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１．令和3年度業務の概要
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（１）検討業務の概要

○ 本市において、国際通りを含む中心市街地は、市内及び市外からの交通が集中するとともに、
観光交通も多い地域であることから、市内でも特に渋滞が深刻な地域となっている。

○ 国際通りの渋滞緩和及び沿道環境の改善を目的に、県庁駅前通り会エリアの店舗へ商品を納入
する自社配送車両及び卸売業者や運送事業者の配送車両を対象として、令和１年度、令和２年
度と２回にわたる国際通り（県庁駅前通り会エリア）荷捌き車両対策実証実験を実施し、その
効果分析・評価並びにとりまとめを行ってきた。
令和３年度は、過年度において行われた荷捌き車両対策実証実験を踏まえ、国際通りに適した
荷捌き車両対策の検討を行った。

図 違法駐車車両による渋滞状況

渋滞発生！

荷捌き車両

路線バス

荷捌き車両

図 荷捌き車両により通行を阻害される路線バス



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（１）実証実験の背景・目的
１）背景

国際通りでは、荷捌きを許可する区間（荷捌き許可区間）と許可する
時間帯（１０時～１５時）を指定しているが、許可区間外で荷捌きを
行っている車両が約７割を占めており、また、国際通りにおける駐停
車車両のうち荷捌き車両が半数以上を占めている（一部の区間では７
割を占める）。このような荷捌き車両の違法駐車が国際通りにおける
渋滞の要因となっている。

２）目的
交通の阻害となる荷捌き車両を減少させることにより、交通渋滞の緩
和、魅力ある国際通りの創出及び賑わいの創出を図ることを目的とし
た、共同配送等の荷捌き車両対策実証実験を行った。実験は、那覇市
国際通り県庁駅前商店街振興組合のエリアを対象とした。

図 国際通りにおける荷捌き許可区間設置箇所と設置標識

【駐停車車両の車種構成】 【荷捌き車両の駐停車場所】

中央通エリア

大通りエリア

蔡温橋通り
エリア

県庁駅前エリア
(本実験実施範囲)

荷捌き許可区間

美栄橋駅

図 国際通りにおける
路上駐車車両の内訳

図 荷捌き車両の駐停車場所



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（２）実証実験の概要

○ 国際通りにおける交通渋滞の緩和、違法路上駐車の削減、賑わい創出に向け、
「共同配送による荷捌き車両の集約化」、「違法駐車車両に対する声掛け」、
「看板ステッカー等による周知」の3つの取組を実施。

○ 各実験の概要は、下表のとおり。

実証実験メニュー
内容

令和１年度 令和２年度

共同配送による
荷捌き車両の
集約化

対象範囲：国際通り県庁駅前商店街振興組合
対象商品：常温管理できる商品

参加者数：商業者4事業者5店舗
卸・メーカー9事業者

対象車両：自社配送車両及び
卸売業者配送車両

実験期間：令和2年1月19日（日）
～26日（日）の8日間

対象範囲：令和1年度同様
対象商品：常温管理できる商品

（冷蔵対応を可能とした）
参加者数：商業者７事業者10店舗

卸・メーカー12事業者
運送事業者1事業者

対象車両：令和1年度対象車両に運送業者を
追加

実験期間：令和3年3月21日（日）
～28日（日）の8日間

違法駐車車両に対
する声掛け

対象範囲：国際通り県庁駅前商店街振興組合
対象車両：荷捌き車両、一般車両
実験期間：令和2年1月19日（日）

～26日（日）の8日間

対象範囲：令和1年度同様
対象車両：令和1年度同様
実験期間：令和3年3月21日（日）

～28日（日）の8日間

看板、
路面ステッカー等
設置による周知

対象範囲：国際通り県庁駅前商店街振興組合
実施広報：看板、ステッカーの設置、

チラシの配布
実施期間：令和2年1月15日（水）

～31日（金）

対象範囲：令和1年度同様
実施広報：令和1年度同様

実施期間：令和3年3月14日（日）
～31日（木）



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（３）共同配送による荷捌き車両の集約化実証実験の概要

○ 令和1年度は宇栄原に、令和2年度は那覇空港貨物ターミナル内に共同配送センターを設置した。
○ 実証実験参加の卸売り事業者・メーカーから実証実験参加店舗への配送品は、共同配送センター

に納品後、共同配送センターから実験の配送車両により各店舗へ配送した。
○ 令和2年度は、運送事業者が参加し、店舗からの集荷も実施した。

【実証実験前】

【実証実験中】

A社センター

B社倉庫

C社工場

D社運輸

店舗①

集荷

店舗②

個別
納品

集荷

店舗③

個別
納品

集荷国際通り
個別
納品

共同配送センター

入荷・店別仕分け

A社センター

B社倉庫

C社工場

D社運輸

店舗①

一括
納品

集荷

店舗②

一括
納品

集荷

店舗③

一括
納品

集荷

渋 滞 緩 和！

国際通り



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（４）実証実験の実施状況

図 共同配送センターでの実施状況（左:伝票の受け渡し、中：パレットへの積載、配送車両への積載）

図 配送車両

■令和１年度、令和2年度

図 警察との声掛けの状況 図 看板の設置状況



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（５）実証実験の効果
１）共同集配送の利用状況

○ 令和２年度の実証実験期間中の総配送個数は、75個となっている。
○ 令和１年度、令和2年度の2回とも参加した店舗で比較すると、令和２年度は、配送個数が33個、

令和１年度は77個であった。新型コロナウイルス感染症拡大による影響によって、観光客が減少
したことに伴う物量の減少が影響している。

○ 令和２年度に新たに実施した集荷の対象は、「わしたショップ」、「御菓子御殿国際通り松尾店」
の２店舗であり、２店舗の総集荷個数は76個となっている。

○ そのため、実証実験期間中の総集配個数は151個となっている。

配送個数 集荷個数 集配個数

令和1年度 80 80

令和2年度 75 76 151

令和1年度（同一店舗） 77

令和2年度（同一店舗） 33

表 実証実験での総集配送個数



２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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（５）実証実験の効果
２）共同集配送による荷捌き車両の集約化

○ 令和１年度の実証実験期間中、実証実験参加卸売り事業者・メーカーから実証実験参加店舗への
配送予定台数は、21台あり、共同配送センターに搬入後、複数の卸売り事業者・メーカーから
同一店舗への配送が集約されたことにより、実際の配送回数は14台となり、７台が削減された。

○ 令和２年度においては、23台の実証実験参加店舗への配送予定が、共同配送により12台となり、
11台が削減された。
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（５）実証実験の効果
３）評価のまとめ

○ ２回にわたる実験で、設定した目標の達成状況は下表のとおりであり、路上駐車に関する目標の
達成項目が多い。一方、賑わいや満足度など未達の項目もある。

２．実証実験の概要（令和元年度及び令和2年度）
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表 実証実験の目標達成状況

施策メニュー 検証項目 評価指標 評価基準 結果 達成状況

共同配送による荷捌き車両の集
約化

違法路上駐車の削
減

旅行速度
上り：蔡温橋から
県庁方向
下り：逆方向

(上り)4~6㎞/h→6~8km/h

(下り)6~8㎞/h→8~10km/h
(上り)6～8km/h7割以上
(下り)8～10km/h7割以上

○

自動車交通量 交通量増加
(上り、下りともに)

交通量減少
(R1年度5%、R2年度3%)

×

荷捌き車両の
駐停車時間

駐車時間の削減 駐車時間の削減
(R1年度7時間23分、

R2年度10時間48分短縮)

○

違法駐停車
車両数

1割削減 1割以上削減
(R1年度12%、
R2年度81%減少)

〇

賑わい創出 実証実験中の
通りの賑やかさ

過半数の満足度向上 30%が満足度向上
(R1年度のみ)

×

満足度向上 実証実験中の
通りの満足度

過半数の満足度向上 37%が満足度向上
(R1年度のみ)

×

配送効率化 実証実験によ
る配送効率化

過半数の効率化の実感 R1年度29%、R2年度32% ×

配送回数 駐車台数の削減 駐車台数の削減
(R1年度33%、
R2年度82%減少)

○

・違法駐車車両に対する声掛け
・看板、路面ステッカー等設置に
よる周知

荷捌きルールの周
知

荷捌きルール
の認知度

8割以上の認知度の向上 認知度は向上
しているが8割以下

(R1:区間55%、時間45%
R2:区間77%、時間55％)

×



３．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配について）

（１）実証実験結果から得られた共同集配の効果・知見

１）共同集配の効果
○ 共同集配による荷捌き車両の集約効果を確認することができた。
○ 『共同配送』については、令和１年度と令和２年度２回の実験にかけて、店舗、卸売り事業者・

メーカーともに参加事業者数が増加傾向にある中で、機運を高めながら、国際通りの課題を共有す
ることができた。

２）共同集配のスキームについて
○ 実験で構築した『共同集配』スキームについては、発送伝票及び、時間等について概ね良好な意見

を頂いたことから、実施スキームとしては大きな問題がないことが確認できた。

３）荷捌き許可区間・時間周知の効果
○ アンケートから、荷捌き許可時間は許可区間よりも認知が低いことが確認された。『違法駐車車両

に対する声掛け』、『看板、路面ステッカー等による周知』によって認知度が高まったことから、
国際通り荷捌き許可区間の適正利用を促すことができた。

４）実証実験による国際通りの渋滞緩和について
○ 共同集配、周知によって旅行速度が向上しており、国際通りの渋滞緩和を確認することができた。

２回の実証実験結果から共同集配のスキームの構築を行い、『共同集配』による
荷捌き車両の集約化を『国際通りにおける荷捌き車両対策の柱』とする。

10



３．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配について）

（２）共同集配スキーム
【対象店舗】
○ 国際通りの４通り会に加盟している土産店、服飾店とする。

【対象品】
○ 常温品（お菓子、酒類等）、冷蔵品（チョコレート等）とする。
○ 保険対象外となる30万円以上の商品、１点ものが多い伝統工芸品等は対象外とする。

【物量】
○ 配送2,202箱（全配送量の約3割）
○ 集荷561箱（全集荷量の約7割）

※H30アンケート調査結果等から試算している。

【共同集配日】
○ 配送平準化に資する土・日曜配送も対象とする。
○ 配送頻度は１日２回とする。（トランジットモールのある日曜日は午前の1回のみ）

【共同集配センター】
○ 運送事業者の拠点場所をベースとし、空港周辺立地が適している。
○ 共同集配に必要な面積は、下表のとおり。

※今回の試算では、蔡温橋通り商店街振興組合の荷置き場所は、県庁駅前通り会の荷置きブロックと共同とした。
※箱サイズは３辺が約100cm（縦：27cm、横：37cm、高さ：28cm）、５箱まで上乗せすることを想定。
※通路幅を1.6ｍ、荷物ブロック間の幅を0.8mとして設定。

通り会 必要面積

那覇市国際通り県庁駅前商店街振興組合 約76㎡

那覇市国際中央通商店街振興組合 約144㎡

那覇市国際大通り商店街振興組合 約349㎡

那覇市国際蔡温橋通り商店街振興組合 約8㎡

国際通り計 約574㎡
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（２）共同集配スキーム(続き)

【共同集配センタのイメージ】

【センター仕分け人員】
〇４名を想定。

【配送車両】
○ ２トントラックを想定。
〇 トラック１台につき、ドライバー１名配置を想定。
○ 共同集配に必要な台数は、下表のとおり。
○ 配送に必要な台数が集荷台数を全ての通り会で上回っており、実証実験時と同様に配送と集荷を

兼ねることができるため、共同集配に必要な台数は、配送時の台数となる。

※積載量をおおよそ200箱とし、集配の場合は４割程度の積載（80箱/台）での運行を想定。

通り会
必要台数

配送 集荷

那覇市国際通り県庁駅前商店街振興組合 約5台 約2台

那覇市国際中央通商店街振興組合 約6台 約3台

那覇市国際大通り商店街振興組合 約16台 約4台

那覇市国際蔡温橋通り商店街振興組合 約2台 約1台

国際通り計 約29台 約10台

12
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（２）共同集配スキーム(続き)

【配送料】
○ 約140円/箱～を想定する。

【受発注管理】
○ 共同集配用の伝票システム導入は、伝票種類が混在すること、システム開発費用負担の両面から

困難と想定されるため、既存伝票を活用する。

共同集配費用項目

1．荷捌き場 荷捌き場賃料

作業員人件費

2．配送 製品運送車両費(2t)

作業員人件費

3．諸経費 管理諸経費など

費用額 約120,000,000円/年 ⇒ 約10,000,000円/月

【物量】平日：配送2,202箱/日、集荷が561箱/日
トランジットモール時（日曜）：配送733箱/日、集荷277箱/日

約140円/箱～

※各費用項目の単価・数量については事業者によって異なることが想定される。
人件費、荷捌き場、運送車両費用について、実証実験時の費用等を参考に、事務局で算出。
試算した物量での想定金額である。
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（２）共同集配スキーム(続き)

【共同集配の流れ】
○ 実証実験と同様の運用とする。

14

A 社 センター B 社 倉庫 C 社 工場

③入荷

④配置員
による仕分け

⑤配送車両
への積み込み

①注文

②出荷

【伝票】
卸売り事業者、運送事業者等から納品書を受
領、納品書をコピーし、コピー納品書に配送
センターが受領サインし、卸売り事業者等に
提出
返品がある場合は、返品伝票を受領

【検品】
共同集配センター納入時にスタッフが段ボー
ル数量（中を開けての確認はしない）、外見
破損を確認

【配送】
共同集配センターに12時までに到着した商品
は当日配送、12時以降に到着したものは、
翌日午前配送

⑥配送・集荷

⑦各店舗の受取

【配送ルート】
共同配送車両で、上り車線、下り車線を分担
し、配送

【集配時間帯】
国際通りでの荷下ろしが許可されている10～
15時の間で、午前、午後の各1回で配送

【荷姿】
配送する荷物の量によるが、段ボールや小口
の場合はカゴに載せて、駐車場所から店舗ま
でパレットで配送

【伝票】
卸売り事業者、運送事業者から受領した納品
書原本、返品伝票がある場合は、伝票にサイ
ンを頂き、翌日、卸売り事業者等に配送セン
ターが提出

【発注】
通常通りに卸売り事業者、自社配送している
メーカー等に発注

共同集配センター

店舗

店舗

⑧集荷物の
引き渡し

【運送事業者への引き渡し】
運送事業者向けの配送品を運送事業者に引き
渡し

【店舗作業・集荷】
・配送された商品の検品
（数、外見破損の確認）
・当日必要な商品が納品されていなかった
場合は、配送員に依頼
＊別途追加配送

・返品がある場合は、配送員に返品商品を
提出

・運送事業者向けの配送品を集荷

３．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配について）



（３）共同集配の実装に向けた課題と今後の展開

１）共同集配送の実装に向けた課題

○ 実証実験から得られた実装に向けた課題等は、以下のとおりである。

２）今後の展開

○ 那覇市国際通り商店街振興組合連合会では、2回の実証実験を踏まえ、ＥＣサイトにおいて共同配送
スキームの活用を図りながら、参加事業者の増加等を踏まえた事業展開を図っていくこととしている。
（令和4年4月12日に「国際通り商店街 公式オンラインショップ」を開設し、共同集荷を実施。）

※ ECサイト概要(那覇市国際通り商店街振興組合連合会、株式会社あしびかんぱにー、ヤマト運輸株式会社)
オンラインでの売上拡大を目的に、国際通りで営業している個別店舗の商品を集約し、一括購入できる
サイト。購入できる各店舗の商品は、共同の配送センターに保管され、発注されると配送センターから、
一括配送される。
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【参加事業者の確保】
○ 共同集配の持続性と効率性を高めるためには、国際通り４通り会に加盟する店舗を対象とした、

多くの事業者の参加が望まれる。
【費用負担】
○ 配送料などの費用負担について、どこが負担するかが課題となる。

・共同集配に参加することにより、国際通りへの配送が減り、コストが軽減される。また、国
際通りに配送していた時間を有効に活用できることが想定されること、他都市の取組におい
ても、配送する側が負担していることから、卸売り事業者、メーカー、運送事業者による負
担が想定される。

３．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配について）



（１）ヒアリング、共同配送の導入試算から得られた知見

【共同集配の導入試算】
○ 共同集配で対象となる店舗、商品は限定的であり、国際通りの共同集配対象店舗における共同集配の取扱

量は３割程度（冷凍品を含めると６割程度）、集荷取扱量では７割程度（冷凍品を含めると８割程度）ま

でのカバーにとどまる。

【ヒアリング意見】
○ 荷捌き許可区間の利用を許可制にすることで単発の事業者の利用が減り、荷捌き許可区間に停めやすく

なる。

○ 国際通りにトラックベイは必要。

○ 荷捌き用のコインパーキングがあればよい。

○ 側道の活用はよいアイデアだと思う。事業者も国際通りに停めるより、焦りもなく精神的によいと思う。

○ 荷捌き許可区間に停車できず、空くまで国際通りを周回することがある。

○ 国際通りの配送は、繁忙期は15時を超え16時近くになることがある。

共同集配以外の荷捌き車両対策及び15時以降の集配への対策を検討する。 16

４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）

共同集配だけでは、国際通り全ての荷捌き車両をカバーすることが困難であることが試算で明らかに
なるとともに、荷捌き許可区間の利用が15時までとなっていることから、15時以降の対策が必要。



（１）ヒアリング、共同配送の導入試算から得られた知見

〇 共同集配に加え、15時以降の集配に対応する取組については、ヒアリングからの意見、
他地域で実施している取組ついて整理し、可能性を検討した。

① 歩道の減少によるトラックベイの設置

② 荷捌き許可区間の追加

③ 国際通り接続道路における荷捌き許可区間の設置、有効活用

④ コインパーキングにおける荷捌き車両用区画の確保

⑤ 公園・広場・公開空地等からの転用

⑥ 駐車許可制度

⑦ 荷捌き許可区間の明示

⑧ 違法駐車取り締まり強化

17

４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）



（２）各取組に対する検討

取 組 取組内容 問題点 想定展開場所 評価

①歩道の減少に
よるトラック
ベイの設置

○歩道に切込みを入れ、トラック
ベイを創出し、荷捌き車両用の
スペースとして供用する。

○国際通りはベンチや植栽、
共同溝設備が歩道上にあり、
現況での設置可能箇所は少
ない。

国際通り

△

②荷捌き許可
区間の追加

○荷捌き許可区間に駐車できず、
国際通りをうろついているとい
う意見があるため、国際通りに
おいて荷捌き許可区間を追加す
る。

○追加できるスペースがない。国際通り

△

③国際通り接続
道路における
荷捌き許可
区間の設置、
有効活用

○国際通りに接続する道路におい
て、荷捌きスペースへの転換の
可能性があるスペースを荷捌き
駐車許可区間として転換する。

○既存の接続道路における荷捌き
許可区間の有効活用（許可時間
の延長、許可区間の明示、違法
駐車取り締まり、周知）を図る。

○周辺の住民等の合意形成が
必要となる。

国際通り接続道路
・新設４箇所
21ページの赤丸番号１～４

・有効活用２箇所
21ページの緑丸番号１～２ ○

④コインパーキ
ングにおける
荷捌き車両用
区画の確保

○国際通り裏側等に多い、時間貸
し駐車場において、一般駐車マ
スを２トントラックが駐車でき
る駐車マスに転換する。

○駐車場オーナー・事業者と
の協議が必要であり、整備
費の捻出が困難となる。

・国際通り裏側における
時間貸し駐車場 △

◎：比較的導入が容易な取組 〇：関係者協議によって導入が可能な取組 △：導入が困難な取組
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４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）



（２）各取組に対する検討（続き）

取 組 取組内容 問題点 想定展開場所 評価

⑤公園・広場・
公開空地等
からの転用

○国際通り裏側の公園内スペース
に２トントラックが駐車できる
駐車マスを整備する。

○公共の広場であるため、他
の目的に利用するためには
地域住民等の合意形成と
種々の手続き等が必要であ
る。

○設置が想定される個所は国
際通りから離れており、利
用は低調と考えられる。

・緑ヶ丘公園
・希望ヶ丘公園等

△

➅駐車許可制度

○国際通りの荷捌き許可区間に駐
車する車両を許可制にする。こ
のことにより荷捌き車両と営業
車両・一般車両の区分がつきや
すくなる。

〇警察署としては、左記のよ
うな目的で許可証の発行は
行っていない。

〇荷捌き中、配送中等の表示
を行うことにより、荷捌き
車両と営業車両・一般車両
の区別がつきやすくなるが、
周知方法に課題がある。

国際通りの荷捌き許可区間

△

⑦荷捌き許可
区間の明示

○国際通りの荷捌き許可区間につ
いて、看板あるいは路面標示等
によって明示する。

－
国際通りの荷捌き許可区間

○

⑧違法駐車
取り締まり
強化

○荷捌き許可区間の適正利用を促
すとともに、違法駐車車両を要
因とする交通渋滞の緩和を図る。

－
国際通り

◎

19

◎：比較的導入が容易な取組 〇：関係者協議によって導入が可能な取組 △：導入が困難な取組

４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）



（３）選定した荷捌き車両対策の取組

〇 国際通り及び周辺への適用を念頭に各種取組について、評価、関係機関との調整結果から、
荷捌き車両対策として、下記の取組を提案する。

荷捌き車両対策 想定される取組み主体

(１)国際通り接続道路における荷捌き
許可区間の設置、有効活用

那覇市都市計画課
那覇市道路管理課
県警（那覇警察署）

(２)荷捌き許可区間の明示 沖縄県南部土木事務所
県警（那覇警察署）

(３)違法駐車取り締まり強化 県警（那覇警察署）
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４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）



（１）国際通り接続道路における荷捌き許可区間の設置、有効活用

荷捌き許可区間（現状）

バス停

国際通りに接続道路における荷捌き許可区間の新設候補地（➀～➃）

既存荷捌き許可区間の有効活用（➀、➁）

②

④

①

②

③①

候補箇所

県庁
北口

松尾

むつみ橋

蔡温橋

21

① ②

許可時間
10時～15時

許可時間
9時～17時

①

④ ①

②

③

自動二輪用
駐輪スペース
廃止

②

４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）
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（１）共同集配以外の対策の課題と今後の展開

１）共同集配送以外の対策の課題

〇 （１）～（３）についての、各々の取組主体における対策の検討が必要である。

２）今後の展開

〇 沖縄県警察が令和４年４月１日から令和５年
３月３１日の１年間実施するパーキングメー
ターに代わる交通規制の実証実験の結果を踏
まえ、側道における荷捌き許可区間の設置に
ついての検討を進めていく。

※ パーキングメーター（チケット）に代わる交通規制の実証実験概要（沖縄県警察）
パーキングメーターを休止し、駐車スペースを集配貨物事業者が荷物の積み下ろしに利用できるように
する。実証実験の結果を踏まえパーキングメーターの廃止を含め検討する。(市道久茂地27号など)

４．国際通りにおける荷捌き車両対策の検討（共同集配以外の対策）



５．まとめ
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共同配送の取組について

○ ２回の実証実験結果から共同集配の集約効果を確認することができた。また、実験で構築した
『共同集配』スキームについては、事業者へのヒアリング結果より、大きな問題がないことが
確認できた。

〇 那覇市国際通り商店街振興組合連合会では、2回の実証実験を踏まえ、ＥＣサイトにおいて共同
配送スキームの活用を図りながら、参加事業者の増加等を踏まえた事業展開を図っていくこと
としている。

共同配送以外の取組について

○ 共同配送以外の取組については、➀国際通りの接続道路における荷捌き許可区間の設置、有効
活用、➁荷捌き許可区間の明示、➂違法駐車取り締まり強化の３つがあげられ、共同集配と併
用することで国際通りの渋滞緩和に寄与できるものと考えられる。

〇 道路管理者、交通管理者、那覇市国際通り商店街振興組合連合会など多様な主体が国際通りの
渋滞緩和に向けて取組を進めており、これら関係者との連携や、各主体の実施状況に関する情
報共有を図っていく必要がある。


