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第１回 笠岡市地域公共交通活性化協議会海上交通分科会 

会 議 録 

 
１ 開催日時 

  平成 20 年 11 月 9 日（日） 午前 10 時 00 分～午前 12 時 10 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 笠岡市建設産業部長              高木勇三 

副 会 長 利用者（NPO 法人かさおか島づくり海社理事長） 鳴本浩二 
    委  員 利用者（高島地区行政協力委員長）       河田達夫 

         利用者（白石島地区行政協力委員長）      原田三千夫 

         利用者（真鍋島地区行政協力委員長）      田中仁義 

         利用者（飛島地区行政協力委員長）       山本昇吉 

         利用者（真鍋島地区行政協力副委員長）     中尾重規 

         西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社企画課課長代理（代理出席）     門田耕三 

三洋汽船株式会社代表取締役社長        天野雄二郎 

豊浦汽船株式会社               山本 滋 

六島航路有限会社               三宅敏治 

国土交通省中国運輸局 

岡山運輸支局水島海事事務所次長       黒田 傑 

（２）事務局 

   ①笠岡市政策部 

部長 柚木義和 
企画政策課長 小寺隆雄  企画政策課主事 撰 友則 

   ②笠岡市建設産業部 

     都市計画課統括 横溝人生 
   ③ランドブレイン株式会社 

     前田欣也  戸村忠弘  青木俊文 
 
４ 欠席委員 

   利用者（北木島地区行政協力委員長）  天野康雄 
   金風呂丸               藤井一彦 
   大福丸                河本和也 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時００分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長及び副会長の選出について 

    会長に高木委員、副会長に鳴本委員を選出した。 

（３）運営方法について 

    上位組織である笠岡市地域公共交通活性化協議会の設置要綱に準拠することに決

定した。 

（４）会議録について 

    要点筆記とし、内容については、会長と副会長が確認する。 

    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。 

（５）笠岡市の海上交通の現状について 

  （事務局） 

    会議資料「笠岡市の公共交通体系のあり方の検討について」「笠岡市地域公共

交通総合連携計画策定調査業務」により説明。 

  （事務局） 

    会議資料「第 1 回分科会資料」により説明。 

  （委員 天野雄二郎） 
海上交通と陸上交通の結節に関連して、船を降りた後の行き先や交通手段の

実態としてはどのようになっているのか？ 
  （事務局） 

島嶼部での市民アンケート結果によると、「資料編（実態調査）」33 ページか
ら記載しているが、買い物についてはシーサイドモールが多く、通院に関して

は笠岡市民病院が多くなっている。交通手段については、買い物の場合、港か

ら徒歩による移動が最も多くなっている。通院については港からタクシー利用

が最も多い。 
  （委員 原田三千夫） 

白石島の場合、人の動き方としては、通院については朝一番の船便に乗り、

港からはタクシーで市民病院または第一病院まで行き、午前 11 時の船便で帰っ
てくるというパターンが多い。午前 11 時の船便を逃すと、後の船便がしばらく
ないため、帰りの時間を気にして港からタクシーを使う人が多いようである。

買い物の場合だと笠岡港で降りてシーサイドモールまで歩くといったパターン

が多いと思う。 
また、島嶼部住民は、バスとの連絡について知らない人が多いと思う。 
 



 3

  （委員 田中仁義） 
真鍋島在住のため、三洋汽船を利用している。これ以上の減便がないように

お願いしたい。また、運賃がやや高いという利用者の声もある。 
  （委員 中尾重規） 

六島からだと、笠岡へ来るのに真鍋島経由で片道 2,120 円かかる。往復だと
この 2 倍になり、2 人で 1 万円近くかかることになる。また、運賃だけでなく、
乗り継ぎもあり、便数も少ないため不便を感じている。燃料高騰など、苦労は

あると思うが、船内環境など運賃に見合う形で、サービスの向上に努めてほし

い。 
  （委員 天野雄二郎） 

船の老朽化が進む中で、新船の建造を計画したいが、ここ数年の燃料高騰の

中で、収支の見通しが不透明なこともあり、決断しづらい。人口減による利用

減少よりも、燃料高騰のほうがネックである。 
  （委員 河田達夫） 

高島からの場合、朝 9 時 20 分頃に神島外浦港に着く便に乗れば、第一病院の
バスが港で待機しているため、通院・リハビリ等で通われる方は多く利用され

ている。車両のバリアフリー対応の面などで好んで利用される人も多いようで

ある。 
  （委員 山本昇吉） 

飛島へは学校教員の通勤用に 2 往復あるが、子供の数が減る中で、減便の不
安もある。また、港までの島内移動をどうするかも課題である。港まで 2 キロ
程度歩くところもあり、高齢化によって歩行が困難になったときにどうするか

悩んでいる。 
また、先ほど、話が出たが、燃料高騰の影響でどのようにして運賃が上がっ

たのか、収支に関する情報を開示していただけるとありがたい。 
  （委員 鳴本浩二） 

海上交通の問題については、過去、何度も話し合ってきたが、事業者側と利

用者側の課題探しに終始し、それより先に進んでこなかった経緯がある。今回

は将来像や計画の部分について議論していきたい。 
  （委員 三宅敏治） 

アンケート結果でも出ているとおり、市民病院などへ行く際は、港からタク

シーを使っている人が多い。船の運賃に加え、タクシー代も払わなければなら

ない状況であり、燃料費が高騰する中で、運賃を下げてほしいという考えもよ

くわかる。 
  （委員 山本 滋） 

アンケート結果で、利用が困難になる最大運賃の額も出てきているが、この

あたりも事業者にとっては耳の痛い話である。飛島では年金生活者が大半を占
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めており、運賃の値上げは断腸の思いであった。 
（６）笠岡市の海上交通の将来のあり方について 

  （事務局） 

    会議資料「第 1 回分科会資料」により説明。 

  （委員 鳴本浩二） 

運賃値上げの話が出ている中で、以前より各社経営統合して１社にという話

もあるが、そのあたりはどう考えるのか？ 

  （事務局） 
行政としては言いにくいが、笠岡諸島の人口が激減する状況下で、かつて１

万人いた頃と同じような航路の状況では立ち行かなくなるのではないかと推察

する。いずれは各社が一体的な動きをし、その先に統合がよいかどうかは別と

して、その方向性に向かわざるを得ないのではないかと思っている。 
  （会長 高木勇三） 

仮に、そのような方向性に向かうとなった場合に、計画にもその旨を盛り込

むのか？ 
  （事務局） 

合意形成ができれば、計画に位置付けることになる。 
実施に当たっては、航路の再編成を行う前段として、モデルケースによる実

証運行などを経ながら、段階的に検討を進めていくことになるだろう。その場

合、行政側としては最大限の支援を行う。 
  （会長 高木勇三） 

いろいろと話が出てきたが、このあたり事業者側としてはどのように考えて

いるのか？ 
  （委員 天野雄二郎） 

今年 11 月から料金の値上げを行ったが、全国的にみて、キロ当たりの運賃で
はまだ安い水準にある。 

  （委員 鳴本浩二） 
便数が増えれば、料金が上がっても文句は出ないのではないか？ 

  （委員 天野雄二郎） 
笠岡諸島の人口や利用実態を考えると、今でも供給過剰だと思っている。 
利便性といっても人それぞれで、便数だけでなく運行時間帯がどのようにな

っているかといった面もある。 
  （委員 鳴本浩二） 

今のダイヤだと、10 分おきに出航する時間帯もあれば、ある時間帯には 2 時
間空くこともある。これを調整できれば、便数を増やさずに利便性の向上が可

能ではないか？ 
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  （委員 天野雄二郎） 
全社一緒になれば話は別だが、今のままの状態では無理だろう。 

  （委員 山本昇吉） 
各社ともにお聞きしたいが、人口が減り経営環境が厳しくなる中で、長い目

でみて、統廃合も含め、どのように経営をされていくのかを知りたい。利用す

る側からすると、突然経営が成り立たなくなり、船便がなくなるのは困る。 
  （委員 天野雄二郎） 

当社の場合、経営的な限界も感じている。 
  （委員 三宅敏治） 

全国的に航路の統廃合に向けた検討が行われている。各社での話し合いは、

まだこれからであるが、全国的にはそのような流れも出てきている。 
  （会長 高木勇三） 

今から言うのも何だが、統合など今後の展開に向けた動きを調整していくの

が行政の役目だと思う。いずれにしても各社ともに厳しい中で、利用側として

最低限確保してもらいたいサービス水準に対する要望などはないか？ 
  （委員 河田達夫） 

便数そのものよりは、運航時間帯が重要だと思っている。午前・午後 2 便ず
つで 1 日最低 4 便は運航し、使いやすい時間にほしい。最終便の時間帯につい
ても、残業や学生の部活動の時間帯も加味して工夫してほしい。 

  （委員 原田三千夫） 
白石島については、フェリーの最終便が 1 便なくなり、かなり不便になった

と感じている。そのような中で、高速船が朝夕は別として 5 便必要なのか、5
便を減らしてでもフェリー便を増やせないのかと思う。 

  （委員 天野雄二郎） 
フェリーについては、燃料高騰の中、運賃値上げをしても追いつかず減便と

いう流れに至っている。当面、冬場の利用者の少ない今年 3 月末まで最終便を
減便し、その後は、やはり元の 4 便体制にしたほうがいいのか、そのまま減便
する方向でいくのか、データをみながら検討したい。 
高速船と普通船の問題については、船員の労働時間規制の関係で、普通船へ

の切替えが難しい状況にある。 
  （委員 田中仁義） 

料金の値上げについては、値上げ幅を現行の水準で抑えてほしい。 
  （委員 中尾重規） 

六島については、航路統合によって島民の利便性がどうなるかが問題だ。 
  （会長 高木勇三） 

国の立場から、何か意見があるか？ 
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  （委員 黒田 傑） 
国が主体的にどうこう言える立場ではないが、生活航路の維持について重要

なのは、地元自治体である笠岡市が主体となって、どういう方針をもって進め

るかだと考える。 
  （事務局） 

JR のほうで、ダイヤ改正の際にはバスや船との調整を図ることはあるのか？  
  （委員代理 門田耕三） 

特に連携はしていない。 
  （事務局） 

船のほうについては、バスや JR と調整をすることはあるのか？ 
  （委員 天野雄二郎） 

JR については本数が多いので、特にないが、今日話に出たように、今後は、
バスとの連携を図っていくことが重要かと思う。 

  （会長 高木勇三） 
「第 1 回分科会資料」34 ページに出ている今後の方針の 7 点について、何か
意見はあるか？ 

  （委員 黒田 傑） 
以前から問題となっている、伏越港の駐車場の問題はここに含まれてくるの

か？ 
  （事務局） 

乗り場環境の改善の部分に含まれると考える。 
本日はここに示している基本方針について、問題ないか、意見願いたい。年

度内に少なくとも 2 回は実施を予定しており、その中で、基本方針に付随する
細かい事業については詰めていくこととしたい。 

  （委員 天野雄二郎） 
離島振興のような、行政からの笠岡諸島に対する投資も含まれてくるのか？ 

  （事務局） 
離島振興については、離島振興計画を定めており、主にそちらに基づいて進

めていく。また、岡山大学や岡山商科大学など、大学との連携も行っており、

そちらのほうでの活性化メニューもある。 
  （会長 高木勇三） 
    次回の会議では、より具体的な内容を事務局から提案してもらい、議論を深

めていくこととする。 
（７）閉会 

＝ 閉会時間 午前１２時１０分 ＝ 


