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土浦市地域公共交通網形成計画（案）に係る 

パブリック・コメント実施結果について 

 

 

 

【公表の趣旨】 

土浦市地域公共交通網形成計画（案）について，市民の皆様からいただいたご意見や，その意見に

対する土浦市地域公共交通活性化協議会の考え方などを公表します。 

 

 

【公表期間】 

平成２９年３月６日（月）～平成２９年３月２４日（金） 

 

 

【問い合わせ先】 

土浦市都市計画課都市交通係（土浦市地域公共交通活性化協議会事務局） 

電話 ０２９－８２６－１１１１（内線２３７０） 
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１ 土浦市地域公共交通網形成計画（案） パブリックコメント実施結果概要 

募集期間 平成 28 年 12 月 12 日（月）～平成 29年 1 月 11 日（水） 

意見提出者数 2 人 

意見数  20 件 

ホームページ閲覧数  857 

 

２ 提出された意見とその意見に対する考え方 

No 意見内容 意見に対する考え方 

1 

・自宅近辺を走る廃止された路線バスをよ

く利用していたが，それこそ廃止直前の状況

は惨憺たるものとしか思えなかった。距離に

比して運賃に割高感がありしかも走るのは

休日に 1本（！）だけ，殆ど免許を維持する

ために申し訳程度に走らせているのが明白

で地域住民の需要に応えているのかさえ疑

問符が付く代物だった。こういう事態に陥る

前に市の方で何か出来る手段は無かったの

か？ 

・霞ヶ浦医療センター（国立病院）への通院

も同様で，関鉄バスが比較的走っていた方だ

ったのに路線を廃止してしまい，きららちゃ

んバスのみしか走らなくなってからは利便

性が格段に低下した。近所には年金事務所や

市保健センターなど自家用車に乗らない（乗

れない）層が所用で多く利用する施設もある

のに，この路線についても市の方で支援策は

取られるべきだったのではないか？ 

・バス路線の廃止については，道路運送法

に基づき，バス事業者の届出により行われ

ており，バス事業者の意向によって決定さ

れます。 

・本計画（案）では，バス路線の縮小・廃

止を回避するため，「施策③-1 路線バス

運行方策の検討」の中で，「将来的に縮

小・廃止の可能性が高い路線につきまして

は，沿線地区の積極的な利用を呼びかける

ための仕組みづくりを検討します。」と 83

頁に記載しています。 

・なお，霞ヶ浦医療センターについては，

キララちゃんバスが敷地内への乗り入れを

行っているほか，桜ニュータウン行き，水

海道駅行きの「国立病院入口」バス停が敷

地付近にあります。 

2 

・きららちゃんバスに関しては決定的に本

数が少ない上に，バスの便が悪いとは言い切

れない市内各所を回遊するあまり速達性が

犠牲になって，交通過疎地域の解消と利便

性・収支がどっちつかずになっている印象が

ある。 

・キララちゃんバスは，中心市街地活性化

を目的とした，NPO が運行主体のコミュニ

ティバスであり，主に，中心市街地を循環

して運行しています。 

・収支につきましては，運賃改正などによ

り，改善される傾向にあります。 

・本計画（案）では，キララちゃんバスの

運行内容を改善するため，「施策②-1 キラ

ラちゃんバスの運行内容の改善」の中で，

「利用状況等を踏まえて，運行ルートや運

行時刻など，運行内容の改善を検討しま

す。」と 81 頁に記載しています。 
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3 

・霞ヶ浦広域バスに関しては廃止路線の代

替という側面があるとはいえ，行方市玉造旧

市街地を経由地にするなら兎も角終点にす

るのは利用者の需要として必然性を欠いて

いる様に思える。旧鹿島鉄道沿いに新鉾田駅

や大竹海岸・なめがた地域医療センターや茨

城空港への延伸を社会実験的にやってみる

価値はあるのではないか？ 

・霞ヶ浦広域バスは，かすみがうら市地域

公共交通会議が運行主体であり，上大津地

区，かすみがうら市，行方市住民の移送を

目的としており，土浦駅や土浦協同病院，

市内高等学校への利用が多くあります。 

・新鉾田駅や大竹海岸等への延伸について

は，当バス路線は 1 台の車両で運行してお

り，延伸により，運行頻度が少なくなると

予測されるため，実現は難しいと思われま

すが，ご意見については，当会議に提示さ

せていただきます。 

4 

・コミュニティ交通運行支援制度に関して

は自分もこの制度を活用してコミュニティ

交通を新規運行させようと目論んだが，地

域の有力者の後援が必要だったりするなど

実施するハードルが高いとしか思えなかっ

た。この制度が出来て既に 1 年以上は経つ

と思うが，それでも何ら新規のコミュニテ

ィ交通運行の動きが無いとこを見ると，制

度設計からして問題が多いのではないか？ 

・前述したことの繰り返しになるが，「地

域・事業者・行政の協働により，コミュニ

ティ交通を導入し，公共交通不便地域の解

消を図り」と謳っていても，制度設計・運

行計画的に問題があったり責任の所在が曖

昧だったりしたら（以前の「新治バス」の

様に）結局のところ挫折したりして掛け声

倒れに終わる可能性が大きいとしか思えな

い。 

・コミュニティ交通導入に関しては前述し

た様に実施するハードルが高く制度設計に

問題が多いと思われるので，一般住民の要

望でも社会実験的にスタートできる様に抜

本的に改訂して頂きたい。 

・コミュニティ交通導入の対象地域には，

バス路線が廃止された地域も複数あり，こ

れらの地域では，バス事業者のみで事業を

成立させることは困難であります。 

・そのため，これらの地域において，持続

可能な公共交通を実現するためには，地

域，事業者，市の協働の一環として，運営

委員会の設立や需要調査，意見のとりまと

めを行い，需要に合った運行路線の設定や

利用促進策が必要となります。 

・導入に際しては，「運営委員会の業務の

中には，運行計画案の作成，需要調査の実

施等，専門的な知識を要するものもあるこ

とから，市は運営委員会に対し，助言を行

い，協力をしながら，円滑な運営を図りま

す。」と 85 頁に記載しています。 
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5 

・市民アンケートに関して言えば，果たして

実際の交通需要をこれで反映しているのか

疑問符が残る。つくば駅以外にも例えばひた

ちのうしく駅周辺（牛久市）・国道 6号稲吉

地区（かすみがうら市）・イオンモールつく

ばや研究学園駅周辺（つくば市）・うずら野

～本郷一帯や茨城県立医療大学・東京医大茨

城医療センター（阿見町）など周辺地域への

交通需要は少なからず存在し，市内で殆ど完

結しているこのアンケートではそうした需

要が漏れてしまっているところがある。 

・40，41 頁に記載している新規バス路線の

希望は，主な回答になります。 

・したがって，40，41 頁に記載内容が，

「主な」回答である旨を記載します。 

・なお，ひたちのうしく駅，イオンモール

つくば，研究学園駅等の市外の施設につい

ては，少数ではありますが希望がありまし

た。 

 

6 

・回収率が 4 割程度というとこを鑑みても，

少なからず自家用車利用層を公共交通利用

者にしないと採算的に難しい（そして自家用

車利用者の多くが公共交通の利便性の悪さ

を挙げている）点からして，自家用車をも含

めた交通需要の分析が必要ではないか？ 

・自家用車利用者を含めた交通需要につき

ましては，昨年度，基礎調査において実施

しました。 

・本計画（案）は，平成 29 年度～平成 33

年度と，比較的近い将来の計画であるた

め，バス需要の確度を直接的に把握できる

新規バス路線の希望結果に重きを置いてい

ます。 

7 

・人口密集地域で尚且つ交通過疎地帯であ

る地域を中心に新規路線の開設を望む声が

多いと前述のアンケートでは結論づけてい

るが，これらの地域では公共交通の維持・持

続の上で不可欠な通勤・通学需要をスクール

バスや企業バスに「囲い込まれてしまってい

る」上に，慢性的な交通渋滞も発生していて 

速達性や定時性の確保も困難だったりする。

後者の問題は道路整備の問題もあって解決 

が難しいが，前者に関しては既に一部の学校

や企業で行われているスクールバスや企業

バスの一般への開放を求める術がある筈だ。 

・公共交通網の機能分担が「分断」の要素の

強い施策に思える。実際には路線バスや鉄道

は多くを通学・通勤需要に負っているところ

があり，その両者を厳密に分けてしまうこと

はそういった需要をスクールバスや企業バ

スに「囲い込む」効果しか持たず，そのシワ

寄せが公共交通網の持続性を危うくさせか

ねないところがある。福祉・障碍者関係の移

動にしても同様で，逆に障碍者や福祉施設の

利用者を「囲い込む」だけでしかない。 

・本計画（案）では，様々な交通需要や人

口密度等の地域の特性に応じるために，鉄

道，路線バスを「基幹的交通」，キララち

ゃんバス，コミュニティ交通，のりあいタ

クシー土浦を「補助的交通」，長距離バ

ス，福祉有償運送，福祉施設バス，スクー

ルバスを「その他の交通」とし，機能を分

担しております。 

・また，「その他の交通」の施策の方向性

については，「各事業主体による既存公共

交通への影響を配慮した運行」と 54 頁に記

載しており，既存公共交通への影響につい

て配慮しています。 
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8 

・若年層や高齢者を公共交通利用者として

楽観視している感がある。若年層のクルマ

離れと巷間言われているが，それ自体自動

車維持費の高さなど経済的な理由が主でそ

れさえクリアーできれば自家用車の利用者

になる可能性は決して低くないし，進学や

就職を契機として公共交通の便の良い（尚

且つ収入の高い職を得易い）他市・他地域

へ転出することも考慮すべき。高齢者にし

ても今現在は兎も角，これからの高齢化社

会で自家用車利用者全体が高齢化して尚且

つ免許返上などもせずに自家用車を利用し

続ける層が少なからずいることは見逃せな

い（最近ニュースで取り上げられたりする

ことの多い高齢者ドライバーの交通事故を

見よ！）。 

・本計画（案）では，若年層や高齢者のみ

ならず，「誰もが利用しやすい公共交通の

実現」を目指すため，基本方針の一つを

「利用しやすい公共交通環境の実現」と

し，将来像の考え方について，「「利用し

やすい公共交通環境の実現」→「利便性の

向上」→「利用者の増加」→「増便や運行

時間の拡大等」→「利便性の向上」→「利

用者の増加」のような好循環の実現を図り

ます。」と 53 頁に記載しています。  

 

9 

・以前の「立地適正化計画」でのパブコメ

でも述べたことだが，商業施設や交通イン

フラも自家用車利用を前提として整備され

たり立地が目立ったりし全国的ないし全県

的な商業立地規制が無い中で，果たしてコ

ンパクト・シティ・ネットワークが目論見

通り機能し得るのかという問題があるし，

実際の交通需要と齟齬を来せば寧ろ公共交

通の利便性にとってはマイナスにすらなる

のではないか？ 

・コミュニティ交通やまちづくり上重要な

路線の導入を検討する際には，需要調査を

実施し，交通需要との齟齬が無いよう図り

ます。 

10 

・前章で述べたことの繰り返しになるが，

「コミュニティ交通の導入促進やバス事業

者への働きかけによって対応する路線」が

市内で完結していて，隣接市町への移動需

要が検討に入っていない様に思える。現在

霞ケ浦広域バスで行われている様な，隣接

市町との連携によるコミュニティ交通の導

入やバス事業者への働きかけを考慮すべき

ではないか？ 

・現在，本市を運行する路線バスは，33系

統あり，そのうち 23 系統が他市町村に起終

点を持つ広域的な路線であり，広域路線に

ついてはある程度充足していると考えま

す。 

・一方，40，41 頁の新規バス路線の希望で

は，広域路線よりも，土浦駅や協同病院等

の市内の施設への接続を望む声が多くあり

ました。 

・したがって，当計画（案）では，市内の

路線について重きを置いています。 

・なお，需要調査において，隣接市町への

需要が見込まれる場合は，対応を検討しま

す。 
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11 

・系統番号は既につくば市内・水戸市内を

走る系統に導入されているが，例にあった

様な八戸市や東京都区内の様にシステマテ

ィックさが無いと（特に余所から来た利用

者にとって）解り難いものになってしまう

面があるし，殆ど同じルートを走っていな

がらも目的地（終点）が違うだけで違う系

統番号が振られていたり事業者毎に番号の

つけ方がバラバラで統一性に欠けていたら

反って利用者にとって混乱を招くところが

ある。 

停留所番号にしても同様で，コミュニティ

バスの様にそれ自体で単純に完結している

ルートや系統ならまだしも，多くの系統や

目的地を抱え更に別ルートのバスが同じバ

ス停に乗り入れる際にどう扱うのか？とい

う問題もあり，ワザワザ導入する必要性を

感じない。寧ろ住居表示や住所とバス停名

称との一致・場合によっては沿線企業や事

業所による命名権売却を検討すべきではな

いか？ 

・「施策①-1 系統番号，停留所番号導入

の検討」については，「市内を運行するバ

スについて，市内共通の系統番号，停留所

番号の導入を検討します。」と 67頁に記載

しています。 

・これらは，利用者に分かりやすいもので

あることを前提としています。 

・事業者と調整するとともに，地域公共交

通活性化協議会において協議を行い，分か

りやすい方法を検討します。 

12 

・PTPS の導入が今年度から 5 年間「検討」

となっているが，公共交通機関の定時性が

利便性に繋がる問題なだけに悠長に過ぎや

しないか？ 

・68 頁の「施策①-2 ICT を活用した利用

環境改善の検討」のうち，「PTPS の導入」

には，路線の選定，関係機関との調整，導

入費用の確保等，様々な課題があります。 

・これらの事項の調査等に時間を要するこ

とや導入費用を確保する必要があることな

どから「検討」としています。 
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13 

・運賃割引よりも寧ろ惰性的に続いている

距離別運賃を改めるべきではないか？運賃

体系がまだ住宅地化が進んでいない頃の時

代のままで引き摺っていて，駅から数分歩

いた次のバス停からだと運賃が安くなった

り土浦駅周辺と神立・荒川沖駅周辺との運

賃体系の差など，実際の利用者需要・交通

需要と齟齬を来している面が強い。 

理想論を言うなら，常磐線と TX（つくばエ

クスプレス）間とその周辺の地域に関して

は均一運賃にしても好いのではないかと考

える。面積的にも東京都区内と殆ど変わら

ず尚且つ住宅地や商業立地が少なくない中

で，両路線（周辺部をも含めて）間を行き

来する需要は自家用車も含めて相当なもの

があり，運賃を均一にすることで利用者に

とってのハードルを下げる効果がある。そ

の代り，定期運賃での割引率を例えば 2系

統利用を原則としたり，同じ均一運賃区間

でもゾーン別に別料金がかかる様にすれ

ば，一定の採算性を確保できるものと考え

る。 

・距離制運賃を定額制，ゾーン運賃制に改

めるということは，利用者 1 人あたりの支

払金額が減少します。 

・運賃を改める（運賃を下げる）ことによ

り，利用者が増え，採算が取れるとの考え

かと存じますが，運賃の改定は収益の減少

に繋がり，収益の減少は設備投資の減少，

ひいては利便性の悪化に繋がることも考え

られます。 

・本計画（案）では，新たな利用者を確保

するため，「施策①-3 割引制度の検討」

を 69 頁に記載しており，バス乗り継ぎ割

引，休日家族割引，昼間割引等，新しい割

引制度を検討します。 

14 

・待合環境に関しては交通結節点ばかりが

強調されているが，住宅地や商業地に立地

するバス停でさえも上屋やベンチが無く電

照式でないところが多い。つくば市では一

部バス停に於いて待合環境の整備を広告収

入を導入することで改善し始めた（それで

もまだ未整備なところが多い）が，土浦市

でも同様の施策を検討して好い筈だ。 

既に交通結節点になっている地点でさえ

も，その後の系統の改廃などによって使わ

れなくなったり老朽化が進んでいる（自宅

最寄り駅の荒川沖駅はまさにその典型だ）

面があり，こうした停留所の再整備も実施

すべきではないか？ 

 

・本計画（案）では，「施策①-6 交通結

節点等における待合環境の整備」につい

て，「鉄道駅などの公共交通結節点等にお

いて，上屋やベンチなどを整備し，待合環

境の快適性の向上を図ります。」と 72 頁に

記載しており，交通結節点以外についても

対象としています。 
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15 

・道路整備の実施は公共交通の定時性の確

保に資するのは確かだが，寧ろ自家用車利

用者にとっての利便性向上になってしまっ

ている面も大きい。加えてこうした新規整

備路線は既存商業地・住宅地・集落などの

バイパスとして整備されているところがあ

り，そうなると速達性の面で公共交通網に

不利になってしまう。既存商業地・住宅

地・集落などの利用者需要を切り捨てろと

は言わないが，ある程度の距離を走る系統

に関してはバイパス的道路を活用して定時

性と同様に速達性を確保すべきではない

か？ 

・運行路線については，地域の交通需要の

有無や運行の目的に影響されます。 

・そのため，地域の交通需要や運行の目的

が合致すればパイパスを運行することも可

能であると考えます。 

・実際，関東鉄道が運行する土浦駅～協同

病院線は，国道 354 号バイパスを運行して

おります。 

16 

・バスと JR，また交通結節点でのバスとバ

スとの接続の悪さについては，利用者とし

て辟易とさせられるものがあった。東口に

到着したバスから西口へ猛ダッシュしても

目の前でバスが発車してしまったり，JRの

列車が到着した“その時”にバスが発車し

たり利用者の利便性が考慮されていないダ

イヤが目立つ。バス会社も運転要員の確保

や労働条件など難しいところがあるかも知

れないが，利用者にとってあまり急がずと

も乗り換えが出来るダイヤにして貰いた

い。 

・本計画（案）では，「施策②-4 JR 常磐

線と他の公共交通機関の接続強化」につい

て，「JR常磐線のダイヤに合わせた運行を

行い，鉄道への乗継利便性の確保を図りま

す。」と 83 頁に記載しています。 

17 

・この正月三が日，自宅周辺を始め全面運

休路線が住宅地や商業地を走る路線などを

も含めて多く，外出する際の移動には 30分

近く徒歩移動するなど閉口してしまった。

正月だから家で休むという固定観念で初詣

やショッピング・レジャーで外出すること

を想定していないのではないか？とさえ思

うし，こういう不便さが公共交通網から足

を遠ざける要因にさえなっていると思うの

だが。 

・正月にバスが特別ダイヤで運行するの

は，利用者が少ないためであると考えま

す。 

・本計画（案）では，「「利用しやすい公

共交通環境の実現」→「利便性の向上」→

「利用者の増加」→「増便や運行時間の拡

大等」→「利便性の向上」→「利用者の増

加」のような好循環の実現を図ります。」

と 53 頁に記載しています。  
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18 

・「誰もが利用しやすい持続可能な公共交

通網」は，住民にとって必要な姿です。公

共交通不便地域の解消につながる具体的な

施策に期待しています。神立駅周辺循環

が，菅谷地区にも通じるものになることを

願います。 

・神立駅周辺循環線は，駅周辺の公益施設

間の移動性と生活利便性の向上に寄与し，

コンパクトなまちづくりの実現を図る上で

重要であることから，バス事業者に路線新

設の働きかけを行うものです。 

・特に，神立駅周辺の居住誘導区域で，人

口密度が 30 人/ha 以上の公共交通不便地域

の解消を目的の一つとしており，菅谷地区

は当地域から大きく離れております。 

・本計画（案）では，基本方針の一つを

「各公共交通の特性に応じた機能分担と連

携強化」としており，「交通需要は，地域

の人口密度に影響を受けやすいため，人口

密度により，路線バスやコミュニティ交通

が適している（成立しやすい）地域と，デ

マンド型交通が適している地域を区分し，

公共交通の機能分担を図ります。」と 52頁

に記載しています。 

19 

・立地適正化計画の目的にもある「公共交

通により誰もが容易に拠点にアクセスでき

る」は，とても大切なことです。このこと

は，怪我による歩行不自由な高齢世代の一

員として，切実に感じています。現状は，

アクセス困難です。実現に期待します。 

 

・本計画（案）は，まちづくりと連携した

持続可能な公共交通網の形成を目的として

おり，立地適正化計画との整合も図ってい

ます。 

・また，公共交通の将来像を「誰もが利用

しやすい持続可能な公共交通網」と 53 頁に

記載しており，将来像を実現するため，施

策の展開を図ります。 

・なお，市内常磐線 3駅へのアクセス経路

につきましては，重点整備地区を定め，バ

リアフリー化を進めております。 

20 

・「衰退が懸念される中心市街地」を実感

しています。アクセスの不自由さを感じる

現状です。「誰もが利用したくなる持続可

能な公共交通網」の実現が，中心市街地の

活性化にとっての要であると確信していま

す。 

・持続可能な公共交通網を実現するため，

基本方針の一つを「各公共交通の特性に応

じた機能分担と連携強化」としています。 

・59 頁の「将来の公共交通網のイメージ」

では，中心市街地の公共交通を既存バス路

線及びキララちゃんバスの維持により，対

応するとしています。 

 


