
平成 28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 29年２月 22日（水）14時 00分から 14時 45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３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４号 地域公共交通再編実施計画（案）の進捗状況について 

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について 

承認第３号 平成 29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６号 平成 29年度地域公共交通運行計画（案）について 

議案第７号 高齢者運転免許証自主返納支援事業について 

 （４）その他 

（５）閉会 

４ 出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

５ 欠 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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　 飯塚　正芳

茨城県企画部企画課交通対策室 室長　 塙　　伸一 代理

茨城県土浦警察署 交通課長　 木村　　昇 代理

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） 営業統括部長　 渡邊　敏克

（有）千代田タクシー 代表取締役　 染谷雄一郎

霞ヶ浦交通（株） 代表取締役　 島田　　豊

（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）茨城県バス協会 専務理事　 澤畠　政志

（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務理事　 鬼澤　秀通

関東鉄道労働組合 執行委員長 池田　正人

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

かすみがうら市商工会 会長　 真藤　実男

土浦市 都市整備部長　 久保谷秀明 代理

行方市 市長公室長 大久保雅司

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　 金田　克彦

かすみがうら市 土木部長　 渡辺　泰二

かすみがうら市 教育部長 飯田　泰寛

関東運輸局茨城運輸支局 首席運輸企画専門官 勝家　省司

茨城県土浦土木事務所 道路整備第二課長　 飛田　　貢

（有）美並タクシー 代表取締役　 臼井　　忠

（有）まゆ観光 代表取締役　 大橋　孝一

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　 平野　勝利

地域女性団体連絡会 会長　 小野　記代

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



６ 議事内容 

報告第３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 

 

【議  長】 報告第３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」の説明を事務

局よりお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より報告第３号についての説明がありました。皆様の方で質問や意見がありまし

たらお願いします。 

（意見なし） 

【議  長】 特に意見が無いようですので、次の議題に移ります。 

 

報告第４号 地域公共交通再編実施計画（案）の進捗状況について 

 

【議  長】 報告第４号「地域公共交通再編実施計画（案）の進捗状況について」の説明を事務局よ

りお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より報告第４号について、再編実施計画のこれまでの検討の過程、今後のことに

ついての説明がありました。皆様の方で質疑等がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

【議  長】 特に意見が無いようですので、この内容で計画を進めていくこととします。 

 

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について 

 

【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について」の説明

を事務局よりお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より報告第５号についての説明がありました。皆様の方で質疑等がありましたら

お願いします。 

（意見なし） 

【議  長】 特に意見が無いようですので、次の議題に移ります。 

 

 

承認第３号 平成 29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  長】 承認第３号「平成 29 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」の説

明を事務局よりお願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より承認第３号についての説明がありました。皆様の方で質疑がありましたらお

願いします。このような委託仕様に基づいて事業を実施することになります。 

（意見なし） 

【議  長】 特に意見が無いようですので、承認いただいてよろしいでしょうか。 

【全  員】 異議なし。 

【議  長】 それでは、承認第３号は承認していただきました。 

 

議案第６号 平成 29年度地域公共交通運行計画（案）について 

【議  長】 議案第６号「平成 29 年度地域公共交通運行計画（案）について」の説明を事務局より

お願いします。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より議案第６号についての説明がありました。皆様の方で質疑がありましたらお

願いします。 

（意見なし） 

【議  長】 特に意見が無いようですので、原案通り決定するということでよろしいでしょうか。 

【全  員】 異議なし。 

【議  長】 それでは、議案第６号は原案通り決定といたします。 

 



議案第７号 高齢者運転免許証自主返納支援事業について 

【議  長】 議案第７号「高齢者運転免許証自主返納支援事業について」の説明を事務局よりお願い

します。 

【事 務 局】 ―資料に基づき説明― 

【議  長】 事務局より議案第７号についての説明がありました。皆様の方で質疑がありましたらお

願いします。 

【委  員】 運転免許証自主返納支援事業の支援内容は、路線バス回数乗車券とのことですが、霞ヶ

浦広域バスも対象になるのでしょうか。 

【事 務 局】 霞ヶ浦広域バスは対象になります。また、関鉄グリーンバスと関鉄観光バスの路線バス

で使用可能です。既に両社で取り扱っている乗車券で、その取り扱いに準じて使用できま

す。 

【委  員】 なぜ同じ公共交通会議で諮っているのに、デマンド型乗合タクシーは利用できないので

しょうか。 

【事 務 局】 乗合タクシーについては、高齢者の料金設定を半額にするなど、既に一定のサービスを

実施しています。また、この支援にデマンド型乗合タクシーを対象として利用の促進を図

るには、現行体制を強化する必要があります。これには現状に課題があることから、今回

は路線バスの利用促進に重ねた支援とさせていただきます。 

【委  員】 自主返納される方の中には、路線バスや霞ヶ浦広域バスが通っていない地域に住む方も

います。そのような方は自主返納しなくて良いように捉えられてしまいます。バス路線沿

線外に住む方への救済策はどのように考えるのでしょうか。 

【事 務 局】 地域の公共交通体制の現状課題を考慮したうえで、今回の支援内容では路線バスの利用

促進を第一として、地域公共交通会議の事業としてお諮りさせていただきました。 

【議  長】 よろしくお願いします。他にご意見がなければ、原案通り決定するということで異論は

ないでしょうか。 

【全  員】 異議なし。 

【議  長】 それでは、議案第７号は原案通り決定といたします。大変課題の多い公共交通でありま

すが、みなさまのご協力をいただいて、より地域の利便性に寄与できるような事業として

今後も進めていきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。以上で第 3回か

すみがうら市地域公共交通会議を終了します。 


