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四国トラック協会連合会

一般社団法人 徳島県トラック協会

会 長 粟飯原 一 平

ご 挨 拶
この度､ ｢第23回全国トラック運送事業者大会｣ が､ 四国ブロックの担当により､ 来る

10月10日 (水) に香川県高松市で開催されることとなりました｡
本事業者大会を四国ブロックが担当するのは､ 平成12年の高知大会､ 平成21年の愛媛県
大会に次いで３回目となりますが､ 23年もの長きに亘り本事業者大会が継続開催されてい
るのは､ 我々運送事業者が業界の振興に向けて様々な活動を行ってきた結果であり､ 誠に
喜ばしい事でございます｡
今､ ドライバー不足や長時間労働抑制に関連した ｢働き方改革｣ など我が業界が直面し
ている課題が山積しておりますが､ 四国は香川県高松の地に全国各地からトラック運送事
業者の皆様方が一堂に会し､ これら諸課題を再認識するとともに､ その解決に向けて結束
を固める機会となることを切に願っております｡
従前は､ 四国は離れ小島と揶揄されていましたが､ 昭和63年４月10日に瀬戸内海国立公
園中の優美な多島海の真ん中を通る道路と鉄道の併用橋 ｢瀬戸中央自動車道 (瀬戸大橋)｣
が開通して今年で30周年を迎えております｡ 現在では､ 神戸淡路鳴門自動車道と西瀬戸自
動車道 (しまなみ海道) も本州とつながっており､ 今や三本の橋は四国四県の地域経済や
物流の活性化に欠かせない重要なインフラストラクチャーとなっています｡
四国四県の人口は380万人､ 内香川県は人口97万人｡ しかも47都道府県の中で最も面積

の小さな県であります｡ また､ 年間降雨量が少なく１年を通して温暖な気候風土の地であっ
て､ 古くから讃岐三白 (塩・綿・砂糖) の生産が盛んでした｡ その糖の一つであります和
三盆の製造技術は現在までも引き継がれています｡ 一方 ｢うどん県｣ とも言われ､ ｢さぬ
きうどん｣ を食べに多くの観光客が訪れています｡ そのほか､ 特別名勝の一つで高松藩主
松平家の庭園 ｢栗林公園｣､ ｢こんぴらさん｣ の呼び名で親しまれている金刀比羅宮も香川
を代表する名勝地です｡
大会翌日は､ 四国各地の名所名跡を巡る観光コースや風光明媚なゴルフ場もご用意して
おりますので､ 日頃の疲れを心行くまで癒やしていただければ幸いに存じます｡
高松大会には､ 全国より多くの皆様に是非ともご参加いただきますよう､ よろしくお願
い申し上げます｡

平成30年７月

主主主主なななな
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大大大大大会会会会会概概概概概要要要要要

日 程 開催日／平成30年10月10日(水)

時 間 スケジュール 会 場

11�00～13�00 受付 ホール棟 １階 ｢コミュニケーションプラザ｣

11�00～12�00 正副会長会議 JRホテルクレメント高松 ２階 ｢霞｣ ｢暁｣

13�00～13�20 全体会議
①開会

②全ト協会長挨拶

③開催地ブロック協会長挨拶

④分科会編成 (２分科会)

ホール棟 ３階 ｢大ホール｣

13�30～14�50 第１分科会 ホール棟 ３階 ｢大ホール｣

第２分科会 ホール棟 ５階 ｢第２小ホール｣

15�00～16�00 記念講演会 ホール棟 ３階 ｢大ホール｣

16�10～17�00 全体会議 (再開)
①トラック輸送振興顕彰｢鈴木賞｣贈呈式

②大会決議

③来賓挨拶

④祝電披露

⑤次回大会開催地ブロック協会長挨拶

⑥ガンバローコール

⑦閉会

ホール棟 ３階 ｢大ホール｣

17�30～19�30 懇親会
｢サヌカイト演奏｣

｢少林寺拳法演武｣

JRホテルクレメント高松 ３階

｢飛天｣ ｢玉藻｣

■大会スケジュール

①サンポート高松ホール棟１階 コミュニケーションプラザ内､ 大会受付にて

大会参加証をお渡しの上､ 受付をお済ませ下さい｡

②ホテル直行クロークにて荷物をお預け下さい｡ (各ホテルまでお届けいたします)

※但し､ P12に掲載のホテルへ宿泊をお申込みをいただいた方に限ります｡

※貴重品､ 会場に必要な大会資料等は､ 各自お持ちいただくようお願い致します｡

※当日会場でお引き取りになる場合は､ 日帰りクロークをご利用下さい｡

③コート､ 上着類のお預けをご希望の方は､ 日帰りクロークをご利用下さい｡

④会場へ入場の際は､ 大会参加証をご着用お願い致します｡

受付手順
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大大大大大会会会会会概概概概概要要要要要 ((((会会会会場場場場案案案案内内内内))))

会 場 サンポートホール高松

〒760�0019 高松市サンポート2�1
TEL087�825�5000 (代表)
受付／全体会議／分科会／記念講演会

大会参加者
昼食会場

物産展コーナー
クローク

総合受付 (全体受付)
参加証等再発行ブース

第2分科会

全体会議場
第１分科会
記念講演会

1F

3F

5F

総合案内所
展示スペース
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大大大大大会会会会会概概概概概要要要要要 ((((懇懇懇懇親親親親会会会会会会会会場場場場))))

会 場 JRホテルクレメント高松

〒760�0011 高松市浜ノ町1�1
TEL087�811�1111 (代表)
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大大大大大会会会会会概概概概概要要要要要

【時 間】13�30～14�50
【会 場】

分 科 会

第１分科会 ホール棟3Ｆ ｢大ホール｣

【テーマ】交通事故防止対策と健康管理の推進について
コーディネーター
株式会社プロデキューブ 代表取締役 高柳 勝二 氏

第2分科会 ホール棟5Ｆ ｢第2小ホール｣

【テーマ】人材確保対策と働き方改革について
コーディネーター
日本ＰＭＩコンサルティング株式会社 代表取締役 小坂 真弘 氏

【時 間】15�00～16�00
【会 場】サンポートホール高松ホール棟3Ｆ ｢大ホール｣

【講演題目】 ｢人を育て､ 人を活かす人材活用術｣
～監督から見た選手起用のいろいろ～

記念講演会

※上記の通り､ ２つの分科会を予定しておりますので､ いずれかの分科会を別紙の
申込書にてお申し込み下さい｡

元プロ野球選手／野球解説者／評論家

駒澤大学を経て､ 1975年読売巨人軍に入団｡
３年目から三塁手として１軍定着｡
1981年に一塁転向｡
1980年代の読売巨人軍の中心打者として活

躍する傍ら労組日本プロ野球選手会初代会長を務めた｡
1989年引退｡ 1993年巨人１軍打撃コーチ｡ 2004年アテネ五輪

では日本代表ヘッドコーチ・監督代行を務め､ 銅メダルに導い
た｡ その後､ 2012年DeNAベイスターズ初代監督に就任し､ 201
5年シーズン終了まで在任した｡
現在は､ 野球解説者・評論家・タレント司会者としても活躍

している｡

17�30～19�30 オープニング�サヌカイト演奏
開宴
歓迎挨拶
乾杯
ご歓談
アトラクション�サヌカイト演奏･少林寺拳法演武
閉宴

中 畑
なか はた

清
きよし

氏
元プロ野球選手／四国アイランドリーグ
創設者／野球評論家

駒澤大学､ プリンスホテルを経て1981年西
武ライオンズに入団
西武黄金時代のチームリーダーとして活躍

する｡ その後､ 福岡ダイエーホークスの２軍監督､ オリックス
ブルーウェーブ監督を歴任して､ 日本初の独立リーグである四
国アイランドリーグを創設する｡ 同リーグコミッショナーを経
て2008年より愛媛マンダリンパイレーツのシニア・チームアド
バイザー､ 2008年９月城西大学国際大学客員教授に就任｡
現在は､ 四国松山に軸足を置きながら野球の啓蒙活動､ 四国

アイランドリーグ選手の指導を行う｡

石
いし

毛
げ

宏 典
ひろ みち

氏

懇親会のプログラム

【会場】

JRホテルクレメント高松

聞き手�木内 晶子 (女優／タレント)
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17�30～19�30 懇親会時のアトラクションアトラクションのご紹介

香川県高松市出身｡ 東京藝術大学卒業｡ 東京藝術大学管

弦樂研究部非常勤講師を経て､ 現在､ 東邦音楽大学附属

第二高等学校非常勤講師｡ 高松市観光大使｡ 平成28年度

よんでん芸術文化奨励賞､ 東久邇之宮文化褒賞受賞｡ ロ

ンドンミュージカル､ 劇団四季､ 和太鼓集団 ｢鬼太鼓座｣

に参加｡ 久石譲の全国ツアー2008､ CD､ DVD制作に参加｡

ボルドー音楽祭､ 日仏観光交流会､ ユネスコ国際会議､

全国育樹祭､ Ｇ７情報通信大臣会議等で演奏｡ クールジャ

パン国際会議パリ公演｡ 香川県にしかない石の楽器(サヌ

カイト)の演奏家として､ ソロCD ｢LOVELETTER｣

｢voice of sanukite｣を制作｡ サヌカイトユニット“LUZ AZUL”､

朗読と演奏ユニット二人組 ｢かれん｣ 主宰｡

JRホテルクレメント高松
(3Ｆ ｢飛天｣ ｢玉藻｣ )

少林寺拳法は1947年､ 創始者�宗道臣によって香川県
で創始されました｡
宗道臣は､ 戦後の日本において平和で物心ともに豊か

な社会の実現を願い ｢平和な社会をつくるためには他人
のことを本気で考えられる人間を一人でも多く育てる以
外にない｡｣ と確信し､ 人づくりの道 ｢少林寺拳法｣ を編
みだし組織を作り上げました｡
少林寺拳法の基本理念は ｢半ばは自己の幸せを､ 半ば

は他人の幸せを｣ の信念をもって行動する人を育て､ 平
和で豊かな社会づくりに貢献することとなっています｡

少林寺拳法の技法は､ 二人一組での修練を原則として
おり､ 互いに協力しながら上達を図るという特徴があり
ます｡ その修練方法として演武があります｡
演武は､ 突き・蹴りなどに対する防御､ 反撃を行う剛

法と掴む・引く・押すに対する防御､ 反撃を行う柔法を
中心に構成されています｡
また､ 合理的な身体動作は健康法にもなり､ 真剣な攻

防は精神の集中を生み出します｡

サヌカイト演奏
小 松 玲 子 少林寺拳法について

香川県高松市生まれ｡ 1997年 ｢第１回ザ・ジャパン・オーディション｣ に応募｡ 19万人の中から俳優部門
に合格したことをきっかけに芸能界入りする｡
その後､ 映画 ｢踊る大捜査線｣､ ｢GTO｣､ ｢水戸黄門｣ などドラマ・映画・CMに数多く出演｡ 昨年は､

地元男木島を舞台にした映画 ｢Lemmon&Letter｣ でミラノ国際映画祭に主演女優賞でノミネートされる｡
香川県の観光大使 ｢うどん県副知事｣ として活動するほか､ nanami (ななみ) という名前で ｢四国まん

なか千年ものがたり｣ のテーマソング ｢しあわせのそら｣ のヴォーカルを担当｡ 歌手活動も行なっている｡

懇親会ＭＣ 木 内
き の う ち

晶
あき

子
こ

女優／タレント
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会会会会会場場場場場まままままでででででのののののアアアアアクククククセセセセセススススス

アクセスマップ

■公共交通機関でお越しの場合

高
松
空
港
か
ら

高松空港
リムジン
バスで
(約50分)
運賃760円

タクシーで

高
松
駅
か
ら

乗車時間 (約40分)
タクシー代 約5,000円

徒歩１分

■お車でお越しの場合

高松中央I.Cから

｢高松駅｣ 方面の標識に従って
ご走行下さい (約15～25分)

高松西I.Cから

｢高松駅｣ 方面の標識に従って
ご走行下さい (約20～35分)

至高松空港至高松西IC



第23回全国トラック運送事業者大会 �

JR高松駅および高松空港をご利用の場合

■高松空港フロア図

■JR高松駅周辺図

タクシー乗車場
JR高松駅行き空港リムジンバス

多目的広場

高松シンボルタワー

高松港旅客
ターミナル

ＪＲホテル
クレメント高松

JR高
松駅

バス
ター
ミナ
ル

タクシー
乗降所

駅前
広場

フェリー
乗り場

中
央
通
り

こ
と
で
ん

高
松
築
港
駅

玉
藻
公
園

高松港

Ｎ
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募募募募募集集集集集事事事事事項項項項項

�
参加費用

①会議・懇親会に参加の方……参加費 お一人様 29,000円
※但し､ 懇親会に参加されず会議のみに参加される場合は､ お一人様 15,000円
※参加費は､ 大会事務局の依頼によりＪＴＢが代行収受いたします｡

②宿泊プラン P10～P12をご参照下さい｡

③大会当日の昼食お弁当 P13をご参照下さい｡

④観光プラン P13～P15をご参照下さい｡

⑤ゴルフプラン P16をご参照下さい｡

申込方法
①お申込み手続の流れ
各都道府県トラック協会にて､ 大会参加・宿泊プラン・昼食弁当・観光プラン・ゴルフプラン
のご希望を別紙申込書に取りまとめの上､ E�mail又はFAXにてお申込み下さい｡
②お申込み先・お問い合わせ先

E�mail�tak_ec@jtb.com FAX�087�821�2177
③申込み締切……平成30年8月10日 (金)
④大会参加証・各種確認書面・請求書の送付
お申し込み後､ 9月10日 (月) 頃､ 各都道府県トラック協会宛に大会参加証および各種確認書面・
請求書を郵送致します｡

⑤参加費等のお支払い
9月20日 (木) までに､ 協会ごとに取りまとめの上､ お振込にてお支払い下さい｡

株式会社JTB高松支店 ｢第23回全国トラック運送事業者大会｣ 受付デスク
〒760�0028 高松市鍛冶屋町７番６号 TEL087�851�3055
[営業時間] 午前9時30分～午後5時30分 (土・日・祝日休業)
総合旅行業務取扱管理者 大本 耕造
総合旅行業務取扱管理者とは､ お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です｡ この旅行契約に関し担当者からの説明で
ご不明な点があれば､ ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください｡

申込方法
上記の受付デスクまでメールまたはFAXにてご連絡下さい｡ 取消に伴う取消料は以下の通り申し
受けます｡

①大会参加の取消

9月1日(土)までの取消 9月15日(土)までの取消 9月16日(日)以降の取消

全額返金 半額返金 返金不可

旅行開始日の
8日前まで

旅行開始日の
7日～2日前の解除

旅行開始日の
前日の解除

旅行開始日の
当日の解除*右記除く

旅行開始後､
無連絡(不泊)

無料 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

旅行開始日の
21日前まで

旅行開始日の
20日～8日前の解除

旅行開始日の
7日前～2日前の解除

旅行開始日の
前日の解除

旅行開始日の
当日の解除*右記除く

旅行開始後､
無連絡(不泊)

無料 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

利用日の3日前まで 利用日の2日前の解除

無料 弁当代金の100％

②有料観光プラン(Ｃコース､Ｄコース､Ｅコース)･ゴルフプランの変更･取消

③宿泊・有料観光プラン (Ｆコース､ Ｇコース) の変更・取消

④お弁当
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本大会ご参加者用に下記ホテルの宿泊プランをご用意しております｡ 旅行条件書(要約)をご確認の上､
ぜひお申し込み下さい｡

■ご宿泊プラン設定日�平成30年10月9日(火)・10日(水)
■旅行代金�１泊朝食付・税金・サービス料込 おひとり様あたりの金額 (単位�円)

最少催行人員�１名様
〈日程表〉

日次 行 程 食 事

１ ご自宅または前泊地､ または各地→ (各自移動､ お客様負担) →各宿泊施設 朝�× 昼�× 夕�×
２ 各宿泊施設→ (各自移動､ お客様負担) →ご自宅または次泊地､ または各地 朝�○ 昼�× 夕�×
■設定ホテル
ホテル区分 シングル１名１室利用 ツイン２名１室利用 ツイン１名１室利用 ダブル１名１室利用

Ｓ 16,000円 14,000円 22,000円 20,000円

Ａ 12,000円 11,000円 16,000円 16,000円

Ｂ 9,000円 8,000円 12,000円 －

Ｃ 8,000円 7,000円 9,000円 －

■Ｓ…JRホテルクレメント高松､ ダイワロイネットホテル高松

■Ａ…リーガホテルゼスト高松､ 高松東急REIホテル､ チサンイン高松

■Ｂ…ホテルパールガーデン､ オークラホテル高松

■Ｃ…ビジネスホテルパークサイド高松､ 高松シティホテル､ ビジネスホテル東宝イン高松

※ご希望は先着順にて承ります｡ (第２希望まで必ずご記入下さい)

※禁煙､ 喫煙のご希望は申込書にご記入下さい｡ 禁煙ルームが満室の場合は､ 喫煙ルームを消臭してお部屋

をご用意する場合がございます｡ 予めご了承下さい｡

※先着順にて承りますが､ 第２希望でもご案内できない場合には､ ご相談の上で上記以外のホテルをご案内

させていただく場合がございます｡

※ホテルの客室は､ バス・トイレ付です｡

※添乗員は同行いたしません｡ お申込後にお送りする宿泊確認書を宿泊施設フロントにてお渡し下さい｡

※特別設定代金のため､ 朝食が不要の場合でもご返金はできません｡ 個人勘定及びこれに伴うサービス料と

諸税は各自ご清算願います｡

※ご返金が発生した場合は､ 大会終了後､ 株式会社ＪＴＢ高松支店よりご返金の連絡を致します｡
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①JRホテルクレメント高松
JR高松駅正面に位置する本格的
シティホテル｡ 地上21階建ての
建物に360度パノラマビューの客
室｡1500人収容可能な大宴会場｡
本格的な料理を楽しめる和洋中レ
ストラン､ 最上階のレストランバー､
スカイバンケット｡ お客様の様々
なニーズに対応できるホテルです｡
【交通】JR高松駅徒歩約１分
【TEL】087�811�1111

④高松東急REIホテル
市内中央､ ビジネス・ショッピ
ングに至便｡ 高松駅へ徒歩８分｡
高松空港からのリムジンバスも
ホテル玄関前にて下車できます｡
周辺観光の拠点に最適なホテル
です｡

【交通】JR高松駅徒歩８分
【TEL】087�821�0109

⑥ホテルパールガーデン
高松駅からお車で５分に位置し､
ブラウンを基調とした重厚感の
あるホテルです｡１階のフロント
ロビーとレストランからは和風
庭園からの滝が眺められ四季折々
の風景を楽しむ事ができます｡
お接待の心をこめたおもてなし
でお客様をお迎え致します｡
【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�821�8500

⑧ビジネスホテルパークサイド高松
名勝 ｢栗林公園｣ 前に在り､ビジ
ネス街や歓楽街にも近く､ビジネ
スマン必須の高速ランを配した
OAコーナー､駐車場､レストラン､
ランドリー室も有る､セフティマー
クホテル｡客室より栗林公園内の
絶景を見る事ができます｡
【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�837�5555

⑩ビジネスホテル東宝イン高松
瀬戸内海の多島美が眺望出来る
抜群のロケーション｡ 高松のウォー
ターフロントに位置し､ ビジネ
スに観光に便利な立地とワンラ
ンク上の住空間をご提供致しま
す｡

【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�823�1000

③リーガホテルゼスト高松
市の中心に位置し､ 空港行リム
ジンバスもホテル前から発着す
るなど交通の便がよく､ 観光・
ビジネスのベースに適｡ 中規模
総合型ホテルとして､ アットホー
ムでハイセンスな雰囲気が喜ば
れています｡
【交通】JR高松駅徒歩８分
【TEL】087�822�3555

⑤チサンイン高松
全客室インターネット接続 (LA
N回線) はもちろん､ Wi�Fiも無
料でご利用いただけます｡ また､
全室にズボンプレッサーを完備
しております｡ ビジネスに観光
に､ お客様の目的に合わせてご
利用いただけるホテルです｡
【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�823�1111

⑦オークラホテル高松
四国の玄関高松の中心街に位置､
客室344室､ 駐車場130台を有し､
経済性を勘案した料金でビジネ
ス､ レジャー客に好評､ 宴会場
(６室10名～350名) も充実して
います｡

【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�821�2222

⑨高松シティホテル
県庁通り・中央公園から徒歩１
分の高松市中心地でビジネス・
観光・ショッピング・お遍路巡
りに最適な立地です｡ 寝心地の
良い全室シモンズベッド完備し
ています｡

【交通】JR高松駅タクシー５分
【TEL】087�834�3345

②ダイワロイネットホテル高松
高松市内の繁華街に位置し､

活気のある新しいロケーション｡
ユニークなショップやレストラ
ンが楽しめる環境の良い好立地
なホテルです｡ シングル､ ツイ
ンなどゆとりを持った空間のお
部屋でごゆっくりおくつろぎい
ただけるホテルです｡
【交通】JR高松駅タクシー5分
【TEL】087�811�7855JRホテルクレメント高松(イメージ) ダイワロイネットホテル高松(イメージ)

高松東急REIホテル(イメージ)

ホテルパールガーデン(イメージ)

ビジネスホテルパークサイド高松(イメージ)

ビジネスホテル東宝イン高松(イメージ)

リーガホテルゼスト高松(イメージ)

チサンイン高松(イメージ)

オークラホテル高松(イメージ)

高松シティホテル(イメージ)
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昼 食 お 弁 当

L-1 ９マス膳 風光(ふうこう) 折詰 明媚(めいび)L-2

※写真はイメージです｡

大会開催前の昼食用として､ 左記
のお弁当をご用意できます｡ ご希
望のお客様は､ お申込書に記号
L�1またはL�2をご記入下さい｡
お弁当(お茶付)1,500円

(税込)

《受渡場所》
サンポート高松ホール棟1F展示場
10月10日(水)11�15～12�45の間
にお取り下さい｡

日帰りコース(同伴者用)《大会当日》 ◎�入場観光 ○�下車観光 △�車窓による観光
記入例／バス＝

Aコース 歴代藩主が築いた大名庭園･特別名勝 栗林公園と屋島コース

日 次

10／10
(水)

行 程

サンポート高松＝◎栗林公園＝屋島(○屋島寺･源平の古戦場 檀ノ浦 展望台)＝サンポート高松
13�00 13�15 14�15 14�45 16�00 16�30

■費用／無料 ■食事条件／食事�なし ■最少催行人員／25名 定員／40名 ■添乗員／同行します

★栗林公園 国指定特別名勝の広大な園内は､ 松平家５代､ 100年余の歳月を費やして完
成した池泉回遊式大名庭園の南庭と近代的に改修された北庭に分かれ､ 四季
折々に風情ある表情を見せてくれます｡

★屋 島 屋島は瀬戸内海国立公園にある海抜293メートルの半島形溶岩台地｡ 頂上部
が平坦で､ その形状が屋根に似ている所から屋島と名づけられました｡ 四季
を通じてその展望は瀬戸内海随一といわれ､ 南国の陽光は､ 備讃瀬戸の島々
に惜しみなくふりそそぎ､ 山上の各所にある展望台からは､ 行き交う大小の
船舶､ 讃岐平野が一望でき､ 眼下には檀ノ浦の古戦場が広がっております｡

Bコース こんぴらさんコース

日 次

10／10
(水)

行 程

サンポート高松＝＝◎旧金毘羅大芝居金丸座・金刀比羅宮＝＝サンポート高松
13�00 14�00 16�00 17�00

■費用／無料 ■食事条件／食事�なし ■最少催行人員／25名 定員／40名 ■添乗員／同行します

★金刀比羅宮 標高521ｍ､ 象頭山 [ぞうずざん] の中腹に鎮座し､ 祭神は大物主神 (大
国主命)｡ 12世紀の保元の乱で都を追われ､ 讃岐にとどまった崇徳天皇を
合祀しています｡ 江戸時代には ｢金毘羅参り｣ が盛んになり､ 今日に至る
まで海の守護神として広く信仰を集めています｡ 宝物館や表書院の文化財
も見逃せません｡

★旧金毘羅大芝居(金丸座) 江戸期の芝居小屋の典型を伝え､ 現存する日本最古の芝居小
屋として重要文化財に指定されています｡ 回り舞台やセリは､ 奈落 (舞台
下) で人力で動かす仕掛け｡ 観客席には桟敷や平場の桝席がずらりと並ん
でいます｡

金刀比羅宮(イメージ)

栗林公園(イメージ)

弁当のお手配は旅行契約ではございません｡ 手配先との取り決めにより９ページの取消料を適用させていただきます｡
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Dコース モダンアートにふれるベネッセアートサイト直島コース

日 次

10／11
(木)

行 程
フェリー フェリー

高松港～～直島(宮浦港)＝◎地中美術館＝◎ベネッセハウス(昼食)＝◎家プロジェクト＝宮浦港～～高松港＝高松空港
10�12 11�04 17�00 18�00 18�50

※地中美術館・家プロジェクトは入場施設のキャパシティの関係で２班に分かれて観光します｡
接続便のご案内 高松空港 JAL486 20�05羽田行き

Eコース 鳴門のうず潮と大塚国際美術館､ 阿波おどりミュージアムコース

日 次

10／11
(木)

行 程

JR高松駅＝◎眉山･阿波おどりミュージアム＝鳴門市内ホテル(昼食)＝◎鳴門観潮船＝◎大塚国際美術館＝徳島空港
8�00 9�30 10�30 11�30 12�30 13�00 13�40 13�50 14�50 15�20

接続便のご案内 徳島空港 ANA284 16�20羽田行き

日帰り観光コース《大会翌日》 ◎�入場観光 ○�下車観光 △�車窓による観光
記入例／バス＝ 徒歩… フェリー～～

Cコース 弘法大師･空海の生誕地 善通寺とこんぴらさん参拝コース

日 次

10／11
(木)

行 程

JR高松駅＝善通寺＝琴平(昼食)…さぬきうどん打ち体験…◎旧金毘羅大芝居金丸座 金刀比羅宮＝JR琴平駅＝高松空港
9�00 10�00 11�00 11�20 15�20 15�30 16�30

接続便のご案内 高松空港 ANA538 17�40／JAL484 17�45羽田行き
■出発日／2018年10月11日(木) ■食事条件／食事�朝食０回､ 昼食１回､ 夕食０回
■最少催行人員／25名 定員／40名
■添乗員／同行します ■旅行代金／9,500円
★善 通 寺 真言宗善通寺派の総本山で､ 四国霊場第75番札所｡ 弘法大師 (空海) の誕生の地として有

名で､ 京都の東寺､ 和歌山の高野山金剛峯寺とともに空海の三大霊跡の一つです｡
★旧金毘羅大芝居(金丸座) 江戸期の芝居小屋の典型を伝え､ 現存する日本最古の芝居小屋として重要文

化財に指定されています｡ 回り舞台やセリは､ 奈落 (舞台下) で人力で動かす仕掛け｡ 観
客席には桟敷や平場の桝席がずらりと並んでいます｡

★金刀比羅宮 標高521ｍ､ 象頭山 [ぞうずざん] の中腹に鎮座し､ 祭神は大物主神 (大国主命)｡ 12世紀
の保元の乱で都を追われ､ 讃岐にとどまった崇徳天皇を合祀しています｡ 江戸時代には
｢金毘羅参り｣ が盛んになり､ 今日に至るまで海の守護神として広く信仰を集めています｡
宝物館や表書院の文化財も見逃せません｡

■出発日／2018年10月11日(木) ■食事条件／食事�朝食０回､ 昼食１回､ 夕食０回
■最少催行人員／10名 定員／20名 ■添乗員／同行します ■旅行代金／24,000円
★地中美術館 自然と人間を考える場所として､ 2004年に設立｡財団法人直島福武 美術館財団により運営

されるこの美術館は､ 瀬戸内海に浮かぶ島､ 直島の南側に位置し､ クロード・モネ､ ウォルター・
デ・マリア､ ジェームズ・タレルの作品が安藤忠雄設計の建物に永久設置されています｡

★ベネッセハウス 安藤忠雄設計の宿泊施設をともなった美術館｡ ここにしかないサイトスペシフィッ
ク・ワークスを永久展示｡

★家プロジェクト 1998年に始まった､ 直島の町を舞台とした常設のアートプロジェクトです｡ 本
村地区で古い家屋を改修し､ アーティストが家の空間そのものを作品化したプロジェ
クトを公開しています｡ ここでは､ それぞれの建物､ ひいてはそこで営まれていた
生活や日本の伝統､ 美意識に対峙した空間が形づくられています｡

■出発日／2018年10月11日(木) ■食事条件／食事�朝食０回､ 昼食１回､ 夕食０回
■最少催行人員／25名 定員／40名
■添乗員／同行します ■旅行代金／15,000円
★鳴門観潮船 海上から鳴門のうず潮を体感できる遊覧船｡ 飛沫がかかるぐらいまで

うず潮に接近するので迫力満点です｡
★大塚国際美術館 世界で類をみない陶板名画美術館です｡ 日本最大級の常設展示スペー

スを誇り､ 古代～現代の西洋名画1000点余を原寸大で鑑賞でき､ ｢環
境展示｣ は必見です!!

★阿波おどりミュージアム 阿波おどり会館３階にあり､ 阿波踊りの歴史を学ぶことがで
きます｡

善通寺(イメージ)

ベネッセハウス 写真�山本糾

鳴門のうず潮(イメージ)
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1泊2日観光コース《大会翌日出発》 ◎�入場観光 ○�下車観光 △�車窓による観光
記入例／バス＝

Fコース しまなみ海道と歴史の街松山コース

日 次

10／11
(木)

行 程

JR高松駅＝＝今治国際ホテル (昼食) ＝＝△しまなみ海道＝＝○大山祇神社＝＝松山市内(泊)
8�30 11�30 12�30 14�10 15�10 17�00

■出発日／2018年10月11日(木)

■食事条件／食事�朝食１回､ 昼食２回､ 夕食１回
■最少催行人員／25名 定員／40名

■宿泊予定�道後温泉 道後館 ■添乗員／同行します

■旅行代金／36,000円 (和室５名､４名１室利用)
和室３名１室利用の場合37,800円
和室２名１室利用の場合43,800円

★しまなみ海道 四国の西の玄関口今治を発した ｢しまなみ街道｣ は､ 大島や伯方島､ 大山祇神社のある大三島を結び､ 広島県へ
と延びます｡ また､ ３連吊橋の来島海峡大橋の眺めは見事です｡

★大山祇神社 天照大神の兄神・大山積大神を祭神に､ 古くから海や山の神として厚い信仰を集めています｡ 境内には小千命が
手植えしたと伝えられる樹齢2600年のクスノキが繁り､ 本殿や拝殿､ 神門などが今なお重厚な姿を見せています｡

★内子町並み保存地区 江戸時代から明治にかけて和紙と木蝋で栄えた町です｡ 白壁の街並みが続いています｡
★松 山 城 松山市の中心部である標高132ｍの城山 (勝山) 山頂に本丸があり､ 裾野に二之丸 (二之丸史跡庭園)､ 三之丸

(堀之内) がある､ 広大な平山城です｡
★坂の上の雲ミュージアム 作家司馬遼太郎氏の長編小説 『坂の上の雲』 をテーマとした施設｡ 建築家安藤忠雄氏設計｡ 明治の日

本の様子などを資料やグラフィック・映像を用いて紹介します｡

10／12
(金)

ホテル＝○内子町並み保存地区＝松山市内(昼食)＝◎松山城＝◎坂の上の雲ミュージアム＝JR松山駅＝松山空港
8�20 9�30 11�00 12�00 13�00 13�10 14�10 14�20 15�20 15�30 16�00

接続便のご案内 松山空港ANA596 17�20 羽田行き／ANA1646 17�05 伊丹行き

Gコース 祖谷のかずら橋と維新の街高知コース

日 次

10／11
(木)

行 程

JR高松駅＝○祖谷のかずら橋＝大歩危峡観光遊覧(昼食)＝◎いの町紙の博物館(紙漉き体験)＝高知市内(泊)
8�30 10�30 11�15 11�40 13�30 14�45 16�00 17�00

■出発日／2018年10月11日(木)

■食事条件／食事�朝食１回､ 昼食２回､ 夕食１回
■最少催行人員／25名 定員／40名 ■添乗員／同行します

■宿泊予定�高知市内 三翠園

■旅行代金／36,000円 (和室５名､４名１室利用)
和室３名１室利用の場合37,800円
和室２名１室利用の場合39,800円

★祖谷のかずら橋 野生のシラクチカズラを使って編んだ14ｍ､ 長さ45ｍ､ 幅２ｍ吊橋で､ 日本三奇橋の一つ｡ 国の重要有形民俗
文化財に指定され､ ３年に１度掛け替えられます｡ 足を踏み出すとギシギシと揺れ､ スリル満点!!

★いの町紙の博物館 土佐和紙の歴史資料や用具の展示､ 紙すきの見学・体験ができる和紙専門の博物館です｡ 千年の歴史を持つ
土佐和紙は､ 国の伝統的工芸品にも指定されています｡ 実演コーナーでは職人による流しすきの風景が見られます｡

★ひ ろ め 市 場 60店舗余りが出店する､ 巨大屋台村｡ 土佐藩家老・深尾弘人蕃顕 (ひろめしげあき) の屋敷､ 通称 ｢ひろめ屋
敷｣ の跡地ということから､ その名が付けられました｡

★高 知 城 三層６階の天守閣をもつ平山城｡ 天守閣をはじめ､ 詰門や東西の多聞櫓､ 黒鉄門は､ いずれも重要文化財に指
定されています｡

★坂本龍馬記念館 時代のシナリオを書き換えた龍馬は､ 1835年11月15日に高知城下の下級武士の家に次男として誕生｡ 勝海舟に
航海術を学び､ 土佐藩の後藤象二郎らと大政奉還を推進｡ しかし､ 大政奉還の１カ月後の1867年11月15日に暗
殺されました｡

★桂 浜 岬に挟まれた桂浜は､ 龍頭岬に龍馬像が､ 龍王岬に記念館が建てられています｡ また､ 同地は月の名所として
も有名｡ 太平洋の白波がどこまでも続く青松の浜を洗い流します｡

10／12
(金)

ホテル＝◎高知城･○ひろめ市場＝(昼食)＝◎坂本龍馬記念館･○桂浜＝高知空港＝JR高知駅
8�30 15�10 15�40

接続便のご案内 高知空港JAL496 16�05 羽田行き／ANA1612 16�55 伊丹行き

高知城(イメージ) 坂本龍馬像(イメージ)

しまなみ海道(イメージ) 内子町並み保存地区(イメージ)
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日帰り･ゴルフコース(送迎付) 送迎代・ゴルフ代(グリーンフィー・キャディフィー・カートフィー)・その他諸費用を含む※食事代・飲食代は含みません｡ ※セルフの場合も料金は同額となります｡

日 次

10／11
(木)

行 程

JR高松駅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ゴルフ１Ｒプレイ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝JR高松駅・高松空港
6�00～6�45 7�30～8�45スタート 17�00頃

H-1 志度カントリークラブ

志度カントリークラブは､ 香川県さぬき市内に展開し､ 穏やかな瀬戸内海の
海と小豆島を眼下に望む絶景が魅力のシーサイドコースで､ 適度なアップダ
ウンがある全72ホールは､ 数々の有名コースを手掛けてきた佐藤儀一によっ
て設計され昭和39年５月３日にオープンしました｡

■旅行代金／17,000円 [往復送迎付き]

※JTBとの募集型企画旅行契約となります｡
※各ゴルフ場へのお申し込みは先着順になります｡ 満員の場合はご希望に添えない場合もございます｡ 記入例／バス＝

H-2 エリエールゴルフクラブ

エリエールレディースオープンの開催コースになっているこのゴルフ場は､
昭和49年開場いたしました｡
丘陵地に広がるアウトコースは自然の地形を生かしたテクニカルコース､ イ
ンは比較的フラットなレイアウトとなっております｡

■旅行代金／22,000円 [往復送迎付き]
エリエールゴルフクラブ(イメージ)

志度カントリークラブ(イメージ)

■出発日／2018年10月11日(木)

■食事条件／食事なし ■最少催行人員／20名 ■添乗員／同行いたしませんが現地係員が対応します｡

■出発日／2018年10月11日(木)

■食事条件／食事なし ■最少催行人員／20名 ■添乗員／同行いたしませんが現地係員が対応します｡

表紙の各観光地のご案内

松 山 城 金刀比羅宮

天守は全国で12カ所しか残っていない江戸時代
以前から現存する12天守のひとつであり､ 城内
の21棟の建物が国の重要文化財に指定されてい
ます｡ 天守は小天守および隅櫓と結ばれた連立
式の構造であり､ 防備に優れた建造物群は日本
の代表的な城郭建築です｡ 司馬遼太郎著 『坂の
上の雲』 の序文で文学都市松山の象徴として描
かれるなど､ 松山市のシンボルとして親しまれ
ています｡

古くから ｢さぬきのこんぴらさん｣ として親しまれ
ている海の神様｡ 参道の両脇にはたくさんの土産
物やうどんの店などが大門まで並び､ 御本宮まで
の全785段のプロローグが楽しく始まります｡ 社殿
やその他の建築物､ 美術品など､ 歴史と文化が
薫る見どころが満載です｡ また､ 周辺には､ 旧金
毘羅大芝居 (金丸座) や高灯籠などの文化財が
点在しているほか､ 昭和レトロを感じさせる町並
みなど､ 町全体が情緒に溢れています｡

桂 浜 鳴門うずしお

岬に挟まれた桂浜は､ 浦戸湾口､ 龍頭 [りゅう
ず] 岬と龍王岬の間に弓状に広がる海岸で､ 背
後に茂り合う松の緑と､ 海浜の五色の小砂利､
紺碧の海が箱庭のように調和する見事な景勝地｡
古来より月の名所として知られ､ “月の名所は
桂浜…”と ｢よさこい節｣ にも唄われておりま
す｡ 東端の龍頭岬では､ 幕末の志士坂本龍馬の
銅像が太平洋を見下ろしています｡

鳴門の渦潮は､ 瀬戸内海と紀伊水道の干満差に

より､ 激しい潮流が発生することによりできる

｢自然現象｣ です｡ 春と秋の大潮時に最大とな

り､ 直径20ｍにも達する渦潮の大きさは世界

一といわれています｡ １日のうちで潮流が最速

となる時間帯に最も迫力ある渦潮が発生します｡

利用バス会社 (Ａコース～Ｈ�2コース)�琴平バス､ 琴参バス､ ことでんバス､ 大川バス
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ご旅行条件 (要約)

お申し込みの際には必ず旅行条件書 (全文) をお受け取
りいただき､ 事前に内容をご確認の上お申し込み下さい｡

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱JTB高松支店 (香川県高松市鍛冶屋町７－

６ 観光庁長官登録旅行業第64号｡ 以下 ｢当社｣ といい
ます｡) が企画・実施する旅行であり､ この旅行に参加さ
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約 (以下 ｢旅行契約｣
といいます｡) を締結することになります｡ また､ 旅行条
件は､ 下記によるほか､ 別途お渡しする旅行条件書 (全文)､
出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社
旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります｡

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1) 所定の申込書に所定の事項を記入し､ 下記のお申込
金を添えてお申し込み下さい｡ お申込金は､ 旅行代
金お支払の際差し引かせていただきます｡

(2) 電話､ 郵便､ ファクシミリその他の通信手段でお申
し込みの場合､ 当社が予約の承諾の旨通知した翌日
から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支
払をしていただきます｡

(3) 旅行契約は､ 当社が契約の締結を承諾し､ 申込金を
受領したときに成立するものとします｡

(4) お申込金 (おひとり) 旅行代金全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目

にあたる日より前 (お申し込みが間際の場合は当社が指定
する期日までに) にお支払下さい｡ また､ お客様が当社提
携カード会社のカード会員である場合､ お客様の署名なく
して旅行代金､ 取消料､ 追加諸費用などをお支払いただく
ことがあります｡ この場合のカード利用日は､ お客様から
お申し出がない限り､ お客様の承諾日と致します｡

●取消料
旅行契約成立後､ お客様の都合で契約を解除されるとき
は､ 募集要項記載の取消料を収受致します｡

・観光プラン(Ｃコース､Ｄコース､Ｅコース)､ゴルフコース

・宿泊・観光プラン (Ｆコース､ Ｇコース)

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (注釈のない
限りエコノミークラス)､ 宿泊費､ 食事代､ 入場料・拝観
料､ 及び消費税等諸税｡ これらの費用は､ お客様の都合に
より一部利用されなくても原則として払い戻しいたしませ
ん｡ (コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費
用は含みません｡)

● ｢通信契約｣ を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員 (以下 ｢会
員｣ といいます｡) より ｢会員の署名なくして旅行代金や
取消料等の支払いを受ける｣ こと (以下 ｢通信契約｣ とい
います｡) を条件に申込を受けた場合､ 通常の旅行条件と
は以下の点で異なります｡ (受託旅行業者により当該取扱
ができない場合があります｡ また取扱できるカードの種類
も受託旅行業者により異なります｡)
(1) 契約成立は､ 当社が電話又は郵便で旅行契約の締結
の承諾通知を発信したとき (e�mail等電子承諾通知
を利用する場合は､ その通知がお客様の到達したと
き) とします｡ また申込時には ｢会員番号・カード
有効期限｣ 等を通知して頂きます｡

(2) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカー
ドでのお支払いができない場合､ 当社は通信契約を
解除し､ 規定の取消料と同額の違約料を申し受けま
す｡ ただし､ 当社が別途指定する期日までに現金に
よる旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限
りではありません｡

●国内旅行保険への加入について
旅行先において､ けがをした場合､ 多額の治療費､ 移送
費等がかかることがあります｡ また､ 事故の場合､ 加害者
への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実
情です｡ これらの治療費､ 移送費､ また､ 死亡・後遺障害
等を担保するため､ お客様自身で充分な額の国内旅行保険
に加入することをお勧めします｡ 詳細については､ お問合
せ下さい｡

●事故等のお申出について
旅行中に､ 事故などが生じた場合は､ 直ちに現地係員・
運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関､ 又は､ お申込個
所にご通知下さい｡ (もし､ 通知できない事情がある場合
は､ その事情がなくなり次第ご通知下さい｡)

●個人情報の取扱について
当社及び販売店は､ 旅行申込の際に提出された申込書等
に記載された個人情報について､ お客様との間の連絡のた
めに利用させていただくほか､ お客様がお申し込みいただ
いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範
囲内で利用させていただきます｡ また､ 大会主催者事務局
へ提出します｡ ご提出いただいた個人情報をそれ以外の目
的では使用いたしません｡

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年６月１日を基準としております｡

又､ 旅行代金は2018年６月１日現在の有効な運賃・規則
を基準として算出しています｡ 当社はいかなる場合も旅行
の再実施はいたしません｡

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第64号

株式会社ＪＴＢ 高松支店 日本旅行業協会正会員

〒760�0028 高松市鍛冶屋町7�6

契約解除の日 取消料(お１人様)

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

１. 8日目にあたる日以前の解除 無料

２. 7日目にあたる日以降の解除(３～５を除く) 旅行代金の30％

３. 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

４. 当日の解除 (５を除く) 旅行代金の50％

５. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

契約解除の日 取消料(お１人様)

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

１. 21日目にあたる日以前の解除 無料

２. 20日目にあたる日以降の解除(３～６を除く) 旅行代金の20％

３. 7日目にあたる日以降の解除(４～６を除く) 旅行代金の30％

４. 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

５. 当日の解除 (６を除く) 旅行代金の50％

６. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％
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主主主主主ななななな都都都都都市市市市市かかかかからららららののののの交交交交交通通通通通機機機機機関関関関関時時時時時刻刻刻刻刻表表表表表

航空・JRの時間帯について
全国より参加の皆様に高松発着を基準とする交通機関のご案内を申し上げます｡ 大会開催期間に合わせまし
て航空路線・JRの時間帯を抜粋しまして下記の通りご紹介させて頂きます｡

●航空・JR 時刻の一例 (６月１日現在) ※今後､ ダイヤ変更の可能性があります｡
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東京／羽田 ⇒ 高松

JAL475 17�45 発／19�00 着
高松⇒東京／羽田

JAL474 17�25 発／18�40 着
ANA531 17�45 発／19�05 着 ANA532 17�35 発／18�55 着
JAL477 19�20 発／10�40 着 JAL476 19�45 発／11�00 着
ANA533 19�40 発／10�55 着 ANA534 19�50 発／11�10 着
ANA535 12�00 発／13�15 着 JAL478 11�30 発／12�45 着
JAL479 12�00 発／13�15 着 JAL480 14�00 発／15�15 着
JAL481 13�40 発／14�55 着 ANA536 14�00 発／15�20 着
ANA997 14�05 発／15�20 着 JAL482 15�45 発／17�00 着
JAL483 15�45 発／17�00 着 ANA998 16�00 発／17�20 着
ANA537 17�25 発／18�40 着 ANA538 17�40 発／19�00 着
JAL485 18�00 発／19�15 着 JAL484 17�45 発／19�00 着
ANA539 19�40 発／21�00 着 ANA540 19�30 発／20�50 着
JAL487 20�00 発／21�15 着 JAL486 20�00 発／21�15 着

東京／成田 ⇒ 高松

Jetstar411 18�50 発／10�15 着
高松⇒東京／成田

Jetstar410 10�50 発／12�15 着
Jetstar415 13�25 発／14�55 着 Jetstar416 15�30 発／16�55 着
Jetstar417 17�55 発／19�25 着 Jetstar418 20�15 発／21�40 着

沖縄／那覇 ⇒ 高松 ANA1622 14�25 発／16�15 着 高松⇒沖縄／那覇 ANA1621 11�40 発／13�45 着
※高松空港からJR高松駅までのアクセスは､ 空港リムジンバスのご利用をお勧め致します｡
所要時間�空港リムジンバス 約50分／タクシー利用 約40分
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東京 → 岡山 → 高松

16�00 発／10�26 着
高松 → 岡山 → 東京

19�23 発／13�53 着
16�16 発／10�51 着 10�10 発／14�33 着
16�30 発／11�18 着 11�10 発／15�33 着
17�10 発／11�49 着 12�10 発／16�33 着

新大阪 → 岡山 → 高松

18�24 発／10�26 着
高松 → 岡山 → 新大阪

19�23 発／11�18 着
18�59 発／10�51 着 10�10 発／12�01 着
19�39 発／11�49 着 11�10 発／13�01 着

12�10 発／14�01 着
博多 → 岡山 → 高松

17�33 発／10�26 着
高松 → 岡山 → 博多

19�23 発／12�33 着
17�50 発／10�51 着 10�10 発／12�53 着
18�33 発／11�18 着 11�10 発／14�10 着
19�33 発／11�49 着 12�10 発／15�10 着

◎JR高松駅からサンポートホール高松までは徒歩１分｡



一､ 長時間労働是正を図るため､ 生産性の向上や取引環境の改善等 ｢働き方改革｣ の実

現に向けた対策の推進を図ろう

一､ 標準貨物自動車運送約款の明確化等を踏まえた適正な運賃・料金収受を推進しよう

一､ 人材確保対策を推進しよう

一､ 交通及び労災事故の防止及び環境・省エネ対策を積極的に推進しよう

一､ 高速道路通行料金の大口・多頻度割引最大50％の継続・恒久化､ 割引制度の充実

及び更なる高速道路の積極的な活用に向けた諸対策を実現しよう

一､ 参入基準の厳格化等規制緩和の見直しを促進しよう

一､ 新技術を活用した物流の効率化等を推進しよう

一､ 自動車関係諸税の簡素化・軽減を実現しよう

一､ 適正化事業の推進による法令遵守を徹底しよう

一､ 大規模災害発生時における緊急輸送体制を確立しよう
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