
平成２７年度 第２回 燕・弥彦地域公共交通会議 会議録（概要版） 

 

日時：平成２７年１１月２６日（木）午後２時～３時 

場所：燕市役所 １階 つばめホール 

 

出席者（ 敬称略 ） 

委 員  会長 燕市長 鈴木 力 

      副会長 弥彦村長 小林 豊彦 

国土交通省 新潟運輸支局 首席運輸企画専門官 蝶名林 幸雄 

新潟県 燕警察署 交通課長 牛嶋 眞（代理） 

新潟県 西蒲警察署 交通管理係長 吉田 誠一（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 業務総括助役 服部 龍男（代理） 

新潟県立吉田病院 事務長 藤田 桂輔 

住民代表 （分水地区）若林 與一 

（燕地区） 竹井 満喜子 

（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 古田 哲 

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） 

株式会社燕タクシー 代表取締役 竹内 邦彦 

燕市企画財政部長 五十嵐 嘉一、燕市商工観光部長 堀 孝一 

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 

燕市教育委員会教育次長 金子 彰男、弥彦村総務課長 小林 保夫 

弥彦村建設企業課長 石塚 豊、弥彦村住民福祉課長 笹岡 正夫 

  （計 24名） 

 

欠  席：  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 

住民代表 （吉田地区） 中村 カホル 

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 

弥彦村産業振興課長 小森 順一、弥彦村教育委員会教育課長 小林 栄一 

  （計 6名） 

 

 



 

 

事 務 局： （燕市） 

市民生活部長 広野 義徳、生活環境課長 保倉 茂 

      生活環境課長補佐 更科 明大、交通政策係長 亀山 修 

      交通政策係主任 八子 克己 

 

（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．議 事 

（１）燕市デマンド交通及び循環バスの利用状況について〔資料１〕 

 

（２）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の利用状況について〔資料２〕 

 

（３）弥彦・燕広域循環バスの路線変更（案）について〔資料３〕 

 

（４）おでかけきららん号共通乗り入れ施設の追加について〔資料４〕 

 

 （５）その他 

 

 

４．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」の利用状況 

資料２ 弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の利用状況 

資料３ 弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」路線変更（案） 

資料４ おでかけきららん号共通乗り入れ施設位置図 
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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。定刻になりま

したので、これより平成 27年度第２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保倉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

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】 

皆様、本日は大変ご多忙のところ平成 27年度第２回燕・弥彦地域公共交通会議にご出席

くださいまして大変ありがとうございます。 

さて、デマンド交通「おでかけきららん号」および循環バス「スワロー号」、広域循環バ

ス「やひこ号」におきましては、おかげさまをもちまして当初の見込みを上回るご利用を

いただいております。後ほど説明もありますが、利用状況を確認いただくとともに、いく

つか課題もでてきておりますので、皆様からのご協力をいただきながら改善に向けていけ

ればと考えております。それぞれのお立場から、忌憚のないご意見を賜りますようお願い

申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。本日は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、人事異動に伴う新任委員のご紹介をさせていただ

きます。本日配布いたしました「委員名簿」をご覧ください。 

委員名簿の 17番 新潟交通観光バス株式会社 常務取締役 前任の田巻様に代わりまし

て、古田様から当会議の委員として就任いただきました。なお、委嘱状につきましては、

机上配布させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

それでは、古田委員から一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

【古田委員】 

 新潟交通観光バス株式会社の古田と申します。常日頃より私どものバス事業について、

ご出席されている皆様より非常にお世話になっており大変ありがとうございます。この度、

グループ内の人事異動によりこの会議に出席させていただくことになりました。これから

お世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。 
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【事務局】 

ありがとうございました。続きまして、配布資料のご確認をお願いいたします。 

先日送付させていただきました、「次第」、資料１、資料２、そして、本日机上配布しま

した「委員名簿」、「配席図」、資料３、資料４、携帯時刻表を用意させていただいておりま

す。不足している資料はございませんでしょうか。 

次に、本日の会議への出席状況でございます。委員名簿をご覧願います。 

本日、欠席の委員は、名簿８番の燕労災病院の高江委員、名簿 12番の燕市民代表の中村

委員、名簿 15番の新潟県バス協会の高橋委員、名簿 16番の連合県央地域協議会の佐藤委

員、名簿 27番の弥彦村産業振興課長の小森委員、名簿 30番の弥彦村教育課長の小林委員

となっております。 

また、名簿４番の燕警察署の齊藤委員に代わり交通課長の牛嶋様から、名簿５番の西蒲

警察署の渡邊委員に代わり交通管理係長の吉田様から、名簿７番の東日本旅客鉄道株式会

社の時田委員に代わり業務総括助役の服部様から、名簿 19番の越佐観光バス株式会社の佐

藤委員に代わって専務取締役の佐藤様から出席をいただいておりますのでご報告申し上げ

ます。 

これにより、委員 30名のうち代理出席を含め過半数の 24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．議 事 

【事務局】 

では、これより議事に入らせていただきます。 

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）燕市デマンド交通及び循環バスの利用状況について 

【会長】 

それでは、私の方で会議を進行いたします。議題の「（１）燕市デマンド交通及び循環バ

スの利用状況」について、事務局説明を願います。 

 

【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。このことにつきましてご意見、質疑等ありましたら挙手

にて発言願います。 

何かございませんでしょうか。特にないようですので、「燕市デマンド交通及び循環バス
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の利用状況」については以上で終了します。 

 

（２）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の利用状況について 

【会長】 

次に、議題の「（２）弥彦・燕広域循環バス「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 2に基づき説明》 

 

【会長】 

事務局の説明が終わりました。このことにつきましてご意見、質疑等はございませんか。 

特にないようですので、「弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の利用状況」については以

上で終了します。 

 

（３）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の路線変更（案）について 

【会長】 

次に、議題の「（３）弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の路線変更（案）」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】 

事務局の説明が終わりました。このことについてご意見、質疑等がありましたら発言願

います。 

 

【蝶名林委員】 

 路線変更になると、経路変更申請が必要になるが、その計画をお聞きしたい。廃止路線

上にあるバス停留所は村山停留所のみである認識で間違いないでしょうか。また、村山停

留所から村山ポンプ小屋停留所へ移動になるがその距離を教えていただきたい。 

 

【事務局】 

 経路変更申請の手続きについては、今回の会議でご承認いただけましたら、運行業者で

あります越佐観光バスさんから運輸支局へ提出させていただく予定となっております。廃

止路線上のバス停は村山のみです。移動する距離に関しては約 300メートルになります。 
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【会長】 

よろしいでしょうか。他にないようですのでお諮りします。「弥彦・燕広域循環バス「や

ひこ号」の路線変更（案）」についてご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。よって「弥彦・燕広域循環バス「やひこ号」の路線変更（案）」に

ついては、原案のとおり承認されました。 

 

（４）おでかけきららん号共通乗り入れ施設の追加について 

【会長】 

それでは、議題「（４）おでかけきららん号共通乗り入れ施設の追加」について、事務局説

明を願います。 

 

【事務局】 

《資料４に基づき説明》 

 

【会長】 

事務局の説明が終わりました。このことについてご意見、質疑等がありましたら発言願

います。いかがでしょうか。ないようですのでお諮りします。「おでかけきららん号共通乗

り入れ施設の追加」についてご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。よって「おでかけきららん号共通乗り入れ施設の追加」について

は、原案のとおり承認されました。 

 

（５）その他 

【会長】 

 最後に、議題「（５）その他」であります。事務局で用意している案件はありますか。 

 

【事務局】 

 前回の交通会議で、中村委員からご提案のありました、携帯用の時刻表についてご説明

いたします。 

 机上に配布いたしました折り畳み式の時刻表をご覧ください。大きさは、畳んである状

態で縦 15 センチ、横８センチ、広げると約 40 センチほどになります。両面印刷でそれぞ

れ「スワロー号」、「やひこ号」の時刻表となります。また、有料広告枠を片面２枠、計４

枠設けることで経費節減に努めたいと考えております。配布時は、折り工程をしない状態

で全戸配布や、公共施設、バス停付近のスーパーなどに配布する予定となっております。 

 



5 

 

【会長】 

 前回の会議で中村委員からご提案をいただきましたので、ハンディタイプの時刻表の作

成を実現したいと思いますし、経費節減のために有料広告枠を設けることで取り組まさせ

ていただきたいと思います。この件につきましては、ご提案に速やかに対応したというこ

とでご承知願いたいと思います。 

 せっかくの機会ですので、委員の皆様からその他で何かございませんか。 

  

４．閉 会 

【会長】 

 その他に案件もないようでございますので、以上をもちまして本日の議事は全て終了い

たしました。皆様のご協力によりまして、予定より早く会議を終了することができました。

ありがとうございました。 

 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。大変お疲れさまでした。 

 

以上 


