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第１回 笠岡市地域公共交通活性化協議会陸上交通分科会 

会 議 録 

 

１ 開催日時 

  平成 20 年 11 月 9 日（日） 午後 1 時 55 分～午後 4 時 00 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（協議会委員推薦）            石井哲朗 

    委  員 利用者（公募）                 木山能里子 

         利用者（公募）                 森山竜一 

         利用者（協議会委員推薦）            永野小夜子 

         西日本旅客鉄道株式会社岡山支社企画課課長代理  門田耕三 

井笠鉄道株式会社常務取締役           藤原秀敏 

国土交通省中国運輸局岡山運輸支局運輸企画専門官 中山和樹 

（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（公募）                中野政夫 

   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 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午後１時５５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、副会長に石井委員を選出した。 

（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）笠岡市の陸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。 

（６）笠岡市の陸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 石井哲朗） 

「第 1 回分科会資料」27 ページに出ている尾坂線、大井ハイランド線の便数につ

いて確認したいが、平日の便数が 12 便となっているのは正しいのか？ 

路線図のほうを見ると 5 往復となっており、10 便とならないか。 

  （事務局） 

尾坂行きについては 5 往復（10 便）あり、うち 1 往復は大井ハイランドを経由し

ない直行便である。大井ハイランド行きについては、大井ハイランド経由尾坂行き

が 4 往復、大井ハイランド止まりの便が 1 往復ある。よって、表と図面の数字はそ

れぞれで正しいものとなっている。 

  （委員 石井哲朗） 

デマンド交通がどのようなものか説明願いたい。 

  （事務局） 

一般的なデマンド交通について説明する。 
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まず、利用したいと思う前日までに予約を入れ、運行者側はいくつか入ってきた

予約をもとに、利用当日に利用希望者の自宅近くまで車両を走らせるという仕組み

である。乗合タクシーのようなもので、通常のタクシーであれば、乗合行為は禁止

されているが、この方法によると可能である。 

  （事務局） 

予約は前日までと決まっているのか？ 

  （事務局） 

それはやり方しだいで、決められているわけではない。路線バスと異なり、利用

時間も利用者側で決めることができる。ただし、利用希望時間帯が重なった場合に

は、時間を調整しながら運行するということになる。 

  （委員 石井哲朗） 

そのあたりの調整が課題ということになる。 

  （事務局） 

完璧なシステムというのはないので、一定の制約が多少なりともある中で、少し

でも効率的な方法を考えたときに、現段階ではよい方法だと考えている。 

  （会長 高木勇三） 

タクシーだと 1 人しか乗せられないが、デマンドの認可を受けていれば、何人か

まとめて乗れるというメリットをどう活用するか、詰めていく必要がある。 

  （委員 中山和樹） 

バスやタクシーの運行は、道路運送法という法律に基づいて行われており、井笠

バスのようにバス事業については乗合事業の許可、タクシー事業者については、乗

用事業の許可を受けて運行されている。そのため、タクシー事業者が乗合タクシー

をやっていただくには、乗合の許可を受けていただく必要がある。 

和気町などで行っているデマンドタクシーについては、地域を面的にカバーし、

コンピュータ管理で効率的な運行経路を選択して乗客を拾う仕組みである。 

倉敷で行っているのは、路線型の乗合タクシーで、路線バスのルートをタクシー

型の車両で運行しているイメージである。タクシー型の車両であれば、笠岡のよう

に地形に制約がある地域でも、車両が入っていけるなどのメリットはある。 

  （委員 藤原秀敏） 

井笠バスの場合、バス停はあるが、一部フリー区間というのを申請して設定し、

自由に乗り降りできる区間を設けている。 

  （委員 木山能里子） 

普段は車を利用しているが、高齢になり車が運転できなくなるとバスの必要性を

感じると思う。運行時間帯などが利用ニーズに合えば使うだろう。 
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（委員 森山竜一） 

幼少の頃はよく井笠バスを利用していた。会社内部でいろいろと検討を重ねられ

て、今の路線・運行形態があるのだと思うが、潜在的なニーズを掘り起こして、対

応していってほしい。 

また、認可・許可の問題が障壁となって、なかなか実現に至らないようなことも

あるかと思うが、さまざまな運行形態を考えていく上で、どのような制約があるの

かを示してもらった上で、議論ができればよいと思う。 

加えて、言いにくい話ではあるが、事業者側への補助金や、経営状況の情報など、

開示してもらえるものがあれば、議論に生かせると思う。 

  （会長 高木勇三） 

事業者の情報開示ついて、各事業者の考えを聞かせてほしい。 

  （委員 藤原秀敏） 

決算状況を公開しているほか、キロ当たりの運行コストなどについても公表して

いる。 

  （委員 門田耕三） 

開示可能な情報については公開したい。 

  （委員 永野小夜子） 

押撫地区に住んでいるが、車がないと移動できない地域である。子どもの通学で

バスを使っても、朝は乗れるが、帰りの便がなく定期が片道分しか使えない状況と

なっている。 

また、一家に車が 4 台も 5 台もある家があり、大人の人数分、車を保有している

ような状況である。近くにスーパーもない中で、今は困らないとしても、いずれ自

分で動けなくなったときに問題である。 

  （委員 藤原秀敏） 

現在、井原市からの委託でワンコインバスを走らせているが、青野地区や野上地

区など利用の少ない地域では週 2 日・2 便の運行となっている地区もある。ただ、

これらの地区の乗車効率を見ると、日常的にバスが走っている地域よりも効率が良

い。これはお年寄りの方が、バスの運行にあわせて生活をされているからであるが、

今後のあり方を考える上で何かヒントになればと思う。 

  （事務局） 

笠岡市は、周辺都市に比べ、バス路線網が充実している。少しでも反対があれば

路線を維持してきた井笠鉄道の社の方針もあり、現在、赤字路線を抱え、それに自

治体が補助をするという形できているが、ずっとこのままの状態を続けるわけにも

いかないと考えている。 

移動手段を本当に必要とされる地区の人たちの力や井笠鉄道の力も借りながら新
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しい交通のパターンを考えていきたい。そして、その維持のために税金を投入して

いくことはやむを得ないと考える。デマンド交通やコミュニティバスなど、皆さん

で方針を出してもらい、次年度以降、笠岡市からの一時的な持ち出しは増えるが、

実現化に向けて取り組んでいく。 

  （会長 高木勇三） 

方針の出し方は、どのようなものになっていくのか？ 

  （事務局） 

「第 1 回分科会資料」に実施の方針案の図面を載せているが、この地域はデマン

ド交通で、この地域はコミュニティバスで、という方針を決められれば、その地域

については井笠鉄道の路線バスはなくなることになるだろう。 

現在、実験的に神島地区では、自治会でバスを走らせる話をしている。具体的に

言うと、笠岡市がバスを買い、地域で運転手を確保し、買い物先への運送や既存バ

ス路線への接続方法なども自分たちで考えるというものである。 

北木島では、NPO 法人による過疎地有償運送がすでに行われているが、そういっ

た形でできればよいと思っている。 

  （委員 永野小夜子） 

運行に関する経費すべてを地域でまかなうということか？ 

  （事務局） 

黒字での運行ができれば文句はないが、そういう訳にもいかないと思うので、赤

字の出る部分については、笠岡市からの補助も考えている。 

  （委員 中山和樹） 

森山委員から発言のあった点についてだが、平成 18年の道路運送法改正により、

地域のニーズや実情に応じ、規制のハードルを下げた形で新しい交通体系を実現で

きるような仕組みに変わっている。 

先ほどの話に出ていた、民間事業者による乗合タクシーのような形もあるし、そ

れが無理であれば笠岡市で車を所有する市町村有償運送や、北木島のケースのよう

に地元の NPO 法人などによる過疎地有償運送などの方法もある。 

  （委員 森山竜一） 

まずは既存のバス路線の維持を第一に考えた上で、どう改めていくかということ

が検討の流れになるかと思う。デマンドの導入検討はその次の段階と思っている。 

  （委員 石井哲朗） 

尾坂線はスクールバスも走っているが、「第 1 回分科会資料」の人数には児童の利

用者も含まれているのか？ 

  （事務局） 

児童も含めた数字で出している。 
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  （委員 石井哲朗） 

尾坂からの路線は通学時間帯に合っていないため、朝一番のバスに乗っても学校

に間に合わない。帰りの便も同様である。このあたりも改善してほしい。 

  （事務局） 

今後の基本方針を 5 つ示しているが、今日の会議では、この方針について意見を

お願いしたい。今後の検討の中で、それぞれの方針に付随する具体的なメニューな

どを出していく。 

  （会長 高木勇三） 

「第 1 回分科会資料」30 ページから 31 ページに出ている 5 つの方針について、

特に意見がなければ、この方針をもって、具体的な内容を詰めていってほしい。 

（７）閉会 

＝ 閉会時間 午後４時００分 ＝ 


