
平成 30年度  第７回燕・弥彦地域公共交通会議会議録 
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欠 席： 国土交通省 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 首席運輸企画専門官 小松 美保子 
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事 務 局： （燕市） 

市民生活部長 髙野 光郎、生活環境課長 杉本 俊哉 

生活環境課長補佐 亀山 修、交通政策係長 鈴木 義享 

（弥彦村） 

弥彦村総務課長補佐 田村 孝穂 

 

燕・弥彦地域公共交通網形成計画策定業務受託者：ランドブレイン株式会社 名田 雅希 

 

  

次第： 

１．開会 

２．あいさつ 

３．報告 

（1）第６回燕・弥彦地域公共交通会議（書面協議）の結果について 

４．議事 

（1）燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）について 

５．その他 

６．閉会 

 

会議資料： 

資料１ 第６回燕・弥彦地域公共交通会議（書面協議）の結果について 

資料２ 燕・弥彦地域公共交通網形成計画（素案）の質問・意見及び回答 

資料３ 燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案） 

資料４ 燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）修正に係る新旧対照表 

 

 



１．開会 

【事務局】 

皆様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。 

会議に入ります前に、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、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」、「配席図」で

ございます。 

 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」と「資料 1、平成 30 年度第 6 回 燕・弥彦地域公共交通会議（書面協

議）の結果について」、続いて、「資料 2、燕・弥彦地域公共交通網形成計画（素案）

の質問・意見及び回答」、「資料 3、燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）」そして、

「資料 4、燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）修正に係る新旧対照表」でござい

ます。資料の不足はございませんでしょうか？ 

 

定刻となりましたので、これより平成 30 年度第 7 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。 

 それでは、会議の次第により、本交通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。 

   

２．挨拶 

【会長】  

皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、第 7回燕・弥彦地域公共交通会議にご

出席を賜り、誠にありがとうございます。皆様におかれましては、この地域の交通の

運行や利用促進など、それぞれのお立場で地域のためにご尽力を賜り心から感謝を申

し上げたいと思います。 

年明け早々の書面での会議を含めて、今回 7回目となります。お忙しい中、ご意見

をいただき誠にありがとうございました。 

 本日は年末に行ったパブコメや議会の結果を報告しながら、最終的に計画を固めて

いきたいと考えております。 

これまでの皆様のご協力により、今年度最後の会議となりますが、有意義な会議と

なり、いい計画が完成することをお願い申し上げまして、あいさつとさせていただき

ます。    

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



【事務局】 

会議に入ります前に、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 5 名、出席者は代理出席 9 名を含め 36 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、前回同様、計画策定業務委託事業者であるランドブレイン株式会社に、本日

同席していただいております。 

では、これより会議に入りますが、本日の終了時刻は、１５時を予定しております。

スムーズな進行にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

それでは、会議の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。 

 

３．報告 

（1）第 6回燕・弥彦地域公共交通会議（書面協議）の結果について 

【会長】 

それでは、私のほうで会議を進行いたします。 

最初に議事に先立って、報告事項であります。 

「（１）第 6 回燕・弥彦地域公共交通会議（書面協議）の結果について」でありま

す。事務局説明願います。 

 

【事務局】 

《資料１について説明》 

 

【会長】 

 事務局の説明が終わりました。ただいまの件につきまして質疑等がありましたら挙

手にて発言願います。 

 

 特にないようですので、以上で報告事項は終わりにしたいと思います。 

 つづきまして、議事に進ませていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 



４．議事 

（1）燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）について   

【会長】 

つづいて議事に入ります。議題「（1）燕・弥彦地域公共交通網形成計画（案）につ

いて」であります。事務局説明願います。 

 

【事務局】 

《資料２、資料３、資料４について説明》 

 

【会長】 

 事務局の説明が終わりました。ただいまの計画案につきまして、ご意見、質疑等が

ありましたら挙手にて発言願います。いかがでしょうか。 

 

藤堂委員はいかがでしょうか。 

 

【藤堂副会長】 

地域のニーズを踏まえた計画だと思います。引き続きニーズを踏まえて改善を行い、

報告していくということも計画に入っていますので、進めていって欲しいと思います。 

  

【会長】 

年末で一通りご了解いただいた上で、議会での説明を行い、これから具体的な要望

がある中でどのように反映しながら具体的に事業を行うかという宿題をいただいた

ということになると思います。 

先生からのお話でもありましたが、この計画で固めさせていただいてよろしいでし

ょうか。ご異議はございますか。 

ご異議なしということで、この計画案は承認されました。 

なお、今後燕市としては 3月議会にパブコメや修正等の最終報告をさせていただき

ます。その上で修正がある可能性があります。会議にはかる必要が無い修正の場合は、

事務局が修正を行い、最終計画を国、関係機関、委員の皆様に完成版をご送付させて

いただきます。 

 

５．その他 

【会長】 

次に、「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】 

計画策定に向けた今後の予定と次回交通会議の開催についてお知らせがございま

す。2 月 22 日の燕市定例議会の議員協議会にて、本計画案について説明する予定で

おります。そして、本交通会議や市村議会での意見を踏まえ、必要に応じて修正を行

い、3月末までに国や関係機関、委員の皆様へ本計画を送付する予定としております。 

次回の交通会議は５月下旬を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

  

【会長】 

５月の次回の会議は、どのような議題とする予定ですか。 

 

【事務局】 

計画案に記載のある、施策で早急にできるものについて皆様のご意見を伺いたいと

考えております。 

やひこ号、きららん号等の国庫補助金の申請についての確認もしていただく予定で

す。 

 

【会長】 

新年度予算の承認、平成 30 年度のコミュニティバスの運行実績、形成計画を踏ま

えた新たな方向性などをご提示できれば、それについてのご意見をいただくような内

容で、会議に 5月に開催できればと思っております。 

事務局の方からのその他の案件は終わりました。せっかくの機会ですので委員の皆

様から最後にご発言があればお受けいたしますがいかがでしょうか。 

 

【若林委員】 

計画書について、3月末に報告とお聞きしましたが、議会等で決まった内容も入っ

ていますか。 

 

【事務局】 

はい。入っています。 

 

【会長】 

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいでしょうか。ほかにご意見はないようですので、議事は閉めさせていただ

きます。私の司会は終わらせていただきますので最終進行は事務局にお願いいたしま

す。 

 



【事務局】 

ありがとうございました。最後になりますが、閉会にあたりまして、本公共交通会

議の副会長であります小林村長様より閉会のご挨拶をいただきたいと思います。 

 

【小林副会長】 

本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。 

第 7回会議が無事終了し、計画もほぼ出来上がっていると、私は理解させていただ

いております。 

これからは、本計画を実行し、安心して暮らし続けることのできる圏域の公共交通

網づくりに、皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。ご支援よろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

 

【事務局】 

以上を持ちまして、本日の会議を閉会とさせていただきます。1年間ご協力ありが

とうございました。 

 

以上 

 


