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議    事    録 

 

１ 名称 

平成30年度 第２回 石岡市公共交通政策会議 

 

２ 開催日時 

平成30年７月13日（金） 午前10時～11時30分 

 

３ 開催場所 

石岡市消防本部 ３階 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

         加藤委員，菱沼委員，武熊委員，中村委員，長津委員，小川委員 

綿引委員，青柳委員，前田委員，岡本委員，村上委員，日下委員 

鎌田委員，木下委員，青木委員 

（代理の者） 

 鈴木 勉（石岡市経済部） 

會澤 浩志（関東地方整備局常陸河川国道事務所計画課） 

島田 敏次（茨城県政策企画部交通局交通企画課） 

（オブザーバー） 

 阿久津 清隆（小美玉市企画財政部企画調整課） 

 川俣 公則（かすみがうら市市長公室政策経営課） 

 中澤 正登（つくば市都市計画部長兼総合交通政策課長） 

（事務局） 

 石岡市都市建設部：額賀次長 

石岡市都市建設部都市計画課：浅田課長，惣野代課長補佐，関口係長

加藤主任，富田主任，木村主事 

 

５ 議題 

石岡市地域公共交通網形成計画策定に係るアンケートについて 

 

６ 議事の概要 

議事録のとおり 

 

７ 担当課の名称 

都市建設部都市計画課 
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８ 議事録 

 (1) 開会 

・会長挨拶 

・出席者数が規定の定足数に達していることを報告（委名28名中15名出席） 

   

 (2) 議事 

  〇石岡市地域公共交通網形成計画策定に係るアンケート調査について 

   事務局から資料に沿って説明。 

 

■会長 

もう少しじっくり読んで頂いて，質問のわからない，あるいはここを変えた方がいい

のではないのか，あるいは設問 9番，14番，15番といった所はそれぞれバスと乗合タク

シーに対してサービスを図る項目として 6 項目あるいは 4 項目という事で想定している

のですけれども，あくまで評価している中の評価軸を入れてはどうかな，という様な提

案，様々あろうかと思いますので，どうぞ，どこからでも構いません。ご意見頂ければ

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

■委員 

  本日配布されました実際の調査表の中に市長の顔写真入りのアンケートお願いという

資料があるのですが，この裏面のアンケート記入の注意の中にですね，このアンケート

調査する対象者として世帯主の方を無作為に抽出しと書いてあるのですが，まずそうな

のか，どうか，資料の確認としてお願いします。 

 

■事務局 

  申し訳ございません。そちらにつきましては，世帯主様ではなくて，実際に回答者ご

本人様を選ばせて頂きまして，ご本人様宛の郵送をさせて頂き，ご名義の方に回答して

頂くという形だと思います。申し訳ございませんでした。 

 

■委員 

  引き続き，対象者の年齢幅は何歳から何歳を見込んでらっしゃるのですか。 

 

■事務局 

  はい。市民満足度調査に準じている所はあるのですけれども，一番下の所につきまし

ては，バス等を使う可能性があり，回答ができる高校生以上の方からスタートしまして，

以下 10才区切りを検討しております。 
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■委員 

  ありがとうございました。 

  それでは，設問の中身なのですけれども，まず問 2 の部分なのですけれども，移動回

数をそれぞれ細かく分類してあるのですけれども，交通手段の表 A からという部分に 4

つ枠があるのですけれども，何で 4つも複数あるのかということを教えてください。 

 

■事務局 

  はい。4つ書いてる理由としましては，例えば目的地が駅だった場合に，最寄りの駐輪

場までは自転車で行ってそこから歩く等の回答手段，方法があるとこちらで検討させて

頂きましたので，目的地が 1 つ，例えば駐輪場だけとはなくてですね，駅を目的する際

に複数の手段，最初は歩きますよ，その後，自転車で行きます。というような回答方法

もあるかと考えさせて頂きましたので，こちらの一応 4カ所，4項目記載をして頂くと言

う事を書いております。 

 

■委員 

  ありがとうございます。 

  そうしますと，問 3 なのですが，目的地が例えば買物とか病院で逆にここは交通手段

が 1 つなのですね。記載例が例えばイオン内原と言った時にこれこそ電車とかバスとか

複数の交通手段が必要なのかなと思うのですが，これはなぜ 1つなのでしょうか。 

 

■事務局 

  はい。そちらにつきましては，すいません。委員様からのご指摘の所まで考えが及ば

なかった所でもありますので，皆様のご意見を頂きまして今回，複数の手段を書いて頂

くもしくは下から選んで頂くというような形で大丈夫なのであれば，移動手段の所 A の

所から複数選んで下さい。と言う様な形でも回答して頂ける様にスタイルを変更してい

きたいと考えております。 

 

■委員 

  ありがとうございます。細かく本数分析するのであれば，複数あった方がいいかな，

と言うのが私の意見でございます。 

  それとですね，問 4と問 10に関わる部分ですが，日頃，バスとか乗合タクシーを利用

している方に対する行動分析をするのはわかるのですけれども，目的に利用目的を調査

すると書いてあるのですが，パワーポイントの資料に。毎日使いますとか，どこからど

のバス停を使いますとか，何で使いやすいのですかとか理由を聞くのはわかるのですが，

利用目的がこれではわからないと思うのですけども。これで，分析は設問としては大丈

夫なのかどうか心配なのですが，いかがでしょうか。 
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■事務局 

  はい。移動目的としましては，まず，1番最初の 1ページの問 2の所を主とおいており

まして，移動目的に関する質問ですとか，その中で普段行かれている所を書いて頂くの

を前提としております。実際に回数を普段使っている方につきましては主に利用してい

ただいている，問 2 の所を前提にバスですかとか，移動手段を日頃どのような回数で行

っていますか，というような調査票を作った次第でございます。 

 

■委員 

  はい。そうしますと，例えば問 4で，ほぼ毎日とか週に 3，4回とか通勤通学に使われ

ているという分析がわかると思うのですが，逆に週に 1 回とか月に数回とかほとんど使

わない方がどうしてそれを使うのか，という理由の分析はしなくて大丈夫なのでしょう

か。逆にそういう方が情報としては重要ではないかなと思うのですが。是非，ご検討下

さい。私としては利用を増やすのであれば，少ししか使わないからそれを使ってもらう。

逆に何で少しだけでも使ってもらえたのかという情報を分析する方が重要かと思います。 

  それと，問 9と問 10の設問なのですが，これはほとんど使わない方に対しては大変難

しい回答かなと。実際，バスの運賃がどれ位なのかなとか，乗合タクシーを利用する為

にはどういう仕組みなのかって，仕組みがわからない人にどちらを優先して改善して欲

しいですか，という回答を求めるのは，全部白紙になる可能性もあるし，逆に言うとそ

ういう潜在的な意識を分析する為には，この紙をもらっただけで回答を得るのは大変難

しい部分ではないかなというふうにそもそもとして思います。アンケートを送る相手に

現状のバスとか乗合タクシーの現状が分かる資料を配布する方がいいのかな，と意見で

ございます。 

それと，そもそもこのアンケートを年配の方がもらった時に細かくないかなと最初に

感じましたので，ご検討いただければと思います。沢山，意見を述べさせて頂きまして，

失礼しました。 

 

■事務局 

  はい。委員様からご指摘頂いた通り，当初，私達の方でも問題を作った時に，細かい

ですとか，量が多いですとかそういう意見を頂いた所でございます。会長と調整をさせ

て頂いたうえで，あってもこれ位の量，質問の量ではなくて見開きの A4位であれば回答

は比較的して頂けるのではないかということでしたので，このペーパーの中身の中で見

やすさですとか，質問の量ですとか，文字の大きさ等を検討しまして，皆様にご回答頂

けるような形での送付をこの後調整していきたいと思っております。以上です。 

 

■会長 

ご指摘頂いた，パッと見た瞬間に多いなというふうに思いがちだと思いますけど，実
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際やるとすぐ終わっちゃう様な調査ではあるので，なんとなくそこもイメージを払拭す

る様な配置とか，デザインを考えなくてはいけないのかなという風に思っています。ご

指摘の通りだと思います。 

問 9，問 10 についてもご指摘の通り，そもそも知らない人は書きづらいだろうなとい

う意見はごもっともだと思います。なので，スキップしてもいいよ的な事は書いておき

たいと思います。ただ，ここで述べたいのは，よく言われるのは 1 時間に 1 本じゃね，

銀座線みたいにバスが来てくれれば，と言う様な事をおっしゃる方いるからなのですけ

ど 1 時間に 1 本，実は生活をそこに合わせていけば割と 1 時間に 1 本でもいいよね，と

いうふうになっていくものなのだろうな，と期待を込めています。なので，冷静にもう

ちょっと見て頂くと実は本数の問題じゃなくて，運賃が高いんだ。往復すると 500 円も

するんだ 600 円するんだ。そういった事を考えて頂くきっかけでもあろうかなというふ

うに思っています。 

はい。その他，いかがでしょうか。 

 

■委員 

  今回のアンケート調査で，非常に路線バスに関する質問が多くて，私共もその結果を

ですね，今後の事業計画に役立てさせて頂ければというふうには思っております。 

それと何点か質問をさせて頂きたい点があるのですが，質問というか意見させて頂き

たいのですが，先程あったのですが，問 3 の所で買物，通院目的の交通手段ですね，ま

ぁ，1個じゃないでしょうというお話もあったと思うのですけど，それに加えて，行きと

帰りで利用する交通手段，違う方も結構いらっしゃると思います。例えば，朝は家族に

送ってもらって帰りはバスでとか。そういう方もいらっしゃると思うので，そういった

所ももし回答できるような形にできた方がいいではないかなといった意見でございます。 

それから，問 9 ですが，運賃，運行本数こういった所，どちらをお客様というか市民

の皆様，重視されるかという質問の意図はわかるのですが，5段階というのは非常にかえ

って難しいのじゃないかなという気がする。2段階というかどっちがという形の方がいい

のかなという気がするのですが，いかがでしょうかね。ちょっとそれを感じました。 

それから，もう 1 点，これ以上ボリュームを増やせないというお話であれば，これ以

上は難しいのかもしれないのですけど，市内の公共交通としては，もちろん JRさんです

とか当社はやっておりませんが高速バス，これも石岡の高速バスストップから東京だけ

ではなくて，羽田空港ですとか東京ディズニーランドだとか，後は大阪にもバスが走っ

ています。そういったバスの利用というのもある程度いらっしゃると思いますので，地

域内の交通だけではなくて，外に出る公共交通の部分についても，もう少し設問があっ

たほうがいいのかなというふうに感じたのですが。ご検討いただければと思います。以

上です。 
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■事務局 

はい。委員様からご提案がありました所につきましては，3 番の往復の部分。行きと帰

りの交通手段が違う場面がありますよと聞き方，また，9番の今 5段階になっております

のでどちらにウエートを置くか，どちらも同じ位です，といった形で例えば少し 5段階の

幅を狭めますとかとかですね，その辺も会長の方ですとか，専門的な知識を有してる方と

検討させて頂いた上でご回答を映し出せるようなペーパーにしていきたいと思っており

ます。また，高速バスの方につきましても，もし見やすさこちらの紙面の中で他の所と合

わせてという所もありましたら，高速バスの所につきましても伺いが出来ればなと考えて

おりますので，そこの所につきましてご意見を承りいたしました。 

 

■会長 

今回の調査の対象というかアンケート 3,000 通配るというものとは別に，公共交通利

用者アンケートとか乗合タクシー利用者アンケートもやりますよ，という中に今ご提案

の高速バスとか都市間バスですかね，それを対象に含めるという方法があるのかなと。

長津さんの意図は，そういうバスに対するサービスレベルの評価なのか，そういう方々，

そういうバスを使ってらっしゃる方々が普段どんな事をしてるんだろうという所を重視

した方がいいんじゃないか。どちら側の思いの方が強いのでしょう。 

 

■委員 

私見になってしまいますけど，せっかく公共交通の市民ニーズを把握するという意味

では，もちろん，市内しか行き来しない方もいらっしゃると思いますが，市外へ出てい

く方も相当いらっしゃると思うので，そういった方のニーズというところは逆に路線バ

ス使ってないけど，高速バス使ってるよ。とかＪＲさんを使ってます。という方に対し

ても公共交通へ今こういった不満とか要望があるのだというところも併せてやった方が

いいのではないかな，とちょっと思ったので，ご提案いたしました。 

 

■会長 

それと，ご質問の 9 番の方の 5 段階評価。この方法って１対比較法というある分析方

法なのですけど，通常５段階でやります。最近はもうちょっと過激に４段階で右か左か

はっきりしろというやり方で，真ん中を設けないというやり方も提案されているのです

けれども，やっぱ真ん中がないと難しいかなというところで，通常の５段階で今回はや

ってみようという事です。過去にも多くの市で実施された実績ありますので，そんなに

難しいものではないと思います。 

 

■委員 

先程のお二方のご意見と同じ様な意見なのですけど，やっぱり問 9 は，私なんかはわ
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かりにくい。私なんか，運賃も減額して増便しろなんていう意見は一体どこに入れるの

か。これは 3 に入れるのか，そういう迷う様な事があるのじゃないかと思うのですね。

今，先生がおっしゃった理由は，もう少し細かいのもあるよ，という話だったのですけ

ど，それが果たして一般の人に受け入れられるのかという疑問がありますし，前の送ら

れてきたアンケート用紙がありましたよね。その方がかえってわかりやすいとは私は思

うのですよね。 

後もう１つですね，問 10がありますね。石岡市を運行している乗合タクシーを日頃ど

の程度利用していますかと書いてあって，１から５まで選択肢がありまして，例えば 5

がほどんど乗らない人が 14へ回答しろということになっていて，14を見ますと，乗合タ

クシーを知らないというふうな選択があるわけですよ。ただね，ご存じの通り，乗合タ

クシーは登録制ですのでね，利用してる人に聞いてるのだったら，14 の 1 はないのじゃ

ないかと思うんですよね。知らないと言う事はないと思うのですよね。登録してるのだ

から知っているわけなのですよね。だから，問 10を聞くのならば，乗合タクシーを日頃

どの程度利用していますか，ほぼ毎日利用してる，利用してない，そうゆうふうに書い

といて，問 14 は，問 14 の 1 はいらないのじゃないかと思いますけどね。その点をご検

討して頂きたいと思います。 

それと，問 14の中でですね，回答の欄が 2が乗合タクシーを知っているが利用方法が

分からない。6が乗合タクシーがどのように運行しているかわからないとあります。これ

は，2と 6がほとんど同じ意味じゃないかと思うのですけどね。これは，まとめた方が統

計が取りやすいのだと思いますけども。検討して頂きたいと思います。 

 

■会長 

ご提案は，乗合タクシーに登録しているかどうかをまず聞いておいて，登録している

けど使わない人と登録すらしてない人と分けておいた方がいいということでしょうか。 

 

■委員 

そうですけどね。問 10だとどの程度利用していますか，という人が登録している人し

か利用出来ないのだから，ほとんど乗らないがいいのですけどね。問 14の回答欄で知ら

ないとありますよね。1番が。知らないってことはないと思うのですよね。登録してるの

だから，当然知っている訳ですよ，皆。という事で，問 14の 1はいらないのじゃないか。

その辺を調整して頂ければと思います。 

 

■会長 

はい。わかりました。例えば登録してない人いらっしゃいますよね。そういう人の登

録しない理由も聞きたくなるのですけども，今ここの中にはないです。質問はないので

すけど，その選択肢としてはどういう理由が考えられますかね。登録しない理由，便利
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なものがあるのだけどもしない理由はそもそも存在を知らなかったというのが１番最初

に出てくると思うのですけども。嫁が送ってくれるのだとか，色々あろうかと。娘が送

ってくれるだとか。 

 

■委員 

  それならば，ほとんど乗らないか，全く利用しないとした方がいいのじゃないかと。

14でそのままでいいのじゃないのか。 

 

■岡本会長 

  わかりました。調整させて頂きます。 

 

■事務局 

今，委員様から頂いた意見につきましては，こちら無作為でお送りさせていただきま

すので，例えばほとんど乗らないっていう方につきましては，登録はしているけどもほ

とんど利用していない。という形でお手元に届いたという方もいらっしゃれば，そもそ

も登録していないのにお手元に届いた方もいらっしゃると思うのです。その方につきま

しては，お答えについては 5 番になると思うのですけども，無作為でお送りさせていた

だきますので，実際に乗らない方も登録している方，していても乗っていない方，登録

されていない方がお手元に届いてしまいますので，先程の設問 14 の 1 につきましては，

じゃあ私はそもそも登録していません。という方もいらっしゃいますし，乗り方を知ら

ないので登録してませんよ。っていう方もいる思いますので，そのお手元に実際，調査

表が届いた方がですね，どのような状況かをこちらでは判断しきれない所がございます

ので，1番の選択肢につきましては採用させて頂きたいと考えております。ほとんど乗ら

ないという方には，委員さんがおっしゃった通り，そもそも登録されている方が前提な

ので，ほとんど乗らないよって方は登録をされているのが前提なんじゃないか。という

様なご意見もごもっともではございますが，実際に登録をされていない方がこちらお手

元に届くこともあると思いますので，それでは登録をされていない方については，理由

は何ですかという所で，乗合タクシーを知らない，という回答もあるかと思いますので，

どうぞよろしくお願いします。 

 

■会長 

  ありがとうございます。 

  その他に何か如何でしょう。 

 

■委員 

全般的にどこをどう変えたらいいという提案ではないので，感想なのですがよろしい
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ですか。一番最初の方と同じ様に全体を見たときにお年寄りを含めて，なかなか難しく

て本当に回答が得られるかどうか。というのが一番最初の感想でした。よく読んでいけ

ば，わかるのですけどね。という事です。それから，もう１つはですね，アンケートを

とる目的としては，日常的に使うという事の前提でのとり方で，特に地域のバスという

のは足代わりにもっと誰でも簡単にと考えた時に日常うんぬんと言う事よりは，例えば

非日常的，通常の生活ではなくて，遊びに行く時に使う，それからどっか出掛けて帰り

にお酒を飲む予定があるので，その時は車が使えないんで公共交通機関を使うだとか，

そういう非日常的な部分の事の利用といったことには，これは全くその辺のこととは使

わないのじゃないかというような感想なのですが。このアンケ―トの他にその他の実施

アンケートという部分の中で，観光という事で，観光巡回車については別にヒヤリング

を行うだとかいう部分の方にいった所が入るのかもしれませんが，そのような事を感じ

ました。感想です。 

 

■会長 

はい。ありがとうございます。 

 

■委員 

確認なのですけども。その他実施アンケートの方で公共交通利用者向けタクシー利用

者の両方ありますけど，この設問というのは 3,000 通抽出したアンケート内容と同じに

なるのですか。 

 

■事務局 

  はい。こちらのその他のアンケートにつきましては，もちろん回答して頂く方で対象

の方ですとか，意図も変わってきますので，こちらについては，全く別のものを業者の

方と一緒に考えたさせて頂いたうえで，お伺いをしていきたいと考えております。 

 

■委員 

  会長にお願いしたいのですけれども，オブザーバーとして近隣自治体の交通担当の部

署の方 4 名ばかりお見えになっておりますね。大体の感想でいいのですけどね，多分，

この 4名の自治体の方々の市には，コミュニティバスが走っていると思うのですけどね，

それを走らせた時にこういうようなアンケートを取ったのか，それともトップダウンが

あったのか，それとアンケートがあったならば，どの程度反映したか，細かい事は結構

なのですけどね，4名の方の自治体の方のご感想を伺いたいと思うのですけど。会長の方

から聞いて頂けますか。 

 

■会長 
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  いくつか私個人的には，牛久市さん，土浦市さん，下妻市さんの公共交通網形成計画

策定に携わっているのですけども，どうしても市民ニーズを捉えるという意図で，こう

いう種類の調査はさせて頂いています。というのが僕からの回答であります。土浦市さ

ん，もしご回答いただければとは思うのですけど。今，ご出席のオブザーバーの方，如

何でしょうか。調査されているかどうか。 

 

■事務局 

すみません。土浦市につきましては，本日出席予定ではごさいましたが，急遽，欠席

をいう話なので名簿には出席となっておりますが，申し訳ありません，欠席になった所

です。 

 

■会長 

もしあれでしたら一言。同種の調査をされているか，回答いただけますでしょうか。 

 

■オブザーバー 

小美玉市です。私，本年から来たばかりでバスの担当を始めたばかりで，詳細はわか

りませんので，次回，回答できますように確認してまいります。申し訳ありません。 

 

■オブザーバー 

かすみがうら市です。霞ヶ浦市では 27 年度の 28 年 3 月に霞ヶ浦市公共交通網形成計

画ということで策定いたしまして，その際の調査ということで市民向けのアンケートは

実施しております。中身の詳細については帰って見てみないとわからない所ではござい

ます。 

 

■オブザーバー 

つくば市でございます。つくばも平成 28年度に交通網形成計画策定しているとこなの

ですけど，その時にはアンケート調査実施しておりますし，それと毎年度，公共交通に

関する満足度調査ということで，アンケート調査の方は行っております。それと，昨年

度になるのですけれども，今，つくばの公共交通の改編作業を進めておりまして，その

例年の満足度アンケート調査に加えまして，更に外部に向けた利用者へのアンケート調

査という部分で昨年度は合計無作為で利用者は別なのですけども 1 万人程度のアンケー

ト調査を行っています。ボリューム的には実は，非常に難しい，内容が難しいじゃない

かという話だったのですけども，うち更に細かいアンケートこの用紙で 2 枚から 3 枚程

度のアンケートになっていまして，最終的には三十数パーセントの回収率というような

結果になっております。以上です。 
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■会長 

多分，ご不安になられてる点は，委員がご指摘になった所からスタートして内容的に

難しいという所もあろうかと思います。最低限必要な市民が大体，バスを使っているか

どうか。あるいはバスを使った時にどんな所へ行っているかどうか。回答しやすい，な

おかつ最低限度必要な調査の質問を前の方にもっていって，難しいのはちょっと後ろの

方で，途中諦めちゃったけど提出しちゃおう位の事も許すというような方法でちょっと

レイアウトを事務局とも相談さしあげたいと思います。 

その他，如何でしょうか。 

 

■委員 

総論的な部分ですけれども，日にちの設定が火曜日か木曜日と言う事で平日です。休

日，土日は全く実態が違うのかなと思うのですけども，その辺の考え方の整理をお伺い

出来ればなと。 

 

■会長 

そうですね。平日を対象にしたのは 1 ページ目の問 2 だけなので，他の所は平日も休

日も含めて回答して頂いて全然問題ない内容なので，1番だけですね，それが平日という

事です。働いていらっしゃる 20代 30代 40代 50代 60代の方々をターゲットにした場合

は平日の活動とかを考えています。 

 

■委員 

  回答欄についてなんですけれども，問 4，問 10，問 16で利用頻度のご質問があるので

すけども，問 4 のみ年に数回とあるのですけども年に数回とほとんど乗らないの差はど

のようになるのか。如何でしょうか。 

 

■会長 

これはあれですね，問 10 に年に数回を入れただけなのですね。問 4 と問 10 を合わせ

るということでご指摘の通りだと思います。そのほか如何でしょうか。 

 

■事務局 

本日，欠席をして頂いております委員様の方から，前もって郵送でご意見を頂戴して

おりますので，そちらの方をご報告させて頂きます。意見の方をお配りさせて頂きます

ので，ご確認を宜しくお願い致します。 

 

■会長 

配ってらっしゃる間に僕から 1 つ指摘をしておきたいのですけども，資料 3 にこの調
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査表の記載例という事で，調査表を送りつけるだけではなく，こうやって書くのですよ。

という意図でこれも一緒に送るという事だと思うのですが，お手元に届く市民のアンケ

－トに対象になった方に届く記載例というのは，ワープロ打ちじゃなくて手書き。手書

きで書かれたものが届いた方がいいということ。それと，誤解があるのですけども，1回

目と 2 回目の移動って，回答中身を見てると 1 回目の移動は自宅から石岡駅まで行きま

した。これ，目的がよく分からないのですね。実は自宅から土浦市役所にお勤めに行く

のに石岡駅を経由しただけなのです。なので，2つ合わせて 1つの移動なのです。目的地

は土浦市役所で徒歩と鉄道を使って行きました，と言うのが回答になると言う事なので。

非常に細かい話なのですけど，1 回目の移動の所の利用手段は 1 番と 10 番と言う事が書

かれる。回答例になるということになります。 

はい，すみません。欠席の委員からのご意見という事でお願いします。 

 

■事務局 

お配りさせて頂きました，欠席をされております委員からのアンケートに対するご意

見を読み上げさせて頂きます。まず，ご意見の 1つ目といたしましては，問 1に 70才以

上の方で無作為に送るので 70歳以上の方に対してのアンケート用紙というのは作るのは

難しいのですけど，自主返納を考えていますか。実際に返納はしていなくても今後，返

納を考えていますか。という所の項目を付け加えてはどうかという意見を頂いています。

また，自家用車を持っている方は何台ご自宅にありますか，という所。また次の所は 4

の表題を次のように修正してはということで，路線バスをかし鉄バスを含む，と言う事

で表示を頂いております。また，3番，観光の為の公共交通アンケートについては，盛り

込む必要性はどうか。4番，バス，乗合タクシー，ＪＲ各々の料金の適正について盛り込

む必要性はどうか。5番，定期券について盛り込むのはどうでしょうか。6番，公共交通

とまちづくりとの関係をアンケートに盛り込む必要性はどうでしょうか。7番，アンケー

トの対象者について，対象人数と抽出方法を頂いております。 

事務局の意見といたしましては，①の返納を考えている方の意見は，1番の中に特性の

所で頂戴してもいいのかな，と考えております。また，4番につきましては，かし鉄バス

を含むと書いてはあるのですが，問 4 の表題の部分ですね，委員からの 2 番のところに

なりますが，そもそも，かし鉄バスもいち路線バスでございますので，かし鉄バスを含

めた表記として路線バスとこちらで表現をさせて頂いておりますので，こちらはそのま

までいこうかなと考えております。また，観光の為の所はありますが，ボリュームも大

きくなってしまうことと，また，日頃公共交通を使って頂く方との目的性もだいぶ違い

ますので，観光につきましては，今後別のアンケート調査，先程説明させて頂いたもの

で調整をさせて頂きたいと考えております。また，4番，5番のバス，乗合タクシー，Ｊ

Ｒの料金または定期券につきましても，実際に利用者の方に対しての調査を行ってまい

りますので，今回のアンケート調査の中では，こちらについて特段追加をするのは難し
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いのかなと考えております。6番につきましても，公共交通とまちづくりのとの関係をア

ンケートに盛り込む必要性がなかなかちょっと難しい所がありますので，こちらも今後，

市の施策としての他の例えば福祉部門ですとか教育部門ですとか観光部門ございますの

で，そことの中での調整をさせて頂ければと考えております。7番の対象については，最

初に説明をした通りでございます。以上です。 

 

■会長 

  ありがとうございます。 

 

■委員 

  すいません。確認なのですけども。今，問 4 の表題の所が路線バスという事なのです

けど，高速バスは含んでいますか。その他の選択肢の時には大体，路線バス，高速バス

という形にされているのですけど，私の勘違いしてたらあれですから，高速バスは含み

ますか。含んでないのかなと思っていたのですが。 

 

■事務局 

  こちらの意見としましては，市内の移動ですとかという所で，路線バス通常の路線バ

ス，高速バスを含まないものを前提に，問 4 または問 5 の所でお伺いする予定でおりま

す。 

 

■委員 

  それであれば，路線バスで（高速バスは除く）と入れた方がいいのかもしれないと思

います。 

 

■事務局 

  私共の意図としましては，通常路線バスでございますので混同を防ぐような形で表記

はさせて頂きたいと考えております。 

 

■会長 

  その他如何でしょうか。 

  今後の日程というか，そもそも調査はいつぐらいに実施しようかとか，あるいは根本

的な話ですけど，配布方法，回収方法といったところの説明をお願いします。 

 

■事務局 

  この後で今日皆様から頂いたご意見をもとに，作り直したものを議事録と一緒に，今

日の会議の結果として皆様に送りさせて頂きます。その後実際に配布は 8 月上旬位にな
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ってしまうと思うのですけど，市内の 3,000 通，そちらを直接郵送で市から発送させて

頂きます。回収までこちらでやらせて頂きまして，実際の分析は事業者様の方になって

おります。記載の注意点にも書いてあったのですが，8月になりますと学生さんの手元に

届いても何月何日と設定しても休みの期間中があると思うのですが，そこにつきまして

は通常通学していると仮定をしたうえで，移動を問 2 の所で書いて頂く予定になってお

ります。以上でございます。 

 

■会長 

  生徒さん，学生さんは問 2については，日付を入れておくのですか。 

 

■事務局 

  こちらの市長の顔が書いてあるものの裏側なのですが，4番で破線が引いてある所なの

ですが，回答者の方が学生の場合は問 2 の設定日は通常通学している日を想定して記入

をして下さい。という形にしておりますので，私達の方としましては何月何日は通常に

設定をして普段の普通の方は書いて頂く予定ではいるのですけども，その日にちが夏休

み中の期間であることが考えられますので，そこの移動につきましては休み中の学生さ

んにつきましては，通常通学をしている日を想定して書いて頂ければと考えております。 

 

■会長 

  一般の方もそうですけど，8月って割と真ん中のお盆を挟む週っていうのは夏休みを取

りやすいという事もあるかと。その前後で，8月というのは夏休み取りやすい感じじゃな

いですか。無理して 8 月にしなくても，調査自体を 9 月に行うという事は，後ろの作業

の日程から難しいですかね。 

 

■事務局 

  会長からもご指摘がありまして，計画選定する本年度と決まっておりますので，事業

者様と調整を少しさせて頂きまして，もし可能であれば 9 月の頭ですとか，送付はそれ

よりも前にするのですけども回答を頂く設定日としましては 9 月に入ってからの日にち

を設定した上で回答を頂いた方が色んな方が回答しやすいかな，通常の利用形態かなと

いう所もありますので，そこは事業者様と相談の上，会長にご報告をさせて頂いて皆様

に事務局の委員の皆様に送る時の紙については，その日を書いてご報告をさせて頂きた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

■会長 

  そうしましたら，今日頂いたご意見を反映させたものを一週間なり十日なりで一旦作

って，まずはまた委員の皆さんにご意見頂く。それは郵送でやり取りをさせて頂いて，8
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月上旬には最終版確定，下旬には配布という所でよろしいですか。何かご意見ございま

すでしょうか。委員の皆さん夏のお暑いなかご苦労をおかけして恐縮なのですが，今一

度，郵送させて頂きますので，内容についてご確認頂きご意見を頂ければというふうに

思っています。なるべくその他のインタビューというところでも絡みますので，先程ご

指摘があった高速バスアンケートとかですね，休日のインタビューとかそういったもの

の内容も少し項目出しはしておいた方がいいのかなというふうに思います。 

その他，よろしいでしょうか。 

それでは，先程も申しあげましたけども，全体的には若干難しいという印象もござい

ますので，緩和させて頂いた形で工夫させて頂いて，近日中にもう一度見て頂くという

ことにしたいと思います。ありがとうございました。 

  以上で議事は終了ですが，その他，何かありますか。 

 

■事務局 

  策定いたします，地域公共交通網形成計画につきまして，業務委託をさせていただき

ます業者が決定いたしましたので，ご紹介いたします。本日ご出席いただいております

ので，ご挨拶をいただきます。 

  

■会長 

  ありがとうございました。以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので，進行を

司会に戻します。 

 

■事務局 

  会長ありがとうございました。以上をもちまして，第２回石岡市交通政策会議を終了

させていただきます。みなさん，お疲れ様でした。 


