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平成２６年度第２回 新発田市地域公共交通活性化協議会 議事録 

 

日時：平成２７年2月17日（火）１３:58～１５:００  

場所：新発田市生涯学習センター 多目的ホール 

 

日程 担当 内容 

開 会 

（13:58） 

 

事務局 

（倉嶋補佐） 

 

 定刻より早いですが皆様お揃いですので、ただ今から平成 26 年

度 第２回 新発田市地域公共交通活性化協議会を始めさせていただ

きます。 

 まず、開会にあたりまして、会長である下妻副市長よりご挨拶申

し上げます。 

主催者 

あいさつ 

 

会長 

（下妻副市長） 

開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 皆様方におかれましては、日頃から新発田市政、とりわけ交通行

政につきまして、格別のご理解とご協力を頂戴いただいております

ことを、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 また、ご多用の中、協議会へご参集いただきまして誠にありがと

うございます。 

 さて、川東コミュニティバスが実証実験運行から約１０カ月が過

ぎようとしております。コミュニティバスは周知をされつつあるも

のの、利用者数の伸びが課題となっており地域と利用促進につきま

して検討を進めているところであります。 

 本日の議事は、川東コミュニティバス、あやめバスともに利便性

の向上と、利用者のニーズに対応した運行時刻の変更を行うこと

で、利用状況の改善を図っていきたいというものであります。 

委員の皆様方からの活発なご意見を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 新発田市では、引き続き『「分かりやすく」「使いやすく」「持続

可能な」公共交通体系の構築』に向けまして、精一杯の取り組みを

進めてまいりますので、今後とも、皆様から更なるお力添えをお願

い申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただき

ます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

会の運営 事務局 

（倉嶋補佐） 

 それでは、続きまして議事に移らさせていただきますが、議事の

進行につきましては、協議会規約第 9 条第 1 項の規定に基づきま

して、会長が議長を務めることになっております。下妻副市長よろ

しくお願いいたします。 
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議 事 議長（会長）  それでは、規約の定めにより議長を務めさせていただきます。ま

ずは、本協議会の会議でございますけれども、規約第９条第２項の

規定により、過半数以上の委員の皆様が出席いただいておりますの

で、会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 

第１号議案 議長（会長）  それでは、さっそく次第に従いまして、議事と進めらせていただ

きます。第１号議案、「川東コミュニティバスの一部運行の見直し

について（案）」事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（荻野係長） 

《事務局説明》 

「川東コミュニティバスの一部運行の見直しについて」資料に基づ

き説明 

議長（会長） ありがとうございました。 

それでは、ただ今、説明のございました第 1 号議案の内容につき

まして、ご意見・ご質問等をお受けしたいと思います。 

 

【質問・意見なし】 

 

 よろしいでしょうか。 

それでは、ご質問等無いようでございますので、第 1 号議案につ

きまして、拍手でご承認いただけますでしょうか。 

 

≪委員から拍手あり≫ 

 

ありがとうございました。 

それでは、第 1 号議案につきましては、原案のとおり承認するこ

とといたします。 

 

第２号議案 議長（会長） 続きまして、第 2 号議案「あやめバスの一部運行見直し（案）に

ついて」事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（溝口主任） 

《事務局説明》 

「あやめバスの一部運行見直し」資料に基づき説明 
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議長（会長）  ありがとうございました。 

 それでは、ただ今事務局から説明のございました第 2 号議案の内

容につきまして、委員の皆様からのご意見・ご質問等をお受けした

いと思います。 

 

【質問・意見なし】 

 

 特に無いようでございますので、第 2 号議案につきましても、皆

さま方の拍手でご承認いただきたいと思います。 

 

≪委員から拍手あり≫ 

 

 ありがとうございました。 

 第 2 号議案つきましては、原案のとおり承認することといたしま

す。 

 

第３号議案 議長（会長）  続きまして、第 3 号議案「地域公共交通確保維持改善事業につい

て」事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

（溝口主任） 

《事務局説明》 

「地域公共交通確保維持改善事業について」資料に基づき説明 

議長（会長） ありがとうございました。 

それでは、ただ今説明ございました第 3 号議案の内容につきまし

て、委員のみなさまからご意見・ご質問等ありましたらお願いした

いと思います。 

 

【質問・意見なし】 

 

 第 3 号議案につきまして、皆様の拍手でご承認をお願いいたしま

す。 

 

           ≪委員から拍手あり≫ 

  

 ありがとうございました。 

 それでは、第 3 号議案につきましても、原案のとおり承認するこ

とといたします。 

第４号議案 議長（会長）  次に、第 4 号議案「平成 27 年度事業計画(案)について」事務局

からご説明をお願いいたします。 
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事務局 

（宮村主任） 

《事務局説明》 

「平成 27 年度事業計画(案)について）に基づき説明 

 

議長（会長） ありがとうございました。 

それではただ今説明のございました第 4 号議案の内容につきまし

て、皆様方からご意見・ご質問等ございましたらお願いをしたいと

思います。 

 

【質問・意見なし】 

 

第 4 号議案についてもご質問等ございませんので、拍手でご承認

お願いしたいと思います。 

 

≪委員から拍手あり≫ 

 

ありがとうございました。 

それでは第 4 号議案につきまして原案のとおり承認することとい

たします。 

 

これで、本協議会における議事は以上でございまして、ご提案さ

せていただきました第 1 号議案から第 4 号議案についきまして

は、すべて承認・決定いだきました。 

 

報 告 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） それでは、次第４の報告に入らせていただきます。 

 「平成 2６年度事業について」（１）川東コミュニティバスの

運行状況等について事務局から説明をお願いします。 

事務局 

（溝口主任） 

《事務局説明》 

「川東コミュニティバスの運行状況等」資料に基づき説明 
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報告 議長（会長） ただ今、説明のありました報告内容につきまして、皆様方からご質

問等をお受けしたいと思います。 

 

【質問・意見なし】 

 

それでは、ご質問等無いようでございますので、引き続きまして

（２）あやめバスの運行状況等を事務局から説明をお願いします。 

《事務局説明》 

「あやめバスの運行状況等」資料に基づき説明 

 

議長（会長） はい、ありがとうございました。 

それではただ今、説明がございました報告内容につきまして、委員

の皆様からご質問・ご意見等を頂戴したいと思います。なにかござ

いますでしょうか。 

 

【質問・意見なし】 

 

 無いようでございますので、事務局から他に何かございますか。 

 

 

事務局 

（倉嶋補佐） 

次回の協議会の開催は５月末頃を予定しております。 

 また本協議会は地域公共交通会議も兼ねておりますので、審議を

要する案件が出た際には、ご参集をお願いすることもあろうかと存

じますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

議長（会長） それでは事務局から今説明がございました。 

なにか全体を通してございますでしょうか。 
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その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

（長谷川） 

新発田病院の前が渋滞している。長いときは諏訪神社のあたりまで

渋滞している。新発田病院の中に入っていくバスがある。病院の駐

車場が満杯で入れない。駅から 1 分で行くことになっているが 10

分～30 分かかる。回ってから循環バスに入っていくとなるとお客

様に非常に待たせて迷惑がかかっている。 

何かいい方法がないものか運転手さんと話をしたが、駅から新発田

病院までは２車線で真ん中にセブラ帯が設けられているが、そのセ

ブラ帯をなんとか３車線にしてもらって、直進でぬける車は早くい

ってもらえれば、少しは渋滞がなくなるのではないか、また病院の

駐車場を広くしてくれって言うのは、なかなか相手のあることです

から、解消できないだろうと思う。 

駅前交番あるけれど、そこで交通整理したってしょうがない話だと

思う。 

天気によりけりですし、上手なお医者がいるときは混むんだという

話を聞いたこともある。 

なにか安上がりにで、いい方法がないものか。皆さんからいい知恵

をだしていただきたいと思っている。 

今日は結論がでないと思いますが、現状はそういうだということを

認識してもらっていただいて、機会があったら午前中県立病院前を

通ったら交通状況を確認して欲しいです。以上です。 

議長（会長） はい。貴重なご提言ありがとうございました。これについては、道

路管理者それから警察だとか、ご協議、ご相談をしなければならな

い問題だと思います。簡単にできるかどうかということではないと

思います。 

事務局で現段階このことについて、何か答えれる状況ですか。 

事務局 

（荻野係長） 

渋滞の話は、以前からも聞いております。今年に入って、交通課に

も相談させていただい案件であります。県の病院局に連絡をしたと

ころ、抜本的に職員の駐車スペースが少ないという話でした。昨年

職員駐車場を 17 台、県で職員用に確保した。駐車スペースが少な

いので市で何かいい土地はないか聞かれた。県もなるべく、混雑時

期には、その場に行って駐車場のカードを取るのを手伝いするよう

なことをできますというような話でした。 

警察に相談した感じでは、ゼブラをとって、三車線を設けるのは難

しいかなという話をいただきました。 

相談はしているが、なかなかいい解決方法は見つからないのが現状

ございます。 
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議長（会長） 長谷川さんの方から、ご提案をいただいた話ですが、事務局でもそ

れぞれの方にご相談しているようですが、まだこれといって、これ

ができるとかこれがやれるなどには至っていないようであります。 

引き続き、道路管理者や警察、病院が関係あるでしょうか相談さし

ていただいてできるだけ改善していければなあと思っております。 

時間帯は朝なんでしょうかね。 

心配しているのは駅前に図書館を含めた施設の建設工事を行ってお

ります。平成 28 年にはオープンということであります。 

図書館の性質上、朝早くという通勤時間にオープンということでな

いですが、いずれにしでも公共施設が新たにできるというになれ

ば、それなりに交通量が増えていくことも考えられますので、ハー

ド・ソフト両面を少し含めて関係の皆さんからお知恵をお借りしな

がら進めていければなあと思っています。 

全体でなかなかこういう議論ができないと思いますので、個別にま

た事務局の方でご相談に伺いたいと思いますのでその際にはひとつ

ご指導よろしくお願いしたいと思います。 

他には何かございますでしょうか。 

 

それではないようでございますが、この冬の交通事故の状況などに

ついて、参考までに特徴的なことを少しお話しをお願いいたしま

す。 

交通課長 

 

 

 

 

 

 

 

昨年から事故自体は微増しているが、死亡事故は減少している状況

です。今年に入ってからは、１月中が大きい事故はなかった。 

今月に入って列車事故があった。幸いにも軽傷だったが、同乗した

方が右から列車が来るが見えて恐怖を感じたと言っていた。このこ

とからも列車事故がいかに怖いものかわかると思う。 

その他にも、国道 7 号線で大型車と乗用車の正面衝突の事故があっ

た。運転者は初めての雪道で、どちらを通っていたのかわからない

状態になって事故が起きた。 

春になりつつあるが、寒い時期もまだある。気温の下がった時、橋

の上やカーブなど非常に凍結する。 

スピードは冬バージョンで全体にスピード減でお願いしたい。 

これからも事故防止に協力して願うとともに、3月は事故が多くな

る時期なので事故に遭わないよう、起こさないようにお願いした

い。 
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閉会 

(１５:０0) 

議長（会長） 貴重なお話ありがとうございました。 

それでは、他に無いようでございますので、本日の協議会は以上を

持ちまして、閉会とさせていただきます。 

 

ご協力誠にありがとうございました。 

お帰りに際には、気を付けてお帰りいただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 


