
平成 29 年度 第 4 回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 平成 30 年 2 月 19 日（月）14 時 00 分から 14 時 45 分 

２ 場  所 かすみがうら市役所 千代田庁舎 2 階 第 1 会議室 

３ 次  第 

（１） 開会 

 

（２） あいさつ 

 

（３） 議事 

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 

承認第３号 平成 30年度デマンド型乗合タクシー運行業務委託事業者について 

議案第６号 平成 30年度地域公共交通運行計画（案）について 

議案第７号 かすみがうら市地域公共交通再編実施計画（最終案）について 

 

（４） その他 

 

（５）閉会 

 

４ 出 席 者  

 

 

№ 団体名 役職名 氏　名 代理

1 かすみがうら市 市長(会長) 坪井　透

2 関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官　 勝家　省司

3 茨城県企画部交通政策課 課長 塙　伸一 関　厚子

4 茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長　 綿引　裕治

5 茨城県土浦警察署 交通課長　 菊池　和行

6 関鉄グリーンバス（株） 代表取締役　 長津　博樹

7 関鉄観光バス（株） 営業統括部長　 渡邊　敏克

8 （有）千代田タクシー 代表取締役　 染谷雄一郎

9 （有）美並タクシー 代表取締役　 臼井　忠 臼井　幸子

10 霞ヶ浦交通（株） 代表取締役　 島田　豊

11 （有）神立観光 代表取締役　 斉藤日出夫

12 （有）鶴観光バス 代表取締役　 鶴町乙比古 鶴町　勝利

13 関東鉄道労働組合 書記長 中村　正之

14 かすみがうら市議会 議長 中根　光男

15 かすみがうら市区長会 会長　 額田　源衛

16 かすみがうら市PTA連絡協議会 会長　 木村　和弘
 



17 かすみがうら市商工会 会長　 真藤　実男

18 かすみがうら市地域女性団体連絡会 会長　 斉藤　二三子

19 土浦市 都市産業部長　 船沢　一郎

20 行方市 市長公室長 大久保　雅司

21 かすみがうら市 総務部長　 小松塚　隆雄

22 かすみがうら市 保健福祉部長　 寺田　茂孝

23 かすみがうら市 土木部長　 渡辺　泰二

24 かすみがうら市 教育部長 飯田　泰寛

事務局
市長公室政策経営課課長補佐　齋藤　隆男、
係長　石川　将己、岡崎　祐介、主事　川俣　公則

 
         

 

５ 欠 席 者 

1 関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 冨澤 雄一 

2 （有）まゆ観光 代表取締役  大橋 孝一 

3 （一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務理事  鬼澤 秀通 

4 （一社）茨城県バス協会 専務理事  澤畠 政志 

5 かすみがうら市老人クラブ連合会 会長  藤井 藤吉 

6 筑波大学大学院システム情報工学研究科 准教授 谷口 綾子 

7 かすみがうら市 市長公室長  木村 義雄 

 

６ 議事内容 

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 

承認第３号 平成 30年度デマンド型乗合タクシー運行業務委託事業者について 

議案第６号 平成 30年度地域公共交通運行計画（案）について 

議案第７号 かすみがうら市地域公共交通再編実施計画（最終案）について 

 

【議  長】  それでは、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」、事務局より説明をお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

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

（意見なし）  

【議  長】 それでは続きまして、承認第３号「平成 30年度デマンド型乗合タクシー運行業務

委託事業者について」、事務局より説明をお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

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

（意見なし）  

【議  長】  それでは続きまして、議案第６号「平成 30年度地域公共交通運行計画（案）」に

ついて事務局より説明をお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 



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

（意見なし）  

【議  長】  それでは続きまして、議案第７号「かすみがうら市地域公共交通再編実施計画（最

終案）」について事務局より説明をお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【事 務 局】 （霞ヶ浦広域バスのサービス水準拡充についての補足説明）霞ヶ浦広域バスの

サービス水準の拡充についてですが、昨年 9 月議会で補正予算が可決され、いすゞ

と契約をさせていただき、仕様等について協議をしております。仕様は定員 58 人

乗り、座席 28 席のノンステップバスであり、通信端末の充電コンセント及び Wi-Fi

通信環境を整備する予定であります。デザイン等についても現在調整中でありま

す。 

計画では 30 年 10 月 1 日導入となっておりますが、今後の進捗によっては前倒し

する可能性もあり、極力早めに更新する予定です。 

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

【関鉄グリーンバス】 事務局で説明のあったバス車両についてですが、関鉄グリーンバスでは、３月

中旬を目標にＩＣカード導入の準備を進めております。現在土浦駅～土浦協同病

院間で同様に運行している関東鉄道では、すでにＩＣカードを導入していますが、

霞ヶ浦広域バスにおいては未導入であったため、お客様にはご不便をおかけして

いましたが、今回の導入で土浦協同病院間に乗入れる全線にて実施することとな

りました。更新されるバスについても、ＩＣカード対応となる見込みであります。 

【議  長】 ありがとうございます。 

予定の議事はすべて終了しましたが、その他ございますか。 

【事 務 局】 スクールパスについて、運賃が現在 1 か月 1 万円の定期で運行しているところ

ではございますが、例えば場合によっては 3 か月 3 万円など運賃形態を設定する

ことは可能ですか。 

【関鉄グリーンバス 】  スクールパスについては、この交通会議の中での協議された運賃として届け出

ている。この会議の中で例えば 1か月 1万円、3か月 3万円といったように設定さ

れれば、1か月前迄の届け出で実施が可能です。 

（霞ヶ浦広域バスは）通常は旅客普通運賃で設定しており、この通学用のスクー

ルパスのみ協議運賃で設定しています。 

【茨城運輸支局】 ＩＣカードを導入するということですが、ＩＣカードはバス得サービスを実施

しており、1か月 5,000円の利用で 750円の割引が可能です。この割引は利用可能

なのか。また利用可能であった場合スクールパスの有効性が出るのかどうか。 

【関鉄グリーンバス 】 運賃ですが、片道 280 円区間ですと通常定期利用よりも 1 か月 1 万円未満で済

む。大部分の乗客が、スクールパスを使用したほうがお得な状況であります。 

ＩＣカードによるバス得も対応を実施する予定です。 

【茨城運輸支局】 様々な割引があって複雑な状況になっているため、お客さんが買うときに割引

料金の種類についてのご案内をお願いしたい。 

【議  長】 その他ございますか。 

【関鉄グリーンバス】 スクールパスについては、3か月 3万円のものを発売するということでよろしい

のか。 

【事 務 局】 3か月スクールパスについて、関鉄グリーンバスと整理し、サービス内容につい

て 30年度第 1回の交通会議にて報告という形で示させていただきたい。30年度版

のパンフレットについても割引について整理した形で作成していきます。 

【議  長】 再度調整をして皆様にお示ししたいと思います。そのほか無いようですので、

これで平成 29年度第４回かすみがうら市地域公共交通会議を終了とさせていただ

きます。委員の皆様におかれましては、ご多用の中ご出席をいただきご審議を賜

り、誠にありがとうございました。 

【以 上】 

  

            


