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第２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 11 月 25 日（月） 午後 3 時 30 分～午後 5 時 50 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 笠岡市副市長（代理）                三島紀元 

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 笠岡老人クラブ連合会副会長             平井重男 

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 

 笠岡市婦人協議会副会長               渡辺美也 

西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社企画課首席（代理出席）          小林一成 

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       

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  企画政策課主事 撰 友則 

   ②建設産業部 

     建設産業部長 高木勇三 
都市計画課長 三宅弘二  都市計画課統括 横溝人生 

   ③ランドブレイン㈱ 
     永田彰仁  前田欣也  戸村忠弘 
 
４ 欠席委員 

   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 
   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３０分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

  （会長代理 三島紀元） 

笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下、「協議会」という。）の大きな目標とし

て、今年度内に、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく、「笠岡

市地域公共交通総合連携計画」（以下、「連携計画」という。）を策定することとして

いる。 

協議会は、第 1 回の会議を今年 5 月に開催しているが、その際、連携計画を策定

するに当たり、まず詳細に現況把握調査を行う必要性を認めてもらったので、専門

の業者の支援を受けながら、先月まで、その調査に取り組んだところである。 

主な調査として、市民 5,000 人を対象としたアンケート調査や各種公共施設、商

業施設で実施したアンケート調査、バスの乗降調査などがあり、これらの調査結果

を報告し、現状を把握してもらうことが、今日の会議の大きな目的のひとつである。 

また、この調査結果をもとに、委員それぞれの立場で、大所高所から、意見を述

べ、笠岡市の将来の公共交通体系のあるべき姿の道筋を示してほしい。 

（３）笠岡市の公共交通に関する調査結果について 

  （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ついて」により説明。 

  （事務局） 

    会議資料「第 2 回協議会資料」により説明。 

  （議長 井上矩之） 

調査のステップ 1 は実態の把握、ステップ 2 は何もしないときにはどうなるか予

測することであり、今回は、ここまで整理している。その後のステップ 3 は対策を

考えること、ステップ 4 は優先順位をつけること、すなわち評価となる。 

まず、「第 2 回協議会資料」の「第１章 笠岡市の現況概要」について、意見を伺

いたい。 

  （委員 牧野寛義） 

「第 2 回協議会資料」の中で、名称が間違っているので訂正してほしい。笠岡港

と伏越港と書いてあるが、全体が笠岡港なので、住吉と伏越と記述してほしい。 

  （議長 井上矩之） 

陸地部の高齢化率は今後どうなるのか？ 

島嶼部の高齢化率はこれで安定していると考えてよいか？ 

今年 10 月 28 日、福山市で行われた中核市サミットに参加したが、その中で、中

山間地域では高齢化の進展はほぼ終了しており、都市部のほうが高齢化が進むとい
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う報告があった。 

  （事務局） 

高齢化率は、今後、もっと高くなると予想される。 

  （会長代理 三島紀元） 

鉄道は乗車人員を整理しているが、乗降になっていないのは、何か意味があるの

か？乗る人も降りる人も合わせたほうがよいように思う。他のデータも同じと考え

てよいか？ 

  （事務局） 

統計上、乗車人員が公表されているので、そのようになっている。乗車と降車の

数はほぼ同一と考えている。バス、海上交通とも、同じ意味合いのデータである。 

  （議長 井上矩之） 

鉄道とバスの利用者数の経年変化をみると横ばいであり、減ってない。 

問題は、このままになるかどうか。中核市サミットでは、すべての市で減少して

いるとのことだった。 

ここではどう考えるのか。 

  （事務局） 

生産年齢人口があまり変化していないのが一因ではないかと思われる。また、笠

岡市内には高校があるので、高校生の利用が一定程度あることも一因と思われる。

なお、井笠鉄道全体では、利用者は年々減少している。 

  （委員 坂本雪齊） 

笠岡市内の人が、市外の高校へ、どの程度移動しているか、わからないか？ 

  （事務局） 

そこまでは把握していない。 

  （議長 井上矩之） 

続いて、「第 2 回協議会資料」の「第 2 章 実態調査の概要」について、意見を

伺いたい。 

  （委員 牧野寛義） 

市民アンケート調査では、バス利用は 14 パーセントであるが、井笠鉄道のデー

タでは１日平均 2,000 人程度、人口 6 万人の 3 パーセント程度でしかない。市民ア

ンケート調査とのギャップが大きいと感じるがどうか？ 

  （事務局） 

市民アンケート調査では、1 月に１回でも利用していれば、「利用している」と集

計している。利用頻度を考慮しなければ 14 パーセントの人が利用しているが、毎

日の利用は 3 パーセント程度に落ち込むのだと思う。 

  （議長 井上矩之） 

高校生についていえば、笠岡工業高校の生徒の回答は、他の高校と比べて異なっ

ている。交通手段に「その他」が多いし、雨の日でも交通手段を変えない生徒が多
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い。どうしてか？ 

  （委員 関藤篤志） 

    笠岡工業高校の生徒は男子が大部分であり、遠方から通学する生徒は、オートバ

イに乗っているからだと思われる。 

  （事務局） 

今回のアンケート調査の結果をみて感じたことであるが、バスを利用していない

人は 86 パーセントにのぼっているが、そのうち、34 パーセントはサービスがよく

なれば利用すると回答している。 

高校生にしても、バスを利用できない人が多いが、サービスを改善すれば約 3 割

が利用すると回答している。 

この結果をみると、公共交通の施策に対するやる気が出てくる。やり方によって

は、バスを利用する可能性があると判断している。 

  （議長 井上矩之） 

島嶼部と島地部の二つの表現があるが、これもどちらかに統一してほしい。 

  （事務局） 

島嶼部で統一する。 

  （議長 井上矩之） 

続いて、「第 2 回協議会資料」の「第 3 章 課題の整理」について、意見を伺い

たい。 

バスの利用者の推移をみると、近年は減っていないので、困るところがでていな

いのではないか？ 

  （事務局） 

将来的に人口が減少するので、それに伴い利用者も減少すると予想される。 

  （議長 井上矩之） 

課題に支線バスの路線維持とあるが、支線バスの状況を示すデータを出してほし

い。 

  （委員 坂本雪齊） 

資料に記載されている補助金額は、笠岡市だけの路線に対してなのか、それとも

会社全体に対してなのか？ 

  （委員 関藤篤志） 

笠岡市のみである。 

  （委員 坂本雪齊） 

経営は成り立っていると考えてよいのか？ 

  （委員 関藤篤志） 

成り立っていない。会社全体では、これだけの補助金ではすまない。 

アンケートの結果がでているが、まさにこのとおりだと思う。 

住民ニーズはこのとおりだと思うが、バスの運行本数が増えてもなかなか乗って
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もらえない。どうすれば効率化できるか、検討することが必要だろう。 

  （事務局） 

モータリゼーションが進んでいる中で、市内の路線バスは 14 路線もあり、クモ

の巣のように路線がある。路線数は多いが、大変な赤字を抱えている。このままで

は持続できない。もっと効率的な運行体系にしていく議論が必要である。 

  （委員 坂本雪齊） 

資料に提示されたデータでは、そこまでの議論にならないのではないか。トータ

ルで経営ができるかどうかだと思う。要は収支の問題だ。現状で何とかできている

なら、今のままでよいのではないかと受け止めてしまう。 

  （委員 関藤篤志） 

今のままではバスを維持していけない。 

  （事務局） 

先日、バス乗降調査を行った感触では、平成 20 年度のバス利用者数は減ってい

るように感じる。今後、高齢化が進んでいくが、高齢者の免許を持っている人が増

えるので、結果として利用者は減少すると予想される。 

  （議長 井上矩之） 

そのような予測をきちんと記載するべきである。 

加えて、自治体からの補助金投入など、財政的な問題がある。 

その他、地球環境への貢献の観点では、マイカーから公共交通に転換させる必要

がある。そのとき、公共交通がないと話しにならない。 

今は問題ないかもしれないが、これから問題が深刻になることも整理する必要が

ある。そのひとつとして、高齢者による自動車の運転が挙げられ、交通安全上、問

題である。ある年齢で免許を返上するような制度ができるかもしれない。これから

の高齢者のためには、公共交通を残す必要がある。 

  （事務局） 

課題については、データで示すように再整理する。 

  （委員 坂本雪齊） 

尾坂地区のバスの便数が 12 便とあるが、路線別のデータと合わないように思う

が、正しいのか？ 

  （事務局） 

正しいが、誤解を与えるので、説明を加えるようにする。 

（４）陸上交通分科会、海上交通分科会の会議結果について 

  （事務局） 

    会議資料「第 1 回 海上・陸上交通分科会での意見整理」により説明。 

（５）笠岡市の公共交通の将来のあり方について 

  （事務局） 

    会議資料「第 2 回協議会資料」により説明。 
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  （委員 天野雄二郎） 

航路の効率化について、もう少し詳しく話せないか？ 

  （事務局） 

今回は、連携計画の基本方針となるものを提示したものであり、具体的なものは

まだ示せないので、了解願いたい。今日の会議では、提示した基本方針で進めてい

ってよいかを議論してほしい。 

  （事務局） 

海上交通については、合併を視野に入れざるを得ないと思っている。 

  （委員 坂本雪齊） 

陸上交通分科会では、まず、既存の路線バスの維持といっている。これをどのよ

うに受け止めればいいのか？ 

  （事務局） 

路線バス全体を廃止してしまうのではなく、今の路線バスを改善することにより、

利用者数が向上し、維持できるなら、そうしたい。 

しかし、現状では、大部分の路線バスの収支はよくないので、それが改善されな

いなら、将来的に維持することが難しくなると考える。 

維持のためには補助金を投入せざるを得ないが、補助金に頼った体系からは脱却

したい。 

  （委員 坂本雪齊） 

笠岡市の路線バスに対する補助金は、年間約 2,200 万円くらいであるが、井原市

ではもっと高額である。 

笠岡市では補助金を減らすのが前提なのか？ 

  （事務局） 

そうは思ってない。 

  （委員 関藤篤志） 

国道 2 号から番町地区へのルート変更が提案されているが、番町地区には何本か

のバスが入っている。商業施設にもバスを運行するように言われているので、国道

2 号を通っている。 

今後できる商業施設にアクセスするには、番町地区を通ったほうがよいのかもし

れないが、国道 2 号を通る路線を全部やめて番町地区へというわけにはいかない。 

伏越港にということであるが、昔、道路に切込みがあった。 

住吉港には入り込めない。近くには、国道 2 号沿いにバス停留所があるが、駅ま

で行く利用はない。 

  （事務局） 

アンケート調査では、住吉港からわずかな距離であるが、シーサイドモールまで

でもバスを利用したいという人が多い。高齢者には、厳しい距離だと思う。国道 2

号まで歩けばよい、ということではない。 
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乗降調査の結果では、コムプラザ線は利用者がほとんどいない。 

  （委員 関藤篤志） 

コムプラザの手前に笠岡第一病院付属診療所があり、その利用があるので、番町

経由にすると利用者が減ると思う。 

  （委員 池田美枝子） 

住吉港から笠岡駅までの距離でも乗り物に乗りたい人は、福祉有償運送の対象に

ならないのか？ 

  （委員 寸田政成） 

ひざが痛いから歩けないというくらいでは対象にならないだろう。障害があれば

対象になると思う。 

  （委員 池田美枝子） 

福祉有償運送を始めるときに、対象者は要支援、要介護の人か、障害者に限られ

ると言われている。 

  （委員 寸田政成） 

誰にでもわかりやすい基準で、それを明確にすることも必要になっている。基準

については、必要があれば変えればよいと思うが。 

  （委員 池田美枝子） 

住吉港から駅まで福祉有償運送を利用したい人がいながら、線引きされているの

で利用できないという現状が大変心苦しい。歩けない人の場合、船まで迎えに行く

こともある。 

福祉有償運送は、タクシーに乗れない人しか対象にしてはいけないという制約が

あるが、対象者が広がらないかと思っている。 

（６）その他 

  （事務局） 

    今後のスケジュールを確認したい。 

次回の協議会は、平成 20 年１月 30 日の午前 9 時 30 分からでどうか？ 

  （議長 井上矩之） 

午前 10 時から予定のある委員がいるようなので、午前 10 時 30 分からとする。 

（７）閉会 

＝ 閉会時間 午後５時５０分 ＝ 


