
議   事   録 

 

１ 名称 

平成 30年度 第 3回 石岡市公共交通政策会議 

 

２ 開催日時 

平成 30年 11月 22日（木） 午前 10時～12時 

 

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，諸岡委員，菱沼委員，武熊委員，中村委員，長津委員 

綿引委員，市毛委員，青柳委員，前田委員，佐竹委員，岡本委員 

村上委員，仲川委員，日下委員，鎌田委員，木下委員 

（代理の者） 

佐谷戸 美紀（石岡市保健福祉部），島田 敏次（茨城県政策企画部） 

（オブザーバー） 

川俣 公則（かすみがうら市市長公室政策経営課） 

佐々木 啓（土浦市都市産業部都市計画課） 

（事務局） 

石岡市都市整備部都市計画課：額賀次長，浅田課長，惣野代課長補佐 

関口係長，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の策定について 

 

６ 議事の概要 

「８ 議事録」のとおり 

 

７ 担当課の名称 

都市建設部都市計画課 

  



 

８ 議事録 

（1）開会 

○会長挨拶 

○出席者数が規定数に達していることを報告（28名中 16名出席） 

 

（2）議事 

○会長が議事進行。 

・議事録署名委員として、長津委員、前田委員を指名。 

○石岡市地域公共交通網形成計画の策定について 

・資料１に基づき事務局から説明 

 

■会長 

説明ありがとうございました。それでは皆様から疑問点,ご意見あるいはアイデアあろうか

と思います。どこからでも構いませんのでよろしくお願いします。 

それではテーマを絞って議論していきましょう。まずはバスについてお願いします。 

 

■委員 

市の財政状況については，H28，H29データも掲載するようにお願いします。 

アンケートで改善項目として「路線数増加」があがっている。8 割が「自分で車を運転で

きる」のでほとんどバスを利用しないと回答がある中で，路線数を増やせば利用促進につな

がると考えてよいのでしょうか。 

 

■会長 

路線数増加というが，どこか行きたい場所に直通するバスはないのではないかとブレーク

ダウンして捉えるべき。地区ごとに路線バスの状況と，どこへ行きたいかというニーズを付

き合せると見ていく必要がある。 

 

■委員 

アンケート結果では，バスをほとんど利用しない理由として「自分で車を運転できる」が

8割で，「行きたい所へ行くバスがない」は 15％に留まっているが，それでも路線数が重要な

のか。 

 

■会長 

サンプル全体では「自分で車を運転できる」が大半となるが，免許を持っていない方に限

定して集計するなど，クロス集計すれば見えてくると思われる。 



 

■委員 

利用促進に向けて「意識の醸成」を掲げているが，これだけで利用促進につながるのか疑

問である。まだ表に出せない施策があるのか回答ください。 

 

■事務局 

先日の都市計画審議会でも回答しましたが，まずは意識醸成を考えている。またその際に

会長からお話しを頂戴したもので「まず乗っていただく，経験していただくこと」が大事だ

ということでしたが，県の交通活性化会議と連携して石岡第一，石岡第二，石岡商業高校の

新入生に対してバスのお試し乗車券を配布している。そうしたまず乗っていただく機会の創

出も大事だと考えている。 

 

■会長 

意識の醸成というメニューについては，先駆的な先進事例もあるので，それらを取り入れ

ながら，石岡の皆さまにも勉強していってもらいたい。 

 

■委員 

モビリティマネジメントについては県内各地で行っている。鹿嶋市での事例で，都心から

移住してきた方がよくバスを利用している。意識の違いは大きい。MM を実施すれば，利用

促進につながると認識している。 

 

■委員 

利用促進といっても，そもそもバスの利便性が低いと厳しいと思う。 

乗合いタクシーを利用する理由として「運行ルートが利用しやすい」が 72％である。お断

り件数が増加したということもあるが，乗継を基に戻すと，相反する結果にならないかと危

惧している。 

 

■委員 

例えばギター館では月に数回コンサートを行っているが，そのコンサートへの行き・帰り

に合わせてバスが走ることで新たな需要を取り込めるのではないか。人口減尐の中で負のス

パイラルに陥っているので，特に観光面では逆の立場で考えていかないといけないと思う。 

りんりんタウン構想の会議が 2 日前にありましたが，羽鳥線が廃止ということになると自

転車利用との関わりも希薄になる気がする。りんりんタウンともっと濃厚なリンクを考えた

上での構想を考えるべきと感じた。 

 

■会長 



イーグルバスさんがフレキシブルにダイヤ設定をすることで，割とお客さんが乗ってくれ

たという事例もある。ご指摘のように八郷に向かうバスのダイヤを考える際に，イベント時

に利用するときのダイヤ，通常の観光地を巡るときのダイヤ，どういう時間が大事なのか，

ダイヤ設定にあたってはじっくり検討させていただきたい。 

 

■委員 

路線バスの「路線数の増加」を策定の根本のニーズとして載せていると思うが，それが本

当にニーズなのか疑問。地区ごとに異なるとは思うが，バスでどこへ行きたいかというポイ

ントがないと厳しいと思う。交通事業者側が人手不足にある中で，路線数を増やせばバスに

乗りますという考えを基本にして計画をつくるのは厳しいのではないか。本当のニーズは路

線数の増加ではないと思う。もっと深くアンケート調査や聞き取りしないと難しいと思う。 

乗合いタクシーも同じで，先ほどお話しされたように，各地区から石岡駅や第一病院へ直

接行けるルートはかなり大事だと思う。私も八郷地区に祖母が住んでいますが，その話しを

聞くと病院に直接行けたらいいとよく言っている。ただ，この資料のように，20年後とか先々

を考えたときに，一定の場所まで乗っていって乗継だと，この会議の目的を達成できるのか

不透明だと思う。乗合いタクシーに対するニーズとして「予約システムの改善」とあるが，

これからの高齢社会が進んでいく中で，スマホとか使える方も多いとは思うが，まだまだそ

んな時代ではないと思う。ICT活用して予約システムを便利しますといったときに，誰が ICT

を使えるように指導するのか，という話しにもなってくると思う。電話一本で予約できてい

たのかこの資料には載っていなくてわからないので，これが本当に市民の求めるニーズなの

か疑問。 

このままこの会議を流していくと，たぶん税金の無駄遣いをされることになりかねないと

思う。生意気な意見ですが，その辺りも考えていただけたらと思う。 

 

■会長 

今日の資料では十分に説明しきれていない。将来イメージを示しているが，まだ具体的な

案をここに落とし込んでいないことが疑問に思われる点だと思う。バスとタクシーの役割分

担として，ある程度需要があるところはバス，そうでないところはデマンドタクシーとなっ

ている。既に始まっている乗合いタクシーに様々な不都合が生じているが，ここへの具体の

回答はなく，もしくは回答を待っているとは思う。例えば，乗合いタクシーをやめることも

一つの判断だと思うが，その資料すらない。現状維持ということもあると思う。今回，次回

会議でアイデア出しをすることが重要。ご意見はしっかり受け止めたい。 

 

■事務局 

乗合いタクシーについては，利用者数は平成 25 年以降減尐しているが，H27 年の乗継廃

止以降は減尐幅が大きくなっている。従来乗継を行っていただいていた経過もございますの



で，利用者数も多尐従来に戻り，その部分で軌道に乗ってくれば，予約システムの見直し等，

サービスの向上へ手も回ると考えている。 

まずは乗継をすることで従来の利用者数に戻した上で，お断りによって現在乗れない方も

多くいらっしゃるので，その方達に乗っていただくシステムに戻すところを事務局として検

討し，提案した次第でございます。 

 

■委員 

資料 P12 の過去に廃止された路線について，3 番は代替運行により維持しまだ走っている

が，無くなってしまったかのような印象を与える。4 番の説明が全くないが，事務局で調べ

てもらいたい。 

常磐線のイラストが昔のディーゼル列車になっているが，現在は走っていないので表現を

見直していただきたい。 

 

■事務局 

車両のイラストについては，わかりやすさを考慮して表現したもの。計画書に反映される

ものではないのでご了承いただきたい。 

廃止された路線の 4 番については，十三塚から小幡の路線でございますが，廃止になった

ことは間違いないのだが，廃止になった時期が古すぎて茨城県運輸支局に確認しても明確な

情報は残っていなかった。このため，廃止になった路線の目安として掲載した。 

 

■委員 

自体が車に頼らざるを得ない。最終的には車も使えない，足の無い方をどう対処するのか

が問題で，それには利便性だと思う。ルートを確保するのは黒字になることなどありえない。

それを維持するためには，収支度外視で行政が腹をくくる必要がある。そうでないと解決で

きない。 

 

■会長 

P75に立地適正化における将来都市構造図を示しています。昨日の都市計画審議会では「柿

岡と恋瀬をなぜ無理やりつなぐのか，道路をつくるつもりなの」と質問しましたが，このよ

うに表現していただけると割と大丈夫だと思う。 

 

■委員 

P75 の立地適正化における将来都市構造図について，一昨日までに気づかなかったが，石

岡と羽鳥駅の間に矢印がないが，他の自治体なので干渉しない方がよいのか。 

 

■会長 



緑の線を描いてしまえばよい話しだと思うが，ご遠慮されたという解釈だと思います。 

 

■委員 

市民アンケートで将来の移動に不安があるということですが，この部分に対しては公共交

通で全てを賄うというのは難しいので，やはり福祉との連携が重要になる。福祉と連携をと

ることを入れた方がより良くなる。 

JRの利用促進についても書くとよい。利用が横ばいと説明がありましたが，平成の一桁か

らみればやはり減ってきている。利用が尐なくなれば利便性が下がることも懸念される。 

施策については，すぐ着手できるものと将来的に実施していくものは並列ではなく，分け

るように表現した方がよい。 

 

■委員 

アンケートでは 5 割強が高齢者となっている。誰が一番公共交通を求めているのかという

ことになると，やはり高齢者がメインだと思う。高齢者に特化したような公共交通の充実と

いうことを考えていけばよいのではと思う。範囲は狭くなると思うが。 

先ほど委員から意見ありましたが，お金さえあればいくらでも解決できる話しだが，そう

もいかないので折り合いをつける必要がある。 

 

■会長 

免許を持っていない方に高校生なども含まれていると思います。もちろん高齢者が多いと

いうことで一つのターゲットでありますけども，その辺りの免許を持っていない人たちも

我々想定しておかなくてはいけない。 

 

■委員 

園部公民館のボランティアをやっているが，園部地区で担当している 75歳以上の方は 890

人。八郷全体では 2000～3000 人いるのではないか。数年前までそういった高齢者にゆりの

郷などへの招待券が出ていた。大変喜ばれるのですが，どうやって行くのかという声をたく

さん聞いた。また，フラワーパークではイルミネーションを開催しており，皆観てみたいの

だが，地元の高齢者は行く手段がない。風土記の桜も観光客の方からすごいと言われている

が，地元の方は知らない。 

公共交通のことについて，今 10 年 20 年先を考えているが，75 歳以上の方の 10 年 20 年

先がどうなのかということを考えることや，石岡へ誇りを持てるようにということも含めて，

公共交通を考えていければと思う。何人かの意見を踏まえて，早急なこととして感じ，発言

した。 

 

■委員 



回のアンケート調査の結果，バス会社として大変参考になる。終発時刻が遅い，路線の拡

充といった市民のニーズに答えきれていないというのが現状だとみえている。 

かしてつバスについては，沿線住民に協力いただきモビリティマネジメントもやって，現

在も多くの方にご利用いただいている現状もある。できれば，こういった取組を市内全域で

市民の皆さまと取り組んでいきたい。 

現在の路線は何十年前に決めた路線であるので，現在の医療機関等とマッチングできてい

ないとことが確かにある。こういったところも抜本的に見直さないと，空のバスを走らせる

ことになる。 

 

■会長 

乗合いタクシーについては，デマンドタクシーと言う名の下で県内 20数か所やっているが，

財政的には厳しいという声しか聞かない。そんな中でも乗合いタクシーを続けていく方法が

いいのか，鹿嶋市のように高齢者の方には年に何回かの割引券を配って，登録することなく

誰もがそのチケットをもらえてという運行補助という方法がいいのか，費用の面でチェック

した方がよいと思う。次回までにはそのご検討もいただきたい。 

P45 のアンケート結果では 9％の方のために，多くの税金をこのまま投入してよいのか，

判断をしていただければと思います。 

 

■委員 

乗合いタクシーが開始した当時は観光客も使えていたのだが，現状は市民しか利用できな

くなった。観光協会としては観光客にも使えないか検討してほしい。 

 

■事務局 

ご指摘のとおり，当初はまち未来が市街地活性化という目的で誰でも使えていたが，実際

に運行すると高齢の方の通院等の福祉利用が多く，またお断りも発生していたことや市税と

なるのでまずは市民の方を乗せるのが最優先ではないかということで，市内の方に登録を限

らせていただいている。 

以前から観光客も乗せた方が収支は上がるのではないかと声をいただいているが，現在の

積み残し等の問題があるので，システム改善していった際に運ぶことに余裕ができたりすれ

ば，キャパシティとして市外の方も乗せていくことが可能だと思う。現状は，石岡市内の方

を乗せることで手一杯となっている。 

 

■会長 

それでは、一枚ものの資料、スケジュールをご覧ください。資料によると、本日は第 3 回

会議で、ニーズ調査結果の報告となっています。今日皆様からいただいたご意見のとりまと

め、場合によっては更なる分析を加えた上で、しっかりとした素案を次回 12月下旬に皆様に



ご提示して、上手くいけばそこで承認をいただければ、パブリックコメントとして改めて市

民の皆様にも閲覧してご意見いただいて、2月に最終案となる。 

 

■事務局 

次回会議は直近ということで既に会場を押さえています。日付は 12月 21日の金曜日、午

後 3 時から、会場は国府地区公民館になります。こちらにつきましては、改めて開催通知を

お知らせいたします。 

 

■会長 

それでは、非常に課題をいただきましたので、この 1 ヶ月、事務局には非常に努力してい

ただくことになろうかと思いますけども、次回年の瀬で非常にお忙しいとは思いますけども、

12 月 21 日にお集まりいただいてご意見いただければと思います。また、今日の資料に関し

ましても、言い出せなかったとか、後で気づいた等々ございましたら、事務局の方へご連絡

いただければ今度お見せする素案の中で、反映を検討させていただければと思います。 

以上、長時間にわたりご議論いただきました。御礼を申し上げて、司会の任を解かせてい

ただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

■事務局 

会長，ありがとうございました。 

それでは以上をもちまして，『平成 30年度 第 3回 石岡市公共交通政策会議』を閉会いた

します。委員の皆様，ありがとうございました。 

 

 


