
平成２６年度 第５回 燕・弥彦地域公共交通会議 会議録（概要版） 
 

日時：平成２７年３月２４日（火）午後２時００分～２時３０分 

場所：燕市役所 吉田産業会館 2階 第 1・第 2研修室 

 

出席者（ 敬称略 ） 

委 員  会長 燕市長 鈴木 力 

国土交通省 新潟運輸支局 運輸企画専門官 佐久間 敏之（代理） 

新潟県 燕警察署 副署長 石山 三男（代理） 

新潟県 西蒲警察署 交通課長 今川 佳彦（代理） 

新潟県 三条地域振興局 企画振興部長 杉山 興 

東日本旅客鉄道株式会社 燕三条駅 駅長 時田 康弘 

住民代表 （分水地区）若林 與一 

（吉田地区）中村 カオル 

（弥彦村） 坂井 洋一郎 

（弥彦村） 阿部 徳子 

新潟交通観光バス株式会社 常務取締役 田巻 耕介 

越後交通株式会社 三条営業所 所長 古川原 勇 

越佐観光バス株式会社 専務取締役 佐藤 洋彰（代理） 

燕市企画財政部副参事 土田 和久（代理） 

燕市商工観光課 商工振興係長 山崎 聡子（代理） 

燕市都市整備部長 五十嵐 一夫、燕市健康福祉部長 小林 恵美子 

燕市学校教育課長 山田 公一（代理）、弥彦村総務課長補佐 水沢 敏明（代理） 

弥彦村産業振興課長補佐 高橋 信弘（代理） 

弥彦村建設企業課参事 梨本 哲雄（代理） 

弥彦村教育委員会教育課長補佐 三富 浩子（代理） 

  （計 22名） 

欠  席：  副会長 弥彦村長 小林 豊彦 

独立行政法人労働者健康福祉機構 燕労災病院 事務局長 高江 裕洋 

新潟県立吉田病院 事務長 藤田 桂輔 

住民代表（燕地区） 竹井 満喜子 

公益社団法人新潟県バス協会 専務理事 高橋 清吉 

連合県央地域協議会 事務局長 佐藤 春男 

株式会社燕タクシー 代表取締役 竹内 邦彦 

弥彦村住民福祉課長 樋浦 久夫 

  （計 8名） 



 
 

事 務 局： （燕市） 

市民生活部長 田野 正法、生活環境課長 保倉 茂 

      生活環境課長補佐 宇佐美 文浩、生活環境課長補佐 更科 明大 

交通政策係長 亀山 修、交通政策係主事 菊地 貴之 

 

（弥彦村） 

総務課 企画調整係長 坂爪 明博 

 

報道機関：越後ジャーナル 

 



 
 

次第： 

１．開 会 
 
 
２．会長あいさつ 
 
 
３．報 告 
 
 （１）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」について 
 

 （２）「スワロー号」、「おでかけきららん号」の利用状況について〔資料１〕 

 

 （３）「おでかけきららん号」予約センター移転について〔資料２〕 

 

４．議 事 

 （１）燕市デマンド交通「おでかけきららん号」の弥彦エリア拡大について〔資料３〕 

 

 （２）平成２７年度生活交通ネットワーク計画の変更について〔資料４〕 

 

 

５．その他 

 

 

６．閉 会 

 

 

《会議資料》 

資料１ 循環バス「スワロー号」デマンド交通「おでかけきららん号」利用状況について 

資料２-１ 「おでかけきららん号」予約センター移転先平面図 

資料２-２ 「おでかけきららん号」予約センター移転のお知らせ 

資料３-１、３-２ 燕市・弥彦村デマンド交通エリア図 

資料４ 生活交通ネットワーク計画（案）（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フ

ィーダー系統関係） 
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１．開会 

【事務局】 
皆様、本日はお忙しいところご出席を賜りましてありがとうございます。定刻となりま

したので、皆様お集まりになりましたので、これより平成 26 年度第５回燕・弥彦地域公共

交通会議を開催させていただきます。 
私は事務局を務めます燕市生活環境課の保倉でございます。よろしくお願い申し上げま

す。 
 

２．会長あいさつ 

【事務局】 

開会に当たりまして、この会議の会長であります、燕市長がごあいさつを申し上げます。 

 

【会長】 

本日は年度末の大変ご多忙の中、第５回目の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。 

いよいよ 4 月より定住自立圏の構想に向けた事業が始まります。今までその事業に向け

て準備をしてきたところでございますが、今日はその内容につきまして皆様よりご意見を

頂ければと思います。燕市内も一部運行区間にもなっております、弥彦村に置ける「やひ

こ号」の運行が 4 月から始まります。そして、きららん号の弥彦エリア拡大についてもこ

れから取り組んでいく事業でございます。燕市民、弥彦村民のどちらにとっても便利に利

用できるよう最大限の努力をしていきたいと思いますので、引き続きご理解とご声援をお

願いいたしまして本日の会議の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。続きまして、配布資料の確認をお願いいたします。「委員名簿」

と「配席図」、「資料１」から「資料４」までを配布させていただきました。不足している

資料はございませんでしょうか。 

なお、本来であれば、事前に資料を配布するべきところでありますが、都合により当日

配布となりましたことをお詫び申し上げます。 

続きまして、人事異動に伴う委員の交代があります。委員名簿をご覧ください。2 番の弥

彦村長の小林 豊彦様、4 番の燕警察署長の齊藤 正栄様、5 番の西蒲警察署長の渡邊 光

定様です。なお、本日は弥彦村長の小林 豊彦様はご公務により欠席となっております。

また、4 番の燕警察署長の齊藤 正栄様に代わりまして、副署長の石山 三男様、5番の西

蒲警察署長の渡邊 光定様に代わりまして、交通課長の今川 佳彦様に出席いただいてお

ります。 
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次に、本日の出欠状況についてご報告申し上げます。本日は委員 30名のうち代理出席を

含め過半数の 22 名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 10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。 

 

３．報 告 

【事務局】 
では、これより会議に入りますが、本日の終了時間は、午後 3時を予定しております。

スムーズな進行にご協力をよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議事進行につきましては、設置要綱に基づき会長からお願いいたします。 

 
（１）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」について 

【会長】 

それでは、私の方で会議を進行いたします。初めに「弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」

について」事務局説明願います。 

 
【事務局】 
《別紙資料に基づき説明》 
 

【会長】 

ありがとうございました。ただ今の事務局の説明に対してご意見、ご質問等ございませ

んか。特にないようですので、報告事項は以上とさせていただきます。 

 

（２）「スワロー号」「やひこ号」の利用状況について 

【会長】 

次に、「「スワロー号」「やひこ号」の利用状況について」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。ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご質問はござ

いませんか。 

乗車人数の合計を見ますと、11 月の人数が他の月より少ないように思いますが、天候な

どによる乗客数が減少する原因はあったのでしょうか。 
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【事務局】 

確かに 11月は全体の乗客人数が少ないですが、これは運行日数が少なかったためである

と思います。 

 

【会長】 

わかりました。他に何かございませんか。特にないようですので報告事項は以上とさせ

ていただきます。 

 

 

（３）「おでかけきららん号」予約センター移転について 

【会長】 
次に、「「おでかけきららん号」予約センター移転について」事務局説明願います。 
 

【事務局】 
《資料 2 に基づき説明》 

 
【会長】 
事務局からの説明が終わりました。ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご質問は

ございませんか。 
 

【住民代表 若林委員】 
 きららん号予約センターについてなのですが、これから弥彦エリアが増えたとしても 1
か所で業務を行うのでしょうか。 
 
【事務局】 
 きららん号の予約受付は 1 か所で業務を行います。 
 
【住民代表 若林委員】 
 わかりました。移転に伴い番号が新しくなるということですが、以前と同じ番号を使う

ことはできないのでしょうか。 
 
【会長】 
 確かに以前の番号をそのまま使用することができればよかったのですが、ＮＴＴ東日本

によると、平成の大合併の際も同じような要望はあったのですが変更はできなかったとの

ことでした。 
私からも事務局に質問があるのですが利用者の方々への周知方法は広報だけでしょうか。 
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【事務局】 
 広報だけでなく今回お配りした資料２-２のチラシを全戸配布する予定です。またきらら

ん号の車内にもお知らせを周知し、名刺サイズのチラシの配布を行う予定です。また、移

転してから 1 カ月は以前の番号にかけても自動転送するようにいたします。それ以後は新

しい番号を案内する自動音声を流します。 

 

【会長】 

 他に何かございませんか。それではないようですので、報告事項は以上とさせていただ

きます。 

 

４．議 事 

（１）燕市デマンド交通「おでかけきららん号」の弥彦エリア拡大について 

【会長】 

 続けて議事に入ります。初めに「燕市デマンド交通「おでかけきららん号」の弥彦エリ

ア拡大について」事務局説明願います。 
 
【事務局】 
《資料 3 に基づき説明》 
 
【会長】 
事務局からの説明が終わりました。ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご異議は

ございませんか。 

（異議なしの声） 

それでは異議なしということでございますので、原案の通り承認されました。 

 

（２）平成 27年度生活交通ネットワーク計画の変更について 

【会長】 

 続いて「平成 27年度生活交通ネットワーク計画の変更について」事務局説明願います。 
 
【事務局】 

《資料 4 に基づき説明》 
 
【会長】 
事務局からの説明が終わりました。ただ今の説明につきまして、何かご意見、ご異議は

ございませんか。 

（異議なしの声） 
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それでは異議なしということでございますので、原案の通り承認されました。 

 

５．その他 

【会長】 

せっかくの機会ですので委員の皆様より何かご意見がありましたらよろしくお願いいた

します。 
 

《住民代表 若林委員越後交通の運行路線についての質問》 

 

【会長】 
 他にございませんか。それでは、スムーズに進行していただいたおかげで、予定の時間

より早く終わることができました。皆様のご協力に感謝いたします。 
これをもちまして本日の会議を閉会させていただきます。本日は大変お疲れさまでした。 

 

 

 

以上 


