
令和元年度 第２回かすみがうら市地域公共交通会議 会議録 

 

１ 日  時 令和元年６月２５日（火）１０時３０分から１１時００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 

議案第４号 令和２年度かすみがうら市生活交通確保維持改善計画（案）について 

議案第５号 千代田神立ライン運行（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・随 行 

かすみがうら市 市長(会長) 坪井 透  

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：長津 紀三子 

（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  

（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  

関東鉄道労働組合 書記長 中村 正之  

かすみがうら市議会 議長 加固 豊治  

かすみがうら市商工会 会長  真藤 実男  

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：佐々木 啓 

行方市 企画部長 平山 信一  

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 建設部長 石塚 洋二  

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  

主幹  川俣 公則  



５ 欠席者 

 

６ 議事内容 

  

議案第４号 令和２年度かすみがうら市生活交通確保維持改善計画（案）について 

 

【議  長】  議案第４号「令和２年度かすみがうら市生活交通確保維持改善計画（案）」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。 

 

議案第５号 千代田神立ライン運行（案）について 

 

【議  長】   次に、議案第５号「千代田神立ライン運行（案）」について議題といたします。

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】  運行時期が令和２年３月３１日までとなっていますが、次年度以降の方針に

ついては、どのように考えていますか。 

【事 務 局】  次年度以降も継続して運行していく予定です。 

団体名 役職名 氏 名  

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  

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  

（一社）茨城県ハイヤー・タクシー

協会 
専務理事 鬼澤 秀通 

 

かすみがうら市区長会 会長 額田 源衛  

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  

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 

 



【酒井委員】  利用促進策で交通系 IC カード対応とありますが、IC カードによる運賃割引

等を検討しているのでしょうか。 

【長津（博）

委員】 

 現在運行している霞ヶ浦広域バスにおいて、PASMO や Suica などの交通系 IC

でのバス利用額に応じて、バス運賃としてご利用いただける「特典バスチケッ

ト（バス特）」を提供するサービスを導入しております。 

 千代田神立ラインにおきましても、同様のサービスを提供してまいりたいと

考えております。 

 また、現在、消費税率の引き上げに伴い、一般バス路線の運賃を調整してい

るところであり、６月末を目途に運輸支局に申請を予定しております。 

 消費税率の引き上げに伴う千代田神立ライン及び霞ヶ浦広域バスの運賃につ

いては、事務局を通じて委員の皆様にお知らせさせていただきます。 

【議  長】  その他、何かご質問はございますか。 

（質問なし） 

【議  長】  それでは、議案第５号について、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】  はじめに、去る４月２５日に開催しました第１回地域公共交通会議におきま

して、協議が調いました「タクシー利用料金助成事業」につきましては、本事業

の内容のほか、事前交付申請手続きに関する情報を市ホームページや６月号の

広報誌を通じて、広く周知を図ったところでございます。また、本事業の円滑な

実施に向けまして、来る７月１日、月曜日から事前交付申請の受付開始を予定

しております。引き続き、市ホームページや広報誌を通じて、事業の周知を図

ってまいります。 

 次に、本年１０月１日火曜日からの運行開始に向け、現在準備を進めており

ます「千代田神立ライン」につきましては、運行開始前の９月下旬に開通記念

式典を開催したいと考えております。詳細が決まり次第、各委員に追ってご案

内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、本年１０月１日から 消費税率が１０％に引き上げられることに伴い、 

現行の霞ヶ浦広域バスの運賃改定と１０月から運行を開始いたします千代田神

立ラインの運賃につきましては、書面による協議をお願いしたいと考えており



ます。つきましては、運行事業者と運賃が調整され次第、各委員に協議内容を

通知いたしますので、ご回答くださいますようよろしくお願いいたします。 

 最後に、次回の本会議につきましては、千代田神立ラインのほか、霞ヶ浦広

域バスなどの運行状況等をご報告させていただくため、１２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。 

【酒井委員】  デマンド型乗合タクシーに関する請願が市議会で採択されたと伺いました

が、交通会議において今後の方針などを示すようなことは考えていますか。 

【事 務 局】  市議会に提出されましたデマンド型乗合タクシーに関する請願の採決結果に

つきましては、正しくは趣旨採択されたものです。 

 デマンド型乗合タクシーにつきましては、令和２年３月３１日をもって廃止

する方針が交通会議で決定されており、委員の皆様のご意見を尊重し、廃止に

向けて進めております。 

 それに代わる事業といたしまして、タクシー利用助成事業をはじめ、さまざ

まな方法を研究しているところでございますので、ご理解賜りますようよろし

くお願いいたします。 

【議  長】  それでは、これで令和元年度第２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。 

 


