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第２回 笠岡市地域公共交通活性化協議会海上交通分科会 

会 議 録 

 
１ 開催日時 

  平成 20 年 12 月 21 日（日） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 40 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（NPO 法人かさおか島づくり海社理事長） 鳴本浩二 
    委  員 利用者（高島地区行政協力委員長）       河田達夫 

         利用者（真鍋島地区行政協力委員長）      田中仁義 

         利用者（飛島地区行政協力委員長）       山本昇吉 

         利用者（真鍋島地区行政協力副委員長）     中尾重規 

         西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社企画課課長代理           浮田洋一 

三洋汽船株式会社代表取締役社長        天野雄二郎 

豊浦汽船株式会社               山本 滋 

六島航路有限会社               三宅敏治 

金風呂丸（代理出席）             藤井順久 

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（代理出席） 寸田政成 

（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 

     都市計画課長 三宅弘二  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（白石島地区行政協力委員長）  原田三千夫 
   利用者（北木島地区行政協力委員長）  天野康雄 
   大福丸                河本和也 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時００分 ＝ 

（１）開会 

（２）笠岡市の海上交通の将来のあり方について 

  （事務局） 
    会議資料「第 2 回分科会資料」により説明。 
  （会長 高木勇三） 
    主に資料の 16 ページ以降について、意見を伺いたい。 

まず、航路の効率化ということで、事務局から航路のダイヤ等の現状を含め

て報告があったが、この点について、利用者、事業者それぞれの立場から意見

を述べてほしい。 
  （副会長 鳴本浩二） 

前回も少し触れたが、航路の維持のあり方を考えるのが第一と思っている。

船を運航している事業者ではないので、あまり先走ったことは言えないが、旅

客船 3 社に加え、笠岡市も船を持っているので、それも含めた上で、発展的な
統合を目指すのが、航路運航にとっても、笠岡諸島の振興にとっても、すべて

の面で良いのではないかと思う。高島や真鍋島など、船の切符販売、収集の人

材も不足している状況となっており、島の玄関口が無人化している状況である。

このような状況を踏まえ、笠岡市も含めた 4 者の統合が望ましいと考える。 
  （会長 高木勇三） 

議論の核心的な部分になるかと思うが、各航路事業者の意見はどうか？ 
  （委員 天野雄二郎） 

将来的な数字を考えれば、会社の数が少ないほうが良いと思うが、今の段階

でははっきりと言えない。ただし、最終的に困るのは島嶼部の住民であり、将

来的には、統合も考えていかざるを得ないだろう。 
  （委員 山本 滋） 

できれば単独で続けていきたいと考えている。 
  （委員 三宅敏治） 

真鍋島から臨時便で給食を運んでいるが、便数が少ないためやむを得ない。

無駄なコストだとは感じている。 
  （委員代理 藤井順久） 

当社としては統合も可能と考えている。 
方法としては、一度、笠岡市のほうで買い取り、中心となる航路事業者でま

とめることができれば良いと考えている。 
公共交通を担う事業者としての責任感から、島嶼部住民のために運航してい

る状況であるが、正直なところはやめたい状況である。 
（会長 高木勇三） 

フェリーだけで統合というのは無理か？ 
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  （委員代理 藤井順久） 
可能だと思う。 
ただし、音頭をとれる人がいない。 

  （会長 高木勇三） 
それは行政の責任かもしれない。 

  （委員代理 藤井順久） 
現状はまばらなダイヤであるが、１時間に１本といった、島嶼部住民にとっ

ても、観光客にとっても、わかりやすく、利用しやすい運航ダイヤにもできる。 
企業努力としては最大限のところまでやっており、船着場のバリアフリー対

応など、行政からの補助はほとんど何もない中でやってきているのが現状であ

る。 
  （会長 高木勇三） 

JR の山陽本線のような密なダイヤというわけにはいかず、利用者は、船便に
合わせて動かざるを得ないが、そのあたりについて、利用者の立場からの意見

はどうか？ 
  （委員 田中仁義） 

真鍋島の本浦港の桟橋の安全確保について、行政と航路事業者の双方に対応

してほしいという要望がある。 
便数については、これ以上の要望はない。 

  （委員 河田達夫） 
高島では、現在、三洋汽船㈱の旅客船が朝・昼・晩の 3 便寄港しているが、

住民としては、できればその合間にもう 1 便があれば、住民の利便性が向上し、
観光面にも寄与すると考えている。 
先ほど統合の話も出たが、航路事業者と行政がどの程度のやる気を持って進

められようとしているのか確認したい。 
現在、自治会内の持ち回りで運航補助の対応もしているが、費用的に厳しい

中で、どう続けていくか切実な問題となっている。１日に往復 8 便程度もあれ
ば、誰かが張り付く必要があるが、かといって十分な賃金を払えるような状況

でもない。 
  （委員 山本昇吉） 

航路事業者のことを考えると、住民としても、なかなか無理を言えない状況

である。飛島の場合、来年から子どもが３人となり、現在先生の通勤用にある

朝夕の便もいずれなくなるのではないかという不安がある。 
  （委員 中尾重規） 

便数の不満もあるが、運賃が高すぎると感じている。観光客を呼ぶ努力をし

ても、結局運賃が高いと敬遠される。燃料代も下がってきており、運賃も実状

に応じて見直してほしい。 
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  （委員 天野雄二郎） 
言われることはよくわかる。ただ、運賃の値上げも儲けるためのものではな

く、各社ともに経営が逼迫している中でやむを得ず行ったものである。燃料が

高騰したときの累積赤字もある。 
  （会長 高木勇三） 

今後の航路のあり方を考える上で、この場の役割が大きなものになる。中長

期的に捉えたときに、皆で協力して航路を守るという方向性について、どのよ

うに考えているか？ 
  （委員 天野雄二郎） 

いろいろな絵を描いてみれば良いのではないか。何もない状況では、なかな

か話もできないだろう。 
  （委員 中尾重規） 

個々の事業者がいる中で、話もなかなか進まないと思うが、いつまでに、少

なくともどうするといった目標を定めてやっていくことが重要だと思う。 
  （会長 高木勇三） 

事務局に確認したいが、例えば次回、具体的な資料を出すことは可能か？ 
  （事務局） 

現状の経営が、統合などでどう改善されるかといった話になるが、各社から

内部資料を出してもらうことができれば可能と考えている。 
  （会長 高木勇三） 

それについては、各社に協力してもらい、次回の会議までに事務局で統合も

含めた航路の効率化の資料を作成し、この場で議論していくということにした

い。 
通勤などで毎日利用される人だけでなく、観光客や新規での定住促進といっ

た視点からも利用促進を考えていかなければならないが、そのあたり、鳴本副

会長は、NPO 法人かさおか島づくり海社などの活動を通じて、どう考えている
のか？ 

  （副会長 鳴本浩二） 
先ほど話のあったように、船便が１時間に１本の運航が可能になれば、イベ

ントなどのやり方も広がってくる。現状では船便がないため、なかなか自由に

できていない部分もある。 
  （会長 高木勇三） 

例えば、六島の水仙が咲く時期には、どのぐらいの人が訪れるのか？ 
  （委員 三宅敏治） 

去年が 200 人、今年は驚くことに 500 人、訪れている。ただ、運賃は、六島
航路で 410 円、三洋汽船で 1,710 円であり、両方の船を乗継ぐ必要があるため、
利用者からは高いといわれても仕方のない現状である。 
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  （会長 高木勇三） 
国の立場からはどうか？ 

  （委員代理 寸田政成） 
藤井委員代理の発言のように、笠岡市で買い上げて統合という話もあるだろ

うし、山本委員の発言のように、各事業者が独自にやっていきたいという思い

もあるかと思う。ただ、やはり利用者の視点を考え、どんどん検討を進めてい

って、方向性を示してほしい。 
  （会長 高木勇三） 

今後、利用も先細りになっていく中、それぞれの島在住の委員としては、同

考えているのか？ 
  （委員 河田達夫） 

人は確実に減少している。 
  （委員 山本昇吉） 

経済が大変な状況で、漁業についても、魚は獲れるが値段が安く、島で生活

できないという状況まで追い込まれつつある。 
  （事務局） 

かつては年間 200 人単位で減少していたが、直近数年間は約 150 人の減少と
なっている。 
現在、福祉施設が各島に整備されつつある。また、石材工場の跡地での産業

おこしという話もあるが、基盤として、公共交通はしっかり整えておかなけれ

ばならない。公共交通である以上、笠岡市が負担を出し惜しむわけにはいかな

い。社会が大きな転換期を迎える中で、笠岡市が担うべきところは担っていく

という考えを持っている。 
  （委員 三宅敏治） 

先般、東京での会議に出席したが、国土交通省としても、離島航路だけでな

く、一般航路も含めて手厚く支援していくという方向で検討していると聞いて

いる。 
  （会長 高木勇三） 

JR 西日本の立場からは、どのように考えているのか？ 
（委員 浮田洋一） 

国鉄からの民営化後、増便により平成元年から平成 8 年にかけて利用者は増
えたが、それを境に、一貫して利用者数は減少している。利便性は変わってい

ないが、人口の減少や学生数の減少など、さまざまな要因により減少している

のだと考えている。 
山間部のローカル線で、この場と同じような議論をしてきたこともある。津

山線や因美線などは、1 日に 3 本ぐらいしか運行しておらず、100 円の収入のた
めに、700 円～800 円といった経費がかかるようなところで、維持のありかた
を考えていたが、そういったところでは路線を維持することに特化した組織作
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りを行い、フットワークの軽い組織体形とした。加えて、駅舎を地元の自治体

に無償譲渡し、コミュニティハウスのような駅に変え、JR は運行を、その周囲
の維持管理は地元でという役割分担を明確にした。 
路線を守るという一方、観光など、攻めの部分も必要で、中国 5 県の管内で、

旅行エージェント向けの観光商品素材を集めたパンフレットを作成するなどの

取り組みを行っている。 
  （会長 高木勇三） 

次回の会議では、今日の議論を踏まえ、もう少し具体的な資料を用いて議論

したい。 
  （事務局） 

航路統合を想定した資料を作成する上で、各社の経営資料が必要となるので、

開示に協力してほしい。 
また、観光面からの活性化策についても、いくつか提示したが、現実的に取

り組めるかどうかも確認してほしい。 
  （委員代理 藤井順久） 

弊社には尾道にも航路があるが、同航路では若い船員による PR などを行っ
ている。船員の中でも、対応できるのは若い船員に限られる。 

  （事務局） 
笠岡市としても、各航路事業者への PR 素材や原稿の提供など、協力をして

いきたい。 
（３）その他 

  （事務局） 
年明けに、笠岡市内を５地域に分けて市民との意見交換会を予定している。

ただ、島嶼部については、各島の行政協力委員長が海上交通分科会の委員とし

て出席しており、当分科会をもって意見交換会に代えることが可能かどうか、

意見を伺いたい。 
  （副会長 鳴本浩二） 

公共交通に関するアンケートも実施しており、各島の行政協力委員長も出席

しているので、海上交通分科会を意見交換会に代えることは問題ないと思う。 
（４）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時４０分 ＝ 


