
第１０回 北茨城市地域公共交通会議 会議録 

会議の名称 第１０回 北茨城市地域公共交通会議 

開催日時 平成２６年２月１３日（木）午前１０時３０分から午前１１時３０分 

開催場所 北茨城市役所 ２階庁議室 

出席者 別紙１のとおり 

会議の議題

および会議

の内容 

会議の成立について 

委員１８人中、代理を含め１３人が出席しているので、会議設置要綱の規定に基づき、本

会議が成立したことを事務局より報告 

会長挨拶 

 皆様、年度末の大変お忙しいなかお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

本日、１０回目の会議となりますが議題といたしまして、「新北茨城市巡回バスのコー

ス」につきましては今までたくさんの方からご意見をいただき、事務局の方で計画を作成

したということで、４月の運行を前に取りまとめた計画を皆様にお知らせし、説明もさせ

ていただいてご審議をいただければと思います。 

また、日立電鉄さんで運行されている路線バスの廃止についてもご審議を賜れればと思

います。 

本日も活発なご意見をいただきますよう、心からお願いを申しあげまして挨拶にかえさ

せていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の方に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

議題 市巡回バスの運行計画、日立電鉄運行路線の廃止について 

○現在の市巡回バスについて 

   ・主に北部、中部、南部地域の３地域で市内・地域巡回バスを運行している。 

  

 ○市内・地域巡回バスの運行内容について 

   ・曜日によって運行路線や時間が異なっている。 

     →新巡回バス改善のポイント 

       毎日同時間・同路線を運行する 

 

○新巡回バスの運行路線について 

  大津線、華川線、磯原線、石岡線、中郷線の５路線を運行 

    旧巡回バス   新巡回バス 

北部地域 →  大津線 

     中部地域 →  華川線、磯原線 

     南部地域 →  石岡線、中郷線 

 

 



○平成２６年３月３１日をもって廃止となる民間バス（日立電鉄運行）について 

  ・南中郷～常磐炭鉱、磯原駅～常磐炭鉱 線 

→市の補助金も充て、運行している 

     利用者少なく、市巡回バスで補完できるため、廃止やむなし 

  

・磯原駅～高萩協同病院 線 

    →利用者少なく、市巡回バスでも一部補完するため、廃止やむなし 

 

・磯原駅～市役所 線 

    →利用者少なく、市巡回バスで補完できるため、廃止やむなし 

 

○新巡回バスの運行時刻について 

  朝夕、現在バスを利用して登校している小学生の通学時間帯を考慮 

  駅での乗り継ぎを容易にし、南北の移動しやすさを考慮 

 

  ①大津港線 

   旧巡回バス   新巡回バス 

    ４往復  →  ４往復と３／４ 

  ②華川線 

   旧巡回バス   新巡回バス 

    ６往復  →  ８往復 

   ③磯原線 

   旧巡回バス   新巡回バス 

     ６往復  →  ８往復 

   ④石岡線 

    電鉄路線バス  新巡回バス 

     ４往復  →  ２．５往復 

   ⑤中郷線（磯原駅～南中郷駅）    （南中郷駅～石岡スポーツ広場前） 

    電鉄路線バス  新巡回バス      電鉄路線バス  新巡回バス 

４往復  →  ２．５往復      ４往復  →  ２．５往復 

 

 ○バス停留所について 

   フリー乗降区間を拡大 

    →ときわ団地入口～石岡スポーツ広場前 

     希望ヶ丘団地入口～石岡スポーツ広場前 

 

 ○運行日、運賃について 

   運行日…土日、祝祭日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く毎日 



   運賃…１路線１００円 

       ※無料で乗車できる利用者 

        ①未就学児（６歳未満） 

②身体障害者、療育、精神保健福祉手帳の所持者 

  （乗車の際に運転手に提示をした場合） 

 

 ○バスの台数、大きさについて 

   台数 

大津線：１台、華川線：１台、磯原線：１台、石岡・中郷線：１台 計４台 

大きさ 

  ２９人以上の大型車から２９人以下の小型車に変更 

   ※利用者が２９人以上になることがないため 

 

 ○利用人員の予測について 

   ・現在の市巡回バス（地域・市内合せて）の年間利用者数（平成２４年度実績） 

     ５１，７２０人 これをＡとする 

   ・運行距離 

     １３７，０７８km（年間：新巡回バス 推定）これをＢとする 

     １２０，２３２km（年間：既存巡回バス 実績）これをＣとする 

   ・推定利用人員（運行距離から） 

     ５８，９６０人／年（算出式 Ａ×Ｂ/Ｃ） 

 

 ○民間路線バスの退出と新巡回バスの運行開始の時期について 

   民間路線バスの退出…平成２６年３月３１日予定 

   新巡回バスの運行開始…平成２６年４月１日予定 

 

 ○民間路線バスとの役割分担 

   南中郷駅～グリーンヒル中郷間で新巡回バスと競合部分はあるが、日立電鉄の路線

バスは主に通勤者の時間帯の運行であるため、新巡回バスが同じ時間帯に運行するこ

とはない。 

 

議 事 市巡回バスの運行計画及び日立電鉄路線バス廃止については、異議なく可決した。 

 

その他の意見 

 

○委員 

 乗り換え時の料金を無料または 1ヶ月千円のフリーパス券を交付する等、気軽に乗車で

きるような制度にし、利用者の増加を図るなどの工夫をしてみてはどうか。 



 駅からバスへの乗り換え時に、どのバス停に行ってどこへ向かうのかがわからない。 

観光客や普段乗車しない人も利用しやすいように、バス停まで案内できるような工夫を行

ってほしい。 

 

○議長 

 乗り換え時に無料にする制度は、利用者がお得感を得るためにも重要である。 

 4月 1日の運行開始に伴って、取り入れてみても良いのではないか。 

 この議論は、利用者の利便性が上がるため、再度会議は開催せず事務局一任としてよろ

しいか。 

 

○委員 

 異議なし 

 

○議長 

 駅からのバス停の案内も併せて、事務局は検討するように。 

 

○事務局 

 検討する。 

 

○議長 

 他に意見はあるか。 

 

○委員 

 なし。 

 

○議長 

 以上で公共交通会議を終了します。 

 活発なご意見を賜りましてありがとうございました。 

 

○事務局 

 以上をもちまして、公共交通会議を終了させていただきます。 

 長時間にわたり、ご審議くださりありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

第１０回 北茨城市地域公共交通会議 出席者名簿 

要綱に掲げる委員 委員所属先 委員名 
出・欠 

代理出席者 

市長が指名する市の職員 北茨城市 
副市長 石田 奈緒子 出席 

市民福祉部長 
神尾 武仁 出席 

一般乗合旅客自動車運送事業者

（路線バス事業者） 
日立電鉄交通サービス(株) 

交通事業部 

乗合課長 永沼 人士 
出席 

一般乗用旅客自動車運送事業者

（タクシー事業者） 
茨城県ハイヤー・タクシー協会 

(有)磯原観光タクシー 

代表取締役社長 荒川 透 
出席 

一般貸切旅客自動車運送事業者

（貸切バス事業者） 
(有)太陽タクシー 取締役 山形 公一 出席 

一般旅客自動車運送事業者及び 

その組織する団体 
茨城県バス協会 総務部長 柴田 文弘 欠席 

住民又は利用者の代表 

北茨城市社会福祉協議会 管理計画課 小野 明俊 出席 

北茨城市老人クラブ連合会 会長 伊藤 淳一 欠席 

日立製作所北茨城通勤会 事務局長 篠原 浩昭 欠席 

北茨城市校長会 
精華小学校長 
豊田 健司 

中郷第二小学校長 

滝 修 

北茨城市連合民生委員児童委員協議会 鈴木 正義 出席 

茨城福祉移動サービス団体連絡会 
NPO法人ウィラブ北茨城 
代表 高松 志津夫 出席 

関東運輸局茨城運輸支局長又は 

その指名する者 
関東運輸局茨城運輸支局 

首席運輸企画専門官 

久米 正夫 

運輸企画専門官 

牧瀬 成博 

茨城県警高萩警察署長又はその 

指名する者 
高萩警察署 交通課長 阿部 靖雄 欠席 

一般旅客自動車運送事業者の   

事業用自動車の運転者が組織する

団体が指名する者 

日立電鉄バス労働組合 執行委員長 鈴木 広幸 欠席 

道路管理者 茨城県土木部高萩工事事務所 
道路整備第二課長 

大森 満 
出席 

その他交通会議が必要と認める者 
茨城県企画部企画課交通対策室 室長 國松 永稔 出席 

北茨城市商工会 上遠野 忠浩 出席 

 

事務局 

(北茨城市まちづくり協働課) 

まちづくり協働課長 髙星 秀穂 

まちづくり協働課 係長 鈴木 基彦 

まちづくり協働課 主事 磯辺 寛人 

 


