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第３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 21 年 1 月 30 日（金） 午前 10 時 30 分～午前 12 時 15 分 
 
２ 開催場所  笠岡市役所第 5 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 
岡山支社企画課課長代理（代理出席）        浮田洋一 

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 
         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 

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  企画政策課主任主事 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 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時３０分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

  （会長 高木直矢） 
    笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下、「協議会」という。）では、陸上交通、

海上交通の各分科会を開催しながら、これまで多くの会議を重ね、数多くの意見を

もらっている。 
    今日の会議では、これらの意見をもとに、分科会により、笠岡市地域公共交通総

合連携計画（以下、「連携計画」という。）の素案が示されているので、協議会の委

員の立場から素案に対する意見を述べてもらい、よりよい連携計画に仕上げてほし

い。 
（３）陸上交通・海上交通分科会等の会議結果について 

  （事務局） 
    会議資料「第 3 回 海上・陸上交通分科会での意見整理」により説明。 
  （議長 井上矩之） 

金沢市のバストリガー方式とあるが、これはなにか？ 
  （事務局） 

金沢市内の大学の路線バスの運賃を 200 円から 100 円に値下げする際に、1 年間
で利用者が 2 倍にならなければ赤字になるので、その場合には元に戻すという協定
を、利用者、行政、バス事業者で結んで始めている。何かを始めるときに、どうい

う状況になったら、どうするかという条件を事前に決めておく仕組みである。 
（４）笠岡市地域公共交通総合連携計画（素案）について 

  （事務局） 
    会議資料「笠岡市地域公共交通総合連携計画（素案）」により説明。 
  （委員 池田美枝子） 

公共交通の利用者は、免許がまだ取得できない人、持たない人、持てない人、手

放した人であり、特に、後の 3 者をどこまで拾えるかが重要となる。デマンド交通
が、それらの利用者の交通手段の一助となることを期待している。 
利用者へのサービス向上が記載されているが、今のものでは不足している。 
神島地区で実験運行したデマンド交通は、ゆっくりした運行ダイヤを設定してい

るので、運転手が、高齢者が乗るときには手を引いてあげることなどが可能である。

声かけを行うということだけでは十分とはいえない。 
  （事務局） 

発言内容を配慮した表現に改めたい。 
  （副会長 坂本雪齊） 
    平成 21 年 3 月 12 日に開催が予定されている協議会で、連携計画が決定されるこ

とになると思うが、連携計画に記載した内容を実施に移すにあたって、具体的な議

論はどのように行うのか？ 
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  （事務局） 
今日の協議会での意見を反映して、協議会としての連携計画（素案）を取りまと

める。 
その後、連携計画（素案）に対する市民からの意見を募るために、パブリックコ

メントの実施を予定している。20 日間の期間を予定しており、意見が提出されれば、
必要に応じて、連携計画（素案）の修正を図りたい。 
修正した連携計画（素案）は、連携計画（案）として 3 月 8 日の両分科会に提出

し、両分科会での意見を反映した連携計画（案）を 12 日の協議会に示すことにな
る。 
以上の手続きで今年度は連携計画を策定し、次年度以降、連携計画に位置づけた

事業を協議会や交通事業者などで実施していくことになる。路線バスの曜日運行化

やデマンド交通の導入などは、該当地域の住民と話をしながら進めていく必要があ

る。 
  （副会長 坂本雪齊） 

今年度は、連携計画の策定作業といった文章的な作業になるわけか。 
  （事務局） 

笠岡市の公共交通の将来のあり方といった基本的な考え方をこの計画で示してい

る。事業の実施段階での個別の対応は、地域住民とともに考え、行政として可能な

限り支援していきたい。 
  （副会長 坂本雪齊） 

地域住民との意見交換会では、あまり意見が出なかったが、尾坂地区を例とすれ

ば、当初の案に比べると、やや後退したような感じもする。連携計画（素案）では、

ややあいまいな感じであり、どのような結論を出すのかが見えてこない。具体論に

なるときに、どう進めていけばいいのかが気になる。 
  （事務局） 

尾坂地区の場合であれば、地域としては公共交通をこうしたいということを、地

域で話し合ってもらい、笠岡市に提案してもらいたい。そのうえで、その提案の実

現に向け、笠岡市と協議していくことを想定している。そのための基本的な考え方

をこの連携計画で示している。 
  （副会長 坂本雪齊） 

地域住民との意見交換会は、2 月にもう一度行うのか？ 
  （事務局） 

2 月に実施予定である。この協議会での意見を反映した連携計画（素案）ができ
た後に関係者へ案内したい。 

  （副会長 坂本雪齊） 
2 回目の意見交換会は、この連携計画の中にある問題点を絞って、その地域の住

民に限定した議論をしないと意見がうまく出てこないと思う。争点を絞って意見交

換会を開催したほうがよいのではないか？ 
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  （事務局） 
1 月の意見交換会でもらった意見を、素案の中でどのように反映したかを説明し

たい。 
開催方法としては、前回と同じ 4 地域別で行いたい。その意見交換会の中で、尾

坂地区の人が積極的な発言をしてくれれば、他の地区の人も刺激を受けるのではな

いか。 
  （副会長 坂本雪齊） 

具体論にならないのではないか？ 
現実的には、路線バスを続けるか、やめるかの二者択一になるだろう。通勤者に

は、路線バスは便利が悪い。バス利用を増やすことは難しいだろう。 
  （事務局） 

尾坂地区の住民にとって、どのような公共交通体系がいいのか、自ら提案してほ

しい。 
  （副会長 坂本雪齊） 

前回までの資料では、尾坂地区と関戸地区をつないで路線バスを残す、あるいは

デマンド交通に替えると書いてあったが、路線バスがなくなったときのマイナスイ

メージを考えると、路線バスの廃止は大変困る。簡単にいえば、陸の孤島になって

しまう。ただし、利用者は少ないので、数の議論になると難しい。地区で、どちら

かを選択することの判断は難しいと思う。 
尾坂地区と関戸地区の間に限定して、路線バスを運行することは可能か？ 

  （委員 関藤篤志） 
車両の運行管理上、難しいと思う。 

    この会議は、笠岡市の公共交通施策の基本方針を議論しているのであって、個別

の議論は、次の段階だと思う。 
（５）笠岡市地域公共交通総合連携計画（素案）に対する意見募集について 

  （事務局） 
    パブリックコメント、地域住民との意見交換会の実施について説明。 
（６）地域公共交通総合連携計画策定調査の事後評価について 

  （事務局） 
    連携計画の策定にあたっては、協議会が国土交通省所管の国庫補助金を活用して

事業を行ったため、協議会として取り組んだ事業に対する自己評価を行い、所定の

手続きに従い、中国運輸局へ提出する必要がある。 
    その評価（案）が会議資料「調査事業に係る事後評価記載様式」なので、確認し

てほしい。 
（議長 井上矩之） 

事務局（案）でよいか？ 
［異議なし］ 

（議長 井上矩之） 
    それでは、事務局（案）で手続きを進めてもらうことにする。 
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（７）平成２０年度補正予算について 

  （事務局） 
    協議会の予算について、当初予算では委員報償費に不足が生じると見込まれるの

で、他の科目からの組替えによる補正で対応したい。 
  （議長 井上矩之） 

事務局（案）でよいか？ 
［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 
それでは、事務局（案）のとおり、予算を補正することにする。 

（８）その他 

  （委員 関藤篤志） 
バス事業者として、利用者の満足度を上げていく努力をするのは当然のことと認

識している。 
利用者の不満が高いのは、運行便数が少なくなってきていることが大きな要因で

あると思っている。もともと運行便数は今以上に確保されていたが、利用者が減少

したことにより、運行便数も少なくなってしまったものである。運行ダイヤの見直

しについては、そのようなことを考慮してほしい。 
バス停留所の整備は、手が回らないところが多いのが実状だ。笠岡市役所前のバ

ス停留所については、道路の切込みがなくても設置可能であるが、県道笠岡井原線

と市道駅前川辺屋線の交差点が渋滞する恐れがあるので、岡山県警とも相談した結

果、今の運行経路になっていることを考慮してほしい。 
9 月 20 日がバスの日となっており、毎年、小学生以下を対象に無料乗車できるイ

ベントを実施しているが、現実的にはなかなか乗ってもらえない。ただ、時刻表の

文字を大きくするとか、すぐにできることもあるので、今後取り組んでいきたい。 
  （議長 井上矩之） 

公共交通利用者の満足度の向上が連携計画の数値目標であり、まさに目指してい

かなければならないことだと思う。なお、数値目標は、マイナスの表現になってい

るが、実際には、今より 10 ポイント上げるという言い方もある。 
（９）閉会 

＝ 閉会時間 午前１２時１５分 ＝ 


