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会 議 録 
 

１ 会議名 

  平成 29年度第 5回上越市地域公共交通活性化協議会 

 

２ 議題 

⑴ 協議事項 

議案第 1号 地域公共交通確保改善事業費補助金に関する事業評価について 

 ⑵ 報告事項 

報告第 1号 公共交通総合時刻表の作成について 

報告第 2号 台風 21号による県道決壊に伴う路線バス｢桑取線｣代替運行等の対応

について 

報告第 3号 平成 30年度からの地域公共交通活性化協議会市民委員の募集について 

報告第 4号 中郷区乗合タクシーのダイヤ見直しに関する検討状況について 

報告第 5号 自家用有償旅客運送の軽微な事項の変更の届出について 

 

３ 開催日時 

  平成 29年 12月 21日（木） 午後 1時 30分から 

 

４ 開催場所 

  上越市役所 4階 401会議室 

 

５ 傍聴人の数 

  0人 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 出席した人 

  委 員：黒木英文、大谷一人、北嶋宏海（代理：小野仁司）、白石雅孝、内山敏雄、

岡田雅美、板垣島美子、梅本博文、市川公男（代理：佐々木直）、中村栄

（代理：池内淑一）、上原みゆき、小林徹、南部ヒロ子、小松美保子、古田

芳久、小口幹久、小熊貫一 

  事務局：佐藤課長、今井副課長、塚田係長、白倉主任、笛田主任、杉田主事、畑山主事

（新幹線・交通政策課） 
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８ 内容 

１ 開会 

（事務局） 

 

 

(開会のあいさつ） 

２ 会長挨拶  

（黒木会長） 

 

委員の皆様におかれましては、足元の悪い中、また、年末のご多

用のところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

市街地でも雪が積もり、徒歩や自転車で移動していた市民の皆さ

んが、公共交通を利用する機会が増えており、特に通学 100 円バス

が好評と伺っております。 

雪が多くなるにつれ、公共交通へのシフトが進むと思いますの

で、鉄道事業者におかれましては、雪で列車の運行に支障がないよ

う除雪体制に万全を期していただきたいと思いますし、バス事業者

やタクシー事業者におかれましては、路面凍結によるスリップ事故

が発生しやすくなりますので、安全・安心な運行を確保するため、

より慎重な運転を心掛けていただきたいと思います。 

市といたしましても道路の除雪に万全の体制をとっております

が、寒波に伴う大雪や強風により、列車やバスの運行に支障が生じ

た際には、関係機関への連絡のほか、学校や病院等へ情報提供する

など利用者に配慮したサービスの提供をお願いします。 

さて、ご案内のとおり、3月のダイヤ改正が発表され、後ほど、各

鉄道事業者からご報告いただく予定ですが、バス事業者におかれま

しては、高校生や高齢者など自ら移動手段を持たない方の生活の足

を確保するため、列車との接続に配慮いただき、今よりもさらに利

便性が高まるようご検討いただきたいと思います。 

本日は、今年実施してきた利用促進に関する取組や路線再編に対

する事業評価の協議やダイヤ改正に伴う時刻表の作成の報告など、

協議事項 1件、報告事項 5件が提案されておりますので、慎重審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 続きまして、会議の成立についてです。 

委員数21人に対しまして、出席委員数は代理出席による議決権のある

方を含めまして17人です。 

よって、会則第8条第2項の規定により半数を超えておりますので、本

会議は成立しておりますことをご報告いたします。 

それではこれより、議案に移りますが、議長は会則第8条第1項の規定

によりまして、黒木会長から務めていただきます。 

それでは、黒木会長よろしくお願いいたします。 
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（黒木会長） 議長を務めさせていただきます。それでは、協議事項へ移ります。 

 

３ 協議事項 

（黒木会長） 

 

次第の「３ 協議事項」、議案第1号「地域公共交通確保改善事業

費補助金に関する事業評価について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（事務局） （議案第1号を説明） 

（黒木会長） 今ほど説明のありました議案第1号について、ご意見、ご質問等が

ございましたら挙手をお願いします。 

 

（小松委員）  地域内フィーダー系統に関する事業評価の中で、目標を達成して

いない理由は分析いただいていますが、目標を達成したことに関し

てもどのような理由で達成しているかを分析することで、次の効果

的な改善に繋がると考えていますので、意見としてお伝えします。 

 

（黒木会長）  島田線が通学100円バスに該当していますが、利用状況を把握して

いますか。 

  

（事務局） 定期的な調査を実施しており、島田線については高田南城高校の

生徒が通学で利用すると想定していますが、第4回協議会の協議事項

の資料で示したとおり、平成29年7月10日(月)から14日(金)までの5

日間の調査結果では、利用者がいないことが分かっています。 

 

（黒木会長）  他にございませんでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

特にないようですので、議案第1号について、原案のとおり承認す

ることでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認めます。よって、議案第1号は原案のとおり承

認されました。 

 

４ 報告事項 

（黒木会長） 

 

続きまして、次第の「４ 報告事項」に移ります。 
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 報告第1号「公共交通総合時刻表の作成について」、事務局から説

明をお願いします。 

 

（事務局） （報告第1号を説明） 

 

（黒木会長） それでは、今ほど説明のありました報告第1号について、ご意見、

ご質問等がございましたら挙手をお願いします。 

 

 (発言なし) 

  

 特にないようですので、ご異議ないものと認めます。 

続きまして、報告第2号「台風21号による県道決壊に伴う路線バス

『桑取線』代替運行等の対応について」、事務局から説明をお願い

します。 

  

（事務局） （報告第2号を説明） 

 

（黒木会長） 市の代替運行について、上越市ハイヤー協会様、頸城自動車様か

らは、代替運行の構想段階からご協力いただきましたことをこの場

をお借りしてお礼申し上げます。 

それでは、今ほど説明のありました報告第2号について、ご意見、

ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

  

(発言なし) 

 

 特にないようですので、ご異議ないものと認めます。 

続きまして、報告第3号「平成30年度からの地域公共交通活性化協

議会市民委員の募集について」、事務局から説明をお願いします。 

  

（事務局） （報告第3号を説明） 

 

（黒木会長） それでは、今ほど説明のありました報告第3号について、ご意見、

ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

  

 (発言なし) 

 

 特にないようですので、ご異議ないものと認めます。 

続きまして、報告第4号「中郷区乗合タクシーのダイヤ見直しに関

する検討状況について」、事務局から説明をお願いします。 
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（事務局） （報告第4号を説明） 

 

（黒木会長）  それでは、今ほど説明のありました報告第4号について、ご意見、

ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

  

 (発言なし) 

 

（黒木会長） 特にないようですので、ご異議ないものと認めます。 

続きまして、報告第5号「自家用有償旅客運送の軽微な事項の変更

の届出について」、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） （報告第5号を説明） 

 

（黒木会長）  それでは、今ほど説明のありました報告第5号について、ご意見、

ご質問等ございましたら挙手をお願いします。 

  

 （発言なし） 

 

 特にないようですので、ご異議ないものと認めます。 

 

以上をもちまして、予定していた議題の審議を終了します。 

ここで、国の公共交通に関する動向について小松委員から、平成

30年3月のダイヤ改正等について、北越急行の大谷委員及びえちごト

キめき鉄道の小野委員代理からご説明があります。 

なお、JR東日本のダイヤ改正に関しましては、最後に事務局から

報告があります。 

始めに、国の公共交通に関する動向について、小松委員からお願

いします。 

  

（小松委員）  10月5日の協議会後の勉強会において、｢高齢者の移動手段確保に

関する検討会中間とりまとめ｣を説明させていただき、その中の1つ

にタクシーの相乗り促進がありました。 

勉強会の際には、平成29年度中に実証実験を行うことをご紹介さ

せていただきましたが、今回、国土交通省から来年の1月22日から3

月11日まで東京23区、武蔵野市、三鷹市で｢相乗りタクシー」の実証

実験開始について報道発表がありましたのでお知らせします。 

  

（黒木会長） 続きまして、平成30年3月のダイヤ改正について大谷委員お願いし
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ます。 

  

(大谷委員) ほくほく線ダイヤ改正についてご説明します。 

JRグループ及びえちごトキめき鉄道と同時にダイヤ改正を行いま

すが、ここ数年で一番変更の少ないダイヤ改正だと思います。 

また、北越急行といたしましても、大きな改正はありません。 

変更の内容といたしましては、1つ目は現行の21時06分発の快速列

車を各駅停車に変更し、これまで通過していた駅の停車本数を増や

します。高校の部活の帰りに利用される学生や長距離を通学される

学生を考慮し、各駅停車に変更したものであります。なお、直江津

駅や越後湯沢駅での接続列車については変わりありません。 

2つ目は、えちごトキめき鉄道「妙高はねうまライン」との接続を

改善します。今までは、4分違いで接続していなかった列車を接続で

きるように改善いたしますので、高田方面から越後湯沢方面に行く

接続がよくなります。 

北越急行としては以上となります。 

  

(黒木会長) 続きまして、小野委員代理お願いします。 

 

(小野委員代理) 主な改正内容については3つあります。 

1つ目は、通勤・通学時間帯を中心に列車の運転時刻を変更しま

す。JR東日本では、今まで新潟方面からはねうまラインに乗り入れ

て列車を運行していましたが、直江津駅で停車するダイヤ改正があ

り、直江津から新井方面への列車が少なくなることから、今回、弊

社の方で直江津から新井方面への本数を増やして、利便性を維持す

る変更を行ったものです。 

2つ目は、日本海ひすいラインから妙高はねうまラインへの直通列

車を運転します。以前から、お客様のご意見として、糸魚川方面か

らは、直江津で乗り換える必要があって不便だという声をいただい

ていたところです。今回、ダイヤの関係もあり、通勤・通学の時間

帯ではありませんが、まずは9時24分泊発の1便を新井方面への直通

列車に設定しています。今回の変更の効果を見ながら、弊社で対応

を検討していきたいと思います。 

3つ目は、北陸新幹線との乗り換えや直江津駅等での乗り換えを改

善します。乗換時間が長いものでは、63分ありましたが、ダイヤを

見直し、乗換時間を短縮したものです。 

えちごトキめき鉄道のダイヤ改正については以上です。 

  

（黒木会長） 続きまして、事務局からお願いします。 
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(事務局) JR東日本のダイヤ改正について、上越地域に関連する部分のみご

説明いたします。 

「新幹線の一部列車を変更します」の中で、北陸新幹線臨時はく

たか号の運転を見直しますとあります。現在、平日のみ朝の時間帯

に運転している上越妙高発-長野行の臨時はくたかですが、長野駅で

東京行のかがやきに接続する列車になります。現在、2本運行してい

ますが、7時38分発の臨時はくたかが取り止めとなります。 

次に「輸送体系を見直します」とありますが、新井から新潟間の

直通運転が一部直江津止まりや、長岡止まりとなり、乗り換えが必

要となります。先ほど、えちごトキめき鉄道の小野委員代理から説

明のあったとおり、直江津から新井方面へはえちごトキめき鉄道の

運行本数の増便がありますので、運行本数自体の変更はありませ

ん。 

最後に、土休日のみですが、現在運行している直江津発-長岡行の

快速列車が利用状況を考慮し、今回のダイヤ改正により運転を取り

止めることになっています。 

  

（黒木会長） その他にご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 

（小熊委員） この協議会の審議事項についてお聞きしたい。 

通常、交通機関は民間会社が営利目的で運営していると思います

が、年々人口が減少する等の影響により、採算が合わなくなってい

ることから、市で交通事業者に支援を行ってきたものと思います。 

しかしながら、市で支援を行っている対象は、路線があるところ

だけ、また、そこに住んでいる人たちだけに恩恵を与えているもの

であり、一部の人たちに対する奉仕者であって、全体の奉仕者では

なくなっているのではないでしょうか。 

例えば、路線のないところに住んでいる人たちにどう支援を行っ

ていくのかといったことをこの協議会では議論しないのでしょう

か。 

  

（事務局） 今ほどご意見をいただきました件について、路線のない地域、い

わゆる、交通空白地域についてですが、現在、現計画が終了する平

成32年度以降の計画について、市で検討をしているところであり、

その中で、路線の見直しだけでなく、各地域に入っていき意見を収

集することで、交通空白地域や各地域に応じた運行形態を検討する

など、きめ細やかな計画を策定していきたいと考えています。ま

た、次期計画の中では、現在路線がないところの地域の皆さんの通
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院、買い物といった生活の足の確保について検討するとともに、ど

のような対応ができるかを考え、計画の検討段階で本協議会に諮

り、委員の皆さんのご意見をいただきながら次期計画を策定してい

きたいと考えております。 

 

（黒木会長） 本協議会においても、公共交通のあり方について引き続き審議し

ていきますが、本日の議題のように補助金の内容についても審議が

必要となってきます。また、上越市議会でも、今後、高齢者の皆さ

んの生活の足の確保をどのように行っていくかが議論になってお

り、まずは、バスにどうやったら乗っていただくかを検討している

ところであります。 

  

（黒木会長） その他にご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

なお、本日「意見シート」をお配りしておりますので、議案の内

容等で何かお気付きの点がございましたら、「意見シート」などを

活用いただき、事務局へご連絡くださいますよう、お願いします。 

それでは、すべての審議が終了しましたので、議長の任を解かせ

ていただきます。  

  

５ その他 

（事務局） 

 

 

続きまして、次第「５ その他」に移ります。 

事務局より1点ご連絡があります。 

次回の会議は、平成30年3月の開催を予定しており、詳しい内容は

改めて書面にてご連絡させていただきます。 

 

６ 閉会 

（事務局） 

 

（閉会のあいさつ） 

                       以上 

 

９ 問合せ先 

  企画政策部新幹線・交通政策課交通政策係 TEL：025-545-9207（内線 1874） 

E-mail：kotsu@city.joetsu.lg.jp 

 

10 その他 

  別添の会議資料も併せてご覧ください。 

 


