
令和元年度さいたま市地域公共交通協議会 第１回東西交通専門部会 

開 催 結 果 

開催日時 令和元年９月２５日（水）１０時００分～１１時３０分 

開催場所 大宮区役所 ６階 大会議室 

出席者名 

大沢 昌玄 委員、山田 徹 委員、市川 善一 委員、

中村 浩幸 委員、松本 敏雄 委員、北村 伸彦 委員、

坂本 真一 委員、戸村 順子 委員、髙坂 祐一 委員、

村上 孔 委員、土屋 愛自 委員 

欠席者名 鶴岡 洋 委員、藤田 貢 委員、吉田 雅幸 委員 

公開又は非公開の別 公開 

傍聴者の数 １名 

議題及び審議結果

（１）部会長の選任について 

 ・部会長に大沢委員が選任された 

・部会長の職務代理に中村委員が指名された 

（２）東西交通専門部会の進め方について 

 ・事務局案のとおり了承された。 

報告事項 ・東西交通大宮ルートに関する過去の検討状況について 

資料４ 

1



令和元年度さいたま市地域公共交通協議会

第 1回東西交通専門部会 出席者名簿

氏名 経歴・役職等

１ 大沢 昌玄 日本大学理工学部 教授 

２ 山田 徹 東日本旅客 道株式会社大宮支社 企画調整課長 

３ 市川 善一 埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役常務 

４ 中村 浩幸 国際興業株式会社運輸事業部 次長 

５ 松本 敏雄 さいたま市自治会連合会 会長 

６ 北村 伸彦 市民公募 

７ 坂本 真一 市民公募 

８ 戸村 順子 市民公募 

９ 髙坂 祐一 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 計画課長 

１０ 村上 孔 建設局 土木部長 

１１ 土屋 愛自 都市局 都市計画部長 

１２ 菊地 英一 
＜オブザーバー＞ 

国土交通省関東地方整備局建政部 都市調整官 

１３ 中嶋 範幸 
＜オブザーバー＞ 

埼玉県企画財政部交通政策課 副課長 

１４ 田中 芳樹 
＜オブザーバー＞ 

さいたま市の環境と公共システム研究会 
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さいたま市地域公共交通協議会東西交通専門部会設置規程 

（設置） 

第１条 この規程は、さいたま市地域公共交通協議会条例（平成２９年さいたま市条

例第５３号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、さいたま市地域公共

交通協議会（以下「協議会」という。）の専門部会として、東西交通専門部会（以

下「部会」という。）の設置に関し、必要な事項を定める。 

（所掌事務） 

第２条 部会は、次に掲げる事務について専門的な協議又は調整を行うものとする。 

 平成２８年交通政策審議会答申第１９８号に位置付けられた東西交通大宮ルー

トに関する事項 

 その他部会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 部会を組織する委員（以下「部会員」という。）は、協議会の委員の中から、

協議会の会長が指名する。 

（任期） 

第４条 部会員の任期は、協議会の委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 部会員が欠けた場合の補欠部会員の任期は、前任者の残存任期とする。 

（部会長） 

第５条 部会に部会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

３ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名

する部会員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて説明若しくは
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意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（協議結果の報告） 

第７条 部会長は、部会の協議結果について、協議会に報告するものとする。 

（会議の公開） 

第８条 部会は、原則公開するものとする。ただし、部会長が認めるとき、又は部会

が公開しない旨を決議したときは、この限りでない。 

（庶務） 

第９条 部会の庶務は、都市局において処理する。 

（委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会が別

に定める。 

附 則

この規程は、令和元年７月８日から施行する。
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さいたま市地域公共交通協議会東西交通専門部会運営規程

（趣旨） 

第１条 この運営規程は、さいたま市地域公共交通協議会東西交通専門部会設置規程

（以下「設置規程」という。）第１０条の規定に基づき、さいたま市地域公共交通

協議会東西交通専門部会（以下「部会」という。）の運営に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（部会長の任期） 

第２条 部会長の任期は部会を組織する委員（以下「部会員」という。）の在任期間

とする。ただし、部会長が欠けた場合における新たに選任された部会長の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（招集） 

第３条 部会長は、部会開催の日の７日前までに、部会開催の日時、場所及び協議の

事項を部会員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りで

ない。 

（会議録） 

第４条 部会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。 

(1) 部会の日時及び場所 

(2) 出席した部会員 

(3) 協議の経過 

２ 会議録には、部会長の指名した２人以上の部会員が署名しなければならない。 

 （その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか部会の運営に関し必要な事項は、部会が別に定

める。 

附 則

この運営規程は、令和元年９月２５日から施行する。
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さいたま市地域公共交通協議会傍聴要領 

さいたま市地域公共交通協議会

１ 傍聴定員

傍聴定員は、１０名です。

ただし、さいたま市地域公共交通協議会運営規程第４条に該当するためさいたま

市地域公共交通協議会が非公開と決定した議案の審議等については、傍聴できませ

んので、あらかじめ御承知おきください。

２ 傍聴の手続き

（１）傍聴を希望される方は、指定の時間までに、傍聴受付へお越しください。その

時点で定員を超える希望者がある場合は、そこで受付を終了し、くじ方式により

抽選を行います。なお、希望者が定員に満たない場合は、そこで受付を延長しま

す（先着順）。 

（２）傍聴される方は、受付名簿に住所及び氏名を御記入ください。

（３）傍聴される方は、係員の指示に従って会場に入室してください。

（４）傍聴される方には、傍聴券及び会議の資料をお配りしますが、傍聴券は、会議

終了後には、係員に御返却くださるようお願いいたします。

３ 会議の秩序の維持

（１）傍聴者は、協議会を傍聴するにあたって、会長の指示に従ってください。

（２）傍聴者が４の規定に違反した場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退

場していただくことがあります。

４ 傍聴される方が守るべき事項

（１）傍聴手続き後は、傍聴券及び会議資料の譲渡は御遠慮願います。

（２）協議会開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないでください。

（３）騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないでください。

（４）会場において、飲食又は喫煙をしないでください。

（５）会場において、会長の許可なく写真撮影、録画、録音等を行わないでください。

（６）会場内で携帯電話等の通信情報機器を使用しないでください。

（７）その他会場の秩序を乱し、協議会の支障となる行為をしないでください。
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東西交通専門部会の役割・スケジュール（案）について 

１．協議会・専門部会の構成 

（１）さいたま市地域公共交通協議会（さいたま市地域公共交通協議会条例） 

① 地域公共交通網形成計画の作成及び変更に関する協議 

② 地域公共交通網形成計画の実施に関する協議・連絡調整 

③ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する協議 

④ 市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保のために必要な協議 

（２）地域公共交通網形成計画における東西交通大宮ルートの位置づけ（案） 

・ 計画の基本方針を実現するための施策として「東西交通の導入検討（新

たな公共交通システムの検討）」を位置づけ 

２．東西交通専門部会の役割 

○ 計画に位置付ける「東西交通の導入検討（新たな公共交通システムの検討）」

を実施するための協議・調整を行う 

○ 東西交通専門部会で協議・調整した内容を協議会に報告する 

○ 協議会で更なる意見聴取や、必要に応じた議決を行い、検討を深度化する 

３．今後のスケジュール（案） 

○ 今年度は、令和２年２月を目途に第２回専門部会を開催予定 

○ 来年度以降は、年に２回程度専門部会を開催し、検討状況を協議会に報告 

バス専門部会 東西交通専門部会

さいたま市地域公共交通協議会（協議会）
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今後の検討事項（案） 

 検討事項（案） 備考 

第１回 
・ 交政審答申の概要とこれまでの経緯 

・ 専門部会の進め方（案）について 
今回 

第２回 

・ 先行事例について（富山市・宇都宮市など） 

・ さいたま市における構想について（地域の研究団体

からの情報提供など） 

次回 

第３回 

以降 

・ 大宮～さいたま新都心～浦和美園における中量軌道

システムの必要性・効果について 

・ LRT 及びその他の交通システム（BRT、SRT 等）につ

いて 

・ 第６回東京都市圏パーソントリップ調査（H30PT）を

踏まえた需要推計について 

年２回

程度 

【参考】地域公共交通網形成計画の策定スケジュール（案） 

出典：令和元年度第１回地域公共交通協議会（2019.7.8） 
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