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議   事   録 

 

１ 名称 

平成 30年度 第 5回 石岡市公共交通政策会議 

 

２ 開催日時 

平成 31年 2月 19日（火） 午後 1時 30分～2時 20分 

 

３ 開催場所 

石岡市役所 2階 201会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

小倉委員，諸岡委員，菱沼委員，武熊委員，中村委員，長津委員， 

上田委員，綿引委員，青柳委員，前田委員，佐竹委員，岡本委員， 

村上委員，仲川委員，鎌田委員，木下委員，青木委員 

（代理の者） 

長井 正毅（市長公室） 

岡崎 一裕（茨城県政策企画部） 

（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） 

鈴木 孝昌（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，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 

○岡本会長挨拶 

○出席者数が定足数に達していることを報告（委員 28名中 17名出席） 

 

（2）議事 

○岡本会長が議事進行。 

・議事録署名委員として，中村委員，青柳委員を指名。 

○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 

■事務局 

それでは，事務局より石岡市地域公共交通網形成計画の策定についてご説明いたします。

本日の内容ですが，まず住民説明会・パブリックコメントの実施結果についてご説明いたし

ます。次に，計画（案）について前回会議資料からの修正・更新点についてご説明いたしま

す。 

 住民説明会・パブリックコメントの実施結果についてです。実施にいたる経緯としては，

前回の石岡市公共交通政策会議で審議しました内容を石岡市地域公共交通網形成計画（素案）

として取りまとめを行い，1 月 22 に石岡地区，1 月 23 日に八郷地区で住民説明会を実施い

たしました。また，パブリックコメントに関しても，広報・HP で告知し，2 月 1 日から 2

月 14日の期間で募集いたしました。 

 次に住民説明会の実施概要についてです。石岡地区は石岡市役所本庁で，八郷地区は八郷

総合支所でそれぞれ表記のとおり住民説明会を実施いたしました。次に質疑応答の内容です。

石岡地区では，まず，「路線バスは人が乗っていないが，バス会社は収支がとれているのか」

というご質問がございました。事務局からは，バス会社様に自主運行をしていただいており，

補助等の措置を行っていないので，路線バスを運行している関鉄グリーンバス全体では採算

がとれていると判断していると回答いたしました。 

 次に，「路線を減らすということはないのですか」というご質問がございました。これにつ

いては，市からは極力路線・本数を減らさないで頂きたいとお願いをしていますが，最終的

な決定権はバス会社様にあると説明いたしました。 

 次に，「事業『柿岡市街地を結ぶバス路線の機能強化』で石岡駅前と柿岡方面を繋ぐ林線の

強化が考えられているが，村上六軒線からケーズデンキなどが集積する商業施設の辺りを軸

として通したらいいのではないか」というご意見がございました。事務局からは，今後新し

い道路や集落，立ち寄る場所があれば，従来の路線運行の目的を達成できる範囲で，路線を

新たに引き直すことはあるので，その都度交通事業者と連携を取りながら検討していくと回

答いたしました。 

 次に八郷地区についてですが，こちらは特にご意見等はございませんでした。 
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 次にパブリックコメントの結果概要についてです。受付期間は 2 月 1 日から 2 月 14 日ま

での 2 週間で，素案の公表は石岡市 HP，市役所本庁，八郷総合支所で行いました。提出方

法は，市役所窓口，郵送，FAX，電子メールといたしましたが，提出意見は 0件でした。 

 次に，前回会議資料からの修正・更新点についてです。まず委員の方からのご指摘として，

「掲載された数値に年・年度の表記が無いため，数値の時点がわからない」とのご指摘がご

ざいました。対応案としては，年・年度を和暦・西暦と合わせて表記を追記いたしました。 

 2 番目に，「計画目標では，『中心拠点と柿岡市街地を結ぶバス路線』について，利用者数

を現況から 20％強増加とする一方で，運行本数は 36％以上の増加となっており，整合がと

れていない」とのご指摘がございました。対応案としては，冊子の P99に記載しております

とおり，利用者数の目標値は，運行本数の目標値と整合させ，現況から 36％増となる「558

人/日」に見直します。運行本数は，立地適正化計画との整合性を勘案し，基幹的公共交通路

線として国において定義されている「60本/日」を目標とする原案から変更はいたしません。 

 3 番目に，「『中心拠点と柿岡市街地を結ぶバス路線』について，運行本数の増加によって

利用者数を増やすことを目標とするのであれば，行政の方も費用負担を覚悟せざるを得ない」

というご指摘やバス会社様からは「運行本数を自主的に増やすというのは厳しい状況である」

とのご意見がございました。対応案としては，冊子の P87に記載しております様に，原案の

とおり実施主体として「石岡市，バス事業者」と記載するほか，「交通事業者と連携して，サ

ービス水準向上等を検討する旨」を追記いたします。 

 4番目に，「利便性の高い空港連絡バスについて，利用促進を図っていくための記載がもう

少しあっても良い」とのご指摘がございました。対応案としては，冊子の P88に記載してお

りますとおり，事業名に「茨城空港」を追記することで強調いたします。また茨城空港との

配置関係がわかる位置図を追加いたします。さらに本文中に「茨城空港へのアクセス路線と

しての更なる普及」の追記をいたします。 

 5番目に，「事業『八郷総合支所におけるバス待合環境の整備』と『バス停付近の利用環境

整備の推進』は統合してはどうか」とのご指摘がございました。対応案としては，冊子の P93

に記載しております様に，ご指摘のとおり 2つの事業を統合し，「バス停付近の利用環境整備

の推進」に一本化いたします。 

 6番目に，「策定中の石岡市りんりんタウン構想や石岡市観光振興計画との関連をこの公共

交通の中でも考えてほしい」とのご指摘がございました。対応案としては，冊子の P65・92

に記載しておりますとおり，観光振興計画（素案）がとりまとまったことを受けて，上位・

関連計画として計画概要を追記いたします。具体的な方向性は示されていないことから，本

計画の中では「振興計画と連携を図る旨」のみを記載いたします。 

 次に，「石岡市ではタクシー福祉助成券を年間どれ位発行しているのか」というご質問がご

ざいました。石岡市では，「石岡市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成」の制度がござ

います。助成の対象は医療機関等への往復に要するタクシー料金で，1 回の乗車につき初乗

り運賃相当額を助成いたします。平成 29 年度の実績は交付数が 191 人，207 冊となってお

ります。使用数は 2,267枚で全体の半分程度が使用されております。 
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 次に，最新の統計データが公表されたことに伴い，次に示すとおり計画目標を変更いたし

ます。高齢者の運転免許証返納件数について冊子の P100 に記載しておりますとおり，原案

の 2016年の 98件から 2017年の 151件に変更いたします。これにより目標値も増加数が変

わることから，188件から 318件に変更となります。 

 最後に目標の見直しについてです。公共交通に対する市民の満足度について冊子の P99に

記載しておりますとおり，現況の数値を2017年の2.77から2018年の 2.71変更いたします。

また目標値に関して，調査結果の平均は 2.9 ですが，5 点満点中の中位水準である 3 点を目

標値といたします。 

冊子の計画案Ｐ８５をご覧ください。 

 ここにつきましては，前回までの素案では事業名を常磐線の利便性向上とし，常磐線に関

する団体の要望活動を継続していくとの記載でした。 

 計画書への意見の中で，ＴＸの延伸の要望活動も入れてはどうかというものがありました。

ＴＸのつくばからの延伸は，なかなか実現性が厳しいと考えます。反面，石岡の公共交通と

してメリットがあるのであれば，まず声を上げていく必要性も考えられます。この点に関し

ましては，今回の会議で初めて掲載させていただきましたので，委員の皆様にご検討いただ

きお諮りしたいところです。 

 続きまして，資料２－２資料編です。資料編をおめくりいただき，目次をご覧ください。

資料編には本会議の設置に関する条例，委員名簿，計画査定の経過，各種アンケート・ヒア

リングの調査結果が網羅してあります。アンケートやヒアリング調査の主だった結果につい

ては本編計画に反映してあります。資料編は，回答いただいた貴重な意見として，今後の施

策実施について参考にしていきます。後ほどご確認ください。 

 続いて，資料２－３石岡市地域公共交通網形成計画の概要版です。計画の策定に伴い，計

画書をコンパクトにまとめた概要版を作成いたします。承認いただきました計画から内容を

抜粋し作成して，計画の周知に活用いたします。配布した物はイメージになります。 

 最後に今後の予定になります。計画策定に係る会議は本日をもって終了いたします。承認

いただきました計画を年度内に計画書として製本し，皆さんに周知いたします。来年度以降

は，事業の進捗を報告させていただく会議を年度内に２，３回開催する予定です。委員の皆

様の任期は２年となっておりますので，次年度以降もご協力いただきますようお願いいたし

ます。なお，平成３１年度の初回の会議は７月中旬を予定しています。 

事務局からの説明は以上になります。 

■会長 

ありがとうございました。修正ポイントにつきましては，だいたい 10個でしょうか。資料

1の方では 9つ印刷されていて，最後にページ 85の TX延伸の項目を付け加えたということ

で 10か所，修正を施されました。まずこの 10か所についてご質問コメントをいただければ

と思います。 

■委員 

直接計画の方には反映されてないのですが，資料 1の 14ページのところでタクシーの助成
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券があるのですが，1 冊 25 枚という部分は確か 24 枚だったというところがあります。その

点だけがもしかすると違うかもしれません。 

■会長 

確認して最終的には，もし間違っているなら訂正していただいて。 

■事務局 

はい。申し訳ありません。確認させていただきます。 

■委員 

住民説明会の 1日目石岡地区，2日目八郷地区，それぞれ何人ぐらい参加したのですか。 

■事務局 

1 月 22 日 23 日，立地適正化計画とともに住民説明会を実施させていただきました。初日

の石岡地区は市民の方の参加は 2 名でございました。2 日目の八郷地区は 3 名でございまし

た。 

■委員 

素案と比べてあまり変わっていないと思ったのですが，19ページをご覧いただきたいので

すが。一番下の利用状況。それを読んでくると上が石岡を通過する高速バスのデータが色々

並んでいますが，利用状況がどう見ても全国的な利用状況ではないかと思います。データが

あれば差し替えてほしいし，載せるのであれば全国的にはこうなっているよと，注釈でも加

えていただいた方が間違いないのかなと思います。次に 21ページ，市内路線バスネットワー

ク。色分けで出ているのですが，次の図面になると，か細い線で色分けてどの線だかわかる

事はわかりますが，空白があるから，例えば総合支所とか小学校を図面に入れていただいた

方が分かりやすい。これ載っているのはＪＲの駅だけですね。そういうところは見た方もよ

く分かるのではないかと思って，そこを指摘させていただきます。それと 87ページのバス路

線の時刻表，多分どこか取り違いをしているのではないかと思います。もし間に合うのであ

れば確認して下さい。石岡駅西口発と柿岡駅の車庫発の時間が逆になっているのではないか

と思いますので，その点よろしくお願いいたします。以上です。 

■事務局 

先ほどのタクシー助成券は 24枚つづりでした。修正させていただきたいと思います。申し

訳ございませんでした。続きまして，19ページの利用状況につきましては，水戸線も運営会

社が一つではないことから総合的な水戸線のみの利用状況を把握する事がこちらで出来かね

たという事がございます。ご心配がありましたとおり，こちらが全国的な数字であるという

事を注釈で伝えさせていただきたいと思います。続きまして，21ページのところです。バス

路線の図については，支所，本庁ですとか目安になる様な大きな公共施設につきましては記

載を入れさせていただきたいと思います。続きまして，最後のところです。石岡駅と柿岡車

庫行きの時刻表につきましては申し訳ございません。 

■委員 

関鉄グリーンバスでございます。ご指摘ありがとうございます。石岡駅西口発の始発 6：

45，終発 19：50，柿岡車庫発の始発 6：05，終発 19：00でございます。訂正お願いします。 
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■事務局 

申し訳ありませんでした。計画書の方，先ほど長津委員から指摘ありました時間に修正を

させていただきます。申し訳ございませんでした。 

■会長 

詳細に目を通していただいてありがとうございました。その他，いかがでしょうか。 

私の方から 2点ほど。資料 1の 13ページ。本体資料 2-1の 65ページ。りんりんタウン構

想と観光振興計画がそれぞれ策定中という言葉で掲載されています。策定中にもかかわらず

すごく具体的な数字もあがっているので，最終的にはこの数字変わってくる可能性もあるな

と思いながら載せるのもどうかと。今資料が手元に 2 月に日付がついていますが，最終的に

はこの計画は 2 月で出すのでしょうか。もし 3月で出してよくて，策定中が外れることがで

きるのであればその方が良いような気がします。いかがでしょうか。 

■委員 

りんりんタウン構想につきましては 3月の策定となっております。 

■事務局 

今日の会議での案では 2 月にさせていただいてはいるのですが，最終的にりんりんタウン

構想と観光振興計画ときちんとしたものを表記する上で，多少待ってずらして合わせていき

たいと思います。 

■委員 

観光振興の方も同じく 3 月ですが，ここに出ている数字的な事についてはほとんど変わら

ないと思います。 

■会長 

もう 1点は，今日つけ加えられた 85ページのＴＸ。先日県さんから詳しく解説いただいた

のですが，個人的な意見を申しあげるのを許していただけるのであれば，あまり実現性のな

い事をここに書くというのはやめた方がいいと思っています。それによって市役所の職員の

人たちが振り回されるような事があってはならないと思っていますので，ここには入れたく

ないというのが私自身の意見であります。事務局は入れるという案を出されていますが，私

は削除するべきだと思っています。いかがでしょうか。 

■事務局 

冊子案の 58ページをご覧ください。こちらに上位関連計画の記載がございまして，みらい

創造プランの中の基本施策，公共交通機関の充実，長期の将来像の中に，新たな地域づくり

のためつくばエクスプレスの茨城空港までの延伸を目指しますという計画が市の計画に盛り

込まれております。記載はいただいておりますが，岡本会長からもありましたとおり，載せ

ないからやらないという事ではありませんので，今回の計画の中身としてＴＸの延伸を記載

していいかどうかを委員の皆さまでご判断をしていただければと思います。 

■会長 

網形成計画というのはいろんなところで 3 年も前からつくっているところもあるし，そろ

そろ 5 年ぐらいで書き換えるのではないかとか，こういう計画というのはある程度，時がた
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てば見直しをするもの。このお話はまだ期は熟してないというか，何ら動きがあるわけでも

ない。書いてしまうと時間もとられてしまう，コストもかかってしまう。 

■委員 

この件に関しましては，議会の方で同盟会をつくっておりまして，その中でようやくこの

ように延伸を目指すというところの形で今少しずつ動いている状況もありますので，私の個

人的な意見を言わせていただければ，この表現を延伸とは書かないで，延伸を目指すとか，

今後できるような形の表現をして表記していっても良いかなと個人的に思っております。要

望内容で上手い表現が出来ればいいなと思っております。将来的な構想とか，可能性とか。 

■委員 

議会としても基本的にその方向で頑張ろう，盛り立てていかなければいけないところと，

上位計画で記載されているものを全く無視することをできなかったのかなというのを考えま

すと，地域公共交通網形成計画これも現時点での計画だと思いますので，例えば見直すとい

うこともありますし，現時点ではある程度石岡市の将来構想がここに少し入っていても私は

構わないのかなという気もいたします。会長がおっしゃる事は現場型の職員さんとしてはあ

りがたい言葉なのかなと思いながら，議会としても個別に気運が醸成されていないのではな

いかという中で，いろんなところで皆さまに議論していただくにはいろんな所に記載されて

いる方がいいのかなという風に感じております。 

■会長 

部長さんからご指摘いただきましたので，延伸の可能性を探るという様な書き方で残すと

いう事でよろしいでしょうか。ちょっと枠をはみ出てしまうのであれば，つくばエクスプレ

スとフルで書かなくてもＴＸでもいいですが，可能性という言葉を入れて下さい。 

■委員 

37 ページの利用状況。ここでは全体的にプラス傾向ということが出ているのですが，30

年の結果が出て，30年は下がっている。具体的に言えば 333ぐらいだったかな。そのぐらい

の数で出ているのでそれぐらい載せてもいいのかなと。なんとしても載せろという意味でな

ない。現状としてはそういう数値が出ていますよという事で載せてもいいのかなと思いまし

た。 

■会長 

ありがとうございました。333 と今おっしゃった，ずいぶんと下がりましたね。観光振興

計画の方ではどのような議論になっているのでしょうか。 

■委員 

観光振興計画では，ぐるりんについてどうするかという事の細かい論議はしていないが，

ただ全体の数字の部分を考えたときに，告知うんぬんの問題ではなくて，観光バスが出てい

るという事を目立たせるだとか，駅，停車場にどういう工夫をつけるだとかそういう様なこ

とにについて協会としてもっと論議を深めよう論議をしているのが現状です。 

■会長 

初回の時に申し上げたかもしれませんけども，降りて使って色んな所をめぐる人達のスケ
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ジュールを考えたダイヤを組むかですね。どこかの施設から出てきて 30分後に出てきたら次

が来るような。ちょうど滞在時間とその乗り降りの時間がマッチするような。ちょっとずら

し方が大事かなと思います。 

■委員 

89 ページの重点事業の乗合いタクシーの見直し。自分も担当しているのでわかりますが，

予約がとりづらいというアンケートから，予約システムの改善という話しが出てきたわけで

すけれども，システムの改善ですがどういう事を想定できるのかなとアバウトでもいいです

し，どういう事を想定しての話かなと。説明していただければと思います。 

■事務局 

予約システムの改善につきましては，オペレーターの方に直接電話やＦＡＸをしていただ

いて，直接人とお話をして予約をとっていただく。その結果，例えば営業が集中する時間に

ついては電話がつながりづらいですとか，話し中ですとかそういう様なところもいただいて

いるところがございます。市役所の方に視察していただいた団体からは，例えばアプリを入

れてはどうか，乗っている方がご高齢の方なので，どこまで普及できるのか，すぐに活動で

きるかはわからないが，そのようにご自分一人で予約が完結できるようなかたちで予約をと

っていただける方法も一つだと考えています。具体的にはその他どのような手段が取り入れ

る事ができるかは現在検討しているところはございますが，そのようなご相談をいただいて

いる業者さまもおられますので，中々予約がとれないというような苦情が少なくなる様に市

役所としても社会福祉協会様と連携しながら予約の改善に努めていきたいと考えています。 

■委員 

ありがとうございました。ただ，台数も 9 台と限定されているので，はたして予約システ

ムを改善したからといってニーズに応えられるかどうかは未知数ですが，改善をお願いした

いと思います。ありがとうございました。 

■会長 

補足させていただきますと，県内の乗合タクシーシステムというのが往々にして上手くい

ってないというのが現状で，どうしても利用客の固定化をしてしまっているとか，あるいは

本来のニーズに応えきれていないというのが本題なのかというふうに思っております。よく

言われるのが，予約して病院まで行けるが病院で何時間かかるかわからないから帰りが予約

できない。そう考えると初めからお嫁さんの車に乗せていただくとか，自分で運転して行く

とか，こういう話になってしまうので，本当に求められているサービスとは何だろうという

ところからもう一度見つめ直すところから乗合型サービスというのが考え直した方がいいの

ではと思っています。たまたま大学のシステムのデータを拝見したことがあるのですが，同

じ時間帯に要望はあるがそれぞれの要望が 180度違うのでそうすると結局マッチングできな

いという事になりますので。そういった状況とか市内のタクシー台数。石岡市さんはまだ心

配しなくてもいいのかもしれないですけど，ある市ではタクシーが二ケタないという市もご

ざいますので，そういったところが乗合タクシーシステム導入というのもあきらめていて，

福祉券というかタクシー割引券そちらで対応しようという様なことになったという事もあり
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ます。ご指摘の 89ページ，一番下の案には検討も 5年間続けながら順次実施しながらで色々

改善方法についてじっくり取り組んでいくという姿勢を絵で表されておりますので，委員の

皆さまには色々いいアイデアを頂戴することになろうかと思いますのでどうかよろしくお願

いいたします。 

その他，いかがでしょうか。欠席された委員からは何か。 

■事務局 

特にないです。 

■会長 

それでは，いくつか修正ポイントあがりましたけれども，基本的には今日いただいたご意

見で修正させていただいて，最終的に石岡市地域公共交通網形成計画として発表するという

事でご異議ございませんでしょうか。なしということでありがとうございました。事務局に

は早急に修正作業をしていただいて，最終版を委員の皆さまに届けていただければと思いま

す。それでは，司会の任を解かせていただいて，司会を事務局にお返しいたします。本当に

皆さんご協力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。以上をもちまして，平成 30年度第 5回石岡市公共交通政策

会議を閉会させていただきます。委員の皆さま，本日はありがとうございました。 


