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第４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 3 月 12 日（木） 午前 10 時 00 分～午前 12 時 00 分 
 
２ 開催場所  笠岡市役所分庁第 4 大会議室 
 
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主任 福寄康明 
（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 

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００分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

  （会長 高木直矢） 
    これまで、笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下、「協議会」）が中心となって、

陸上交通、海上交通の各分科会を開催しながら、平成 20 年 1 月に笠岡市地域公共
交通総合連携計画（以下、「連携計画」）の素案を取りまとめたところである。 
 そして、この連携計画の素案に対して、広く市民の意見を募るため、今日の会議

までに、パブリックコメントや地域の意見交換会を実施しているので、その結果を

報告し、それらを踏まえたうえで、協議会としての連携計画の最終案を示してほし

い。 
（３）パブリックコメント等の実施結果について 

  （事務局） 
    会議資料「『笠岡市地域公共交通総合連携計画（素案）』に対するパブリックコメ

ント実施結果について」により説明。 
（４）陸上交通・海上交通分科会の会議結果について 

  （事務局） 
    会議資料「第 4 回海上交通・陸上交通分科会」及び「第 2 回市民意見交換会（北

部地域）等」により説明。 
（５）地域公共交通活性化・再生総合事業（調査事業）の事後評価結果について 

  （事務局） 
    会議資料「調査事業に係る事後評価（笠岡市）」、「中国地方地域公共交通活性化・

再生総合事業第三者評価委員会構成員名簿」及び「第 1 回中国地方地域公共交通活
性化・再生総合事業第三者評価委員会全般に対する評価等について」により説明。 

（６）笠岡市地域公共交通総合連携計画（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（案）」により説明。 

（委員 池田美枝子） 
    連携計画の素案のときと比べ、福祉に配慮した記述になっていると思う。 

運転手への研修なども必要であるが、具体的に書きすぎるのもよくないだろう。

来年度以降、事業が始まってから、具体的なことについては詰めていけばよい。 
神島地区でのデマンド型乗合タクシーの実証実験では、運転手の乗客に対する配

慮は良かったと思っている。 
（議長 井上矩之） 

    タクシーの運転手には、研修などを行っているのか？ 
（委員 今城 朗） 

    特別な研修を行っているわけではないが、接客の指導などは行っている。
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（議長 井上矩之） 
    身体障害者が利用できるような特殊な構造のタクシーはあるのか？ 

（委員 池田美枝子） 
    中にはそういう車両を持っている会社もあるようだ。 

車椅子の組み立て方なども知ってほしいと思っている。やさしい気持ちを持って

もらえれば、簡単なことである。 
（副会長 坂本雪齊） 

    この連携計画は、地域の意見を踏まえたうえで作成したものだと思うので、提案

のとおりでよいと考える。 
（委員 平井重男） 

    連携計画の期間は 10 年間であるが、適宜見直しをしながら進めていけばよいと
思う。 

（委員 渡辺美也） 
    連携計画は将来の指針となるものであり、あまり具体的な内容は書きにくいと思

うので、事業の実施段階で具体化していけばよい。できることから、早く着手して

ほしい。 
（委員 浮田洋一） 

    駅の橋上化は、まちづくり、バリアフリー化の観点で進められることが多いが、

JR 笠岡駅はバリアフリー対応が進んでいるので、まちづくりの観点から橋上化をど
のように進めるかについて、今後、協議していきたい。 

（議長 井上矩之） 
駅を橋上化するときの基準のようなものはあるのか？ 

（委員 浮田洋一） 
    具体的な基準というものはないが、5,000 人以上の乗降客のある駅ではバリアフ

リー化の整備を行う努力義務があるので、それに該当する駅でバリアフリー化が必

要という話が出てきたときには、バリアフリー化の観点からも橋上化にも取り組み

やすい。 
ただし、先ほど発言したように、笠岡の場合は、バリアフリー化の整備を行って

いるので、どのようなまちづくりを進めていくかということが重要となる。現状の

地下通路もあるので、橋上化に取り組むための理由づけが必要である。 
（議長 井上矩之） 

    鉄道と路線バス・旅客船・フェリーなどの各種交通機関との連携強化を図るとい

う目的になるだろう。 
（事務局） 

    笠岡諸島が笠岡市の特徴なので、これを全国に情報発信していきたい。 
現在、笠岡港と中心市街地は、鉄道と国道で分断されている。「笠岡ベイシティ構

想」という計画もあるが、実現するためには莫大な投資が必要と見込まれるので、

井上議長が発言されたように、旅客船乗り場（笠岡港住吉地区）と鉄道との連携強

化という観点からまちづくりに生かしていきたい。
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（委員 関藤篤志） 
    路線バスの運転手のマナー向上については、市外から来た観光客などから言葉が

悪いと言われることもあるが、地元の言葉なので、難しい面もある。しかし、今後、

運転手の教育について考えていきたい。 
    回送バスは、できるだけ少なくしたいと思っている。 
    コムプラザ線の経路変更については、金崎橋の交通渋滞が問題である。また、笠

岡市役所前のバス停留所設置は交通量が多い場所なので、そのあたりのことも含め

て検討してもらいたい。 
（議長 井上矩之） 

    経費を最小限にする回送運行の方法はあるのか？ 
（委員 寸田政成） 

    回送運行はやむを得ないものであるが、燃料等の経費増につながるので、バス事

業者としては極力、少なくしようと努力しているはずだ。 
行政が支援できることとしては、バスの取り回し箇所の設置などがあるが、現実

には難しい。 
（委員 天野雄二郎） 

    笠岡港住吉地区、真鍋島では漁船の係留が多く、旅客船の発着に支障を来たすこ

ともある。桟橋の改善について県にも要望を出しているが、なかなか実現しない。 
笠岡港住吉地区の待合所の改良については検討している。 
笠岡諸島の航路体系については、補助対象航路と非対象航路が競合していること

と、笠岡市の所有船もあり効率性を欠くことが問題と考えているので、この問題を

解決するための踏み込んだ記述はできないか？ 
  笠岡諸島には船会社が多いので、会社の合併などの対応をとらなければ継続が難

しいと思われる。 
（事務局） 

    連携計画（案）の 58 ページに事業スケジュールがあるが、この表を見ると、事
業実施のスピード感に欠けるので、海上交通分科会では、もっと早く事業に着手す

ることが明確にわかるようにしてほしいと指摘を受けた。 
すぐにとりかかれる事業については、すぐにでも事業着手するつもりである。 
しかし、例えば、JR 笠岡駅の橋上化については、長期の事業計画にならざるを得

ない。 
海上交通の航路統合については、10 年間かけてゆっくり進めるという気持ちはな

い。平成 21 年度から、事業者との協議調整を行っていくつもりだ。 
（委員 天野雄二郎） 

    三洋汽船㈱では、近いうちに、船の老朽化やバリアフリー化への対応のために新

造船の問題が出てくる。したがって、航路の統合のスケジュールは、おおよその目

安をつけて進めないといけないのではないか？できるだけ早く進めてほしい。
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（事務局） 
    航路の統合は、笠岡市としても早く進めたいという気持ちはあるが、それぞれの

会社の考えもあり、それを無視して強引に進めるわけにもいかない。スケジュール

には 10 年間とあるが、10 年かけてゆっくりやるということではなく、次年度から
協議調整を行いながら精力的に進めていきたい。 
連携計画は基本計画としての性格を持っており、協議調整の結果を踏まえて、具

体化しようという内容については、連携計画（案）の表現程度しかできないと思わ

れる。 
改めるとすれば、52 ページの「関係者間の調整」の前に、「速やかに」という文

言を入れるくらいであれば可能と思われる。 
（委員 天野雄二郎） 

    過去にも、航路統合について、何回も議論があったが、実行されずに流れてしま

った経緯がある。 
（事務局） 

    今回が以前と違うのは、笠岡市の計画の中に明文化したことであり、この点は大

きな前進だと受け止めている。今回は、実施主体も記載しており、絵に描いた餅に

ならないように、実現化に取り組む決意である。 
（議長 井上矩之） 

    連携計画に記載があれば、実現を目指していかなければならない。 
（委員 天野雄二郎） 

    今、協議に臨んでいるメンバーは理解していると思うが、メンバーが変わってし

まうとなかったことになってしまうのではないかということを危惧している。 
（事務局） 

    52 ページの「関係者間の調整」の前に、「速やかに」という言葉を入れたい。 
（委員 池田美代子） 

    笠岡市の担当者が変わっても継続していかれるよう、記録を残しておいてほしい。 
（議長 井上矩之） 

    会議録を作製するので、その点は心配ないと思う。 
（委員 浮田洋一） 

    実施期間について、「平成 21 年度～平成 30 年度」とあるのと「平成 21 年度から
協議調整」というのは、どう違うのか。 

（事務局） 
    JR 笠岡駅の橋上化などについては、経費のこともあり、事業の終期を明示でき

ないので、設定していない。なお、笠岡ベイシティ構想の目標年次は、平成 37 年
であるので、このような状況を考慮してもらいたい。 

（委員 今城 朗） 
    神島地区でのデマンド型乗合タクシーの実証実験は、1 日あたり 13 人の利用者で

あったと聞いている。 
今後、乗務員教育を含め検討していきたい。
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（委員 北潤弘康） 
    国道 2 号を始め、道路管理者としてできることに協力していきたい。 

（委員 牧野寛義） 
    岡山県の道路と港の管理者として、順次、協力してやっていきたい。 

今後、人口減少が進むので、公共交通を活性化するには、人を集めることが必要

になると思う。 
（委員代理 坂手長治） 

    市民に気持ちよく利用してもらうという意識改革も必要と考える。 
警察としては、交通の安全、渋滞対策も進めていきたい。 

（委員 寸田政成） 
    各分科会でも活発な意見がでている。陸上交通分科会では井笠鉄道は笠岡の文化

だから残していくべきとか、海上交通分科会では島しょ部住民の切羽詰まった状況

がわかり、よかった。 
    連携計画については、できるところから早くとりかかり、市民に安心して暮らし

てもらえるような公共交通施策を展開していくことが大切だと思う。やってみて失

敗とわかれば、その時点で修正していけばよい。 
連携計画の実現を目指すことで、笠岡市がよいまちになっていくことを期待する。 

（議長 井上矩之） 
    ほかに意見がないようであれば、事務局から提案のあった連携計画（案）につい

ては、今日の修正意見を踏まえたうえで、協議会として了承してよろしいか？ 
［異議なし］ 

    それでは協議会として、連携計画（案）を一部修正したうえで、了承する。 
（７）地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定申請について 

  （事務局） 
    会議資料「笠岡市地域公共交通活性化・再生総合事業計画認定申請書」により説

明。 
（副会長 坂本雪齊） 

    公共交通総合マップの作製については、市民との意見交換会や分科会の中で、観

光の観点も入れるべきという意見があったとのこと。交通マップなら、交通事業者

が費用負担するのが適当と思うので、「公共交通・観光」マップということにしたほ

うが、笠岡市として関わりやすいのではないか？ 
（事務局） 

    公共の部分は市、交通の部分は民間が主体であると思っているが、マップは公的

なものと考えており、作製後は、全世帯に配布して還元するつもりである。 
（委員 天野雄二郎） 

    認定申請の中の事業に、海上交通の事業が入ってないようだが？ 
（事務局） 

    海上交通の事業のひとつである航路統合については、関係者間での協議調整が図

られれば実証運航などに取り組めるのではないかと考えている。 
このたびの申請では、熟度の高いものだけを記載している。
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（議長 井上矩之） 
    実証運航には取り組めるのではないか？ 

（事務局） 
平成 22 年度に実証運航が取り組める環境が整えば、今回申請した事業計画を修

正し、来年度改めて申請することになる。 
（議長 井上矩之） 

    速やかに調整を図り、平成 22 年度から実証運航できるようにしてほしい。 
（８）その他 

（事務局） 
    今日の協議会で認めてもらった連携計画（案）を笠岡市の連携計画とする手続き

を行った後、補助事業の所管庁である国土交通省を始め、関係者、関係機関に対し、

連携計画を発送することになる。連携計画を正式に発送する前段階で、所管庁との

調整により、連携計画の内容が修正される可能性もある。その修正が文章表現の訂

正など、微修正の範囲であれば、事務局に一任願いたい。 
（９）閉会 

＝ 閉会時間 午前１２時００分 ＝ 


