
平成 25年度 第 2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 6月 27日（木）14時 00分から 14時 50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 4号 霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーに関する利用者等 

アンケート調査について 

・承認第 1号 平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議事業報告について 

・承認第 2号 平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議収支決算報告について 

・議案第 3号 平成 26年度かすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案）について 

４ 出 席 者 ・関東運輸局茨城運輸支局 久米 正夫（代理出席） 

        ・茨城県企画部企画課交通対策室 國松 永稔（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 

        ・関鉄グリーンバス㈱ 廣瀬 貢司 

        ・関鉄観光バス㈱ 渡邊 敏克 

        ・(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 安倍 知明 

・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 木川 祐一 

・かすみがうら市保健福祉部 木村 正美 

・かすみがうら市土木部 山本 惠美 

【欠席委員 8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 2 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、新たに委員をお願いした方を御

紹介させていただきます。かすみがうら市 PTA連絡協議会 会長 安倍様でございます。 

【委  員】  安倍です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 安倍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、6 月 11 日の新聞報道にもありました、県指定廃棄物処

理促進市町村長会議へ急遽出席することとなったため、本日の会議につきましては、私、

高田が本日の会議進行を代理することとなりましたので、ご理解、ご了承を賜りたいと

思います。 

さて、本日の会議では、市民アンケートの概要報告、本会議の平成 24年度事業報告並

びに収支決算報告、もう一つは、地域交通確保維持事業補助金などの交付を受けるため

策定するかすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案）について、ご協議いただきた

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。 

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

引き続きご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 4号「霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーに関する利用者等アンケート調査につい

て」 

 

【議  長】 報告第 4号「霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーに関する利用者等アンケート

調査について」事務局から説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「報告第 4号霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーに関する利用者等アン

ケート調査について」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。 

 

  承認第 1号「平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議事業報告ついて」 

  承認第 2号「平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議収支決算報告について」 

 

【議  長】 次に、承認第 1 号「平成 24 年度かすみがうら市地域公共交通会議事業報告について」

及び承認第 2号「平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議収支決算報告について」事

務局より一括で説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「承認第 1号平成 24年度かすみがうら市地域公共交通会議事業報告について」「承

認第 2 号平成 24 年度かすみがうら市地域公共交通会議収支決算報告について」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 3号「平成 26年度かすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案）について」 

 

【議  長】 次に、議案第 3 号「平成 26 年度かすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案）につ

いて」事務局より説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「議案第 3 号平成 26 年度かすみがうら市生活交通ネットワーク計画（案）につ

いて」に基づき説明― 

【議  長】 交通不便地域の人口について、もう一度説明してください。 

【事 務 局】 資料の最後のページにある地図をご覧いただき、丸で囲んである部分が民間の路線バス

の主なバス停から半径１㎞のエリアで、このエリア外に住んでいる方が交通不便地域の人

口となります。 

【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、議案第 3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、その他で何かありますか。 

【委  員】 ２年前から関鉄グリーンバスに提案しているバスの茨城空港乗り入れについて、県では

把握していますか。バスの乗り入れではなく、茨城空港乗合タクシーを運行したのは、別

の部署で行った事業ですか。 

【委  員】 茨城空港への乗り入れについての提案は、私としては今初めて聞いたところであります。

茨城空港乗合タクシーは、県の空港対策課で行っているもので、県の企画課とすりあわせ

を行ったのかは確認していません。 

【委  員】 茨城空港乗合タクシーよりも霞ヶ浦広域バスを利用したほうがよいのではと思います。 

【議  長】 事務局でこのことについて何かあれば説明願います。 

【事 務 局】 茨城空港乗合タクシーについては、県と全市町村と関係機関で構成している茨城空港利



用促進等協議会で行っている事業です。本年度から空港利用促進のために開始しており、

実証的に行っているものです。かすみがうら市民の利用はまだないと聞いていますが、市

の広報紙等でも PRしていく予定であります。 

【議  長】 他にはございませんか。 

【委  員】 霞ヶ浦広域バスのチラシをお持ちしました。1,000 円で 3 枚綴りの夏休み限定回数券を

設置して利用促進を図りたい考えおりますのでよろしくお願いします。 

【議  長】 他にはございませんか。 

【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。 

 


