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主なご意見・ご要望（Ｒ5.2） 

■鉄道について

分類 内容 

駅・ホームの設備 新潟駅や首都圏の駅のように他の駅でも駅構内や周辺に商業施設（例として飲食店・書

店・衣料品店）などを整備してほしいです。そうすることで自然と人の流れが作られるよう

になり、鉄道や駅が充実していくと思います。もちろん首都圏でいう住みたい街ランキング

に入るような街になるといっても過言ではないです。特に新潟駅近郊区間（日中 20 分間

隔区間）は優先して整備してほしいです。 

主旨番号：12 

駅・ホームの設備 新崎駅構内か駅周辺にコンビニか商業施設を整備してほしいです。近隣のコンビニは駅

からかなり離れた場所にあるため不便です。特に松浜方面から自転車を使う場合、沿線

にコンビニはないため不便です。泰平橋付近のコンビニは遠回りになるため事実上使えな

いです。 

主旨番号：12 

接続 
新潟新発田間は白新線のバイパスのような鉄道が必要です。新潟西港、新潟空港、松

浜、南浜、聖籠町あたりを経由する鉄道を整備すべきです。そもそも政令市新潟市と新

発田市を結ぶ鉄道ルートが 1 つしかない自体どうかと思います。道路整備よりも予算投

入すべきです。 

主旨番号：3 

接続 
新潟空港の A 滑走路廃止および跡地のショッピングモール計画についての報道がありま

した。A 滑走路廃止は反対ではないのですが、トキエアさんの今後の計画次第では使う

回数が増えそうなので慎重になるべきと思いました。それよりもショッピングモールの計画

には賛成しがたいです。すでに河渡新町付近に商業施設建設が進んでいる上、交通渋

滞などが懸念されます。新潟空港までの鉄道整備用地に充てる方が妥当です。車か新

潟駅からのバスしかアクセス方法がない現状で利便性が高いとはいえません。鉄道整備

で駅や沿線を活性化させる方が得策ではないでしょうか？ 

主旨番号：1 

接続 先日、3 月 18 日改正後の上越新幹線の詳細ダイヤが発表されました。何と言っても今

回は最高速度の向上に伴う所要時間短縮が目玉なのですが、時刻表を見る限り、正直

あまり褒められたものではありません。 

「とき」の定期列車の本数が 24 往復と少なすぎる上、相変わらず全体的に途中停車駅

が多過ぎです。特に 73 号、77 号、66 号、70 号は元々定期列車だったのですから、こ

れを機に定期列車に戻すべきです。とにかく、朝の最速達便 1 往復だけではなく、夜にも

最速達便かそれに準ずる速達便（大宮～長岡間ノンストップ）を 1 往復は設定しなけれ

ば、日帰りでは利用しづらいですし、できれば日中から夕方にかけても同様の速達便が 1

往復欲しい所です。 

せっかく最高速度が向上しても、この新ダイヤでは、その良さが十分に活かされないばか

りか、いつまでも課題が克服できないことに対する不満や不信感の方が勝ってしまいま

す。次のダイヤ改正では、東北・北陸新幹線も含めて白紙からダイヤを作り直してもいい

と思います。速度が向上したのなら、それを最大限に活かして、利用しやすいようにしな

いとダメだと思います。 

主旨番号：6 
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接続 新潟空港が選ばれる空港になるには新幹線、鉄道乗り入れを実現に加え、路線バス乗

り入れやタクシーなどの交通網整備が必要です。この空港なら行きたい場所（観光地、

施設など）へ気軽にアクセスできるというのは大きな強みになります。また新潟空港から

距離がある地域でも鉄道乗り入れで特急や快速などが運行されれば地域の利便性も向

上します。できない理由を考えるのではなく、どうすればできるのかを考えるべきです。 

主旨番号：1 

線路・踏切 白新線の新崎駅から豊栄駅だけでも複線化してほしいです。悪天候などで一部の列車

が遅れると単線のため、行き違い列車も自動的に遅れが出てしまいます。また、単線で

は特急いなほ、が運行している白新線では増便も困難です。朝は利用者が多いのに比し

て本数が少なく困ります。複線化することで遅れる確率が減少しますし、ダイヤにおいて

も朝夕の本数を 10分に 1本くらいまでなら増やせる可能性があると思います。事業者に

は利用者目線に立って複線化の決断をしていただきたいです。 

主旨番号：3 

運行頻度・ダイヤ 
上越新幹線の 3 月 18 日改正ダイヤには不満を抱いている。昨年の改正で臨時列車に

格下げされた「とき」速達タイプ 2 往復が今回も臨時列車のままだし、運転日が少なく全

車指定席というのもよくわからない。 

275km/h へのスピードアップによって所要時間が短縮するからこれで良しとしているのだ

ろうが、いかんせん停車駅が多すぎる。以前から他の人も書いていたが、もうそろそろ「あ

さま」全列車各停化を実施してもいい頃だろう。熊谷、本庄早稲田、上毛高原は基本的

に「たにがわ」「あさま」に任せ、「とき」の停車は足りない分を最低限補う程度にとどめるべ

き。そして、上記速達タイプ 2 往復は早期に定期列車に戻さないとダメ。 

せっかくスピードアップをしたって、あの改正ダイヤではさほど恩恵を受けないし、日帰りで

はかえって利用しづらい。これ以上マイカーや高速バスに乗客を奪われないためにも、無

駄な停車駅を無くし、より速く利用しやすいダイヤに改善すべきである。 

主旨番号：6 

駅・ホームの設備 先日新潟駅内に 2 店舗オープンし、特に 47 都道府県最後の出店となった某店は大き

な話題となりました。今後に期待したい一方で、新潟駅以外には大規模な商業施設のあ

る駅がないです。豊栄駅、亀田駅、新津駅でさえコンビニ程度しかないです。せめて駅ビ

ルか小規模な飲食店を整備してほしいです。地域の拠点となる駅づくりは必要です。 

主旨番号：12 

接続 新潟空港への鉄道や新幹線乗り入れを事業化すべきです。単に新潟空港へのアクセス

だけでなく県内の鉄道利便性向上および新潟空港利用者が余裕をもって観光などをより

楽しむためでもあります。現状は新潟駅からの路線バスやリムジンバスおよび一部高速バ

スの乗り入れがあるにとどまっており、自由度は低いです。大形駅から延伸することで県

北方面などにもアクセスしやすくなります。今後のインバウンド需要や少子高齢化を踏ま

えればむしろ道路整備よりも需要があるといっても過言ではありません。 

主旨番号：1 
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■バスについて

分類 内容 

遅延・早発 
2/1 8:30 済生会病院発の西区内回りの区バスだが、運転手がトイレを利用したあとそ

の後 48 分になるまで出発しなかった。その理由を乗客に説明することもなかった。トイ

レは仕方ないにしろ出発できない理由は乗客に説明するべきです。このような事が度々

あります。区バスの運転手さんの改善を新潟交通へ申し入れ願います。 

主旨番号：3 

接客・ホスピタリティ 
先日区バス（新崎から松浜・太夫浜方面行き）を利用しましたが運転手さんの態度がよ

ろしくなくて残念な気分になりました。事業者さんには運転手教育を徹底して頂きたいの

と、運転手さん本人も自覚して改善して頂きたいと思います。 主旨番号：3 

サイン 「バス停の場所について」 

おそらく多くの新潟市に引っ越してきた人が疑問に感じているであろう南部営業所行き

のバス停。鐙と紫竹山についてです。 

均一区間で考えると鐙バス停までなので郊外に向かうのであれば特段支障がないと思

うのですが、逆に中心部に向かおうとすると鐙バス停の向かいにあるバス停が「紫竹山」

バス停なのです。当然郊外扱いなので乗っていく場所によって運賃が変わるのですが、

経過はわかりませんがどちらかに統一しないのでしょうか？ 

バイパスより内側（海側）は均一区間と言うざっくりとした感覚でいると実は違ったと言う

場所です。南部営業所方面は大型ショッピングモールや専門学校もあり需要がそこそこ

あると思うのですが駅高架下直通運転のバスができる際になんとか改善してはもらえな

いでしょうか？ 

主旨番号：27 

遅延・早発 第一高校前からよく新潟交通を利用しています。たまに利用したいバス時刻の便が来

ないことがあります。本日も 8:09 に乗りたいところ次の便の 8:14 まで来ませんでした。

覚えているだけで前にも 2 度ほどありました。本日は 8:04 から待っていたので、乗り遅

れではないと思います。何か理由があって減便してしまったのであれば、運転手から案

内をさせるなり理由を説明して欲しかったです。遅延ではなく、一便飛んでいるところに

疑問があります。 

主旨番号：36 

その他 
新潟交通は運転手の待遇改善を図るべきだ。この目的の達成には、減便と市内運賃

の見直しは、待ったなしと思う。新潟交通は、膨大なデータを持っているものの、説明材

料に有効的に用いられていない。9 年前の路線再編成においても同様。現市長は、

BRT 路線の公設民営化と年間走行キロ数をバーターにする考えはないだろう。市民の

納得を得るためにも、数字をもって説明してほしい。 

主旨番号:38 

情報 家族がバス通勤をしております。 
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主旨番号：26 

天気の悪い時に感じていたことなのですが、乗車予定のバスが今どこを走っているか、リ

アルタイムでわかるシステムがあると待っているときの心持ちが違いますし、遅れに伴う

事象への対応も取りやすいと思います。現在は位置情報アプリ的なものがありますし、

技術的にも経費的にもそれほど難しくないのではないでしょうか？都会より本数は少なく

ても便利であってほしいのでぜひご検討、そして導入をお願いしたいです。 

これまで様々な意見・要望がありますがそれに対しての回答もあると、さらに考える機会

になるかと思います。

決済方法 
バス車内で交通系 IC カードにチャージ出来るようにして欲しい 

主旨番号：14 

接客・ホスピタリティ バスも乗ったことがなく、初めての乗車で緊張していて、間違ったバスに乗ってしまい「ご

めんなさい。間違えて乗車しました。」と言うと大きなため息をつかれ、悪態をつかれまし

た。古町まで行きたかったのですが、行き方も教えて貰えず、本町で降ろされてしまいま

した。優しく思いやりのある言動をされずに悲しい思いを致しました。どうか見直してくださ

い。 

主旨番号：3 

バス待ち環境 
横浜市と東急バスが、2023 年度中の連節バスの導入と路線再編を目指し基本協定

を交わした。そのうち青葉区の例を紹介すると、日体大ー青葉台駅に連節バスを導入

し減便。緑山ー青葉台駅を基本的に、緑山ー日体大に短縮し増便、日体大で乗り換

えが必要になる。新潟市の例も参考にしたらしいが、BRT の名称を使用していない。乗

換地点にある日体大が、バリアフリーの待合施設を用意するとのこと。新潟でも参考と

すべきは、初めから待合施設を確保した点、短縮された路線の便数を増やした点、行

政と東急バスが協同し地元説明を行う点、再編方法に案を二つ用意した点、利用者ア

ンケートを実施する点であり、新潟交通にあっても見習ってほしい。 

主旨番号：23 

ルート・バス停位置 
市道曽和上新町線が 2月 20 日に開通しました。 

西区内の道路状況が改善されたことでバス路線の充実も期待できます。 

住民バス上新町線、佐潟赤塚線、西区バス中野小屋ルート再編で、内野駅南口ー上

新町ー中権寺ー四ツ小屋ー赤塚ー赤塚駅前ー中野小屋ー内野駅南口の循環ルート

を開設してみてはいかがでしょう。 

坂井輪Ｑバス同様、内回りと外回りを設定して、ネーミングは上新町と四ツ小屋を経由

することから内野赤塚Ｒバスでお願い致します。 

主旨番号：5 

ルート・バス停位置 県道新潟中央環状線バイパスが西区内で間もなく開通します。 

過去にも橋梁が架かることでバス路線が充実したことがありました。今回も期待できま

す。 

1985 年  千歳大橋開通 県庁線、中央環状線が開設されました。 

2002 年  柳都大橋開通 2 系統(当時)などが経由、今も C70、みなと循環線、観光

循環バスが運行されています。 

2023 年 茶豆大橋開通 青山ー大野ー板井ー貝柄線開設に期待したいです。W82

系統として、8 の部分は枝豆を模した独自フォント表示にすると視認性向上、誤乗防止

になります。 

主旨番号：5 

その他 降積雪、渋滞による輸送障害時・大規模イベント開催時の空港各停便・朱鷺メッセなど



5 

主旨番号：29 

の会場方面路線では乗客が集中して途中バス停からは乗車できないことがあります。 

運転手は満員である旨車外放送を行って通過しますが、聴覚障害の方などへの案内

を強化するため、LED 表示のバスは、行先表示設定を 

【満員】物見山 新潟駅 

【満員】朱鷺メッセ 佐渡汽船 

などと変更するとよりわかりやすくて良いのではないでしょうか。 

行先表示設定の系統番号入力後コマ送り 3 回などで満員表示が出るようなシステム

改良は可能かと思います。 

その他 空港シャトルバスに導入予定の電気式ノーステップバスは外板に六価クロムを使用して

いる可能性があるようです。 

六価クロムは発ガン性物質で、土壌汚染対策法で定められた特定有害物質です。日

本自動車工業会も自動車の部品としては使用してはならないと規制対象にしていま

す。 

製造メーカーでも年内を目途に使用を中止する意向であると聞いております。危険性に

配慮しての措置かと思われます。 

すでに２台購入済で試運転も行っているようですが、六価クロム使用が事実であれば直

ちに運行を中止し、六価クロム不使用バスに置き換えることが、人体への影響や沿道

土壌汚染防止の観点で推奨されるかと思われます。 

新潟の場合は冬季間道路への凍結防止剤の散布により、非積雪地帯より車体腐蝕=

有害物質溶出可能性が高いはずなので他地区に先駆けて使用中止措置を講じる必

然性が高いと感じます。 

主旨番号：42 

その他 3/13 から公共の場所でのマスク着用が任意となるそうですが、その後のバス車内での

感染対策について要望させて頂きます。 

まず車内の換気ですが、悪天候の場合でも確実に出来るよう対策をお願いします。先

月他の方が投稿された意見にあるように、一部の窓にバイザーを設置するのが有効だ

と思います。去年仙台で乗車したバスにも一部の窓にバイザーが設置してあり、雨や雪

が入り込まないよう工夫されていました。 

次に運転手に対する飛散防止対策です。新潟交通では既に多くのバス会社で行われ

ているような運転席脇へのビニールシートの設置が行われず、運転手への感染対策が

不十分なまま放置されています。これも去年仙台で乗車したバスですが、大きめのアク

リル板が設置してあり運転手への飛散防止対策が行き届いている印象でした。(ビニー

ルシートのバスもありました) こうした対策を確実に行い運転手への感染防止に努める

べきではないでしょうか。 

マスク着用が任意となるのであれば、より一層の感染対策が必要だと思います。 

主旨番号：4 
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■その他

分類 内容 

障がい者割引について 

新潟県内のタクシー事業者の一部では精神障害者福祉保健手帳を所持している人に

割引を行っている「事業者」があるのだが、新潟市においては協定があるのか適用対象

外とされる事業者ばかりである。 

誰もが障がいを抱える可能性があるのに障害者手帳による差別をしないで同じように扱

う必要があるのではないだろうか？ 

主旨番号: 


