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第３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 21 年 1 月 18 日（日） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 35 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（飛島地区行政協力委員長）       山本昇吉 

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 

岡山運輸支局水島海事事務所次長       黒田 傑 

（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  企画政策課主任主事 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 

利用者（真鍋島地区行政協力委員長）       田中仁義 

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 
   大福丸                     河本和也 



 2

５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時００分 ＝ 

（１）開会 

（２）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 1「第 3 回分科会資料」、会議資料 2「航路統合による事業収支シミ

ュレーション」により説明。 
  （副会長 鳴本浩二） 

シミュレーションの航路の案についてだが、真鍋島－六島間など、各島を結ぶ航

路は設定できないのか？設定するとコストがかなり上がってしまうのか？真鍋島発

で各島を巡りながら運航するなどの航路体系は考えられないか？ 
（事務局） 

今回提示した案は、笠岡港発着を基準に、コストが最も抑えられる形で想定した

ものである。 
  （副会長 鳴本浩二） 

基本的な航路は循環型にして、島によっては、利用が少ない時間は運航しないな

どの措置をとればいいのではないか。 
  （事務局） 

航路の体系については、副会長の発言のように、さまざまな案が考えられるが、

今回、提示した案は、統合した場合のイメージであり、あくまでたたき台と捉えて

ほしい。 
（会長 高木勇三） 

可能であるかどうかも含めて、委員の意見を聞きたいが、航路事業者としてはど

う捉えているか？ 
  （委員 天野雄二郎） 

実現の可能性はあるが、具体的なダイヤについては、副会長の発言にもあったよ

うに、各島間の移動をカバーする航路は必要だろう。真鍋島と六島間は交流もある

だろうから、そのあたりをカバーするような検討は必要である。 
（会長 高木勇三） 

今の水準を維持するのが大前提ということか。 
（委員 三宅敏治） 

シミュレーションの案のとおりには、なかなかうまくいかないと思う。まだ 5 年、
10 年と航路事業者間で議論しないとまとまらない。 

（事務局） 
前回までの会議で、総論として統合の方向は確認したということで、具体案を作

ったものである。3 社の社長に相談する段階でもなく、事務局が独自にシミュレー
ションしたものである。 
市役所所有の船も含めてのシミュレーションだが、庁内合意が得られているわけ

ではなく、議論のたたき台として絵を描いたものと捉えてほしい。 
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（会長 高木勇三） 
今後は、利用者や航路事業者も含めて議論していく必要はあるだろう。 

（事務局） 
大きな目標として、航路の統合を笠岡市地域公共交通総合連携計画（以下、「連携

計画」）に位置づけたものであり、目標の達成期間として 10 年を想定している。こ
の期間内に、利用者、航路事業者も含めて議論をしていきたいという思いである。

何年までにどうするという話は、現段階ではできない。 
3 月時点で、航路の統合については方針として出していきたい。その他、観光面

の連携や陸上交通との連携なども併せて出していく。連携計画の期間である 10 年
間といわず、仮に 1 年で話が具体化できるようなら、そのつもりで進める。 

  （会長 高木勇三） 
豊浦汽船の山本委員はどうか？ 

（委員 山本 滋） 
条件次第だと思う。 
シミュレーション案 1 にある西航路は、船員の労働時間が長すぎるのではないか

と感じた。 
  （会長 高木勇三） 

具体的な話は、今後進めていくことにしたい。 
金風呂丸の藤井委員代理はどうか？ 

（委員代理 藤井順久） 
理想像としては、フェリーも含めた航路の統合が一番だと考える。そうなれば、

今は北木島までしか運航していないフェリーの航路を延ばして、真鍋島まで運航す

るなども考えられる。ただ単に統合というだけでなく、今の運航形態の見直しも含

めた再編が重要である。 
（会長 高木勇三） 

一口に統合といっても、会社の統合、航路だけの統合など、いろいろ想定される

ということか。 
  （事務局） 

藤井委員代理の発言のように、会社の統合だけの議論でなく、航路体系の効率化

といった視点からも検討していく必要があるだろう。 
（委員 河田達夫） 

島嶼部住民の立場としては、切羽詰っている状況だ。連携計画の期間を 10 年と
考えているとのことだが、それだけの時間的余裕はないと思う。数年での実現を図

ってほしい。 
切符きりの人材も不足しており、自治会でも問題となっている。報酬を 6,000 円

から 12,000 円に増額して人員確保の努力をしているが、作業負担の増加に対する
不満も大きい。高島を単独航路にして、国庫補助航路の申請をしたらどうかという

意見もある。 
（委員 山本昇吉） 

飛島では、現在、先生の通勤用に船便が確保されているが、児童数も減少する中、

いつまで存続するかという問題もある。長期計画ではなく、今年、来年の話でない
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といけないと思う。 
航路事業者間の話もなく、このような議論をしてもどうかと思う。まず航路事業

者間での話をして、利用者側の意見も聞いてほしい。 
（事務局） 

切羽詰っている状況であることは重々承知しているが、事業が絡むことなので、

段階を踏んでいかざるを得ない。大体いけそうなところまで詰めて島に出していき

たいと思う。 
  （委員 山本昇吉） 

航路事業者の考えが一番重要だと思う。5 年や 10 年は大丈夫だという認識で、突
然、航路事業者がいなくなってしまうと利用者は困る。 

  （委員 三宅敏治） 
船員の確保や船の老朽化の問題もあり、そういう意識はある。 

（事務局） 
総論としては、統合は避けて通れないという点において、全員の認識は一致して

いる。 
今日の会議で事務局が提案したシミュレーション案が一人歩きしてもいけないが、

これからの検討の呼び水として出したものである。 
（会長 高木勇三） 

航路の統合を中心に話を進めてきているが、そのほか関連して意見はあるか？ 
また、航路の統合については、連携計画に位置付けるということで進めてよいか？ 

「異議なし」 
  （会長 高木勇三） 

もうひとつの柱となる観光活性化についての意見はどうか？ 
（委員代理 藤井順久） 

会議資料 1「第 3 回分科会資料」49 ページに掲載されている、福山市の鞆の浦
航路については、当社が企画・運航しているものだが、料金の記載に誤りがある。

情報を提供する際には、きちんと精査してほしい。行政が出す運賃や時刻表の情報

が誤っていることがあり、利用者から指摘を受けることがある。 
また、桟橋の維持・管理や伏越港での違法駐車など、早急な改善が必要な点もあ

り、まずそこから改善していく必要があると思う。観光活性化を図る以前の課題と

して認識してほしい。 
（事務局） 

陸上交通と海上交通の時刻表や路線・航路図などを網羅したわかりやすい公共交

通の総合マップがない状況でもあり、藤井委員代理が発言した、観光活性化を図る

ためのツールの改善が必要と考えている。 
会議資料 1「第 3 回分科会資料」47 ページの乗り場環境の改善についても、国、

県、市のほかに航路事業者にも参画してほしい。 
（委員代理 藤井順久） 

記載するなら旅客船協会になるのではないか？ 
（委員 天野雄二郎） 

乗り場環境の改善は、どこまでの範囲を想定するのか？ 
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（事務局） 
各港へのアクセス、老朽施設の改善、バリアフリー化への対応など、利用しやす

い乗り場とするための改善策をすべて包括するものと想定している。 
（事務局） 

伏越港の駐車場問題は、実態としてどうなっているのか？島嶼部住民も使ってい

るのか？ 
（委員代理 藤井順久） 

港周辺の人も使っているようだし、十一番町緑道の駐車場からもあふれているぐ

らいだ。県にも要望しているがなかなか改善されない。 
  （事務局） 

会議資料 1「第 3 回分科会資料」47 ページには、伏越港への案内の改善しか記
載していないが、駐車場問題も含めた項目に修正することとしたい。 

  （会長 高木勇三） 
国の立場からはどうか？ 

（委員 黒田 傑） 
航路の統合については、会社の経営統合だけでなく、各社で持ち株会社を作って

その下部組織になるなど、方法はいろいろ考えられる。航路統合のシミュレーショ

ンでも、船員労働時間など、今は単独の会社ベースでやっているので、実際に統合

すれば変わってくるだろう。航路体系もいろいろなパターンが想定される。 
駐車場の問題についても、フェリーが到着する場所に 1 週間放置していた車両が

あるなど、対策が必要である。 
（会長 高木勇三） 

今回の連携計画を基本とし、航路事業者も含めて新年度から協議をし、具体性の

あるものにしていく。 
利用者にとって、今の運航水準は少なくとも維持という方向性でよいか？ 

  （委員 山本昇吉） 
利用が減少していく状況では運航水準を落とさざるをえないだろうが、統合によ

ってどれだけ改善することができるかということになると思う。 
（事務局） 

最終的な連携計画は、基本的な部分としては、この会議資料 1「第 3 回分科会資
料」のとおりだが、文書の体裁が整っていない部分もあり、文言の訂正などは事務

局に一任してほしい。 
「異議なし」 

（３）その他 

  （事務局） 
    会議資料「笠岡市地域公共交通活性化協議会等開催スケジュール（案）」により説

明。 
（４）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時３５分 ＝ 


