
令和元年度 第４回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 令和２年２月１３日（木）１０時３０分から１１時１５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 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 

    報告第 2号 地域公共交通の利用状況について 

    承認第 3号 令和 2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 7号 タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部改正について 

    議案第 8号 千代田神立ライン運行時刻の一部改正と利用促進について 

    議案第 9号  令和 2年度地域公共交通運行計画（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 

かすみがうら市 市長(会長) 坪井 透  

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 山下 明  

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 皆川 誠司 代理：髙見 耕平 

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：酒井 雄一 

茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長  平間 貴司  

関鉄グリーンバス（株） 代表取締役  長津 博樹  

関鉄観光バス（株） 常務取締役  小林 英樹 代理：瀧口 泰弘 

（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  

（一社）茨城県バス協会 専務理事  澤畠 政志  

かすみがうら市議会 議長 加固 豊治  

かすみがうら市区長会 会長 額田 源衛  

かすみがうら市地域女性団体連絡会 会長  斉藤 二三子  

土浦市 都市産業部長 塚本 隆行 代理：廣瀬 和久 

行方市 企画部長 平山 信一 代理：成嶌 正蔵 

かすみがうら市 市長公室長  辻 和徳  

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 教育部長 田﨑 守一  

事務局 

政策経営課長 槌田 浩幸  

課長補佐 神野 厚  

係長 飯島 裕市  



 

５ 欠席者 

 

６ 議事内容 

  

報告第 1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 

報告第 2号 地域公共交通の利用状況について 

承認第 3号 令和 2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 7号 かすみがうら市タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部改正について 

議案第 8号 千代田神立ライン運行時刻の一部改正と利用促進について 

議案第 9号  令和 2年度地域公共交通運行計画（案）について 

 

【議  長】 はじめに、本日の交通会議につきまして、１名の方より傍聴の申し出がござ

いますので、これを許可することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【議  長】 それでは、傍聴者の入室を認めます。 

（傍聴者入室） 

【議  長】  それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

報告第１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」  

及び、報告第２号「地域公共交通の利用状況について」を一括して議題といた

します。事務局から説明をお願いいたします。 

【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、ご質問等はございませんか。 

【酒井委員】  フリーWi-Fi の利用状況について、集計方法を教えて下さい。 

【事 務 局】  バス車内でフリーWi-Fi に接続する際に利用登録を行いますが、その際に 

性別や年代を登録しており、その情報を集計したものです。アクセス時間帯に

主幹  川俣 公則  

団体名 役職名 氏 名  

茨城県土浦警察署 交通課長 鈴木 隆之  

（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  

（有）鶴観光バス 代表取締役  鶴町 乙比古  

（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会  専務理事 服部 透  

関東鉄道労働組合 書記長 中村 正之  

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 山口 浩史  

かすみがうら市商工会 会長  真藤 実男  

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  

かすみがうら市 建設部長 石塚 洋二  



ついては、フリーWi-Fi に接続した時間を集計しているものです。 

【議  長】  そのほか、ご質問はございますか。 

（ほか質疑なし） 

【議  長】 次に、承認第３号「令和２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」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

【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、ご質問等はございませんか。 

（質疑なし） 

【議  長】 それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、進めさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【議  長】  それでは、そのようにさせていただきます。 

次に、議案第７号「かすみがうら市タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部

改正について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

【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、ご質問等はございませんか。 

（質疑なし） 

【議  長】 それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、進めさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【議  長】  それでは、そのようにさせていただきます。 

次に、議案第８号「千代田神立ライン運行時刻の一部改正と利用促進について」

を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【長津委員】 運行時刻の一部改正について、補足して説明いたします。千代田神立ラインに

ついては、当社から事務局に提案した内容です。特に土浦協同病院に向かう早い

便がほしいとの要望を受け、午前受付時間に合わせ運行時刻を設定しています。 



また、夕方の便において、土浦協同病院看護学校生の利用者を考慮し、夕方の

土浦協同病院発を 17：40及び 18：30とすることで、看護学校生の利用者を取り

込みたいと考えております。 

また、割引券については、利用者は割引券の金額を差し引いて運賃を支払うも

のですが、割引額については交通会議が補てんすることから、運輸局への届け出

は必要ありません。 

【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、ご質問等はございませんか。 

（質疑なし） 

【議  長】 それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、進めさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【議  長】  それでは、そのようにさせていただきます。 

次に、議案第９号「令和２年度地域公共交通運行計画（案）について」を議題

といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

【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、ご質問等はございませんか。 

【額田委員】  デマンド型乗合タクシーはどのように予約を受け付けているのでしょうか。

状況を教えて下さい。電話予約時にスムーズに予約ができなかったことが  

あったと聞いています。 

【事務局】  デマンド型乗合タクシーの予約受付については、オペレーターを２人、臨時

職員として雇用しています。パソコンの画面上で地図を見ながら予約を受け付

けております。 

【額田委員】  スムーズに予約できるよう研修等を行ってはどうか。 

【事務局】  ご提案のとおり必要な研修等を行ってまいります。 

【議  長】  そのほか、ご質問はございますか。 

【加固委員】  霞ヶ浦広域バスで実施しているスクールパスの利用状況を教えて下さい。 

【事 務 局】  本年４月から１２月までのスクールパス発売枚数は、利用期間１か月のもの

が１４２枚、３が月のものが１４枚、合計で１５６枚となっております。 

（ほか質疑なし） 



【議  長】 それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおり、進めさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

【議  長】  それでは、そのようにさせていただきます。 

 

【議  長】  次に、その他でございますが、事務局から報告がございます。 

【事 務 局】  それでは、今後の予定等につきまして、ご説明いたします。 

 はじめに、霞ヶ浦広域バスの更なる利用促進を図ることを目的とした、特別

割引定期券「スクールパス」の販売チラシを作成しましたので、本日お手元に

配付しております。このチラシは、行方市の各中学校並びに霞ヶ浦中学校で、

本年３月に卒業する中学校３年生に配布する予定です。 

 また、関鉄グリーンバスから、バスの利用促進のために作成しましたノート

をお配りしております。 

【長津委員】  本日配布したノートは、利用促進のためにバスの乗り方教室を実施した際や、

窓口で通学定期券を販売する際に配布しているものです。 

【事務局】 続きまして、次回の公共交通会議につきまして、ご案内申し上げます。 

次回の公共交通会議については、令和２年度の地域公共交通会議予算などを 

お諮りさせていただくため、４月下旬頃を目途に開催したいと考えております。 

 会議日程につきましては、詳細が決まり次第各委員に追ってご連絡いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

【議  長】 ありがとうございます。そのほか、委員の皆様から何かございますか。 

（ほか質疑なし） 

【議  長】  それでは、これで令和元年度第４回かすみがうら市地域公共交通会議を閉会

させていただきます。委員の皆様におかれましては、慎重なるご審議を賜り、

誠にありがとうございました。 

 


