平成３０年度 第 3 回 燕・弥彦地域公共交通会議

会議録（概要版）

日時：平成３０年１０月２６日（金）午後３時００分
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次第：
１．開 会
２．あいさつ
３．議 事
（１）燕・弥彦地域公共交通に関するアンケート調査結果について〔資料１〕
（２）燕・弥彦地域公共交通の課題整理と基本目標・基本方針（案）について〔資料２〕

４．その他

５．閉 会

《会議資料》
資料１

燕・弥彦地域公共交通に関する各種調査結果報告

資料２

燕・弥彦地域公共交通の課題整理
各種アンケート調査票

１．開会
【事務局】
皆様お忙しいところご出席を賜りまして誠にありがとうございます。定刻となりました
ので、これより平成 30 年度第 3 回燕・弥彦地域公共交通会議を開会させていただきます。
私は事務局を務めます生活環境課の杉本でございます。よろしくお願い申し上げます。
開始前に、配布いたしました資料の確認をさせて頂きたいと思います。まず、本日机上
に配布させていただきました本日の会議の「出席者名簿」と「配席図」ということで 2 枚
お配りさせていただいております。続いて、事前に配布させていただき本日持参をお願い
しておりました会議資料として、
「次第」、資料１「平成 30 年度燕・弥彦地域公共交通に関
する各種調査結果報告」、資料２「燕・弥彦地域公共交通の課題整理」
、そのほかに各種ア
ンケート調査表をお配りしております。以上となりますが、資料の不足はありませんでし
ょうか。
２．あいさつ
【事務局】
それでは、会議の次第によりまして会長である燕市長よりごあいさつをいただきたいと
思います。
【会長】
皆様、本日は大変ご多忙のところ今年度の第３回燕・弥彦地域公共交通会議にご出席く
ださいまして深く感謝申し上げます。
燕市循環バス「スワロー号」、弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」、そして予約制乗合ワ
ゴン車「おでかけきららん号」共に好評をいただいており、圏域内の路線バスにつきまし
ても順調に運行されております。
「スワロー号」
「おでかけきららん号」につきましては、本年 8 月に運行開始からの利用
者数が「スワロー号」は 30 万人、
「おでかけきららん号」は 20 万人を突破し、これを記念
して 8 月 31 日に「ご利用感謝デー」を開催させていただき、利用者の方々には記念品を、
事業者様には感謝状を差し上げることをさせていただきました。
これもひとえに運行される事業者をはじめ関係の皆様のご尽力、ご協力の賜物と重ねて
感謝申し上げます。
さて、本日の議題でございますが、燕・弥彦地域公共交通網形成計画の策定に向けて実
施いたしましたアンケート調査結果と、その調査結果の分析等を踏まえた課題整理と基本
目標・基本方針（案）についてご協議いただくことにしております。
お集まりの委員の皆様の専門的な見地から、また、住民の代表としてのお立場から、ど
うか忌憚のないご意見、ご提言を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせてい
ただきます。
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本日はよろしくお願い申し上げます。
【事務局】
ありがとうございました。議事に入ります前に、委員に変更がございますので報告いた
します。このたび、新潟交通観光バス株式会社の常務取締役でおられました和田徹様がご
異動されたことに伴い、新潟交通観光バス株式会社潟東営業所長の高澤由樹様を委員に委
嘱申し上げました。高澤様一言あいさつをお願いいたします。
【高澤委員】
いまほどご紹介にあずかりました新潟交通観光バス株式会社潟東営業所の所長を務めて
おります高澤と申します。潟東営業所にはこの春に着任いたしまして、このたび本会議に
参加させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
【事務局】
ありがとうございました。つづきまして、本日の出欠状況について報告いたします。出
席者名簿をご覧ください。
委員数 41 名のうち欠席者は 7 名、出席者は代理出席 7 名を含め 34 名となりまして、過
半数の委員からご出席いただいていますので、
「燕・弥彦地域公共交通会議設置要綱」第 11
条第 2 項の規定に基づき、本日の会議が成立していることをご報告申し上げます。
また、前回の公共交通会議でご説明いたしました燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定
業務委託につきまして、事業者選定委員会を 7 月 17 日に開催し、応募のありました５社の
中からランドブレイン株式会社が選定され、本日同席していただいております。ご紹介さ
せていただきます。
【ランドブレイン株式会社】
ランドブレイン株式会社の名田でございます。よろしくお願いいたします。
３．議

事

【事務局】
では、これより議事に入りますが、本日の終了予定時間は、17 時 00 分頃を予定しており
ますので、長時間となりますがスムーズな進行にご協力をお願い申し上げます。
それでは、議事進行につきましては、設置要綱第 11 条第 1 項に基づき会長からお願いい
たします。
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（１） 燕・弥彦地域公共交通会議に関するアンケート調査結果について
【会長】
それでは、私の方で会議を進行いたします。議題の「（１）燕・弥彦地域公共交通に関す
るアンケート調査結果について」であります。事務局説明願います。
【事務局】
《資料１に基づき説明》
【会長】
事務局の説明が終わりました。調査結果につきまして、ご意見、質疑等がありましたら
挙手にてお願いしたいと思います。どなたかありますでしょうか。
【中野委員】
4 ページのデータの真ん中でございますが、高齢者の方の年齢階層別の数値で、有効回答
数が 1,991、年齢階層のグラフでは 2,839 なのですが、このあたりの確認と、あと運転免許
証保有者と実際に運転されている方というのは違うと思うのですが、80 代の前半 80～84 歳
の方が半分免許証を保有されていると、80 代後半が 4 分の 1 という事で、この 85 歳の年齢
を境に非常に半分に減っていると、この辺りの事を警察の方にお伺いしたいのですが、80
代前半の方の実際運転されている方の現状があればお聞きしたいと思います。
【ランドブレイン株式会社】
4 ページの保有率状況について、口頭で訂正をさせてください。６５歳から６９歳は５６
５人になります。７０歳から７４歳は４８０人、７５歳から７９歳は４４５人、８１歳か
ら８５歳は２７２人、８５歳から８９歳は１４８人、９０歳以上は７４人です。大変申し
訳ございませんでした。
【警察】
数字を持ってきていないので、85 歳以上で半数以下になっているのかはわかりませんが
70 歳から高齢者講習、75 歳から認知機能検査を導入した免許更新になってくるので加齢に
伴ってきた部分で、ご本人が免許返納にくることや、ご家族に促されてくる方の年代がだ
いたい 80 代ということがあるのかもしれません。詳細については、免許センターでしか詳
しい数字を出せないので、回答はここまでとさせてください。
【会長】
健康福祉部長に聞きますが、健康寿命って何歳くらいですか。
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【佐藤委員】
燕市の第 3 次の健康増進計画では、国とは違う算定方法で出しており、80 代で高くなっ
ていますが、平均として男性 71 歳、女性が 75 歳くらいというのが日本の平均となってい
るかと思います。
【会長】
健康寿命が原因ということではなさそうですね。
アンケート結果ですので、ここから課題をどう抽出するかだと思いますが、次の議題に
移らせていただきたいと思います。

（２）燕・弥彦地域公共交通の課題整理・基本目標・基本方針（案）について
【会長】
次に、議題の「燕・弥彦地域公共交通の課題整理・基本目標・基本方針（案）
」について、
事務局説明願います。
【事務局】
《資料２に基づき説明》
【会長】
事務局の説明が終わりました。ただ今の説明になにかご意見、質疑等ありましたら挙手
の上発言をお願いいたします。
【関谷委員】
こちらの課題整理、方針案ということで示されていますが、地域交通網形成計画ですが
法律に基づいて作成するものでございまして、国土交通省として作成する際に意識してほ
しいことを基本方針として定めています。今回お示ししていただいたものはアンケート結
果だけで、ほかにも公共交通の現況といった、どこに駅があって、どこに路線が走ってい
る等をお示しした上で、アンケート調査結果の比較により、現状の公共交通と住民のニー
ズにギャップがないか等の課題の整理をしていただければと思います。さらにいうと、上
位関連計画等の整合性をとっていただければと思います。燕市でいえば、燕市総合計画が
最上位計画となっているかと思いますが、ほかにもまちづくり計画となる立地適正化計画
といった今後の生活作りの計画があるかと思いますので、整合性を取っていかないとまち
づくりと公共交通が独立して、あまりよろしくないので、そういった関連計画を書面でお
示しした上で委員のみなさまと議論していただきたい。それから移動特性というものがあ
りまして、どこからどこへ移動しているのか、学生やお年寄りの移動についてどういった
4

特徴があるのかといった資料があれば、みなさまも議論しやすいかと思いますので、もう
少し資料を皆様方に提示して、さらなる課題が出てこないかどうかを考えていただきたい
と思います。
【事務局】
ご指摘ありがとうございました。いただいたご指摘につきましては、計画の素案を作成
する際には必要だと認識しており、今回は基本方針案を踏まえて、今後はどのような事業
ができるか事業者、関係者の皆様と打ち合わせを重ねた上で、提示したいと思っておりま
すので何卒よろしくお願いいたします。
【会長】
方針を引き出すときの現状の認識とか、課題の整理に漏れがないかどうかを確認するた
めに、運輸局からご指摘があったようにいろんな観点でみなさんから意見をもらうように
してください。
事務局は十分それを踏まえて要約して書いてるつもりだと思いますが、それを皆様にお
示しするようにという指摘だと思うので事務局にはそうしてもらうしかないのではないで
しょうか。
【事務局】
運輸支局の関谷様大変貴重なご指摘ありがとうございました。関谷様がおっしゃったと
おりでございまして、今回お示しした資料については、アンケート調査の結果を中心に大
まかな課題や方針といった形で一旦まとめさせていただきました。いまご指摘いただいた
ところの、公共交通の現状や上位関連計画の整理、移動特性等といった中身についてはま
だまだ深いところまで分析や資料準備等が整っておりません。まだ中間段階とお考えいた
だきたいところでございますし、今回お示しした基本方針や基本目標について、次回以降
の計画の素案という形でお示しをしながら、再度ご議論をいただきたいと考えております
ので、今ほどのご意見を踏まえて再度検討させていただきたいと思います。資料について
も同様に準備させていただきたいと思います。
【会長】
ほかにございますか。
【神田委員】
運輸支局の補足として、お願いになりますが、アンケート調査を実施したということで
すけれどもすべてが記載されているわけではないかと思いますので、そのあたりも取りま
とめてお示しいただければと思います。
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また、アンケートの分析において、どのような人がどこからどこにいくのかといった移
動特性がどのような状況にあるのかを皆様で見ていただく必要があるかと思いますので、
お示しいただければと思います。また、現状の移動を燕市・弥彦村として今後どういった
交通手段によって移動していただきたいのか、交通事業者にもどういった役割を期待して
いるのかも合わせてお示しする必要があるのかなと思います。
また、スケジュール的なものなんですけども、次回協議会は素案までとなっていますが、
今ほどの資料を委員の皆様にみていただいて、十分な議論をしていただければと思います。
以上 2 点でお願いいたします。
【事務局】
貴重なご意見等いただきまして大変ありがとうございます。私どもも同様な認識で立っ
ております。１つ目の点について、具体的に私どもが考えていることを申し上げますと、
一例として資料１の 5 ページ目を見ていただくと、燕市の活動別目的地があり、燕地区、
吉田地区、分水地区、弥彦村が書いてあります。ここでは目的地しか書いておりませんが、
どこの地区の人がどこに向かっているかがクロス集計でないと出てきませんので、次回以
降分析を進めながら、示したいと思います。素案の中身につきましても、いまほどのご意
見を踏まえまして、内容をきちんと作成してまいりたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。
【会長】
他にございますでしょうか。
今日は、アンケートの概要をご説明させていただいて、今後さらに細かい分析に基づい
て、みなさんから見ていただいて、意見をいただくということになるかと思いますので、
今日のところはこれで終わらせていただきたいと思います。
スケジュールについても、見直しが必要だと思うので、次回以降の日程についても改め
て皆様にご連絡することのほうがよいのではないですか。
【事務局】
このあとの「その他」のほうで、次回の日程を仮で決めさせていただいているので、ご
連絡させていただこうかと思っているのですけれども、現在の進み具合を加味して、次回
の日程を組みなおすか、もしくは、会議の開催を 1 回ほど追加して、分割して協議させて
いただくか事務局で検討させていただきたいと思います。
【会長】
今日の段階では、議題２まで進捗状況をご説明させていただいて、今日時点のご意見を
承ったということで結論は次回以降でしたいと思います。
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４．その他
【会長】
その他に入りますが、今回の議題は離れて、せっかく皆様に集まっていただいたので、
公共交通の関係について意見等ございますか。
【若林委員】
公共交通を利用しやすくするために、1 回 2 回増えても構いませんので、良い結論を出し
ていただければと思います。この計画は平成 30 年度中に策定するのですよね。
【事務局】
そのとおりです。
５．閉 会
【会長】
他にご意見がないようですので、事務局にお返しいたします。
【事務局】
ありがとうございました。申し訳ございませんが、次回の開催日程につきましては、後
日改めてご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
閉会にあたりまして、副会長であります弥彦村の小林村長よりご挨拶をいただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。
【副会長】
本日は長時間にわたりまして、熱心なご審議をいただきましてまことにありがとうござ
いました。最後に、若林委員がおっしゃっていたように住民の方々に喜ばれるような交通
網形成計画を作りたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。皆様
本日はどうもありがとうございました。
【事務局】
ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。
皆様ありがとうございました。
以上
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