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議   事   録 

 

１ 名称 

平成 30年度 第 4回 石岡市公共交通政策会議 

 

２ 開催日時 

平成 30年 12月 21日（金） 午後 3時～5時 

 

３ 開催場所 

石岡市国府地区公民館 ２階 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 

上田委員，小川委員，春山委員，綿引委員，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，日下委員， 

鎌田委員，木下委員，青木委員 

（代理の者） 

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） 

中山 正人（つくば市都市計画部総合交通政策課）※代理 

（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，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 
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８ 議事録 

（1）開会 

○会長挨拶 

○出席者数が定足数に達していることを報告（委員 28名中 21名出席） 

 

（2）議事 

○会長が議事進行。 

・議事録署名委員として、上田委員、佐竹委員を指名。 

○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 

皆様のお手元には資料１もございます。資料１のページ番号でも、スライドのページ番号

でも構いませんので、どちらかを指定いただいた上でご質問、コメントいただければと思い

ます。今日は後半の７章施策事業、８章目標と、要は公共交通網形成計画の提案の部分、こ

ういったことを行っていきますという部分を中心にご説明いただきました。どこからでも構

いませんのでご質問、ご意見いただければと思います。 

 

■委員 

概要版の 10ページについて、前回の会議の指摘の部分で、どのように計算されたのか教え

ていただきたい。一般タクシーで対応した場合の経費という事で、一番下の 2170 円の試算

の方法はどのようにされたのか。上に利用者数発着地と書いてあるので、全件データを出し

たのか、どのように数値を出されたのか伺いたいと思います。 

 

■事務局 

2170 円につきましては、乗合いタクシーの 29 年度の平均の利用の距離数を出したところ

から一般タクシーの料金を出したところでございます。一日一人一回あたりの平均の乗合い

タクシー利用距離が 5.3 キロとなっております。そこに迎車の料金を 1 キロ足しました 6.3

キロ分を試算の距離数とさせていただきまして、そこから初乗り料金プラス送迎分の料金を

計算させていただきますと、一人あたり 2170 円が一般タクシー料金としてかかると試算さ

れていることから、そこに利用者 3万 7545人をかけたところが 8147万 3千円となっている

ところでございます。 

 

■委員 

ありがとうございます。この数字があるので、乗合いタクシーの形式を継続という事でご

ざいました。これはどの程度なのかなと。逆に言えば、1500万程度で出来るのであればドア

ツードアで完全に出来るタクシーも別に案として悪くないのかなという感触を持ちました。 
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それともう一つ、パワーポイント 35、36 ページの計画目標ですけれども、幹線交通の中

心拠点の柿岡市外地を結ぶバス路線の利用者数を、現在の H29 の 410 人から目標年次 H35

の 500人にするという事で、20％強を増やすという目標に対して、実際のバス本数を 1日平

日本数 44本から 60本以上という事で、36％以上アップさせるという事で、この 2割増の目

標値を掲げる為にはバス本数を 3 割以上上げるというのが、計画として整合性があるものな

のかどうか。このあたりどのように考えていいものなのかお尋ねしたい。 

 

■事務局 

ご説明させていただきます。36 ページの 60 本以上というところにつきましては、国の方

で定めております幹線路線としてバスを運行させる上での基準の本数となっております。国

の方での 1日 30往復という形になっておりますので、1 日 60 本という様な幹線とする上で

設定をさせていただきました。ご指摘がありました通り、割合が本数を増やした所よりも利

用者のニーズの方が若干下回っているところもあるのでございますが、60本を実施する事で

410 人を 500 人にするという形で、切りのいい数値の目標値を定めさせていただいたところ

でございます。 

 

■委員 

片道 30本以上が国の指針という事は分かるのですけど、それをしないと何か計画を立てら

れないというのがあるのでしょうか。 

 

■事務局 

30本以上という所は特に縛りはないのですが、地域拠点を幹線系統で強固に結ぶという形

で、私どもの計画の方でも事業を位置付けておりますので、地域間を結ぶ幹線系統にはある

程度の本数、また利便性・定時性も必要になっている事から、国の基準であります 30往復と

いう所をまず基準の目標とさせていただいたところです。 

 

■委員 

そうしますと、本数 3割以上増やして利用者 2割で切りが良いからという、そんな考え方

でいいのでしょうか。というのと、逆にそうすると、バス事業者に余計な費用負担をかけさ

せるのではないかという懸念をもちました。これは会長のご意見を伺いたいと思います。 

 

■会長 

供給の方を 3 割、要は面子的な話でここは幹線だから国の基準でも幹線と思われるような

本数通す目標にしたいとおっしゃるのが下の方の目標。それであればそれを賄う、今も賄え

てるか分からないのですけど、合わせて 3 割増というのも一つの選択肢ではあろうかと思い

ます。ただ、お気持ちを分かれば 3 割はキツイかなという現実もあるのかなと思います。で

すから、石岡市の計画の中では幹線ですよと言っておきながら、国の基準は満たしてない 2
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割増という所から最初の 5 年では目標を達成する、そういうステップのあり方もあり得ると

思います。その点はもしよろしければ他の委員の方にもご意見いただければと思います。仮

に 2割増というとどれくらいなのですか、10本ぐらい、52本ぐらいという事ですかね。 

 

■委員 

前回の資料で市民アンケートのバスを利用しない理由として、「乗りたい時間の運行がない」

というのは 15％という事で、逆に柿岡と石岡の本数を増やしたからと言って、ニーズが掘り

起こされるかどうかというのは、又これも疑問で、先ほど会長がおっしゃった様に、ニーズ

を増やして利用者数を増やすのは中々現実的に難しいのかなというのは感じるのですが、も

しこれを本当に 1日 60本という事であれば、ある程度行政の方も交通機関の維持の為の費用

負担を覚悟せざるを得ないかなというのが感想です。 

 

■会長 

方や、立地適正化計画を作っていて、石岡がメインで機能誘導とか居住誘導、柿岡もその

居住誘導エリアに指定している限りは、要は立地適正化というのは、あまりバラバラに住ま

ないでまとまって住んで下さいよというメッセージと思っていただくと、じゃあそういう所

に住まわせておいてサービスはしてくれないのと言われると、いやそうではなくて公共交通

を便利にしておいて皆さんには不便ないようにしますからというのが、逆に言うとこっちの

メッセージとなります。そこの塩梅をどこまでアピールするかという事だと思います。 

今日ご提案いただいた事務局側からのメッセージとしては、供給は手厚くしておきますよ

と。ただ現実問題、そんなに人口が増える訳ではなさそうなので、増えたとしても 2 割。そ

こで交通事業者さんに迷惑をかける、負担を余計かけるとなった時にそこはそこで議論かな

という風に思います。 

 

■委員 

林線、石岡駅から柿岡市街地を結んでいる路線でございますが、確かに昔は本当に沢山利

用者がいらっしゃいました。特に八郷高校があった時代はですね、朝の通学時間帯も石岡へ

出る方と逆に八郷へ行く方と両方の流れがあったという状況でしたのでその頃は非常に多か

ったです。また、今、林の辺りに商業施設等があったり八郷庁舎の近くに商業施設がありま

したが、昔そういったものがない時代は八郷の方は買い物は石岡へという様な形だったので

非常に買い物の利用も多かった状況でございますが、現状としては朝の石岡方面への通学、

それから林線で今の本数を確保している大きな理由は学童ですね、林小学校、府中小学校、

こちらへの朝の通学の輸送等もある形で今の本数を運行させていただいている状況でござい

まして、さらに尐子化が進んでいる現状では本数増というよりは、私ども民間事業者として

は今の本数をいかにキープしていくか、今のお客様をいかに離れないようにしていくかがや

ってギリギリのところなのかなと思います。 

私どもとしては、もし石岡市さんとかにお願いが出来るのであれば、バスの待合環境です
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か、例えば、途中の林のヨークベニマルさんのところにもバス停はあるのですが、県道の隅

っこの方でお年寄りの方が待っていただいているという状況であるのですが、例えばそこに

上屋ですとかベンチですとかそういったものは中々私どもで設置出来ないので、そういった

ものを作る事によって尐しでも今の本数でもバスの利用者を増やしていくという様なそうい

った施策をご検討いただければと思います。中々本数を増やすのには私ども今人手不足の中

で人を手配するというのは非常に厳しい状況でございます。それなりの収入、利用が増える

という見込みがないと、中々民間で自主的に増やすというのは厳しい状況でございます。 

 

■委員 

厚い方の資料 1 ページ 2ページで計画の位置づけ、計画の期間という事で、今石岡市の中

で幾つかの構想計画というのが同時に進行して、特に石岡市りんりんタウン構想だとか、石

岡市観光振興計画だとか、こういうところでも色々なアンケートをとったり色々資料を揃え

たりして更新を出すという時期に来ています。昨日たまたま石岡市観光振興計画のワーキン

グ会議というのがありまして、その中でも非常に膨大なアンケート結果だとかそういう資料

が出されているわけですね。これも業者に頼んでたぶん多額の金がかかっていると思うので

すが、今言いたいのはそれだけの資料だとか、そんなものがここにある様に同時に進行して

石岡の輝きビジョンだとか未来創造プランだとかそういうのを作っていくという事で考えた

時に、せっかくそういう形で出されたアンケートだとかそういう資料の共有化が図られてい

るのかという事と、それは当然見られていると思うのですが、是非ともそういう観光だとか、

そういう昨日の中でも出たのですが、市内八郷に来ての何処に行くかという二次交通の問題

だとか、これからの計画にとって必要な状態になっている。そういう事との関連というのを

是非ともこの公共交通の中でも考えてほしい。それと資料の共有化をせっかくそういう形で

やっているのだから是非とも図って欲しいという要望です。 

 

■会長 

この振興計画の基本方針とか構想とかという施策とか、いつぐらい固まる予定なのでしょ

うか。 

 

■委員 

もうだいたい出す時期にきています。 

 

■会長 

リンクを貼るというか、この計画とそちらを参照しながらという事ももちろん考えるので

すけども、どこの部分を共有すればいいかというのはデータを見せていただいたり、討議論

の内容を見せていただいたりして、事務局と検討したいと思います。 

 

■委員 
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是非とも事務局のそういう所でとった資料だとかそういうのを参考にしながら作っていた

だければと思います。 

 

■委員 

先ほどの林線のお話になってしまうのですが、石岡と柿岡の市街地との幹線交通というこ

とで、八郷総合支所にバス待合環境整備というものが 28ページに記載があると思うのですが、

現在、八郷庁舎の方へ入っているバス本数が尐ないです。どちらかというと八郷庁舎という

よりは八郷中学校への通学の時間帯のみ入っている様な状況でございます。以前ですね、デ

マンド乗合タクシーがまだ八郷と石岡を跨げなかった時代の乗継ポイントは八郷と商工会。

街中ですね内宿のバス停があったり、そちらの方が乗継ポイントいう様な形になっていまし

たので、果たして街中が良いのか総合支所の方が良いのかという所も、もう一度よくご検討

いただいた方がいいのかなと思います。 

それから石岡側ですけど、今、石岡駅まで一部の路線が第一病院を経由して車庫へ運行し

ておりますが、石岡の新庁舎こちらも明日竣工式だと思うですけれども、もしバスの乗り入

れできる様な整備が出来た時にはですね、例えば石岡駅から庁舎まで延ばす様な事も検討し

てみてはいかがかなと思います。私どもの方も今の時点でやれるかどうかというのは分かり

ませんけれど、それなりに需要が見込まれればそういった事もご検討の中に入れてはどうか

なと思います。 

 

■会長 

ちょっと相乗りさせていただいて、こっちの資料で 28番、実は 30番の同様のバス待ち環

境を良くしようというのはほぼ 30番でも意味は同じですね。乗換えをしやすくする様に駐輪

場の方が強調されていますけども、この 2 つは結局、結節点の整備という大きな括りの中で

すから、必ずしもその環境整備は八郷総合支所だけではなくて、あらゆる所で本来はやって

いかなければいけない話だと思うので、一緒にしたらいかがですかね。今ある路線を一生懸

命維持するのが基本的な考え方だとすると、今使っているバス停は皆ターゲットとして整備

していくぞと、そういう様な書きっぷりの方が良いのではないでしょうか。こんな感じでよ

ろしいでしょうか。 

 

■委員 

土浦土木事務所の綿引です。資料作りでの確認なのですけれども、例えば 12ページ。観光

入込客数の推移という事で 2つ目平成 28年におけるということなのですけれども、こういう

年とか、年度とか、今回の資料作りでは年で決めているのか年度で決めているのか、という

のはですね 100 ページの現況の利用者数、H30 と書いてあるのですけど、30 の 948 人とか

410人というのは、いつの時点で整理しているのか聞かせいただきたい。 

 

■事務局 
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和暦と西暦の表記につきましては、平成が来年度で無くなる事から今のところ目安より平

成でやっておりますので平成で書かせていただいておりますが、この後表記の中で見やすい

様に西暦と和暦を並列して書かせていただこうと思っております。 

 

■委員 

そうではなくて、H30 と書かれているのは年度で仕切っているのか年の 12 月までなのか

ということです。 

 

■事務局 

すみません。表記に書いてあるものについては全て年度になっております 

 

■委員 

そうすると 100 ページは H30 と書いてあるので、まだ年度は来てないので 948 人という

のは出ないですよね。 

 

■事務局 

こちらにつきましては、1日でとらせていただいてもう計測の時点が来ておりまして、その

1 日の計測とさせていただいておりましたので、その 1 日の計測日の所を今年度分の指標と

して掲載させていただいているところでございます。 

 

■委員 

そうすると資料は全部年度で仕切っているという事でよろしいですか。 

 

■事務局 

基本的には指標については年度で示させていただいております。 

 

■委員 

その辺り、わかりやすくしていただければと思います。 

 

■事務局 

はい。わかりました。 

 

■委員 

2 点ほど確認したいのですが、資料 89 ページ、重点事業の乗合タクシーの見直しの件です

けども、予約システムの改善というものがありますけど、確かに何回電話しても繋がらない

という苦情が年中来てるのは重々承知していますが、その下に岩手県のあねっこバス予約シ

ステムがありますけど、具体的にどの様な内容なのかを参考までに教えていただきたい。 
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お断り件数は乗継が無くなってから非常に増えている。このお断り件数をほぼゼロにする為

にはどのくらい車両を用意すればよいのか、あるいは受付のオペレーターの数を増やせばど

のくらいの数で対応出来るかというシミュレーションを出来るかどうか、もちろんそれにか

かる予算がどのくらいかかるかについても、シミュレーションをしていただければ有難いな

という事をお聞きいたします。 

 

■事務局 

あねっこバスにつきましては、協賛、協力施設によります予約代行サービスという所で、お

客様が直接お電話する訳ではなくて、お買い物先もしくは用を足している先の施設から代わ

りにお電話するという事になっております。そこで予約を受けるという形ではなくて、そこ

の従業員の方が代わりに予約をしてあげるという所の予約代行サービスとなっております。 

どれぐらいの車両が用意できればという事につきましては、申し訳ありませんが、お断り件

数を全ていたすところの車両のところの試算について、現状試算している所がございません

ので、数値が出せない所でございます。申し訳ございません。 

 

■委員 

あねっこはここの協力店からオペレーターに代わりに電話するという形なのでしょうか。 

 

■事務局 

そのとおりです。石岡市の乗合タクシーにつきましても、大きな病院等につきましては、以

前予約の代行と言いますか、お電話をしていただく様なお願いの通知をしておりますので、

病院さんによっては乗合タクシーの申し込みを病院の方でやっていただけている施設もある

ところでございます。 

 

■委員 

そうすると、本人がするか、代わりにやってくれるかの話であって、予約の改善には繋がら

ないのですね。 

 

■事務局 

あくまで、予約は運行している所で、一か所で受けているという形になります。 

 

■委員 

わかりました。ありがとうございます。 

 

■会長 

作業協力をしていただいているコンサルタントの方がもしそういう予約システム改善でど

れくらいこの予約を断りが無くなるかというシミュレーションをしてくれと言われたら、コ
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ンサルタントとしては幾らで仕事をお引き受けされますか。 

 

■委託業者 

即答で幾らというのはもちろん出ないです。どういった検討内容になっていくのか、どこ

まで行くのかということで変わってきますので。 

 

■会長 

無茶な質問してすみません。わかりました。 

うちの研究室で昔、つくば市のつくバスのお断りデータをいただいて、シミュレーション

を試みた事があります。ただ、オペレーターさんの方で記録している情報が断ったという事

実しかないのですね。断った内容が、実は同じ時間帯に既に車が埋まっていて、その人を乗

せると遠回りになってしまうとか、要は逆方向のお客さんが次に来たとしても上手く乗せら

れないとか、こういう事で諦めていただいているということなのですけども。その内容を書

き留めるほど暇じゃない。次から次へと予約の電話がかかってくるので、断ったという記録

はしているのだけれども、実際どういう動きをする人が断られたかという情報が無かったも

のですから、シミュレーションは中々難しい状況になっていました。計算は何とかしました

けれども、その精度を問われるとこういった皆さんの政策判断に耐えうる様なデータを取ろ

うとすると、1 年、予約センターに誰か張り付いてどんなお断りをしていたかとデータを取

っていかないとうまくシミュレーションは出来ないかなと私は思っています。すぐに答えが

出るという問題ではなさそうです。今伺った質問に対して私から答えるとするとそういう答

えです。 

 

■委員 

乗合タクシーは現在何台運行しているのかと、一台あたりの補助はどのくらい出している

のですか。 

 

■事務局 

乗合いタクシー、今、石岡市内で 9台一日走っております。 

補助金額につきましては、乗らなかった時というのがちょっとお答えが正しいか分からな

いのですけれども、冊子の 34ページをご覧ください。こちらが乗合タクシーの補助金を利用

者で除したものになります。毎年 5600 万~5700 万程度の補助金を社会福祉協議会さんに乗

合タクシーの分の補助金代として出しておりまして、そちらをお一人あたりで割った時に石

岡市としましては、お一人の輸送について自治体負担金としまして約 1500 円のお一人あた

り運ぶ事に対しての税金があたっている形になっています。 

 

■委員 

極端な話、全然乗らないとしたならば、一人も乗りませんでしたという事になったらその
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乗らないタクシーにどのくらいの補償を出すのか。 

 

■事務局 

乗っても乗らなくても一日の借り上げ料というのが運行事業者であります。タクシー業者

さんと決まっておりまして、21600円が一日の車両借り上げ料になっております。 

 

■委員 

これは土日を除いた平日ですか。 

 

■事務局 

はい。土日を除いた平日のみの運行になっております。 

 

■会長 

今の数字で、要は 9台を 1年間 6500万で借り上げているという事でよろしいですよね。 

 

■事務局 

そうですね、6500万の中にシステムのリース料だったりオペレーターさんの人件費だった

り、そういうところも含まれておりますので全てではないのですが、大きいところが車両の

借り上げ料になっておりますので、ほぼそちらで補助金が割を食っているところでございま

す。 

 

■会長 

赤字は誰が負担したのですか。去年は 77万円のところですね。 

 

■事務局 

昨年度につきましては、本来であれば補助金の中で全て運行実施していただくところでご

ざいましたが、最終的にこちらについては費用の増加というよりも利用者の減に伴う収入の

減尐によって赤字になってしまったところでございまして、そちらを読み切れなかったとこ

ろがございまして、申し訳ないのですが、前年度につきましては社会福祉協議会様の方に赤

字の部分は負担していただいた形になっております。 

 

■委員 

石岡でも福祉券を出していますよね。タクシーの福祉券。 

 

■事務局 

はい。社会福祉課の方で出しています。 

 



11 

 

■委員 

これは年間いくら位出しているのですか。 

 

■事務局 

そちらの細かい数字については今持ち合わせてないので申し訳ございません。 

 

■委員 

人数的にも分からないですよね、だいたい何人分ぐらいの人に福祉券を発行しているか。 

 

■事務局 

そうですね、申し訳ありません。今、社会福祉課のタクシー補助金については数値を持ち

合わせておりません。申し訳ございません。 

 

■委員 

福祉券と乗合いタクシーの補助、金額的には乗合いタクシーの方が大きいですよね、かな

りね。 

 

■会長 

・最初の委員さんのご指摘の 10番のスライドで、実は今のところとすごく関連するのですけ

ども、一般タクシーで対応した経費 8100 万円というこの数字。この算出根拠は逆に言う

と分からなくなってきちゃったかな。要は乗合いタクシーでやっていくべきが、そのまん

まタクシーになったらいくらになったっていうのも想定して 8000 万ぐらいでしょうと、

それを市が全部負担したらどうなります、あるいは一部を。今のお話しでいうと、8100万

円に対して市は 5600 万円しか出しませんよと。残りは割引価格としての運賃を払った人

が負担すれば良いとそういう計算になるはずですよね。そこまで書かないと、実はここよ

く分からないかなあと思います。左側もそうで、左側の数字も 6500 万と書いてあります

けど市の負担は 5600万ということですかね。 

 

■委員 

乗りたい時間に乗れないというのはデマンドと一般タクシーの違いで、それを両方上手に

併用して行くには福祉券の枚数の発行ですよね。どれくらい出すかというのは。 

小美玉もそうですが、現在小美玉で 24枚、年間一人出していますけど、やっぱりそれは実

際に利用者からしたら足りない。その他に巡回バスが 4 台小美玉で走っています。こんなこ

と言うのは失礼ですが、この 4 台のバスはほとんど空気を運んでいる様な状態。それならば

福祉券を出したらいいだろうと私は話している。4500 万ぐらい小美玉市で使っている年間。

利用者が巡回バスを過疎地域の人数、1 コースどれくらい乗るかというと、乗らない所 1 コ

ース 1 人か 2 人、ぐるっと一回りして。それでも現在やっていますけど、市としては大変で
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すよね。だいたい 100人以上乗る計算で最初始まったが実際には乗ってない。お客さんから

すれば福祉券を出してもらった方がバス停まで行かないで済む、ドアツードアで家まで来て

もらえる。というのが現状です。だから、やり方をよく考えないとお金ばかり使って、予算

いくらでもある訳ではないでしょうから、その辺もうちょっと考えてもらった方がいいと思

います。 

 

■会長 

そうですね。県内で乗合いタクシーで上手くいっている所が実はない。今のお話をもっと

具体的にいうと、病院に行きます、行きは時間が読めるから乗合いタクシーで行くが、帰り

はいつ治療が終わるか分からないので乗合いタクシー使えません。だったら初めから無理し

て車で行きます。こういう風な事が本当に起こってしまっているので、上手く帰りもサポー

トできる様な方法があった方がいいという事ですね。 

今回の計画中身の書きっぷりは、これから検討して乗合いタクシーをもっといいものにし

ていく、見直ししますと書かれています。どういうスタイルの乗合タクシーになるのか、皆

さんの乗りやすいタクシーになっていく事を後 2 年で検討していく。こういう事でございま

す。 

 

■委員 

利用促進についてですけども、色々ＪＲと連携したりとか観光の面が触れられているので

すが、茨城空港について尐し触れられてはいたのですが、私 BRT沿線に住んでいるので時々

バスに乗るのですが、空港行きバスに乗ると平日夕方だとだいたいサラリーマンの方が 1 人

スーツケースを持っていて、これは茨城空港に向かう便だなあとか、休日に乗りますと日本

語を話していない方が 3、4人グループで利用されている姿を見るのですが、それでもやはり

東京からの直通バスには大変敵っていないのですが、その辺の利用促進、ＰＲとか。確か早

朝便が今まで石岡から直通無かったのがダイヤ改正で一番早い便も関鉄さんの努力のお陰で

直通便が出たと思うのですが、そういう空港までの石岡駅が結節点なのだということの内容

に触れられていないと、利便性の高さについてやはり利用促進を図って行かなければいけな

いと思うので、もう尐し記載があっても良いのかなと感じました。 

 

■会長 

ベトナム便はもう始まったのでしたっけ。ベトナムから大学院生が 10名ほど筑波大にこの

3 ヶ月ほど滞在していまして、県庁でチラシを見た時にこれは安い。これは絶対に使えると

喜んでいましたけど、よく見るとホーチミンだった。彼らはハノイだったのでちょっと遠い

かなと話していました。今朝彼らは無事に帰って行きました。毎年 10人程度、筑波大で受け

入れるという事のインターンシップをやっています。ホーチミン便と、うまくいけばハノイ

便も動きが出てくるのですが、ハノイ便がくるとそういった使い方としての良いアクセスで

すね。空港アクセスの問題というのは内心気になるところではあります。まさにおっしゃる
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ところですが、もう尐し協調したお話は入れていただいた方がいいかなと思います。 

その他、いかがでしょうか。そうしますと、スライドの最後 41 ページをご覧いただいて、

本日が第 4回という事で、丁度マークが 12月下旬の方に示してあります。その下がこの会議

の第 5 回計画案承認という事を 2月中旬のいずれかに開催するという事まで決まっておりま

す。今日いただいたご意見を対応し修正を加えた上で、1 月に入りますとパブリックコメン

トという事で後程詳しく説明していただきたいのですが、市民の皆さんに見ていただいてご

意見をいただく。市によって閲覧期間を 3 週間とらなくてはいけないところがあったりする

のですが、石岡市さんはどんなスタイルでパブリックコメントをなさるか、ご説明いただけ

ればと思います。パブリックコメントが終わって意見を集約した後に、また皆さんに集まっ

ていただいて最終案をご承認いただければと。こういう段取りになります。 

パブリックコメントはどんなスタイルでなさるのでしょうか。住民説明会と合わせてご説

明いただければと思います。 

 

■事務局 

パブリックコメントについては、本日ご提案させていただきました素案を基に 2 週間閲覧

期間を最低でも取る事になっておりますので、その様な形でパブリックコメントをさせてい

ただく予定になっております。また、住民説明会につきましては 1月 22日と 23日に開催予

定となっております。こちらは、先ほどから出ていました立地適正化計画と合わせて、コン

パクトシティプラスネットワークの部分を合わせて住民説明をさせていただこうと思ってお

ります。1 月 22 日が石岡、1 月 23 日が八郷の方を対象に住民説明会を実施する予定でござ

います。 

 

■会長 

パブリックコメントの意見聴取の仕方はインターネットだけですか。 

 

■事務局 

パブリックコメントにつきましては、閲覧をしていただいた上で、ネット等での回答、ま

た直接ご意見をいただく形、また郵送でいただく方もいますので、いろんな形でご意見をい

ただいた上で、今後の素案と言いますか、今回出させていただいた所へのご意見をいただき

たいと伺っております。 

 

■会長 

はい、ありがとうございます。こういった形で時間的な問題もありますので、今日いただ

いた意見がしっかり反映されたかどうかは私にご一認いただいて、修正案をパブリックコメ

ントに公開して行きたいと思っております。それでよろしいでしょうか。はい、ご意見無さ

そうなので、ご承認いただいたと思いますので、以降、そういう風に対応させていただきた

いと思います。 
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最後にご意見あれば伺います。よろしいですね。それでは、以上をもちまして、議事を終

了したいと思います。活発なご意見、ありがとうございました。司会の任を解かせていただ

きます。事務局に戻したいと思います。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 4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。 

 

 


