
平成 25年度 第 3回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 平成 26年 2月 4日（火）14時 00分から 15時 00分 

２ 場  所 かすみがうら市役所 千代田庁 2階 第 1会議室 

３ 議  案 ・報告第 5号 霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況ついて 

・議案第 4号 平成 26年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（案）について 

・議案第 5号 かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領（案）について 

４ 出 席 者 ・かすみがうら市長 宮嶋 光昭 

・関東運輸局茨城運輸支局 野上 雅嗣 

・関東運輸局茨城運輸支局 久米 正夫（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）茨城県バス協会 澤畠 政志 

・（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 鬼澤 秀通 

        ・かすみがうら市区長会 井坂 勝美 

・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 義雄 

・かすみがうら市土木部 山本 惠美 

【欠席委員 9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 3 回かすみがうら市地域公共交通会議をはじめ

させていただきます。開会に先立ち、今回、新たに委員をお願いした方をご紹介させてい

ただきます。かすみがうら市保健福祉部木村部長でございます。 

【委  員】 木村です。よろしくお願いいたします。 

【事 務 局】 木村部長には任命書を交付させていただきました。お手元の封筒の中にございますので、

ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。それでは、さっそく会議を開会いたします。

はじめに、会長であります宮嶋市長よりごあいさつを申しあげます。 

 

【会  長】 本日はご多用のところ、平成 25 年度第 3 回かすみがうら市地域公共交通会議にご出席

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、日頃より交通会議を始

めとしまして、市政運営に対しご支援ご協力いただいておりますことに、この場をお借

りして感謝申し上げます。 

       さて、本日の会議は、平成 25 年度霞ヶ浦広域バスとデマンド型乗合タクシーの運行状

況についてご報告させていただくとともに、平成 26年度の当市の公共交通運行計画(案)、

デマンド型乗合タクシーに係る公募型プロポーザル実施要領（案）についてご協議をい

ただきたく開催をさせていただきました。 

後ほど説明があると思いますが、霞ケ浦広域バスの運行については、消費増税による

運賃改正、土浦駅からの乗り継ぎが便利となる運行時刻の変更を行い、今年度と同じよ

うに運行を継続していくことになりました。 

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、ご承認賜りますよう

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 5号「霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況ついて」 

 

【議  長】 報告第 5号「霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況ついて」事務局か

ら説明いたします。 

【事 務 局】 ―資料「報告第 5号霞ヶ浦広域バス及びデマンド型乗合タクシーの運行状況ついて」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 4号「平成 26年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（案）について」 

 

【議  長】 次に、議案第 4号「平成 26年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（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 4号平成 26年度かすみがうら市地域公共交通運行計画（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ことにつきまして、質疑等はございませんか。 

【委  員】 企画乗車券についてですが、この路線のみですか。 

【事 務 局】 霞ヶ浦広域バス路線のみで考えております。 

【委  員】 プロポーザルはバス、タクシーの両方でしょうか。 

【事 務 局】 デマンド型乗合タクシーのみのプロポーザルです。 

【委  員】 企画乗車券の届出ですが関東運輸局で修正が入る場合がありますので、協議会での決定

事項ということでお願いします。 

【議  長】 そのほか質疑等はございませんか。 

【議  長】 無いようですので、議案第 4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、議案第 4号は原案のとおり決定しました。 

 

議案第 5「かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る公募型プロポーザル 

実施要領（案）について」 

 

【議  長】 次に、議案第 5号「かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る公募型

プロポーザル実施要領（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 5号かすみがうら市デマンド型乗合タクシー運行業務委託に係る公募型

プロポーザル実施要領（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ことにつきまして、質疑等はございませんか。 

【委  員】 参加資格は取得見込みの者のみですか？ 

【事 務 局】 取得している者を追加し修正いたします。 

【議  長】 そのほか質疑等はございませんか。 

【議  長】 無いようですので、議案第 5号は、修正し決定ということでよろしいですか。 

【議  長】 それでは、議案第 5号は修正し決定しました。 

 

【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。 

 

  その他「公共交通利用者を増やすための提案について」 

 

【事 務 局】 公共交通利用者を増やすためのご提案をいただきたいと思います。 

【委  員】 市としてはどのようなＰＲを行っていますか。 

【事 務 局】 広報紙で特集を組んでもらい利用促進を図っております。３月には利用ガイドの全戸配

布を予定しております。 

【委  員】 各施設でのポスター掲示でＰＲしてみたらどうでしょうか。 



【委  員】 定期券や回数券の販売窓口を拡大も検討してみてはどうでしょうか。 

【委  員】 関鉄グリーンバスにおいて、主要な停留所に貼り紙などをしているようです。 

【委  員】 土浦市、行方市の広報紙でも利用促進は図っております。霞ヶ浦広域バスのアンケート

も実施したと聞いております。 

【事 務 局】 アンケートの結果からバス、タクシーを知っている方は約７割いました。しかし利用す

る方になると少数となることから、利用しやすくするために企画乗車券等でＰＲできれば

と考えております。 

【事 務 局】 平成２６年度には新たな連携計画の策定を予定しておりますので、その場でもご意見を

いただければと思います。 

【事 務 局】 そのほかに何かあれば会議で検討したいと考えておりますので、企画課までご意見をい

ただければと思います。 

【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。 

 


