進室長 松井 徹夫近畿日本鉄道(株) 鉄道事業本部長 和田林 道宜 1  (代理出席) 鉄道事業本部 企画統括部営業企画部長 福嶌 博奈良交通㈱ 取締役社長 谷口 宗男 15エヌシーバス㈱ 代表取締役 芥 文孝 8三重交通㈱ 取締役社長 森口 明好 10 (代理出席) 常務取締役 雲井 敬近鉄バス㈱ 取締役社長 澤田 均 5 (代理出席) 乗合営業課長 江並 史朗熊野交通㈱ 取締役社長 小寺 康之 - (欠席)京阪バス㈱ 取締役社長 塩田　正 2 (代理出席) 企画部課長 渡邉　義之南海りんかんバス㈱ 取締役社長 坂部　直成 - (欠席)吉野大峰ケーブル自動車㈱ 代表取締役 内田 恭 - (欠席)奈良県交通運輸産業労働組合協議会 議長 内藤 利彦 11

　　　　バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者
　　　　協議会協議会協議会協議会がががが必要必要必要必要とととと認認認認めめめめ、、、、出席出席出席出席をををを求求求求めるめるめるめる者者者者

　　　　国国国国のののの機関機関機関機関　　　　市町村市町村市町村市町村

　　　　関係団体関係団体関係団体関係団体　　　　鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者

奈良県地域交通改善協議会奈良県地域交通改善協議会奈良県地域交通改善協議会奈良県地域交通改善協議会　　　　委員委員委員委員・・・・出席者名簿出席者名簿出席者名簿出席者名簿

　　　　県県県県のののの機関機関機関機関


