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平成 27年度 第 2回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 平成 27年 6月 23日（月）14時 00分から 15時 10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 議  案  報告第 3号 かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務 

委託事業者選定結果について 

議案第 5号 霞ヶ浦広域バスの経路及び時刻の変更について 

議案第 6号 かすみがうら市生活交通確保維持改善計画について 

議案第 7号 かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務について 
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  【事務局】市長公室 政策経営課 大久保勉 石川将己 由波たか子 

 【受託事業者】（株）アルメックＶＰＩ 

 

５ 議事の経過 

 

【事 務 局】 平成 27 年度第 2 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たいと思

います。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ＰＴＡ連絡協議会 会長 栗原光広 様でございます。 

栗原様には委嘱状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。 

はじめに会長であります、坪井市長よりごあいさつを申し上げます。 

【会  長】 本日はご多用のところ、平成 27 年度第 2 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。 

皆さま方には、日頃より交通会議の運営をはじめ、市政運営の全般にわたり、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お礼申し上げます。 

さて、本日の会議では、土浦協同病院移転に伴う霞ヶ浦広域バス運行経路の変更や、国

の地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交付申請にかかる「生活交通確保維持改善計

画」についてご協議いただきます。 

また今年度は新たな公共交通のマスタープランとなる「地域公共交通網形成計画」を策

定します。この計画は、土浦協同病院や土浦市内の高校などを経由する広域バス路線の拡

充や新規路線の計画、さらに、デマンドタクシーをより一層効果的に運行するための再編

を十分に調査検証し、本市の実情に即した公共交通体系の確立をさらに高めていくために

策定するものです。 

今回の会議からは、この計画策定にかかる調査業務につきましても、委員の皆様にご協

議いただくことになります。 

私ども行政としましては、交通関係者皆様と連携し、地域公共交通を検討していくこと

がより一層重要となってきていると考えておりますので、本日は、今後の公共交通政策に

おいて、忌憚のないご意見をいただくことを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いたします。 

【事 務 局】  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】 本会議設置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 3号 かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務 

委託事業者選定結果について 

 

【議  長】 まず初めに、報告第 3号「かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務委託事

業者選定結果について」事務局より説明いたします。 

【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ことにつきまして、質疑等はございませんか。 

 無いようですのでご承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、そのようにいたします。 

 本日は、受託事業者であります（株）アルメックＶＰＩから担当技術者が出席しており

ますで、自己紹介をお願いします。 

【受託事業者】（株）アルメック VPIでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 

    議案第 5号 霞ヶ浦広域バスの経路及び時刻の変更について 

 

【議  長】 次に、議案第 5号「霞ヶ浦広域バスの経路及び時刻の変更について」を事務局より説明

いたします。 

【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ように、来年 3月に土浦協同病院がおおつ野に移転・開業し

ます。期待しているとともに、交通上の新たな課題があるため、広域バスの経路および時

刻表の変更を提案させていただきました。ご意見やご指摘をよろしくお願いいたします。 

【委  員】 これは開業にあわせて実施するということでしょうか。 

【事 務 局】 そうです。 

【委  員】 移転後の土浦協同病院を経由に、国道からおおつ野まで往復することで、時間がかかる

と思われます。小中学校の始業時間に影響しないのでしょうか。生徒の利用状況をデータ

として土浦市で入手していると思いますが、どのような利用状況でしょうか。 

【委  員】 ご説明によると経路変更により経費が 129.6万円増加するとあります。土浦協同病院へ

行くことや学生の通学により利用者が増加すると聞いていますが、どのくらいの見込んで

いるのでしょうか。 

【事 務 局】 平成 25年と 26年を比較しますと、運賃収入で 170万円ほど増加しています。この要因

として、平成 26 年度から始まりましたスクールパスが考えられます。月額 1 万円の学生

向けの定期券ですが、この売上げが１年間で 160 万円ほどございました。このことから、

かすみがうら市と行方市から土浦市へ通われている学生の需要が、今後も伸びるものと想

定しています。経路変更による利用者数の試算は、現在のところ行っておりませんが、26

年度の実績を踏まえて、今後も需要が見込まれると考えています。 

【委  員】 土浦協同病院の利用者についてはどうでしょうか。 

【事 務 局】 土浦協同病院の利用者についての試算は難しいところですが、現在、広域バスを利用さ

れている方で当病院へ行かれる方は多く、かすみがうら市や行方市から通院される方はも

ちろんですが、逆に土浦駅から乗車する方も多くなっています。平成 26 年度の実績で、

土浦駅からの乗車人数が年間のべ 8,800人、協同病院の降車人数が年間のべ 2,000人おり

ます。このことから、土浦駅から協同病院までの利用が２割弱となっており、全体からみ

ても多くなっています。経路変更による利用者数の試算は行っておりませんが、土浦市内

の経路変更により、沿線となる亀城公園等の方々も協同病院へ利用しやすくなると思われ

ます。 

【議  長】 他にご質問等はよろしいでしょうか。 

無いようですのでご承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議案第 5号は原案のとおり決定しました。 

 



    議案第 6号 かすみがうら市生活交通確保維持改善計画について 

 

【議  長】 次に、議案第 6号「かすみがうら市生活交通確保維持改善計画について」を事務局より

説明いたします。 

【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ことにつきまして質疑等はございませんか。 

ご意見等ないようでしたら、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

それでは、議案第 6号は原案のとおり決定しました。 

 

議案第 7号 かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務について 

 

【議  長】 次に、議案第 7号「かすみがうら市地域公共交通網形成計画策定調査業務について」を

受託事業者より説明いたします。 

【受託事業者】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 調査業務の進め方や市の基礎データ分析結果について説明がありました。質疑等はござ

いませんか。 

【委  員】 移転後の協同病院へのアクセスについて道路整備を検討する必要があるのではないでし

ょうか。 

【議  長】 JR神立駅前の区画整理も推進しているので、道路の環境も変わると思われます。 

他に質疑等はございませんか。 

無いようですのでご承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議案第 7号は原案のとおり決定しました。 

皆様から、ご質疑等ございませんか。 

【委  員】 土浦市内のバス停の位置について、土浦市と調整する予定でしょうか。 

【事 務 局】 今回はあくまで仮の位置です。今後、土浦市や関鉄グリーンバスと調整して決定してい

きたいと考えています。 

そのほか特にございませんか。 

事務局で用意しているものはありますか。 

【事 務 局】 次回の地域公共交通会議は、9 月 29 日（火）14 時～、本日と同じ第 1 会議室で開催し

ます。議案については、網形成計画策定業務の内容を中心に協議する予定です。 

【議  長】 他に無いようですので、これで平成 27 年度第 2 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。 

 

 


