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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 25 年 1 月 25 日（金） 15 時 30 分～17 時 00 分 

 

２ 開催場所  笠岡市役所  分庁第４ ２階大会議室（選挙管理委員会上）  

 

３ 出 席 者 

（１）委 員 

   会  長 笠岡市長                       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副会長           平野 勲 

   委  員 笠岡老人クラブ連合会副会長              森 恵美子 

        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                天野喜代美 

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社企画課長（代理出席）  荻田健介 

株式会社中国バス代表取締役専務            田中秀明 

株式会社中国バス井笠バスカンパニー乗務員       松原知己 

笠岡地区旅客船協会会長三洋汽船株式会社社長      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 

         三洋タクシー株式会社取締役業務部部長        原田明夫 

岡山県備中県民局建設部副部長（代理出席）       田中昌秀 

岡山県警察笠岡警察署副署長（代理出席）        小橋茂男 

国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所計画課長    岡本雅之 

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  森井茂人 

（２）オブザーバー 

岡山県県民生活部県民生活交通課副参事      稲家 誠 

（３）事務局（笠岡市） 

政策部長    野田英亨  企画政策課長    水田卓志  

企画政策課統括 中嶋 徹  企画政策課副統括  藤井正俊  

企画政策課主事 坂田竜司  都市計画課長    齋藤秀三 

 

４ 欠席委員 なし 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 １５時００分 ＝ 

（１）会長あいさつ 

  

（２）会議録の取扱について 

   会議録の作成については，要点筆記とし，会長と議長に一任する。 

   また，個人が特定できる記述や公開することによって，特定の個人や団体に不利益

が生じるような記述以外は原則公開する。 

 

（３）生活交通ネットワーク計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）の変更について 

  （事務局）会議資料「平成 24 年度第２回笠岡市地域公共交通活性化協議会会議資料」

１～５ページにより，以下のとおり説明した。 

（11 月からの運行について） 

・事業主体は㈱中国バスで，運行形態は道路運送法第 21 条になる。 

・車両はバリアフリーには対応してないが，車いすの利用や，補助が必要

な場合，乗務員が対応する。 

・主要幹線への接続は，大島線はＪＲ山陽本線笠岡駅に変更。尾坂線につ

いては変更なし。 

（４月からの運行について） 

・事業主体は㈱井笠バスカンパニーで，運行形態は道路運送法第４条にな

る。その他について変更はない。 

 （荻田委員）笠岡駅という停留所は笠岡駅前広場に入ってくるのか。 

  （事務局）そのとおり。今までも使っていたとおりです。ただし，新たに接続停留所

としての役割ができる。 

 （森井委員）ワンボックスカーなのは需要がこの程度であるということなのか。また，

車両はバリアフリー対応ではないが，適宜乗務員が対応するということで

すか。 

  （事務局）現在の需要を考えるとワンボックスカーで対応可能。また，バリアフリー

対応については乗務員が適宜対応する。 

 （池田委員）車いすの人にはどう対応するのか。基本は降りて歩ける人が対象なのか。 

  （事務局）車両は車いすを積むようにはなっていない。降りて歩いて乗れる人が対象。 

 （池田委員）では，車いすをたたんで乗せてくれたりするということか。介助者が付い

て行くというのが前提か。 

  （事務局）今のところそういった利用者はいないが，そうなると思う。 

（原田委員）バリアフリー対応は運転手がするのか。それとも，専属の乗務員を乗せる

のか。 

  （事務局）運転手が対応する。また，その場までは介助者が一緒に来ているはずなの

で，その人と一緒に対応する。 
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 （原田委員）これからは車いす利用者等への対応も考える必要がある。 

（池田委員）利用者拡大にもつながる。 

  （事務局）検討する。 

 （井上議長）㈱中国バス井笠バスカンパニーというものが今までもあったのか。今度，

立ち上がる㈱井笠バスカンパニーとは。 

  （事務局）内部グループと一つの独立した企業という違い。 

 （森井委員）車両等の変更がないので，４条の事務処理をスムーズにするため，運行管

理者の意見照会を省略したい。問題があるようであれば連絡をください。 

（天野雄委員）４月１日以降の運行に関する期限はあるのか。 

  （事務局）運行に関する期限はない。 

 （荻田委員）笠岡駅乗り入れの承認等は取っているのか。中国バスとタクシーの乗り入

れは聞いているが，デマンドは聞いていない。 

  （事務局）デマンドも運行形態は通常のバスと変わらない。そのため，通常のバス運

行の中に包含されているのではないか。承認は車両ごとにとっているのか。 

 （荻田委員）中国バスで１５台許可している。その中にデマンドが入っているかは読み

取れない。 

  （事務局）もし入っていなければ手続きを行う。 

 （稲家オブザーバー） 

       １１月の利用状況で大きな変化はあったか。 

  （事務局）現在集計中であるが，大きな変化はないと聞いている。 

 （井上議長）では，デマンド型乗合タクシーの運行について，本協議会として承認して

よろしいか。 

  （全委員）はい。 

 

（４）４月以降の路線バスの運行について 

  （事務局）会議資料６～１１ページにより，以下のとおり説明した。 

       ・現行の路線につきましては，大きな変更はない。今後の運行ダイヤは調

整中。 

       ・笠岡～井原線は，４月から運行便数を増便する。この路線は１１月の暫

定運行の際，大幅に減便し運行しているが，沿線の高校などから意見や

要望の聴取を行った結果，朝の通学時間帯の積み残しの可能性があるこ

とが分かった。その状況へ対応する形になっている。 

       ・笠岡～矢掛線は，矢掛町と協議中。今回は笠岡市の案を載せている。 

運行数について，１便減便する方向で調整中。減便による影響を尐なく

するため，その時間帯のダイヤも調整中。全便，井原鉄道の矢掛駅など

へ発着するよう路線を延伸する。 

       ・笠岡～城見台団地～総合スポーツ公園～笠岡線は，コムプラザ笠岡～国

道～福山線が廃止により，金浦から西の国道を走る路線の代替としてい
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ますが，便数が尐なく，運行時間が開きすぎているため増便する。 

       ・大門～茂平工業団地線は，福山市と協議中。今回は笠岡市の案を載せて

います。ほぼ茂平工業団地の従業員だけが利用しており，それ以外の利

用はほぼない。従業員が利用している関係企業から事情を聞き，減便な

ど運行ダイヤを検討する予定である。 

       ・美の浜へのバスターミナル整備に伴い，４月から美の浜とＪＲ笠岡駅を

結ぶバス路線を開設する。運行ダイヤは，通勤・通学等でできるだけ利

用できるよう，中国バスと調整中。 

 （池田委員）Ｐ１１の資料にある黒丸はバス停の位置か。 

  （事務局）はい。バス停は申請中なので確定ではない。 

 （井上委員）アルファベットは何か。 

  （事務局）料金区分である。 

 （平野委員）便数やダイヤはどうなるのか。 

  （事務局）美の浜線は，バスターミナルの回送を利用予定です。現在，全体のダイヤ

が確定していないため，美の浜線も決まっていない。片道１０便程度確保

できる見込み。なるべく利用しやすいように調整したい。 

 （平野委員）４月から運行予定なのか。 

  （事務局）はい。 

 （荻田委員）美の浜線も笠岡駅への乗入許可申請をしてください。 

  （事務局）はい。 

 

（５）笠岡諸島航路（国庫補助航路）の運航状況について 

  （事務局）会議資料１２～１４ページにより，以下のとおり説明した。 

       ・平成２２年３月に「笠岡市地域公共交通総合連携計画」に位置付けた「航

路の統合」により，効率的で利便性が高く，持続可能な運航体系を確立

するため「航路改善計画」を策定した。 

・平成２３年４月１日に，豊浦汽船(株)が運航する「笠岡～飛島航路」，六

島航路(有)が運航する「笠岡～真鍋島～六島航路」の国庫補助航路２航

路を三洋汽船に譲渡し，旅客船３社を１社化。平成２３年１０月１日か

ら，新航路「笠岡～飛島～六島航路」が三洋汽船(株)により運航開始。 

 ・全体の利用者は２３年と２４年を比較して，大きな差はない。その前年

の２２年と２３年を比較すると，約 2,300 人の減尐となっている。島の

人口の減尐，高齢化により利用者は年々，減尐傾向にある。今回，減尐

しなかった理由は，六島への日帰りが可能になったためと考える。飛島

の利用者につきましては，引き続き減尐傾向にあるものと考える。 

 ・収益は，ほぼ変化がない。費用は，約 2,000 万円縮減された。運航して

いる船が２隻から１隻になったことと，会社運営に必要な経費が統合に

より減ったことが要因と考えられる。 
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（天野雄委員）統合後１年の結果は事務局の説明どおり。主要船舶として使っている船が

波に弱い。これは六島航路が使っていたものである。去年の１，２月で欠

航は２０日ぐらいあった。港は，六島が湛江・前浦，飛島が洲・北浦にあ

る。その整備状況であるが，飛島の洲は整備されているが，北浦は防波堤

もなく湾に桟橋があるだけであり危険性がある。市と協議したい。六島の

湛江は整備されているが，今使っている船が入るのが精一杯である。その

ため，新しい船を購入するにしても湛江に入れるように今の大きさ以上は

難しい。公共交通を守るためにも，通学船・患者輸送船・し尿処理船等の

市の船で行っている業務において，なるべく民間企業を利用してほしい。

島の発展・活性化について具体的なプランがあれば聞きたい。 

  （事務局）船と港の件については，協議し改善したい。島の活性化については，離島

振興法改正に伴い，離島振興計画を策定中です。パブリックコメントとい

う形で２月に案を示したい。住民組織やＮＰＯがある中で，島を元気づけ

ていくためにはそれらの整理が必要と考えている。 

（天野雄委員）先日，真鍋島に行った時，なぜフェリーが来ないのかと聞かれた。採算が

全く合わないから難しいと答えた。個人負担が大きくなるが有人島には一

月に一便だけでも…。笠岡諸島をどうするかという問題と絡めて，船舶の

購入計画からやり替えないといけない。六島・飛島に関してはフェリーが

十分入れる桟橋がある。補助航路だから一島二港あるが，そうでなければ

一島一港でいいと運輸局はいうが，長期的にはそれで良いのか疑問がある。 

 （森井委員）長年の歴史からそうなっている部分がある。中国運輸局岡山運輸支局水島

海事事務所へ相談してほしい。 

（天野雄委員）理解はしている。しかし，安全性が図れない部分がある。例えば港の整備

が不十分で乗客が怪我をした場合の責任はどうなるのか。 

 （森井委員）運行の安全を確保するのは事業者。そのために問題があれば，関係機関と

協議するべきである。 

（天野雄委員）そのとおりだが，何年も問題が放置されているところがあるのも現実であ

る。危険個所についてチェックはする。補助金等をもらいながらしている

が，フェリー業者も含め，すべての業者が経営的に厳しい。市に利用して

もらいたい。 

 （森井委員）バスも船も，残さなければいけない公共交通。そのために，利用促進を地

域と一緒に考えるべきである。この会も，公共交通維持のため，有意義に

進めたい。 

 （原田委員）活性化をするためにも整備する必要はある。整備をしたうえで活性化を図

らないと，継続的な利用にはつながらない。 

（天野雄委員）丸亀市が船を購入し，三洋汽船の子会社が委託運行している。瀬戸内芸術

祭で船を利用してもらう等，事業者も最大限努力するが，島民は尐ないの

で赤字がでてしまう。現在の飛島・六島航路は暫定的にしている。一年過
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ぎたので利用実績に応じたダイヤに変更したいと運輸局に提案したら，大

臣権限であるため・サービス基準の関係で簡単ではないと回答があった。

業務合理化のため実施したいのだが。 

（井上議長）事業者として具体的な案を提案したらいいのでは。 

（天野雄委員）運輸局と協議はしたがそれでもダメだった。統合１年後に再検討しようと

言っていたのに，今更できないと言われると困る。 

  （事務局）指定航路には一日の便数等のサービス基準がある。指定航路の仕組みを勉

強させてほしい。どうやったら変更・廃止ができるか検討する。 

 

（６）その他 

（池田委員）１０月１２日以前のことは情報公開できないのか。市民としては納得した

い。例えば，茂平車庫を買うとしたら費用はいくらか等の美の浜にバスタ

ーミナルを整備しようとした計算的経過を知りたい。 

  （事務局）茂平車庫の値段については相手が値段を決めることであり，分からなかっ

た。その中で試算をしたが，茂平車庫では土地購入費＋整備費用が必要で

あるが，美の浜は土地代がかからない。具体的な費用は分からないが，金

額的な面では美の浜の方が良かった。あとは地元の了解が必要であった。

もしそれがうまくいかなかったら茂平車庫を買わざるを得なかったかもし

れない。ほかの土地を探したかもしれない。 

（池田委員）計算として十分納得はできないが…。 

 （原田委員）市長の答弁で公設民営と出ていたが，今度の㈱井笠バスカンパニーは，ど

ういう形になっているのか。 

 （三島会長）現在は，㈱中国バスが社内カンパニーを作り暫定運行をしている。今度は

㈱井笠バスカンパニーと法人化した。公設民営の考え方は変わらないが，

法整備が追い付いていないので国・県と協議していかないといけない。 

 （井上議長）土地代や整備費やバス購入等は公がするのか。 

 （三島会長）バスターミナルについては公がする。バス車両は㈱井笠バスカンパニーが

購入し運行する。 

（原田委員）第２回の案内が来るのが遅すぎる。書類をみる時間があまりない。もう尐

し余裕を持って連絡してほしい。 

  （事務局）はい。 

（天野雄委員）２点報告します。真鍋島の桟橋は市・県の協力により，３月末には新しい

桟橋の設置ができる。白石島については，今のところ無償で借りて運航に

支障はないが，先のところは協議しないといけない。 

 （田中委員）本日，４月以降のダイヤについて申請したので内容を報告する。現在暫定

運行している２５系統を４条の２７系統で運行する。福山地区は２１条で

９月３０日まで引き続き運行する。新会社の営業所の本店は美の浜。その

他は，井原ＢＣと矢掛車庫。矢掛車庫は矢掛町小林へ新設予定。笠岡駅－
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美の浜線を開設し，街の活性化へつなげたい。営業キロは３キロ・停留所

は１０ヵ所。定期券の取り扱いですが，一年定期も含めて対応する。小学

生以下も購入できるように対応する。現在は発売していないが，１１枚つ

づりの回数券も発売する。 

（井上議長）ＰＡＳＰＹはどうなるのか。 

 （田中委員）導入は難しい。便利であるので，行政との協議により実施出来たらする。

回数券と割引率は変わらないので当面はそちらで対応。 

（井上議長）利用者の人にお願いがある。利用者の意識を変えていかないといけない。

今までと同じ利用方法では公共交通の維持は難しい。公共交通が維持でき

なくなると，将来的には自分が困る。それを防ぐためにも，今は多尐不便

でも積極的に利用してほしい。 

 

 

（７）閉会 

＝ 閉会時間 １７時００分 ＝ 


