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第３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 21 年 1 月 18 日（日） 午後 2 時 00 分～午後 4 時 30 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）                 中野政夫 

         利用者（公募）                 森山竜一 

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

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 

   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 

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 

 



 2

５ 会議内容 

＝ 開会時間 午後２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 3「路線別の検討資料」により説

明。 

（会長 高木勇三） 

我々が検討している笠岡市地域公共交通総合連携計画（以下、「連携計画」）は、

その期間を 10 年間としており、事務局から提言があった事業をすべて、すぐに実

行に移すというものではない。この内容の精度をどこまで上げていくかということ

も含めて、意見を述べてほしい。 

まず利用者の立場からはどうか？ 

（副会長 石井哲朗） 

路線バスの見直しについては、今年度内にすべての方向性を決めて結論を出して、

来年度から実行に移すという認識でよいか？具体的には、廃止するバス路線の決定

は今年度末に決めるということか？ 

（事務局） 

廃止を年度末に決めてしまうわけではない。例えば、笠岡～尾坂線であれば、デ

マンド交通の導入を検討し、実証実験を行い、段階的に決めていく。方向性を決め

るだけで、連携計画の変更はあり得る。ただし、将来のあり方としては示しておき

たい。来年度以降 3 年間は、国による財源支援があるため、それを活用しながら進

めていきたい。 

（委員 石井哲朗） 

例えば、笠岡～矢掛線から井原線へショートカットする路線など、笠岡駅発着の

考え方だけでなく、路線間で連携するような方策は考えられないか？県道笠岡井原

線と県道笠岡美星線とを結ぶアクセス道路はあるが、バス路線はないので。 

（事務局） 

提案としては興味深いが、バス事業者の立場からみて、採算性も考え、どの程度

実現できるかは検討が必要だろう。 

（委員 石井哲朗） 

すべて廃止・縮小の議論になっており、利用者の立場からみて、新しい形態の路

線の提案はないのか？ 

（事務局） 

財源に限りがある中で、仮に、笠岡市内をすべて網羅するような路線体系として
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も、利用が保障されているわけではなく、行政としては、地域からこういう利用を

したいという要望が上がってきた段階で、その部分に対して支援していきたい。新

しい路線が要望としてあるのであれば、新たな運行形態もあり得る。 

（事務局） 

路線バスの見直しの検討の流れとしては、今ある路線を基に、その利便性をどう

担保していくかを中心とし、基本的に新規に路線を作ることについては考えづらい。 

ただし、新たな需要を掘り起こすという意識も必要なので、交通空白地にデマン

ド交通を導入するという記述を入れてもいいかと思う。しかし、作っても利用がな

いというのはいけないので、あくまで地域からの要望が前提である。 

  （委員 石井哲朗） 

今のバス路線、航路を前提として意見を募集しており、なかなか新しい需要や意

見は出にくいと思われる。 

（会長 高木勇三） 

尾坂地区だけでなく、実施するなら周辺の交通空白地も含めてのデマンド交通を

検討していく必要があるだろう。 

（事務局） 

デマンド交通を導入するには区域の設定が最も重要であり、地域住民を交えての

検討や詳細な収支検討が必要となる。 

（委員 石井哲朗） 

仮に、尾坂地区でデマンド交通が導入された場合、その後、簡単に対象地域も広

げられないと思われるので、あらかじめ対象地域は広めに想定したほうが良いので

はないか？ 

（会長 高木勇三） 

北部地域での運動会は北川地区、新山地区、吉田地区の合同で行っており、デマ

ンド交通も当初から北部地域の 3地区合同で立ち上げるといったことも考えられる。 

（事務局） 

仮定での話なので、利用人数の想定や収支の見込などの検討は必要だが、会長の

提案はあり得ない話ではない。 

神島地域で、デマンド型乗合タクシーの実証実験をやろうとしているように、地

域の熟度なども踏まえながら実現化に向けて取り組んでいく。 

連携計画には、交通空白地の対策ということについても記載を加えたい。 

  （委員 中野政夫） 

思いとしては、補助金を活用し、幹線路線のサービスレベルを上げて、通勤通学

の対応をしてほしい。支線路線についても、デマンド交通になるかもしれないが、

やはり通勤通学時間帯は充実させてほしい。 
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石井副会長が発言された、路線間の連携についても、個人的には賛成したい。 

（事務局） 

路線バスに対する補助金については、現在、国・県・市で支出しているが、幹線

路線でも赤字の状況である。こうした状況を踏まえ、効率化を考えた場合、例えば

笠岡～尾坂線については幹線路線の笠岡～矢掛線へのピストン輸送という方法も考

えられるが、特に高齢者が利用する場合、乗換に強い抵抗を示されるのがネックと

なる。 

（委員 中野政夫） 

公共施設など、バスの乗換拠点としてふさわしい場所があればいいと思う。 

  （事務局） 

バス車両のバリアフリー化なども含め、システム全体として利用しやすいものに

していく必要がある。 

（委員 森山竜一） 

ほとんどのバス路線が笠岡駅で終わっているが、商業施設であるコムプラザなど

へ延伸することはできないのか？すべてとは言わないが、時間帯によっては対応で

きるのではないか？ 

（委員 永野小夜子） 

その点はお願いしたい。特に、番町方面の施設を利用したいと思っても、今は対

応できていない。 

買い物バスのことが出ているが、そういった循環バスがあればいい。 

（事務局） 

コムプラザへのアクセス向上のこともあるが、高齢者のことを考え、事務局とし

ては市民病院方面への延伸ということも考えた。しかし、車両の手配など、バス事

業者の立場からすると、実際の運行は難しいと思われる。 

（委員 森山竜一） 

笠岡～井原線や笠岡～矢掛線では、今でも朝の時間帯に駅経由の病院行きはある

が、そういったニーズがあるのであれば運行してほしいところである。 

（委員 藤原秀敏） 

森山委員の発言のように、需要を考慮して、笠岡～井原線と笠岡～矢掛線では、

市民病院への直通便があるが、利用がないのが実態である。 

（事務局） 

路線を新規に設けるとなると、中心市街地の循環路線などでも、収支が合わず赤

字は増えることになると思う。赤字が増えることに固執してもいけないが、まず対

応できることとして、福山～コムプラザ線をルート変更し、笠岡駅や市役所、伏越

港など主要施設にアクセスするといった既存路線の改善を考えている。 
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（委員 森山竜一） 

バスに乗ることに親しんでもらうため、全市民にバス乗車の無料券の配布などは

考えられないか？ 

（事務局） 

利用促進の意味も込めて、大々的なイベントとして行うということは考えられる。 

市役所でも、職員によるバス利用の日を決めて、公共交通の利用促進に取り組も

うという考えは持っている。 

（森山委員） 

既存路線を残すために、どう利用促進を図るかという視点もあったほうがいい。 

先ほど発言したバス乗車の無料券の配布は、新潟のサッカーチームで行った事例

を参考にしたもので、サッカー観戦の無料券を配って利用促進を図ったというもの

である。 

（事務局） 

公共交通を利用してもらうための市民への啓発は重要だと認識している。例えば、

シンポジウムの開催や地域での出前講座、小学生を対象にしたバスの乗り方教室な

ど、公共交通を身近に感じてもらう取組みが必要と考えている。 

（委員 中野政夫） 

笠岡市から地域に対して支出しているお金で、公共交通の維持に活用できそうな

ものはあるか？ 

（事務局） 

地域に対して支出しているお金もあるが、利用は特定の目的に限られており、自

由に使えるものではない。 

ただ、地域が自らの地域課題に取り組むことに対して、笠岡市が補助をする制度

を設けており、平成 20 年度から制度設計を進めている。 

（委員 森山竜一） 

通勤者の公共交通の利用促進を図るため、一定規模の企業に対して、笠岡市が補

助する制度なども考えられる。 

（委員 木山能里子） 

車に乗れなくなったときには、病院に通うにもバスを利用しなければならない。

そのときには、市民病院などへは、乗換えなしの直通で行きたいと思う。福山方面

の病院を利用する可能性もある。 

（事務局） 

距離が伸びるほど運行時間も長くなり、ダイヤも組みにくいと思う。特に、デマ

ンド交通での福山方面への運行は、実際の運行計画上は難しい面もあるかもしれな

い。 
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（委員 石井哲朗） 

地元に対して話をしても、デマンド交通をタクシーと同一に考えているような人

も多い。おそらく実際に導入するときには説明が大変だろう。 

（委員 藤原秀敏） 

笠岡駅からコムプラザなどへの延伸については、なかなか難しいところである。 

結節点の改善については福山市でやっており、東西南北に拠点を整備中である。

一つは中国中央病院をターミナルとして運行している。需要が増えたとも聞いてお

り、考え方としては面白いと思う。 

デマンド交通については、まずやってみることが大事だと思う。井原市の循環バ

スも試行錯誤する中で今の形が出来上がった。 

（事務局） 

藤原委員に確認したいが、城見台循環線を廃止してコムプラザ線でカバーする、

福山～坪生～笠岡線と笠岡～広東線については、需要の多い笠岡～広東線のほうに

集約・連結し、有田地区を別の手段でカバーするという方法はどうか？ 

（委員 藤原秀敏） 

バス事業者としては、できれば福山～坪生～笠岡線は福山市内で完結したい。 

  （事務局） 

    福山～坪生～笠岡線は、国庫補助の対象となる路線であると思うが、その要件と

して、2 市町村間をまたぐような広域的な路線でなければならなかったと理解して

いる。福山市内で完結すれば、国庫補助の対象とならないのではないか？ 

（委員 中山和樹） 

2 市町村間をまたぐことが国庫補助金の要件となっている。仮に福山市内で完結

するような路線だと、国からの補助金は出ない。 

（委員 藤原秀敏） 

仮に、福山～坪生～笠岡線を見直した場合、笠岡駅までは行かないにしても、笠

岡市の篠坂までは運行するので、2 市町村間はまたぐことになる。 

（委員 森山竜一） 

笠岡～広東線については、大井ハイランドを通るルートにするのは無理か？ 

（委員 藤原秀敏） 

バスを大井ハイランド方面に向けてしまうと、新川地区にある笠岡学園の利用が

できなくなるため、難しいだろう。 

（事務局） 

城見台循環線を廃止して、福山～コムプラザ線をルート変更により対応するとい

う方法はどうか？ 
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（委員 藤原秀敏） 

城見台循環線については、確かに需要が少ない。提案の方法は対応可能かと思う。 

（委員 中山和樹） 

デマンド交通については、和気町は区域型で行っているが、借上料などの面で、

事業者には負担となっていると聞く。ただの安いタクシーにならないように注意す

るべきである。 

なお、ルートについては、さくらんぼのような形で区域型と路線型を組み合わせ

るやり方もあり、美作市などで事例がある。 

デマンド交通を導入するに当たっては、既存のバス路線に影響しないよう、シス

テムを完結型のものにするなどの工夫は必要かと思う。県内でも、既存路線に影響

が出ている事例がある。 

公共交通の利用を促進するために、いろいろな運賃を設定することも考えられる。

例えば、ワンコインなどでわかりやすくしたり、買い物で割引するなどの工夫もで

きる。ただし、運賃改定を議論するのであれば、地域公共交通会議を開催し、議論

してほしい。 

路線バスの補完として、民間送迎バスなどへの混乗といった対処方法も考えられ

るが、例えば、自動車学校、民間病院の送迎バスに混乗させてもらうためには、事

業者側への理解、既存路線の影響への考慮が必要であろう。無償ならいいが、有償

となると道路運送法違反になるので注意が必要だ。事故が起こったときの保険料の

負担方法については、愛知県豊田市や千葉県我孫子市などでの事例がある。スクー

ルバスへの混乗については井原市で行われているが、自治体から生徒に無料定期券

を配ることで、一般路線での対応も可能である。 

無理なく存続させるためにも、やはり費用対効果を考えておく必要はあり、年間

利用料や廃止の基準などを合意の上で、あらかじめ設けておくことが重要である。

後で反発を招かないように、金沢市で実施されている「金沢バストリガー方式」で

も、廃止の基準を事前に取決めて運行している。 

（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 午後４時３０分 ＝ 


