
平成 30 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 30 年 5 月 2 日（水）14 時 00 分から 14 時 30 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１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 

 

承認第１号 平成29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29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１号 平成30年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画(案)について 

議案第２号 平成 30 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 

 

（４） その他 

 

（５）閉会 

 

４ 出 席 者  

 

 

団体名 役職名 氏 名 代 理・随 行 

かすみがうら市 市長(会長) 坪井 透  

茨城県政策企画部交通局交通政策課 課長 久保田 博文 代理：島田 敏次 

茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長  綿引 裕治  

茨城県土浦警察署 交通課長  菊池 和行  

関鉄グリーンバス（株） 代表取締役  長津 博樹 随行：大塚 達也 

（有）千代田タクシー 代表取締役  染谷 雄一郎  

（有）美並タクシー 代表取締役  臼井 忠 代理：臼井 幸子 

霞ヶ浦交通（株） 代表取締役  島田 豊  

（有）鶴観光バス 代表取締役  鶴町 乙比古  

（一社）茨城県バス協会 専務理事  澤畠 政志  

関東鉄道労働組合 書記長 中村 正之  

かすみがうら市議会 議長 中根 光男  

かすみがうら市区長会 会長  額田 源衛  

かすみがうら市老人クラブ連合会 会長  藤井 藤吉  

かすみがうら市 PTA連絡協議会 会長  鈴木 淳  

土浦市 都市産業部長 塚本 隆行 
随行：佐々木 啓 

   鈴木 孝昌 

行方市 企画部長 大久保 雅司 随行：成嶌 正蔵 

かすみがうら市 市長公室長  木村 義雄  

かすみがうら市 総務部長  小松塚 隆雄  

かすみがうら市 保健福祉部長  寺田 茂孝  

かすみがうら市 建設部長 石塚 洋二  

かすみがうら市 教育部長 辻 和徳  

事務局 

政策経営課長 槌田 浩幸  

課長補佐 神野 厚  

係長 岡崎 祐介  

主幹  川俣 公則  



 

 

５ 欠席者 

 

６ 議事内容 

  

報告第１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】 報告第１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」を議題といたし

ます。事務局から説明願います。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 以上で、説明が終わりました。 

ただいまの件につきまして、質疑等はございませんか。 
（質疑等なし） 

【議  長】 それでは、次に移らせていただきます。 

 

承認第１号 平成 29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 29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 29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29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」

を一括して議題といたします。事務局から説明願います。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 以上で、説明が終わりました。 

それでは、ここで監査員を代表しまして、かすみがうら市区長会会長の額田様から監

査報告をお願いいいたします。 

【監査・額田】 ―監査報告書に基づき報告― 

【議  長】 ありがとうございました。 

ただいまの件につきまして、質疑等はございませんか。 

（質疑なし） 

【議  長】 それでは、承認第１号及び承認第２号を承認することにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

【議  長】 承認第１号及び承認第２号は、承認されました。 
 

議案第１号 平成 30年度かすみがうら市地域公共交通会議事業計画(案)について 

議案第２号 平成 30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 

【議  長】  次に、議案第１号「平成 30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 30 年度かすみがうら市地域公共交通会議収支予算（案）」を一括して

議題といたします。事務局から説明願います。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】  以上で、説明が終わりました。 

ただいまの件につきまして、質疑等はございませんか。 

（質疑なし） 

【議  長】 それでは、議案第１号及び議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

団体名 役職名 氏 名  

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官  冨澤 雄一  

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 皆川 誠司  

関鉄観光バス（株） 営業統括部長  渡邊 敏克  

（有）まゆ観光 代表取締役  大橋 孝一  

（有）神立観光 代表取締役  斉藤 日出夫  

（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務理事  鬼澤 秀通  

かすみがうら市商工会 会長  真藤 実男  

地域女性団体連絡会 会長  斉藤 二三子  

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  



（異議なし） 

【議  長】 議案第１号及び議案第２号は原案のとおり可決されました。 

次に、その他でございますが、事務局で用意しているものはありますか。 

【事 務 局】 参考資料－霞ヶ浦広域バスの利用料金に係るバス割引制度の整理について説明－ 

【議  長】 以上で、説明が終わりました。 

ただいまの件につきまして、質疑等はございませんか。 

【ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ】  ただいた事務局からバス利用特典についての説明がありましたが、実際の利用頻度

によっては、バス利用特典サービスのほうがお得になる場合があるということを補足

させていただきます。 

 併せて、関鉄グループで実施している ICカード化のご案内についてご説明いたしま

す。3月 16日（金）から関鉄グループ全路線において、PASMO、Suicaなどの交通系 IC

カードの導入を開始しております。毎月 1,000 円を超えるごとにパスチケットが自動

的に 100 ポイント加算されます。利用するごとに付与額が自動的に記録され、次回バ

ス利用した際に、運賃として自動的に使用可能となります。このポイントはバスにの

み、利用可能となります。 

例：ICカードを利用した場合、以下の場合でお得に利用可能です。 

バスを通勤利用する場合・・・14日未満の利用なら通勤定期券より割安。 

バスを通学利用する場合・・・20日未満の利用なら通学定期券より割安。 

また、もう一枚のチラシで IC カード一日乗車券について説明いたします。4 月 28

日（土）より、関鉄グループ全路線において ICカードを使った一日乗車券の発売を開

始しました。一日 700 円で乗り放題の乗車券で、土日の利用促進ということで導入さ

せていただきます。一部の観光用バスまたはコミュニティバスを除いて利用可能であ

ります。 

【議  長】 ご報告ありがとうございます。そのほか何かございませんか。 

（なし） 

【議  長】 それでは、以上で平成 30年度第 1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、かつ慎重なるご審議を

賜り、誠にありがとうございました。 

 

  

            


