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第１回 笠岡市地域公共交通活性化協議会 

会 議 録 

 
１ 開催日時  平成 20 年 5 月 12 日（月） 午後 3 時 00 分～午後 5 時 20 分 

 
２ 開催場所  笠岡市役所第 1 会議室 

 
３ 出 席 者 

（１）委 員 

    会  長 笠岡市長                      高木直矢 

議  長 福山大学経済学部教授                井上矩之 

副 会 長 笠岡市行政協力委員長協議会吉田地区行政協力委員長  坂本雪齊 

    委  員 笠岡市婦人協議会副会長               渡辺美也 

特定非営利活動法人 

おかやま多機能サポートネット理事長        池田美枝子 

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社総務企画課長     小谷浩一 

井笠鉄道株式会社代表取締役社長           関藤篤志 

笠岡地区旅客船協会会長 

三洋汽船株式会社代表取締役社長          天野雄二郎 

         社団法人岡山県タクシー協会井笠支部副支部長 

          有限会社富岡交通代表取締役社長          今城 朗 

岡山県備中県民局井笠支局地域建設室長        牧野寛義 

岡山県警察笠岡警察署交通課長（代理出席）      坂手長治 

国土交通省中国運輸局岡山運輸支局首席運輸企画専門官 寸田政成 

（２）オブザーバー 

    岡山県生活環境部交通対策課総括副参事 上田哲也 

（３）事務局 

   ①政策部 

政策部長 柚木義和  企画政策課長 小寺隆雄 

企画政策課副統括 清水輝一  企画政策課主事 撰 友則 

企画政策課主事補 坂田竜司 

   ②建設産業部 

     都市計画課長 三宅弘二  都市計画課統括 田中早苗 

 
４ 欠席委員 

   笠岡老人クラブ連合会副会長           平井重男 

   国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所計画課長 北澗弘康 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午後３時００分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

  （会長 高木直矢） 

笠岡市は島嶼部を有することから、公共交通機関も、バス交通を始めとする陸上

交通の他に、旅客船などの海上交通がある。陸・海という二つの交通機関を有する

自治体はそう多くないが、笠岡市では昔から市民の大切な足として、なくてはなら

ない存在である。しかし、どちらの交通機関も人口減少社会、車社会の到来などで、

昔とは取り巻く環境が大きく変わっており、また、国・県・市、いずれも厳しい財

政状況の中、難しい組織運営の舵取りを強いられているため、現在の公共交通体系

の維持が困難なことになることも近い将来に十分想定できる。 

このような中、笠岡市としては、陸上交通、海上交通を含めた笠岡市の公共交通

体系のあり方を再検討し、市民が高い次元で利便性と満足感を得られるような公共

交通体系を再構築したいと考え、そのビジョンを示した総合計画の策定に着手する

ことにした。 

笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下、「協議会」という。）は、その総合計画

を策定するに当たっての司令塔の役割を果たしてほしいと考えているので、委員に

は、豊かな経験と見識を生かして前向きな議論を行い、市民に対して、将来にわた

って維持可能な公共交通体系を示せるような総合計画となるよう力を貸してほしい。 

（３）自己紹介 

（４）役員の指名について 

  ①副会長の指名について 

    笠岡市地域公共交通活性化協議会設置要綱（以下、「要綱」という。）第 5 条第 4

項に基づき、高木会長から坂本委員を指名した。 

  ②監事の指名について 

    要綱第 11 条第 2 項に基づき、高木会長から平井、池田両委員を指名した。 

（５）議長の選出について 

要綱第 6 条第１項に基づき、井上委員が選出された。 

（６）会議録について 

    要点筆記とし、内容については、会長・議長が確認する。 

    会議録の内容は原則公開とするが、個人や団体が特定できるような記述があり、

公開することによって、その個人や団体に不利益が生じるような部分については

非公開とする。 
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（７）設立目的及び設立経緯等について 

  （事務局） 

議題資料 1-1、1-2、1-3 により説明。 

  （議長 井上矩之） 

    バス路線等の再編を行うときは、国土交通省所管の地域公共交通活性化・再生

総合事業費補助金を利用して、実証運行などの社会実験できるのか？ 

 （事務局） 

    地域公共交通総合連携計画（以下、「連携計画」という。）を策定し、位置づけら

れた事業については、実証実験もできる。したがって、連携計画にどのような事業

を位置づけるかということを、この協議会で話し合ってほしい。位置づけられた事

業については、平成 21 年度以降、実施計画に基づき、実現を図っていくことにな

る。実現化を図る事業については、国からの支援が受けられるという仕組みになっ

ている。 

  （議長 井上矩之） 

    3 年以内で支援を受けられるということか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

  （事務局） 

    補足だが、平成 19 年 10 月 1 日に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律（以下、「法律」という。）が施行され、この法律に基づき設置されたのがこの

協議会である。 

この協議会で、笠岡市の将来の公共交通のあり方を考えてもらいたい。そして、

そのための国からの支援が受けられるので、支援に係る申請手続きもこの協議会で

行うことになっている。 

申請については、平成 20 年度 3 月末までに行う必要があったため、文書による

委員の事前の了解を得た上で、すでに行っている。その結果、連携計画策定調査費

用として、1,800 万円という金額が交付決定している。 

この 1,800 万円という金額をもって、今年度の協議会の活動としては、連携計画

の策定を進めていきたい。 

  （議長 井上矩之） 

    1,800 万円という金額は、3 ヵ年のトータルではなく、今年度だけで 1,800 万円

なのか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

今年度、連携計画を作るための経費として、国土交通省に 1,800 万円の交付申請
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を行って、申請どおりの額で交付決定となった。 

  （議長 井上矩之） 

    社会実験は今年計画して来年計画したものは、それはそれで来年度に…。 

  （事務局） 

    連携計画の中で、例えば、コミュニティバスを走らせるようなことを考えた場

合、実証実験をするということも可能だ。 

 （副会長 坂本雪齊） 

    今、言われた 1,800 万円だが、これはすべて国の経費として策定するのか？県・

市からの経費というものはないのか？ 

  （事務局） 

    連携計画を今年度定めていくわけだが、必要な調査費用等について、国からの

支援を受けられる。この策定経費については定額となっており、2,000 万円を上

限として、国庫補助金として 100 パーセントの支援をするというものだ。 

つまり、笠岡市から 1,800 万円という額を交付申請し、その額について 100 パ

ーセントの支援を受けられるということである。したがって、笠岡市からの市費

というものは、連携計画を策定する直接的な費用としては発生しない。 

（８）設置要綱等の確認及び改正の提案について 

  （事務局） 

    議題資料 2-1、2-2、2-3 により説明。 

    要綱第 6 条第 2 項の会議の議決の方法について、改正の提案がある。要綱中の

「出席委員の過半数でこれを決し」という部分であり、「過半数」ではなく「全会

一致」にしてはどうかという提案である。 

  （委員 小谷浩一） 

協議会は、法律に基づく協議会ということで、最終的には連携計画及び連携計画

に基づく事業の決定という議論まで行わなければならない。事業の内容にもよるか

もしれないが、要綱第 7 条において、各委員は協議結果を尊重しなければならない

という条文が入っており、形式的ではあるが、その内容が特定の事業者等に負担が

生じるようなものであれば、ぜひ全会一致という議決方法にしてほしい。 

協議会の定例的な案件についてまで、全会一致にするかどうか議論のあるところ

だが、このような趣旨で全会一致という議決方法を採り入れてほしいと提案したも

のである。 

  （議長 井上矩之） 

小谷委員の改正の提案に対して、事務局の意見を聞きたい。 

  （事務局） 

    この要綱の策定に当たっては、笠岡市の他の条例等を参考にしているが、議決方
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法に全会一致を採用している例はない。 

    また、全会一致では、決めるべき事柄が決せられないこともあり得る。 

以上のことから、議決方法には過半数を採用したものである。 

    ただし、協議会で、全会一致が望ましいという意見が多ければ、改正手続きを行

うこともやぶさかではない。 

（委員 関藤篤志） 

いろいろ立場があり、賛成意見ばかりの案件のみとも限らないので、私は現要綱

のとおり、出席者の過半数という議決方法で運営したほうがいいのではないかと考

える。全員の考え方あるいは希望が一致するのが一番望ましいが、現実は難しいと

思われるので、過半数で決まったことには協力していくという方法がいいと考える。 

  （議長 井上矩之） 

第 7 条には委員とあるが、実際は組織が協議結果を尊重しなければならない。 

ただし、尊重しなければならないということなので、実行できなくても、法的に

罰せられることはないという理解でよいか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

例えば、協議会で、市内のある場所に新駅を作ると過半数で決めてしまった。し

かし、JR としてはできないという判断をするということもあるかもしれない。 

  （委員 関藤篤志） 

会議結果を尊重して、できるだけその結果に近づくような努力を事業者も行うと

いう理解に立ち、私は現要綱どおりでいいと考える。 

 （副会長 坂本雪齊） 

全会一致は困難なので、現要綱の表現でいいと思うが、記録には検討した少数意

見も付記するべきだと考える。 

  （議長 井上矩之） 

要綱 7 条の改正については、この協議会では議決しなくていいのか？ 

各委員の意見を聞いているだけで、要綱を改正するかどうかは、最終的には笠岡

市が判断することになるのか？ 

（事務局） 

お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

要綱の改正については、笠岡市議会で審議されるのか？ 

  （事務局） 

    要綱については、笠岡市議会の議決は必要ない。 
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  （議長 井上矩之） 

    全会一致だと、決めるべき事柄も決められないことがある。 

しかし、公共交通を担う事業者の利益を度外視して、無理にでも実行しなければ

ならないということは非現実的なことだ。 

協議会では、このような意見があったということで、議決を取らなくていいか？ 

  （事務局） 

それで構わない。 

  （委員 小谷浩一） 

私のほうからこのような提案をしたが、議論はこれから行うのであって、どのよ

うな形になるのか、まだ見えてこない。したがって、あくまで形式的ではあるが、

今、各委員から意見があったように、議論を尽くして、最終的には皆が協力できる

ものになれば、当然、私どもも協力していくつもりだ。 

  （議長 井上矩之） 

できれば全会一致がいいということか？ 

  （委員 小谷浩一） 

そういう形で議論が進んでいくことが望ましいので、よろしくお願いしたい。 

  （議長 井上矩之） 

民主主義という制度は、一人ひとりが一票を持ち、平等な権利を有することと、

多数決の原理がある。一人の反対があったら、何もできないということでは困る。 

小谷委員から議決方式について提案があったが、委員各位の意見を踏まえて、原

案のとおりとしたい。 

しかしながら、議論を尽くし、できるだけ全会一致で決まるように努めよう。 

  （事務局） 

    当然、議題については、すぐに議決するのではなく、皆が合意できるよう議論を

尽くしてから諮ってほしい。 

    事務局としても、要綱の文言は現行のとおりとしたい。 

  （事務局） 

基本的な考え方として、会議は全会一致を最後まで追及する、そういう意味を含

めた文言だと理解してほしい。 

  （議長 井上矩之） 

    要綱は告示されているが、二つの要領については、そのような表記がないが、こ

れは要綱に付属するものであるからか？ 

  （事務局） 

要領は、要綱を運用するための内規であり、外部に公表しているものではない。

要綱は告示しており、外部に公表している。 
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  （議長 井上矩之） 

要領は、協議会で決めることか？ 

  （事務局） 

要綱に付属するもので、笠岡市が決めることだ。 

（９）笠岡市の公共交通の現状について 

  （事務局） 

    議題資料 3-1、3-2、3-3、3-4 により説明。 

  （議長 井上矩之） 

航路のある島は、すべて離島なのか？島の中で特別な条件を満たしているのが離

島なのか？ 

  （事務局） 

離島振興法の離島振興対策実施地域に指定されている島が、いわゆる離島といわ

れており、指定には一定の要件を満たす必要がある。 

 （議長 井上矩之） 

離島航路図ということは、すべて離島なのか？ 

  （事務局） 

    笠岡諸島として、離島振興対策実施地域に指定されており、すべて離島である。 

ただ、離島航路にも種別があり、1 業者しか運航しておらず、その路線が絶えて

しまうと離島の交通手段がなくなってしまうといった路線は、国庫補助航路として

認定され、航路会社の赤字に対して国の補助金が補填される。 

笠岡諸島でいうと、六島に行く六島航路㈲と飛島に行く豊浦汽船㈱の 2 航路が国

庫補助航路として指定されている。 

 （議長 井上矩之） 

議題資料 3-1 の 13 ページの「海上交通の利用客の推移」で、平成 12 年度に三洋

汽船㈱の利用客が大きく減少しているが、何か理由があるのか？ 

  （事務局） 

    利用客数の数値については、各事業者から聞き取った数値であり、理由までは把

握していない。 

  （議長 井上矩之） 

    議題資料 3-1 の 14 ページの「地方バス路線維持費補助金の推移」でも、同様に、

平成 13 年度のみ、大きく減少しているが、何か理由があるのか？ 

  （委員 関藤篤志） 

前年度に財産処分を行い、黒字が大きくなったので、補助金が減少した。あくま

で一時的なものであり、翌年度には元に戻っている。 
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  （副会長 坂本雪齊） 

バスに対しても、国・県からの補助金があるのか？ 

  （事務局） 

平成 19 年度では、国からの補助金が約 170 万円、県からの補助金が約 380 万円

となっている。ただし、笠岡市の路線に限ってのものなので、井笠鉄道㈱全体の補

助金額は把握していない。 

（１０）地域公共交通総合連携計画策定調査実施計画認定申請書について 

（事務局） 

議題資料 4 により説明。 

  （議長 井上矩之） 

    平成 20 年 3 月末に申請したところ、翌 4 月に認定されたのか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

中国地方での認定件数はどのくらいだったのか？ 

  （事務局） 

    中国地方での認定件数は 19 件である。岡山県内では、笠岡市のほかに倉敷市、

真庭市が認定されている。 

  （事務局長 柚木義和） 

    寸田委員に伺いたい。 

19 地域がすべて、われわれと同じように法律に基づく協議会を設けているのか？ 

  （委員 寸田政成） 

お見込みのとおり。 

法律の趣旨が、協議会の設置を求めているため、そうなっている。中国地方では、

19 地域から申請があってすべて認定されている。 

  （議長 井上矩之） 

全国で認定されていないことはあるのか？ 

  （委員 寸田政成） 

私の聞いている範囲では、おそらくない。 

（１１）平成２０年度予算について 

  （事務局） 

    議題資料 5 により説明。 

  （会長 井上矩之） 

報償費と費用弁償の違いは何か？ 
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  （事務局） 

費用弁償とは、いわゆる旅費のようなものであり、会議に出席するためにバスや

電車を利用して来た委員に対して、実費を弁償するものである。 

報償費というのは、会議に出席することによって時間を費やすことになるので、

そのことに対する謝礼の意味合いがある。 

  （会長 井上矩之） 

事業費の笠岡市地域公共交通総合連携計画策定事業についてだが、これはコンサ

ルタントに委託する費用なのか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

    事業費の予算額が 1,805 万円となっているが、端数の 5 万円はどのような意味が

あるのか？ 

  （事務局） 

    5 万円分は笠岡市からの負担分であり、国庫補助金が入る事業は得てしてこのよ

うな措置をとる。いわゆる予算編成上の技術的なものである。 

（１２）平成２０年度事業計画について 

  ①スケジュールについて 

  ②分科会の設置について 

（事務局） 

    議題資料 6-1、6-2 により、議題①、②を一括説明。 

  （議長 井上矩之） 

    各種事業の検討は、この協議会で行うのか？ 

  （事務局） 

    最終的にはそうなるが、今日の会議の中では、そこまで議論してもらう必要はな

い。 

    今日の会議では、議題資料 6-2 に示す分科会の設置及び委員について、議論して

ほしい。なお、分科会の委員については、協議会の委員が兼任してもいいが、組織

から選出されている委員であれば、実務を担当している者を選出してもらう方向で

考えている。 

  （委員 小谷浩一） 

陸上交通・海上交通の分科会の開催については、スケジュール見るとほぼ同時期

に予定されているが、同日開催なのか？ 

  （事務局） 

    重なる委員も出てくるかもしれないので、できるだけ同日開催は避けたいと考え
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ている。ただし、時間をずらしての開催は、あり得るかもしれない。 

  （議長 井上矩之） 

    笠岡諸島には有人島が 7 島あったはずだが、海上交通分科会の委員には 6 島から

選出するようになっている。どういうことか？ 

  （事務局） 

    大飛島と小飛島という有人島があるが、笠岡市の行政区域は 2 島で飛島と括られ

ており、同一のコミュニティとみなして、2 島を代表して 1 名を選出してもらおう

と考えている。 

 （議長 井上矩之） 

    確認だが、分科会には、組織として参加し、協議会の委員と異なった人が出ても

構わないのか？ 

  （事務局） 

通常、分科会というのは、上部組織である会の委員がそれぞれ担当するものだと

思う。しかし、協議会の分科会については、より実務的、実践的な話をしたいと考

えているので、協議会の委員が分科会の委員も兼ねなければならないとまでは想定

していない。 

  （事務局） 

協議会、分科会の役割について説明すると、分科会は、笠岡市地域公共交通総合

連携計画策定調査業務（以下、「調査業務」という。）で実施した調査や事業案につ

いて実務的に検討し、笠岡市の公共交通のあり方について方向性を出し、協議会は、

分科会から出てきた方向性の修正、権威付けを行うという手法を考えている。 

  （副会長 坂本雪齊） 

陸上交通分科会の委員を公募するとの説明があったが、地域バランスは考慮する

のか？ 

 （事務局） 

公募の手続きについては、笠岡市の広報を利用して広く募ってみたいと考えてお

り、人数については 5 人程度を考えている。 

笠岡市のそれぞれの地域の方がおられるほうが好ましいので、できるだけ地域バ

ランスについては考慮したい。ただし、多くの候補者の中から選ぶことができるよ

うな状況になればそのようなことも可能かもしれないが、候補者が少なければ、あ

る程度の偏りはいたしかたないと思っている。 

  （副会長 坂本雪齊） 

今日のような説明では、募集しても集まらないと思う。バス路線がなくなってし

まうなど、全市的な問題になると関心が高くなるかもしれないが。 
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  （議長 井上矩之） 

予算上のこともあり、最大で 5 人ということは決める必要がある。 

5 人以上、応募があれば、協議会で選定させてもらうことになる。 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

    5 人以上、応募があれば、事務局で選考させてもらう。選考方法として、今、考

えているのは、公募をするときに応募の動機や公共交通に対する思いのようなもの

を書いてもらい、書類選考の形をとりたい。 

  （議長 井上矩之） 

    委員からの推薦という方法もあるが。 

  （事務局） 

    そういう方法も考えられる。 

  （議長 井上矩之） 

    陸上交通分科会の委員を公募することに異議はないか？ 

［異議なし］ 

  （事務局） 

    運営分科会の構成について、確認したい。 

    事務局から提示した案では、運営分科会には、鉄道事業者やタクシー事業者は入

っていない。これは、今回の目的が、主に、バス路線と航路の再検討と考えたから

であり、関係の深いバス事業者と航路事業者のみに入ってもらったものである。 

    この案でよいか？ 

  （議長 井上矩之） 

    運営分科会の役割は、調査業務を委託する業者の選定と調査業務の発注が主な仕

事と認識しているが、相違ないか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

    事務局の案で異議ないか？ 

［異議なし］ 

  ③笠岡市地域公共交通総合連携計画策定調査業務の委託について 

  （事務局） 

    議題資料 6-3(1)(2)により説明。 

  （議長 井上矩之） 

利用者のニーズ調査だが、平日と休日では違ってくると思うが、区別して調査で

きるのか？ 
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  （事務局） 

利用者の乗降調査は、平日と休日に分けて行うつもりだ。 

  （議長 井上矩之） 

バスの利用者は、平日は勤務先、休日は買い物というように行き先が違う。今の

バス路線では時刻は変えているが、行き先は変えていないと思われる。平日、休日

の利用者の行動パターンにより、路線系統を変えることはできないか？ 

それから現在は、バス運行のコスト負担は利用者だけが行っているが、目的地で

ある地域にもメリットが発生しているので、地域でも一部負担するような仕組みが

できないか？ 

  （委員 寸田政成） 

    地域によっては、そういう手法もあるだろう。 

    買い物客が多い場合には、スーパーなどと提携することも考えられる。地域によ

って、いろんな手法が考えられる。 

  （委員 関藤篤志） 

    分科会については、陸上交通分科会・海上交通分科会に分けて、実務者レベルで

議論を行っていくという説明だったが、運営分科会は協議会の委員が兼ねたほうが

いいのか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

（１３）その他 

  （事務局） 

    会議出席に係る委員報償費、委員費用弁償の取扱いについて説明させてほしい。 

    まず、支払いの対象者であるが、笠岡市地域公共交通活性化協議会委員名簿の役

割欄にある「学識経験者」「地域公共交通の利用者」に限らせてほしい。 

    その理由としては、法律の趣旨にのっとったものである。法律には、「公共交通事

業者」「道路管理者」「港湾管理者」は、協議会の協議に応じなければならないとい

う義務があるため、これらに属する者については対象外としたものである。「学識経

験者」「地域公共交通の利用者」は、協議会が求めて出席してもらうものであるため、

これらに属する者には支払うこととしたものである。 

    次に、金額であるが、「笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例」に準拠し、6,600 円とさせてほしい。 

（１４）閉会 

＝ 閉会時間 午後５時２０分 ＝ 


