
平成 25年度 第 1回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 平成 25年 4月 30日（火）14時 00分から 14時 40分 

２ 場  所 かすみがうら市役所 千代田庁舎 防災センター2階研修室 

３ 議  案 ・報告第 1号 会長の職務を代理する者について 

・報告第 2号 デマンド型乗合タクシーの運行事業者の決定について 

・報告第 3号 霞ヶ浦広域バス運行事業に関する協定の締結について 

・報告第 4号 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

・議案第 1号 平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画(案) 

・議案第 2号 平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議収支予算(案) 

４ 出 席 者 ・関東運輸局茨城運輸支局 野上 雅嗣 

        ・関東運輸局茨城運輸支局 久米 正夫（代理出席） 

        ・茨城県土浦土木事務所道路整備第二課 栗林 俊一 

        ・茨城県土浦警察署交通課 渡邉 幸夫 

        ・関鉄グリーンバス㈱ 廣瀬 貢司 

        ・(有)千代田タクシー 染谷 雄一郎（代理出席） 

        ・(有)美並タクシー 臼井 忠（代理出席） 

        ・霞ヶ浦交通㈱ 島田 豊 

・(有)神立観光 斉藤 日出夫 

・(有)鶴観光バス 鶴町 乙比古 

・（一社）茨城県バス協会 澤畠 政志 

・（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 鬼澤 秀通 

         ・関東鉄道(株)労働組合 池田 正人 

        ・かすみがうら市区長会 井坂 勝美 

        ・かすみがうら市老人クラブ連合会 鈴木 和夫 

        ・かすみがうら市ＰＴＡ連絡協議会 宮本 宏丈 

・かすみがうら市商工会 真藤 実男 

・エンゼルハート 古川 清 

・土浦市都市整備部 東郷 和男 

・行方市市長公室 関野 嘉弘 

・かすみがうら市市長公室 高田 忠  

・かすみがうら市総務部長 木川 祐一 

・かすみがうら市保健福祉部 木村 正美 

【欠席委員 7名】 

【事務局】 

 市長公室企画課 横田 茂 

         豊﨑 伴之 

         樽見 大輔 

 

 



５ 議事の経過 

 

【事 務 局】 定刻となりましたので、平成 25 年度第 1 回かすみがうら市地域公共交通会議をはじめ

させていただきたいと思いますが、開会に先立ち、今回、国の機関などの人事異動などに

より新たに委員をお願いした皆様を御紹介させていただきます。関東運輸局茨城運輸支局 

首席運輸企画専門官 野上様でございます。 

【委  員】  野上です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】  関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 久米様でございます。本日は代理で、

運輸企画専門官の牧瀬様に出席いただいております。 

【委   員】  牧瀬です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】  茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長 栗林様でございます。 

【委   員】  栗林です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 茨城県土浦警察署 交通課長 渡邉様でございます。 

【委   員】 渡邉です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 関鉄観光バス株式会社 営業統括副部長 渡邊様でございます。本日は欠席の報告を受

けております。 

【事 務 局】 かすみがうら市 市長公室 高田公室長でございます。 

【委   員】 高田です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 かすみがうら市 総務部 木川部長でございます。 

【委   員】 木川です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 かすみがうら市 保健福祉部 木村部長でございます。 

【委   員】 木村です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 以上 8名の委員の皆様です。皆様には委嘱状を交付させていただきました。お手元の資

料の上にございますので、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。それでは会議を開

会いたします。はじめに会長職務代理者であります市長公室長の高田よりごあいさつを申

し上げます。 

 

【会長代理】 本日は御多用のところ、平成 25 年度第 1 回かすみがうら市地域公共交通会議に御出席

をいただき、誠にありがとうございます。また、皆さま方には、日頃より交通会議の運営

をはじめ、市政運営の全般にわたり、御支援、御協力いただいておりますことに、この場

をお借りして御礼申し上げます。 

申し遅れましたが、本来であれば会長である市長の宮嶋がごあいさつを申し上げ、会議

を進行すべきではありますが、所要により出席できないため、この交通会議の会長の職務

代理の指名を受けております私、高田が本日の会議を進行することとなりましたので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

             さて、本日の会議は、本会議の今年度事業計画や予算などについて御協議いただきたく、

お集まりいただきました。委員の皆様方には、本日の議案等につきまして、慎重審議のう

え、御承認賜りますようお願い申し上げます。また、後ほど報告をさせますが、霞ヶ浦広

域バスの運行について、運行路線である土浦市さんと行方市さんからも補助金の御協力を

いただき、昨年度と同じ形態で運行を継続できることになりました。誠にありがとうござ  



いました。 

今年度につきましても、本地域住民の自立した日常生活や社会生活の確保、さらには

地域間交流の促進を図るため、事業計画に基づき、3回程度の会議の開催を予定しており

ます。委員の皆様におかれましては、何かと御多用のところ、たいへん恐縮に存じます

が、引き続き御協力の程をお願い申し上げまして、開会にあたってのあいさつといたし

ます。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【事 務 局】  それではここで、かすみがうら市地域公共交通会議の事務局を紹介させていただきま

す。かすみがうら市市長公室企画課豊﨑課長補佐でございます。同じく樽見主任でござ

います。私、企画課長の横田でございます。 

それでは議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、設置要綱第 7 条

の規定によりまして、会長職務代理者にお願いいたします。 

【議  長】 要綱の規定により議長を努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

報告第 1号「会長の職務を代理する者の指名について」 

 

【議  長】 報告第 1号「会長の職務を代理する者の指名について」について事務局から説明いたし

ます。 

【事 務 局】 ―資料「報告第 1号会長の職務を代理する者の指名について」に基づき説明― 

【議  長】 ただいま説明のありましたことにつきまして、質疑等はございませんか。 

【議  長】 無いようですので御承認ということでよろしいでしょうか。 

【議  長】 それでは、そのようにいたします。 

 

  報告第 2号「デマンド型乗合タクシーの運行事業者の決定について」 

  報告第 3号「霞ヶ浦広域バス運行事業に関する協定の締結について」 

 

【議  長】 次に、報告第 2号「デマンド型乗合タクシーの運行事業者の決定について」及び報告第

3 号「霞ヶ浦広域バス運行事業に関する協定の締結について」について事務局より一括で

説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「報告第 2 号デマンド型乗合タクシーの運行事業者の決定について」「報告第 3

号霞ヶ浦広域バス運行事業に関する協定の締結について」に基づき説明― 

【議  長】 ただいま説明のありましたことにつきまして、質疑等はございませんか。 

【議  長】 無いようですので御承認ということでよろしいでしょうか。 

【議  長】 それでは、そのようにいたします。 

 

  報告第 4号「地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について」 

 

【議  長】 報告第 4号「地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について」について事務

局から説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「報告第 4号地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について」に基づ



き説明― 

【議  長】 ただいま説明のありましたことにつきまして、質疑等はございませんか 

【議  長】 無いようですので御承認ということでよろしいでしょうか。 

【議  長】 それでは、そのようにいたします。 

 

 

  議案第 1号「平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画（案）」 

  議案第２号「平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議収支予算（案）」 

 

【議  長】 次に、議案第１号「平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画（案）」及び

議案第２号「平成 25 年度かすみがうら市地域公共交通会議収支予算（案）」について事務

局より一括で説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料議案「第１号平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画（案）」「第 2

号平成 25年度かすみがうら市地域公共交通会議収支予算（案）」に基づき説明― 

【議  長】 ただいま議案第 1号及び第 2号に、質疑等はございませんか。 

【委   員】 議案第 2号の事業費の中で霞ヶ浦広域バス運行事業補助金が、昨年より 3,300,000円マ

イナスとなっていますが、平成 25 年度については、運転収入とか国からの補助金が増え

るということで予算を作っているのですか。 

【事 務 局】 土浦市、行方市の協力で合計 6,000,000円の補助金を用意しております。この交通会議

の予算としては 3,200,000円となっております。 

【委   員】 これ以外に土浦市、行方市から補助金がでるということですか。 

【事 務 局】 はい。 

【事 務 局】 補足させていただきます。広域バスの運行については、昨年度の 6月からの運行となっ

ており、昨年度の予算はシャトルバス運行事業の補助金も含む予算であり、広域バスに関

しましては、1 日 5 便の運行をしていますけども、昨年度は第 3 便目の運行をかすみがう

ら市地域公共交通会議の事業として運行していたので、単純に比較はできないと考えます。

昨年度は県の事業としての補助がありましたが、今年度はなくなりましたので、土浦市、

行方市の協力をいただき 3者で補助いたします。 

【委   員】 土浦市と行方市は、別途補助していただけるのか。 

【委   員】 土浦市は直接補助します。 

【委   員】 行方市も直接補助します。 

【委   員】 事業を行うにあたっては、3 市で補助することになりましたけど、事業者にも営業努力

をしていただきたいと思っております。 

【委   員】 国の補助金があれば市の歳出が減るということですか。 

【事 務 局】 そうです。 

【議  長】 その他に何かございますか。無ければ、議案第 1号及び議案第 2号は、原案のとおり決

定ということでよろしいですか。 

【議  長】 それでは、そのようにいたします。 

【議  長】 以上で議事は終了しましたが、その他で何か事務局で用意しているものはありますか。 

【事 務 局】 特にございません。 



【議  長】 委員からはございませんか。 

【議  長】 それでは、委員の皆様におかれましては、御多用の中、御出席をいただき、かつ、慎重

なる御審議を賜り、誠にありがとうございました。第 2回の会議は 6月に予定しておりま

すのでよろしくお願いします。 

 


