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平成 24年度 第１回 三条市地域公共交通協議会議事録 

 

平成 24 年４月 23日（月）午前 10時 30分～ 

三条市役所三条庁舎４階全員協議会室 

 【 開 会 】 

事務局長 

（ 市 民 部

長） 

 

おはようございます。 

定刻になりましたので、これより平成 24 年度第１回三条市地

域公共交通協議会を始めさせていただきます。 

本日、議事が始まるまでの間、司会を務めさせていただく事務

局長の 三条市 市民部長 宗村 でございます。 

 

それでは、会議に入る前に、資料の確認をお願いいたします。 

本日、お手元に配布いたしました資料は、 

・平成 24年度 第１回三条市地域公共交通協議会 席次表 

・三条市地域公共交通協議会委員名簿 

・三条市地域公共交通協議会規約 

・資料№１－３三条市デマンド交通及び高校生通学ライナーバ

ス日平均利用者数 

 

加えまして、先日事前に送付させていただきました資料等で一

部修正がございましたので、差替えをお願いいたします。 

・次第 

・資料№１－１平成 23 年度地域公共交通確保維持改善事業・

事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業） 

・資料№１－２平成 24 年度地域公共交通確保維持改善事業・

事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業） 

・資料№３バス路線の見直し（案） 

 

でございます。 

 

また、資料№２ 平成 24 年度三条市地域公共交通協議会歳入

歳出予算（案） 

については、修正はございませんが、併せて配布させていただ 

いております。 
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したがいまして、事前に送付させていただきました資料につき

ましては、全て本日配布の資料に差替えをお願いいたします。 

 

資料に不足等はございませんでしょうか。 

 

 続きまして、本年度第１回目の会議でございますので、委員の

皆様から自己紹介をお願いしたいと思います。 

 はじめに、松本副会長から、その後は席次表の番号順に越後交

通株式会社三条営業所の木津
き づ

様から順に進めていただき、最後に

事務局を紹介させていただきます。それでは、松本副会長からお

願いたします。 

  

（自己紹介） 

 

 大変ありがとうございました。 

 

 続きまして、本日の会議の開催に先立ちまして、欠席されてい

る委員を報告いたします。 

 

地域公共交通の利用者 栄地区代表の吉田（よしだ）委員 

同      下田地区代表の小栁（おやなぎ）委員 

三条商工会議所の岡田（おかだ）委員 

栄商工会の佐藤（さとう）委員 

の４名です。 

 

 また、当協議会の会長であります、三条市長におきましては、

本日、公務のため欠席とさせていただきますので、重ねて報告い

たします。 

 

それでは、協議会規約第 12条第１項及び第９条第２項の規定 

に基づきまして、議長は副会長であります松本委員から務めてい

ただきます。松本副会長、よろしくお願いいたします。 
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松本副会長 

（以下「議

長」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の進行にあたりまして、委員の皆様のご協力をお願いいた

します。 

まず、ご覧のとおり委員 26 人のうち代理出席も含め、過半数

以上が出席していることから、協議会規約第 12条第２項により、

会議が成立していることをご報告させていただきます。 

 

それでは、次第に基づきまして進行させていただきます。 

 

はじめに、議 第１号「平成 23・24年度地域公共交通確保維持

改善事業・事業評価（案）」について、事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局 

 

 

議 第１号「平成 23・24 年度地域公共交通確保維持改善事業・

事業評価（案）」について、ご説明させていただきます。 

 

（資料№１－１、資料№１－２及び資料№１－３に基づき、説明） 

 

議  長 

 

 

それでは、この件に関して、ご意見、ご質問はございますでし

ょうか。 

 

いかがでしょうか。 

それでは、私から１点質問いたします。 

三条市デマンド交通の目標値である、日平均利用者数３００人

については、実績が目標を大きく上回っていることから、目標を

低く設定しすぎたのでしょうか。次年度以降もこの目標値の設定

にするのでしょうか。 

 

 

事務局 平成 22年 10月から三条市デマンド交通の社会実験を開始し、

現在の運行に至っておりますが、その時の目標値が、日平均利用

者数 300 人と設定したことから、平成 23 年度も引き続き同じ目

標とさせていただきました。 

しかしながら、現時点で、日平均利用者数は、380人前後で推
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移しております。 

今後、平成 25 年度以降の生活交通ネットワーク計画を策定さ

せていただきますが、その際に、今年度の実績を踏まえた目標値

の見直しを検討します。 

なお、後ほど改めて説明いたしますが、平成 24 年度三条市地

域公共交通協議会予算（案）におきまして、三条市デマンド交通

の予算については、日平均利用者数 400人の計算で計上させてい

ただいております。 

 

議  長  

ほかに質問はございますでしょうか。 

佐藤（春）

委員 

 

福沢線、高校生通学ライナーバスについては、利用者が固定し

ているかと思いますが、三条市デマンド交通については、いわゆ

るリピーターの利用者が多いのかどうかお聞かせください。 

 

事務局  

平成 23年 12月に実施した、三条市デマンド交通ひめさゆりお

客様アンケートにおいて、利用者の年齢層及び利用頻度について

お聞きした設問がありました。 

利用者の年齢については、利用者の 84％が 60歳以上の方とい

う結果が出ています。 

利用頻度については、通院で利用される方の半数以上の方が、

また、買い物で利用される方の 60％以上の方が週１回以上ご利

用されているという結果が出ています。 

これらの数字については、平成 24 年２月に開催しました、平

成 23 年度第４回三条市地域公共交通協議会の資料に掲載されて

いますので、ご確認願います。 
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議  長  

ほかにございますでしょうか。 

 

それでは、おはかりいたします。 

議 第１号の「平成 23・24 年度地域公共交通確保維持改善事・

事業評価（案）」について、承認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

承認いたします。 

 

それでは、引続き、議 第２号 「平成 24年度三条市地域公共

交通協議会歳入歳出予算（案）」について事務局から説明をお願

いします。 

事務局  

議 第２号「平成 24年度三条市地域公共交通協議会歳入歳出予

算（案）」について、ご説明させていただきます。 

 

  （資料№２に基づき、説明） 

 

議  長  

それでは、この件に関して、ご意見、ご質問はございますでし

ょうか。 

 

いかがでしょうか。 

私から質問いたします。いまほどの説明の中で、国庫補助で事

業者の収入となる補助金はいくらくらいになるのでしょうか。 

 

事務局  

交通事業者への国庫補助については、当該路線の運行収支の赤

字事業が対象となります。補助対象経費の額は、運行経費の 45％

を限度とし、補助対象経費の２分の１が国庫補助額となります。 

福沢線、高校生通学ライナーバス及び三条市デマンド交通につ

いて、平成 24 年度においても先ほど申し上げました計算式に沿

って算出される額を上限として、交通事業者への補助額として見
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込んでおります。 

 

議  長  

ほかにご質問はございますでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、おはかりいたします。 

議 第２号 「平成 24年度三条市地域公共交通協議会歳入歳出

予算（案）」について、承認してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

承認いたします。 

 

それでは、引続き、議 第３号 「バス路線の見直し（案）」に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局  

議 第３号「バス路線の見直し（案）」について、ご説明させて

いただきます。 

 

  （資料№３に基づき、説明） 

 

議  長  

それでは、この件に関して、ご意見、ご質問はございますでし

ょうか。 

 

事務局  

 事務局から２点補足させていただきます。 

 高校生通学ライナーバスについて、資料№３の現行ルートの黒

点線上にはバス停がないため、バス停の移設等の問題は生じませ

んので申し添えいたします。 

 もう１点、市内循環バスについて、資料№３の現行ルートの黒

点線上にあるテクノスクールのバス停については、旋回ができな

いため移設することとし、詳細箇所は関係者と調整の上決定いた

したいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いい
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たします。 

 

議  長  

ありがとうございました。 

 

ご質問はございますでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、おはかりいたします。 

議 第３号 「バス路線の見直し（案）」について、承認してよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

承認いたします。 

 

続きまして、３ その他について、せっかくの機会ですので各

委員の皆様から本日の議題に限らず、全体を通してご意見、ご質

問等ございますでしょうか。何かご意見等がございましたら、ご

発言いただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

 

ご質問等ないようであれば、本日の協議会の内容は以上になり

ますが、事務局から連絡事項等はありますでしょうか。 

 

事務局長  

 本日は、議題につきまして、ご審議いただき、ありがとうござ

いました。 

 新年度が始まり、これまで実施してきた事業の評価により、新

たな目標を設定してまいります。 

また、本日ご審議いただきました内容に基づき、本年度の事業

を進めてまいります。事業の実施に当たりましては、各交通事業

者や関係機関の皆様方からのご協力が不可欠でございますので、

引続き三条市の公共交通にご理解とご協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

事務局からは、以上です。 
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議  長  

それでは、以上をもちまして、平成 24 年度第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。 

ありがとうございました。 

 

 【 開 会 】 

 


