
平成２２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２２年５月１９日（水）１４時００分から１４時５５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 平成２１年度かすみがうら市乗合タクシー運行実績報告について 

        ・報告第２号 平成２１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２２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２２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  

・議案第３号 地域公共交通活性化・再生総合事業について 

４ 出 席 者 ・かすみがうら市長 坪井 透 

        ・関東運輸局茨城運輸支局 服部 透 

        ・関東運輸局茨城運輸支局 中山 秀雄 

               ・茨城県企画部企画課交通対策室 寺門 利幸 

        ・茨城県土浦土木事務所 内木 二三男 

        ・関鉄グリーンバス㈱ 荒川 安男 

        ・関鉄観光バス㈱ 稲葉 一男 

        ・㈲千代田タクシー 染谷 雄一郎 

        ・㈲美並タクシー 臼井 忠 

         ・特定非営利活動法人 エンゼルハート会 古川 清 

        ・霞ヶ浦交通㈱ 島田 豊 

・㈲神立観光 斉藤 日出夫 

         ・関東鉄道㈱労働組合 椎木 茂男（代理出席） 

・かすみがうら市議会 桂木 庸雄 

・かすみがうら市区長会 安田 秀徳 

・かすみがうら市老人クラブ連合会 鈴木 和夫 

・かすみがうら市商工会 真藤 実男（代理出席） 

・土浦市都市整備部 東郷 和男 

・かすみがうら市市長公室 塚野 勇 

・かすみがうら市総務部 山中 修一 

・かすみがうら市保健福祉部 竹村 篤 

・かすみがうら市土木部長 松澤 徳三 

【欠席委員５名】 

【事務局】 

 市長公室企画課 金田 康則 

         辻  和徳 

         長谷川 志保 

 

 

 

 



５ 議事の経過 

 

【事 務 局】 それでは定刻になりましたので、平成 22 年度第 1 回かすみがうら市地域公共交通会議

を始めたいと思います。会長からご挨拶をいただく前に、この 4 月の異動等により変更に

なられた委員をご紹介します。まず始めに、関東運輸局茨城運輸支局首席運輸企画専門官 

服部様でございます。 

【委  員】 服部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 続きまして、茨城県企画部企画課交通対策室長 寺門様でございます。 

【委  員】 寺門です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 続きまして、茨城県土浦土木事務所道路整備第二課長の内木様でございます。 

【委  員】 内木です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 続きまして、茨城県土浦警察署交通課長の鈴木様でございます。 

【委  員】 鈴木です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 本日欠席でございますが、かすみがうら市 PTA 連絡協議会長 豊崎様でございます。 

        それから、市保健福祉部 竹村部長でございます。 

【委  員】 竹村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 いずれの方も、本日 5 月 19 日付の委嘱となっております。それでは早速、会議次第に

基づきまして進めさせていただきます。最初に会長からご挨拶をお願いします。 

【会  長】 本日はお忙しい中、平成 22 年度第１回かすみがうら市地域公共交通会議にご出席を賜

りまして、大変ありがとうございます。 

日頃から皆さまには、交通会議を始めとしまして、市政運営に対しまして、各方面から

ご支援ご協力いただき重ねて御礼申し上げます。 

さて、前回の会議において、ご協議をいただきました地域公共交通活性化・再生総合事

業計画につきましては、3 月に申請を行いまして、4 月 1 日付で認定をいただいたところ

でございます。今後は公共交通活性化･再生総合事業費補助金の交付申請を行い、いよい

よ連携計画に位置づけられた事業が推進できるところまできております。 

今回の会議では、今年度の事業計画及び予算についてご協議いただくとともに、乗合タ

クシー及びシャトルバスの運行要領を決定していただき、10 月からの実証運行に向けて、 

準備を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

今年度につきましても何回かの会議を予定させていただいておりますので、委員の皆様

方には大変お忙しいところと存じますけれども、今後ともご支援とご協力をお願い申し上

げまして、挨拶に代える次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 それでは続きまして議事に入りますけれども、議事の進行につきましては会長にお願い

します。 

【議  長】 それでは、要綱の規定によりまして、議長を努めさせていただきます。ご協力をお願い

申し上げたいと思います。それでは、次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 

報告第１号「平成２１年度かすみがうら市乗合タクシー運行実績報告について」 

【議  長】 まず、報告第1号 平成 21年度かすみがうら市乗合タクシー運行実績報告につきまして、

事務局から説明をお願いします。 

【事 務 局】 資料「報告第 1号 平成 21 年度かすみがうら市乗合タクシー運行実績報告について」に

基づき説明 

【議  長】 ただいまの報告について、皆さんからご質問等あればお願いします。 

【議  長】 それでは特にご質問やご意見が無いようですので、何かありましたら後ほどお願いした

いと思います。 

 



報告第２号「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】 続きまして、報告第 2号 平成 21 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、事務局から説明をお願いします。 

【事 務 局】 資料「報告第 2号 平成 21 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】 審議に入る前に、監査をいただいておりますので、監査員を代表いたしまして、市区長

会長 安田様から報告をお願いいたします。 

【監 査 員】 監査報告 

【議  長】 それでは 21 年度の収支決算報告につきまして、皆さま方からご質疑等があればお願い

します。 

ございませんか。無ければ、報告事項でありますので次に移りたいと思います。 

 

議案第１号「平成２２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  長】 議案第 1 号 平成 22 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 を議

題といたします。事務局から説明をお願いします。 

【事 務 局】 資料「議案第 1 号 平成 22 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」

に基づき説明 

【議  長】 それではただいま説明のありました事業計画(案)につきまして、皆さま方からご意見や

ご質問がございましたらお願いします。 

【議  長】 ご意見が無いようですので、議案第 1 号につきましては、ご承認いただいたということ

でよろしいでしょうか。 

【委員一同】 異議なし。 

【議  長】 それでは、ご承認をいただいたものといたします。 

 

議案第２号「平成２２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】 続きまして、議案第 2号 平成 22 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 を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

【事 務 局】 資料「議案第 2 号 平成 22 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」

に基づき説明 

【議  長】 ただいま説明のありました 22 年度の収支予算(案)について、皆さんの方からご意見や

ご質問があればお願いします。 

【議  長】 それでは、ご承認いただいたということでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 異議なし。 

【議  長】 それでは議案第2号につきまして、原案のとおりご承認をいただいたものといたします。 

 

議案第３号「地域公共交通活性化・再生総合事業について」 

【議  長】 続きまして、議案第 3号 地域公共交通活性化・再生総合事業について を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。 

【事 務 局】 資料「議案第 3号 地域公共交通活性化・再生総合事業について」に基づき説明 

【議  長】 ただいま地域公共交通活性化・再生総合事業について説明がありました。内容につきま

して、皆さまからご意見等ございましたらお願いします。 

【委  員】 千代田地区からの目的地に整形外科がない。霞ヶ浦地区からは土浦クリニックタウンに

停まるので、整形外科に行くために、何か良いルートがあれば良いのですが。 

【議  長】 事務局、いかがですか。 

【事 務 局】 確かに現在、千代田地区から直接的にクリニックタウンに行く交通手段は無く、乗継と

いうことになってしまいます。乗継方法としましては、路線バスで行く場合、土浦駅まで

行って駅から戻ってくるというかたち、また、これから運行するシステムでは、スマート

ではありませんが、あじさい館まで乗合タクシーで行きまして、そこからシャトルバスに

乗り換えるという手段も考えられます。 

 



【議  長】 限られた便の中でのサービスですから、課題はたくさんあるかと思います。その辺りに

つきましては、実証運行のなかで研究をさせていただきたいと思います。 

そのほかございますか。 

【委  員】 土浦駅シャトルバスですが、学生さんの場合に現金のみですと１カ月あたり約 16,000

円になります。割引率はいろいろあるかと思いますが、学割等もありますので、学生向け

に回数券や定期券を導入してはいかがでしょうか。 

【事 務 局】 料金割引等がございましたので現金ということで考えておりましたが、ご提案のように

定期券若しくは回数券のようなものがあっても良いかとは思いますので、検討してまいり

たいと思います。 

【議  長】 お願いいたします。他にいかがでしょうか。 

       国や県のほうで何かございますか。 

【委  員】 やはりこういうものを進めていく中で、いろいろとご意見はあろうかと思いますが、も

し実証運行の中でできるのであれば、シャトルバスや乗合タクシーに意見箱を設けるなど

して、住民の方のニーズを引き上げていけると良いのではないかと思います。 

【議  長】 その辺りはできると思います。 

【事 務 局】 利用されている方、されていない方を含めまして、今年度、意見を聞けるような仕組み

は取り入れていきたいと考えております。 

【議  長】 他にいかがですか。 

【委  員】 昨年の懇談会では、市民の方にコミュニティバスがあまり知られていなかった。せっか

くこういったことを進めるのだから、機会があれば宣伝をしていきたいと思っています。 

【委  員】 新しく市に転入されてきた方は地元の付き合いがないので、なかなか情報が入らず、何

とかして欲しいという意見を聞いています。 

【事 務 局】 新しい交通システムにつきましては、10 月運行開始を予定しておりますので、8 月に

は大々的な周知を開始してまいりたいと思います。 

【議  長】 それでは全体的なことを含めまして、他に何かございますか。 

       基本的にはこのようなかたちで 10 月からの実証運行に向けて進めさせていただくとい

うことで、皆さまからのご協力をお願いするということでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 異議なし。 

【議  長】 それでは、ご承認をいただいたものといたします。 

【議  長】 他に無ければ、予定しておりました議題は以上となります。 

委員の皆さま、大変お忙しい中ご出席いただきまして、また、ご提言、慎重なるご審議

をいただきましてありがとうございました。事業計画にもありますように、随時、交通会

議を開催しながら総合連携事業を進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご支

援、ご協力をお願い申し上げまして、会議を終了させていただきます。大変ありがとうご

ざいました。 

【事 務 局】 これにて、平成 22 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。ありがとうございました。 

 


