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第 1回 三条市地域公共交通協議会議事録 

 

平成 19 年 11 月９日（金） 

午後 3時 30 分～4時 25 分 

三条市役所 ２階大会議室 

 
【 開 会 】１５：３０ 

司会（部長） それでは定刻でございますので、これから開会させていただきます。 
本日は、お忙しいところ、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 
本日は、第 1 回目の会議でございますので、協議会の規約をご承認いただ

き、議長が就任するまでの間、進行を務めさせていただきます。 
私、三条市市民部長の長谷川でございます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 
今回、皆様にご承諾いただきました、本協議会は、この 5 月に新たに制定

されました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づきます協議会

でございます。 
この協議会におきましては、今後の三条市の公共交通に関する方策を示し

ます地域公共交通総合連携計画の策定に関します事項や具体な実施事業につ

きましてもご協議をいただくこととしております。 
なお、協議会の情報は法に基づく基本方針によりまして、出来る限り公表

が求められていますことから、会議は公開で行い、議事録等につきましても

公表することを予めご了承いただきたいと存じます。 
では、本協議会を設置をいたします三条市を代表いたしまして、國定三条

市長より、ご挨拶を申し上げます。 
 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。 
三条市長の國定でございます。 
日頃から三条市政、とりわけ三条市の交通行政に格別のご理解とご協力を

賜っておりますことを、この場をお借りしまして厚く感謝申し上げます。 
また、この度は何かとお忙しい中にも関わらず、三条市地域公共交通協議

会の委員を快くお引き受けいただき誠にありがとうございました。お手元の

委嘱状にありますように、本日付で、皆様方に三条市地域公共交通協議会の

委員として委嘱させていただきましたので、宜しくお願い申し上げます。 
三条市は皆様方もご存知のとおり、公共交通として鉄道やバス路線があり

ますが、より一層の公共交通の充実を図るため交通事業者等の協力を得なが

ら路線バス並びに循環バス等のルート見直しを実施してまいりました。 
しかしながら、現状においても市民のニーズを充分に満足している状況に

は至っておらず、また、新たな交通空白地域の出現や、今後さらに進む高齢

化社会も想定しますと、現在の三条市全体の公共交通体系を見直し、各地域
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市長 にあった公共交通の手段を確保する必要があると考えております。 
そこで、本年５月に制定された、「地域公共交通の活性化及び再生に関する

法律」の制度を活用するとともに、皆様方のご協力を得て「三条市地域公共

交通総合連携計画」を策定し、三条市における公共交通の活性化を図ってま

いりたいと考えております。 
本日の第１回目の協議会では規約や計画策定の手法、スケジュール、予算な

どの協議をお願いいたしますが、本年度末を目途に皆様方と協議を重ねなが

ら、市民の生活交通確保はもちろんのこと、観光振興やビジネス支援、交通

事業者のメリットも考慮し、三条市から地域公共交通のモデルを発信してい

くことにつなげていきたいと思っておりますので、今後ともご協力をお願い

いたしまして、簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。 
 

司会（部長） ありがとうございました。 
それでは、本日は第 1 回目の協議会でございますので、大変恐縮に存じま

すが、各委員の皆様方から自己紹介をそれぞれお願い申し上げたいと思いま

す。本日お手元に御座います席次表に基づきまして、越後交通の米山委員よ

り順次お願い申し上げます。 
【出席各委員自己紹介】 

 
大変ありがとうございました。 

なお、本日、欠席されている委員の方につきましては、 
国土交通省新潟運輸支局 首席運輸企画専門官の浅見委員 
連合県央地域協議会 議長の佐藤委員 でございます。 
次に、職員をそれぞれ自己紹介させていただきますので、よろしくお願い

申し上げます。 
【職員順次自己紹介】 

 
それでは引き続き会議を進行させていただきますが、まず、本日配布させ

ていただきました資料の確認をお願いいたします。 

次第 

資料１ 三条市地域公共交通協議会 規約（案） 

資料２ 三条市地域公共交通協議会 財務規程（案） 

資料３ 三条市地域公共交通協議会 公印規程（案） 

資料４ 三条市地域公共交通総合連携計画策定の進め方（案） 

資料５ 三条市地域公共交通協議会 平成 19 年度予算（案） 

資料６ 三条市地域公共交通協議会の現金等を預け入れる金融機関（案） 

また、資料番号は付してございませんが、本日の座席表と三条市地域公共

交通協議会委員名簿を配布させていただいております。 

資料に不足はございませんでしょうか。 
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司会（部長） それでは、早速でございますが、本協議会の運営に関する事項を記載しま

した規約につきまして、事務担当から提案させていただき、委員の皆様から

のご承認を得て、協議会の正式設置とすることと考えてございます。 
なお、時間の都合もございますので、規約につきましては、概要をご説明

させいただきますので、あらかじめご了解くださるようお願いいたします。

 
事務局（斉藤） それでは、三条市地域公共交通協議会規約（案）について、ご説明させて

いただきます。 
お手元の資料の資料ナンバー１をご覧ください。 
それでは内容をご説明させていただきます。 
【資料１三条市地域公共交通協議会 規約（案）について、見出しを基に

全条を説明】 

 
以上をもって、協議会規約の説明とさせていただきます。 
 

司会（部長） それではただ今提案させていただきました規約に関しまして、ご質問等ご

ざいますでしょうか。挙手の上、ご発言をお願いします。 
しばらくして、ご発言が無いようでございますが、 
それでは、三条市地域公共交通協議会規約につきまして、案のとおり制定

させていただくことでご異議ございませんでしょうか。 
（委員から「異議無し」の発言あり） 

 
ご異議が無いようでございますので、案のとおり規約を制定させていただ

くこととさせていただきます。 
それでは、規約が制定されましたので、議事進行を務める議長につきまし

ては、規約第 12 条第１項の規定により会長が議長の任にあたらせていただき

ます。 
それでは、市長は会長席へ移動お願いします。また、松本教授につきまし

ても、副会長席に移動くださるようお願いします。 
それでは会長、よろしくお願いいたします。 

議長（市長） 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議長を務めさせていただきます。各委員の皆様方の、ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 
まずは、規約第 12 条第２項の規定によりまして、委員の過半数が出席して

いることから、会議が成立していることをまずご報告をさせていただきます。

また、規約第８条第３項の規定によりまして、会長として、監査員を任命

する必要がございます。私といたしましては、栄商工会の会長であります佐

藤委員さんと、本日、御本人は御欠席ではございますが、公共交通利用者の

三条地区代表であります土田委員さんのお二人を任命したいと思います。 
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議長（市長） 

 

ご異議ございませんでしょうか。 
（委員から「異議無し」の発言あり） 

 
ありがとうございます。 
また、会長が定めることとなっております、財務に関する規程、また今後

予算の執行等がございますので、協議会の公印を作成し、使用する旨の規程

につきましては、資料の配布と説明をもって報告とさせていただきたいと思

います。 
それでは今の２件につきまして事務局より説明をお願いします。 
 

事務局（斉藤） それでは財務規程と公印規程についてご説明させていただきます。 

なお、時間の都合上、概要のご説明となってしまうことを予めご承知おき

くださるよう、お願いいたします。 

まずは、資料２をご覧いただけますでしょうか。 
資料２ということで三条市地域公共交通協議会財務規定、（案）と付いてお

りますが、規約が制定されたことから会長が定めた財務に関する規程として

説明させていただきますので、（案）の文字を削っていただけますでしょうか。

それでは早速中身のほうを説明させていただきます。 
【財務規程を説明】 

 
続きまして、資料３をご覧いただけますでしょうか。 
これも規約が制定されたことから、これも（案）の文字が入っております

が、（案）の文字を削っていただけますでしょうか。 
【公印規程を説明】 

 
以上で財務規程と公印規程の説明とさせていただきます。 

 
議長（市長） ありがとうございました。 

それでは、早速でございますが、本日の議題に入らせていただきます。 
本日の議題は、３つございますが、ご質問・ご意見に関しましては、各議

題の説明後、お受けをしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、会議次第に基づきまして、まず議題１につきまして事務局より

内容の説明をお願いいたします。 
 

事務局（課長） 
 
 
 
 

それでは議題の１、 三条市地域公共交通総合連携計画策定の進め方（案）

について説明をさせていただきます。 資料４をご覧ください。 

【資料４を説明】 

 

以上で、議題１三条市地域公共交通総合連携計画策定の進め方（案）につ
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事務局（課長） きまして説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議長（市長） 

 

ありがとうございました。 

ただいま議題１に関しまして、これがこの協議会におけます一番の骨格を

なすところをご説明いただきました。どうか遠慮なく、ご質問、ご意見等ご

ざいましたら、挙手の上ご発言をいただければと思います。 

 

渡辺委員 構成のメンバーでございますが、人に関することだから交通関係のバス・

タクシーそれからＪＲとういう方々が入っていますが、トラックは全く関係

ないとお考えなのでしょうか。トラックの事業所もただ荷物を運ぶという感

覚でいらっしゃる方もいますけど、かなり根底に関するトラックを通じてい

ろんな意味を持っていると思います。そういった人たちの意見をお聞きにな

って計画の策定というか調査をおやりになったほうがいいと私は思います

が。 

 

事務局（課長） 

 

今回の協議会につきましては、公共交通という観点から事業者ということ

で、バス関係者、ＪＲの方、タクシー協会の方ということでご参加をしてい

ただいておりますが、今、委員さんのおっしゃるとおり、検討の過程におき

まして、例えばトラック輸送の部分も公共交通に関わるものがあれば、この

協議会の規程によりまして、関係する方をお呼びすることもできますので、

そちらの方から来ていただいた中で、検討をしていきたいと思います。基本

的には、このメンバーで会議を進めさせていただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

渡辺委員 

 

私のお願いとしては、メンバーの中に入っていただけるのであれば、そう

していただきたいし、まぁ、メンバーはこれでいいと思いますけど、意見を

求める機会をつくっていただいて、折角の機会ですから最初の段階のところ

が一番大事だと思うんですね。そこの部分をしっかりやらないとあとが見え

ないと思いまして、だからいろんな方に意見を聞くという概念はもちろんい

ろいろ配慮されていますけど、特に交通関係にはトラック関係もかなり密接

につながっているわけですから、そういう方の意見を聞いていただくのがい

いんじゃないかと、参考にしていただくのもいいんじゃないかと、また必要

だと思います。  
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議長（市長） 

 

ご意見賜りましたので、その辺も十分配慮しながら。 

委員はこのメンバーでやらせていただければと、よろしくお願いします。

他にございますか。 

しばらくして、無いようでございますので、議題１につきまして、原案の

とおり承認することにご異議ございませんでしょうか。 

（委員から「異議無し」の発言あり） 

 

ありがとうございました。 

ご異議が無いようでありますので、原案のとおり承認することに決定しま

した。 

それでは、つづきまして議題２に入りたいと思います。議題２につきまし

て事務局より説明お願いします。 

 

事務局（課長） 

 
議題２ 三条市地域公共交通協議会 平成 19 年度予算（案）について説明

させていただきます。資料の５をご覧ください。 

【資料５を説明】 

 

議長（市長） ありがとうございました。 

議題２、平成 19 年度予算案に関しまして説明ございましたが、ご質問、ご

意見等ございましたら挙手の上、お願いいたします。 

よろしゅうございますね。それでは、議題２につきまして、原案のとおり

承認することにご異議ございませんでしょうか。 

（委員から「異議無し」の発言あり） 

 
ありがとうございます。 
ご異議がございませんので、原案のとおり承認することに決定しました。

次に、議題３につきまして事務局から説明お願いします。 

 

事務局（課長） 
 

それでは続きまして、議題３三条市地域公共交通協議会の現金等を預け入

れる金融機関（案）につきましてご説明いたします。資料６をご覧ください。

【資料６を説明】 

 

議長（市長） ありがとうございました。 

議題３につきまして、説明があったとこでございますが、これにつきまし

てもよろしいですね。 

 

それでは、議題３につきましても、原案のとおり承認いただいたものとさ

せていただきます。 
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議長（市長） 議題は以上で終了いたしましたが、せっかくの機会でございますので各委

員の皆様方から何かご意見等ございましたら、ご発言をいただきたいと思い

ます。 
先ほどの資料４にありましたけど、まずは基本方針の策定までの現況調査

が一番重要な鍵を握っていると思いますので、そこで様子を見ながら第二回

の協議会に向けて取組んで参りたいと思いますので、ご協力方お願いしたい

と思います。 
それでは、しばらくして無いようでございますので、事務局から連絡事項

等ありましたらお願いします。 
 

事務局（部長） 
 

それでは今後、本日ご承認いただきました事項に基づき、計画策定の業務、

あるいは関連する事務を進めさせていただきたいと考えております。 
なお、議題の中で触れさせていただきましたけれども、第２回目につきま

しては平成20年1月中旬を予定させていただきますのでよろしくお願い申し

上げます。その際につきましては、調査結果に基づきました、施策メニュー

の一覧表を提示させていただきたいと考えてございますので、よろしくお願

いしたいと存じます。 
また、本日の議事録を作成いたしまして、各委員さんに送付をさせていた

だきますが、その他に三条市のホームページ上で資料とあわせて公表させて

いただきたいというふうに考えてございますので、ご了承いただきたいと存

じます。 
なお、事務的手続き上の関係でございますが、委員報酬等の手続きに関し

まして、会議終了後、個別にお伺いさせていただきますので、よろしくお願

いします。 
事務局からは以上でございます。 

 
議長（市長） ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、第 1 回三条市地域公共交通協議会を終了さ

せていただきます。 
ご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 
【 閉 会 】１６：２５ 

 


