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議    事    録 

 

１ 名称 

平成30年度 第１回 石岡市公共交通政策会議 

 

２ 開催日時 

平成30年４月17日（火） 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，小倉委員，菱沼委員，武熊委員，長津委員，上田委員 

綿引委員，石橋委員，青柳委員，前田委員，佐竹委員，岡本委員 

冨澤委員，村上委員，仲川委員，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），池田 正人（関東鉄道労働組合） 

石井 壮（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） 

 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 

石岡市公共交通政策会議役員の選任について 

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 

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 

・市長挨拶 

・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18名出席） 

   ・委嘱状の交付 

   ・委員自己紹介 

 

 (2) 議事 

  ○新設の協議会であるため，菱沼委員が仮議長として議事進行。 

  ①石岡市公共交通政策会議役員の選出について 

   石岡市交通政策会議条例第５条第１項に基づき，委員の互選により会長，副会長を

選出。 

   委員から，立候補や推薦がないことから，会長を岡本直久委員，副会長を菱沼茂雄

委員とする事務局案を提案。 

   事務局案が承認され，会長に岡本直久委員，副会長に菱沼茂雄委員となることが決

定。 

 

  〇石岡市公共交通政策会議条例第５条第２項により，会長が議長を務めることとなっ

ていることから，岡本会長が議事進行。 

  ②石岡市地域公共交通網形成計画について 

   資料２～５により事務局から説明 

 

■会長 

 ありがとうございました。課題と幅広い現状についての解説をしていただきました。こ

こからの時間は委員の皆様の質問あるいはご意見を伺っていく時間にしたいと思いますの

で，ご意見いただければと思います。 

 まず僕のほうから質問させていただきます。先ほど乗合いタクシーの費用が年間 5,500

万円位という数字をお示しいただいたと思いますが，資料 4の図 98乗合タクシー運賃収入

のところで，およそ 1,000 万の収入ということですから回収率は 2 割弱という計算でよろ

しいでしょうか。 

  

■事務局 

 現金収入は先ほど会長からお話しがありました通り約 1,000 万円程度でここのところ推

移をしております。平成 29年度につきましては，またさらに若干落ち込みまして 900万円

程度になっていると現状伺っております。運行経費が約 6,000万円程度かかっており，1,000

万円程度の収入でございますので，2割程度（1.6割）の収支率となっております。 
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■会長 

 そのあたり，需要が落ち込んでいる等の原因は何か考察されているのでしょうか。 

 

■事務局 

 運行をしていただいております社会福祉協議会様とも何度か打ち合わせ等で検討させて

いただいておりますが，先ほどお伝えをさせていただいた通り平成 27年からフルデマンド

方式にしたことにより長距離のお客様が事前に予約をして乗る傾向が多くなっております。 

資料に付けさせていただきました乗合タクシーのチラシ裏面左下に運行時間帯というも

のがございます。朝 8時 15分から以降，9時，10時という形で 1時間ごとに運行しており

ますが，例えば 8時 15分に乗っていただいた方については次の 9時までには目的地にお届

をする，9 時に乗っていただいた方については 10 時までにお届けするという様な 1 時間以

内のお届けを約束しておりますので，長距離のお客様がお一人予約で乗ってしまいますと

運行時間以内にお届けすることができないとの理由から，座席が空いていても他のお客様

のご乗車をお断りさせていただく状況がございます。 

そのような形で利用者も平成 27年から落ち込んでおりまして，お断り数も増えていると

いう現状を社会福祉協議会様からいただいています。 

 

■会長 

 ありがとうございます。こういった課題についても議論の中で解決策等を見つけていけ

ればと思います。 

 

■委員 

今ご説明の中で運行を補助している路線があったかと思います。羽鳥から板敷山まで，

私の記憶ではかつて JRバスだったものが廃止になるということで関鉄さんが引き受けたの

ではないかと思いますが，これの補助の根拠となるものは条例でしょうか，それとも要綱

であったり毎年度の予算の措置であったりするのでしょうか。 

2つ目は平成 27年度と 28年度に運行されたやさとフルーツ号について，これはたぶん乗

車人数が少なかったのだと思うのですが平成 29年度はなぜ運行されなかったのでしょうか，

また平成 30 年度は運行されるのでしょうか。あとは都内から八郷の方にお客を呼ぶ PR が

足らなかったのと，こちらから都内の方へ行くお客の移動についても交互でありますがも

う少し積極的に行うべきであったと思います。やさとフルーツ号は私も何回も乗りました

が非常に便利で，ここからつくばまで行ってつくばから秋葉原まで行くと時間も早くて運

賃も安いという利点もあり，その PRが足らなかったのではないかと思いますが事務局のご

見解はどうでしょうか。 

 

■事務局 
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 まず代替バスの補助金についての根拠でございますが，運行自体は関鉄グリーンバス様

に行っていただいておりまして，そちらに補助金という形でお支払しております。そちら

については毎年度，補助金交付要綱というものを策定いたしまして，そちらに運行経費か

ら運賃収入を差し引いた差額を補助金額として補てんすると定めておりますので，運行経

費と運賃収入の報告を関鉄グリーンバス様からいただいております。その２つを差し引い

た，要は赤字分にはなるのですが，そちらを市から補助金として交付させていただいてお

ります。そちらの差額分が年間約 950万円となっております。 

つづきまして，やさとフルーツ号のお話でございますが，平成 27年度 28年度の 2か年，

柿岡からつくばセンターまで朝日トンネルを抜けて，例えば石岡からつくば方面へのお客

様，またはつくばエクスプレスを利用した都内へお出かけになるお客様の利用の足として，

また都内及びつくば方面から石岡市に観光にきていただくお客様の交通手段の確保として

運行したところでございます。先ほど委員様からご指摘があった通り利用人数が非常に低

調でございまして，1年目は目新しさもありまして利用するお客様もある程度は確保できて

いたのですが，2年目はその様なこともなく，また運行の開始時期が天候に恵まれず土日が

ほとんど雤だったというところが多々ございました。運行期間中で平均しますと平成 28年

度は 9月から 1月まで運行したのですが，1便当たりの乗車数が 2人を切るというような平

均乗車率でございました。もちろん運行させていただく上では経費もかかりますので，石

岡からつくば方面に行くお客様もつくばから八郷に来るお客様もほぼ割合的には半々であ

ったのですが，人数が低調なことと今後も定路線としての定着が難しいという判断をさせ

ていただきまして平成 28年度までで一度運行を取りやめた経過がございます。 

 

■委員 

今出されたものとの関連になるわけですが，このやさとフルーツ号は八郷の方の観光と

もかなり関係があるので私ども先ほど報告された石岡ぐるりんとの連携を考え，観光協会

の中でずっと検討を行ってきました。 

ぐるりんは 1日乗り放題で 1000円という料金を取っており，それとこのやさとフルーツ

号とをリンクさせてフルーツ号も含めて 1日乗り放題で 1000円にしようというような形の

検討をしたのですが，経費的な負担の問題などで実現しないままフルーツ号の方が終わっ

てしまったという現状がありました。 

それから，ついでにぐるりんの財政的な状況を言いますと，今回の報告にはありません

が費用対効果で言えば大変な赤字です。フルーツ号は 1 便に 2 人を切ると言っておりまし

たが，ぐるりんの方は 1 便に 1 人乗るか乗らないかというのが現状です。財政的には他の

ものほどではないにせよ，観光協会としてかなりの赤字であると同時に，もう一方の表に

出ない赤字としては，このフルーツ号を運営するにあたってフラワーパークや風土記の丘，

ゆりの郷などの各施設に春と秋の運行に対して負担金を強いています。例えば 1 つの施設

で 20万円を負担していただいており，公共的な部分でない民間の部分については例えば朝
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日里山学校には 5 万円を負担していただいております。これを総合すると表に出てくるよ

りもかなり大きな赤字が出ているという現状の中で，対策をいろいろ考える上で一面的に

赤字だから廃止ということではなく，石岡の観光を考えた時にフラワーパークや風土記の

丘などに案内する際に車以外の手段として公共交通機関が全くないという状況は誘致しづ

らいものとなることから，各施設から 20 万円 30 万円の負担があったとしてもぐるりんは

維持してもらいたいという意見があります。 

その一方で，先ほどから話がある通り費用対効果が非常に悪いのでもっと別の方法を考

えなければならないということで観光協会としてはぐるりんの廃止も含めて検討委員会を

設けて検討をしており，方向性はまだ出ておりませんがその経過のことも今発言させてい

ただいております。 

また先ほどフルーツ号のところで言われた方がいました様に PR不足だということの他に，

問題点としては補助が出ている場所以外での乗り降りが出来ないということや降りた所で

の食事の場所だとかという様な観光だけでなく総合的に不便だという不評が現実問題とし

てあります。あと検討の中で出たこととしましては，デマンドタクシーとの連携をどうし

たら出来るのかという意見を出し合っているのですが，行政の中での担当の違いから全体

でどうしたらいいのかというところを観光協会・観光課の中だけでは如何ともしがたいと

いう現状があり，こういったこともこの会議で論議していただければと思っております。 

 

■会長 

 ありがとうございます。お立場でバスにご期待される部分も多かろうと思います。 

 

■委員 

 資料をいただいた中で，まず路線バスの状況なのですが，路線バスの利用者も年々減少

いているという記載があるというところに板敷山の代替バスと BRT のバスの年間の利用者

乗降推移は出ているのですが，他の路線バスの乗降数について全体の公共交通を図る上で

やはりデータがないと全体のバランスが図れないのではないかと思いますので，その数値

が得られればと思います。 

それと今後第 2 回までにアンケートを作成するということでアンケートの内容について

ですが，先ほど資料 5 のスケジュールの中にどの様なアンケートを取るのかが中段に書か

れておりますが，この中に是非一般タクシーの利用者さんや今回会議に出られているとは

思いますが事業者さんにやはりキチンとアンケートを取られた方がいいかと思います。ま

た今後，公共交通の今回のテーマで交通弱者の方をどう対応するということであれば，一

般市民の方への意識調査もそうですが特に高齢者の方々の意識を多く反映できるアンケー

トにされたほうがよいかと思います。 

あと今回，市内に産科が減少しとありましたが，石岡市の産科は無くなってしまったと

いう現状で，資料３の最後に出産を控える方が通院するのに移動手段のサービスとしての
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提供が求められているという表記がありますが，通常であれば一般の家庭の中で産科のあ

る病院まで自宅の車で行くのではないかと思われるのですが，公共交通がここに対して求

められているという何か背景を示すデータなどがあれば今後の策定のためにも伺えればと

思います。 

 

■事務局 

 それでは今，委員様の方からありましたアンケートの対象者等をこちらでもよく検討さ

せていただきまして必要なところに関しましては記載させていただいたスケジュール以外

のところでも積極的にアンケート等ご意見を聞く機会を設定していきたいと考えておりま

す。 

他の路線バスのデータにつきましては記載をさせていただきました代替バスにつきまし

ては補助金を払っている状況から利用者数をいただいております。 

また BRT につきましても公設民営という形で施行しましたので利用者数をいただいてお

ります。 

残りの路線バスについては関鉄グリーンバス様で自主運行をしていただいている路線で

あることから現在定期的なご報告はいただいておりませんが，今後策定する上で必要な数

値となっていくと考えておりますので，そこは民間の路線バス業者様と検討しながら，も

し関鉄グリーンバス様の方でデータを提供していただけるのであればその中で対応してい

きたいと考えておりまして，その経過は随時ご報告をさせていただきます。 

あと，市内に産科が無くなったという件につきましては，交通部局が都市計画ではなく

政策企画課にあった当時ですが，出産を控えたかたが急に行く場合は救急車や自家用車で

いかれるお客様もいるのですが，定期な検診等で時間が決まっている場合など，自分一人

で動けるので土浦協同病院まで行きたいが自身での運転を控えたい方や運転できない方か

らバス等の公共交通を利用して病院まで行きたいとの意見をいただいていたことがありま

した。それ以外にも協同病院が今の所に設置されてから，何とか石岡市内からそちらまで

いけないのかというようなご意見をいただいておりますので，今回オブザーバーで石岡の

近隣の小美玉市様，土浦市様，かすみがうら市様，本日は欠席ですがつくば市様に来てい

ただいておりますので市内の移動の環境だけではなく，是非近隣の自治体と協議をしなが

ら生活圏の移動手段を確保していきたいと考えております。 

 

■委員 

 関鉄グリーンバスでございます。お世話になっております。 

今，委員の方からもご質問がありました，私どもが自主運行をしている路線についての

乗降人数等は現在市の方には報告させていただいてはおりませんが，今回の策定にあたっ

て，ご協力の方はさせていただきたいと思います。 

それから先ほどやさとフルーツ号の話題があったかと思います。一昨年度までで昨年は
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運行していないのですが，実際に運行しているのが秋の 9 月から始めて 1 月までという周

知している間に運行が終わってしまうという様なことで PRが不足していたということは否

めないと思います。 

また私どもとしては，八郷からつくばへ結ぶ路線として観光だけでなくいわゆる生活交

通路線的な形で取り組めればもうちょっといい形で路線が維持できるのではないかと考え

ております。 

ただ私ども弱小な民間企業でございますので，行政の方からのご協力等をいただきなが

らでないとなかなか自主運行では厳しいのかなと考えております。今，茨城県さんの方で

も色々広域的な路線を各地域において運行されておりますが，そういったスキームを含め

て是非ご検討いただければと思います。 

 

■委員 

策定スケジュールですけども，6番の契約というのはこの策定スケジュールをどこか専門

業者さんに任せて契約するというかお任せをするという理解でよろしいでしょうか。 

また契約の対象となる専門業者さんには，例えば学校の研究機関も入ってくるのか，そ

れともアンケートの業者さんのように民間の研究機関にお任せするのか，どんな形をとら

れるのでしょうか。 

それから補助金というのは国または県からの補助金ということで策定スケジュールは出

ているのでしょうか。 

 

■事務局 

 まず契約のところでございます。昨年度までで石岡市を除きまして茨城県内で 26の市町

村が公共交通網形成計画を策定していると伺っております。その中でもどの市町村もコン

サルタント業者様，アンケート調査の分析ですとか専門的な所を計画書に反映する上でコ

ンサルタント業者様に協力をいただいているところがありますので，私どもといたしまし

ても交通関係のコンサルタントの業者様と契約を結びまして，そこと協力をしながら調整

を進めた上で計画書を策定していきたいと考えております。 

また一番下の補助金につきましては，こちらは国土交通省からの国の補助金となってお

ります。策定の経費の半分が補助金として交付されることになっておりますので，そちら

の申請を合わせてしていきたいと考えております。 

 

■会長 

 実際に動き出してからでも構わないのですが，茨城県でも補助金の制度を持ってらっし

ゃるので，そちらにも申請されて受けるというのもご検討いただければと思っています。 

■委員 

先ほど関連でぐるりんのことのみ発言させていただきましたが，全体の石岡市の公共交
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通観点を考えた時に，一つは市民の人たちが生活上どの様に移動するかということの考え

方があります。その一方で私達観光協会としては市民とは別に沢山のお客様を石岡市に迎

えることが一番大きな仕事であります。先ほどからぐるりんなど色々なことが出ており PR

不足の課題なども挙げられておりますし，茨城の全国からのアンケートなどの評判の悪さ

もあるなど，石岡もそういった意味では良いところには行ってないかもしれませんが，石

岡そのものには筑波山や霞ヶ浦や八郷の自然など評判のいいものが色々とあるわけです。 

ただ地理的には車でぱっと行ける近場の良さがあるのに現実には市内それから八郷内全

体の交通の便の悪さでなかなかその様に行けないというところを私達観光協会としてはど

の様にアピールするのかといった課題があります。 

同時に，こういった形で色々な利便性があると協会内で論議するのですが，いつもぶつ

かるのは内部の中だけではなかなか解決できないといった点であり，先ほど少しお話しま

したデマンドタクシーでも市内に住居を有するものと限定がありますので観光客の利用な

どを含めた形で，この公共交通を用いて如何に石岡市内に外からお客様を呼ぶかというこ

とも大きな課題として載せていただければと思います。 

 

■会長 

 ありがとうございます。大学では都市計画の分野のスタッフとして所属していながら，

最近よく出てくる言葉で，「観光まちづくり」というのがよく出てくるのですが，僕自身は

大嫌いな言葉で，まちづくりとは住民の方々を向いて行う行政であって，観光・観光地づ

くりというのはどちらかというと年に 1 回来るか来ないかのお客さんを相手にする様な行

政・政策のやり方なものですから，なかなかそこにマッチしないところが多いです。 

もちろん鎌倉や京都の様に年がら年中観光客が沢山いるようなまちでは，当然観光まち

づくりということがしっくりくるのですが，なかなか観光客を優先したまちづくりという

のは住民にとっては受け入れられないのかなと日々感じているところがございまして，ど

っちもうまく活きればなとその様にお手伝いをさせていただいております。 

その観点から申し上げると例えばこちらのぐるりんのパンフレットもまだ工夫の余地が

ありまして，これを見ただけでは，実は温泉って 1 時間いれば満足できるのか 2 時間いな

いと満足できないのか情報が無いものですから，滞在するスタンダードなモデルコース的

な利用の仕方をするとこの 1 便から 7 便まであるどれを乗り継いでいけば一括していける

のかという情報に結びつかずなかなか手を出しづらいところがございます。 

非常にぐるりんのことを強調したいがためだと思うのですが，観光客の使い方になって

いないのがこのパンフレットの欠点かなと思いながら聞いておりました。情報を増やして

もかえって見にくいのかとも思うのですが，この部分から外れても実は公共交通がある，

グリーンバスさんが使えるという様な連携なんかも折り込めればさらにいいと思います。

いかんせんＡ４サイズ１枚なのでそこあたりがうまく整理できればいいかなと思っており

ます。ぜひその分野での観光地向け，あるいは八郷地区向けの協議を積極的に行っていき
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たいと思います。 

私の方から提案といいますか，アンケートの位置づけですが，まずは市民の皆さんが公

共交通にどれ位期待されているのか，あるいは既にあるサービスをどれ位認識しているの

かというのを確認させていただきたいなと思っております。 

極端に申し上げますと土浦市さんのキララ号，あるいは牛久市さんのかっぱ号は明確に

沢山人が住んでらっしゃる所だけを走っているというわけでございます。民間の関鉄さん

やグリーンバスさんが行っていない，ちょっと需要が足りないというところを掬おうとい

う位置づけで運行する役割を担っているわけでございます。 

つくば市さんがやっているつくバスは，どちらかというと全市網羅的にバスがあるとし

て，それでも手の届かないところはつくタクを運行しようということをつくば市は模索し

ています。取手市さんも全市的に網羅的に路線バスあるいはコミュニティーバスを走らせ

て市民の方々に使ってもらおうとこういう取り組みをなさっているわけです。大きく分け

るとそういう 2 つのやり方があって，石岡市さんではどういったスタンスで臨まれるかだ

と思います。 

非常にローカルで不便な所に住んでらっしゃる方も掬うという姿勢で臨むとすると極端

にいうと大幅な赤字は覚悟の上だという強い意志決定が必要だと思います。 

ただそれもいろんなやり方があって，申し訳ありませんが，土浦市さんが新治地区にバ

スを走らせて失敗した例ですが，この例はどうしても土浦駅に行きたいとしたがために頻

度が確保できなかったわけです。僕は頻度が一番大事なのだと思っています。1時間に１本

で皆さん満足できないわけで，やはり東京なんかで鉄道を見てしまったりすると 1時間に 2

本はほしいなという生活になり，だったら車で行ってしまおうということになってしまい

ますが，多少頻度が確保されていると生活を変えてでもバスで行こうかという流れになる

のだろうなと思っています。そうしますと土浦の駅まで行かなくても新治の中だけでぐる

ぐる回って，幹線の関鉄バスさんに接続できれば土浦駅まで行けるとか，こういうやり方

もあったかなという様に思います。 

今日拝見させていただいた既存のルートが資料４の 2 ページ目にありますが，これを見

ると石岡地区の市街化地区と柿岡の路線の頻度は 30本以上あると記されておりますが，こ

の路線をメインにいかに接続させるかという路線の張り方もあるかもしれません。 

いずれにせよ，そのいろんなやり方はこれからの議論ですのであまり方向をつけるつも

りはございませんけども，市民の中で公共交通サービスというものをどういうもので臨ん

でいくのかということで，コミュニティーバス型は望んでなくてもデマンドタクシーをも

っと台数増やしてほしいという方向なのかもしれません。いずれにせよアンケートを通し

て検証し，実態あるいは市民の意識ということをとらえていくというところでございます。

本格的な議論は次回以降ということになりますけども，是非皆様の知恵を拝借したいなと

いうふうに思っています。 
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■ 委員 

石岡には産婦人科は無くなってしまったというところで，先ほどお話があった様に，大

きなおなかの方が公共交通バスで例えば土浦の協同病院に行こうとしても，多分行けない

と思うのですが，そういった時に妊婦さんなどの方々が行くためにはどうしたら一番良い

かということについて会長はどうお考えでしょうか。 

 

■会長 

 まだ事例を調べてはいないのですが，母子手帳を持っていれば無料にするといったサー

ビスは市で行っても良いのではないかと思います。 

たぶん「まち・ひと・しごと地方創生戦略」というものを何年か前に石岡市さんでも作

られていると思いますので，子育てに良い環境を提供すると多分謳っていたかと思います。

そういった方策の中で妊婦さんの足をどう確保していくのかといことは言及されているの

ではないかと思います。 

 

■委員 

私は小美玉市の者で，今日小美玉市の方もお見えになっているともいますが，小美玉市

の公共交通の市内循環バスは乗らない所に大変なお金を使っているわけです。そういった

ことを考えれば会長が言ったように母子手帳を持っている人はタクシーに補助を出します

よという様に，同じお金を使っても意味のないお金と言ったら失礼かもしれませんが，や

はり効果のあるお金の使い方をしないと市では有り余っているわけではないのでその辺は

行政の方で考えていただきたいと思います。 

小美玉市の時は交通弱者を公共交通でということで始まったのですけども，実際にやっ

てみると乗る人がいないということで，やはりお金の使い方を行政の方でよく考えて行わ

ないと先ほどの新治の様な失敗の一因になったりもするのだと思います。 

 

■会長 

 おっしゃる通りだと思います。 

その原型というか基本の体系を会議で議論させていただければと思います。 

ただお金についてはなかなか収入も読めないところもあるので，どこまで正確な数字で

議論できるのか，これくらいかかるよという費用はわかると思いますがそれに対するリタ

ーンが読めないのが気掛かりなところでございます。 

 

 

■会長 

 その他よろしいでしょうか。 

そうしますと次回はアンケートのたたき台が出てきて，皆様からそれに対する意見を伺
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うということを中心に第 2回目を行うことになると思います。 

それではこれで議事を終了いたしますので進行の役を事務局へお戻ししたいと思います。

本当に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１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，本日はお疲れさまでした。 


