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第１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 24 年 12 月 26 日（金） 10 時 00 分～12 時 10 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 

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             栗原英行 

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課長       高田豊和 

（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 

笠岡市婦人協議会副会長                天野喜代美 

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 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 １０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）平成２３年度事業報告について 

  （事務局）会議資料「平成 24 年度第 1 回笠岡市地域公共交通活性化協議会会議資料」

１・２ページにより，以下のとおり説明した。 

・主な事業はデマンド型乗合タクシー実証運行を笠岡市内 2 地区（大島，

尾坂）で実施した。大島中線・西大島線・尾坂線を運行した。 

        それぞれの，利用人数（大島中線 1,400 人，西大島線 724 人，尾坂線 214

人）や事業費等を説明。平成２４年４月からは本格運行がスタートした。 

 （井上議長）収入の 10 倍以上の費用がかかっているが，内訳は。  

  （事務局）車両リース・保険・燃料・受付に関する諸経費等である。 

 （井上議長）これに対して行政の補助（金）はあるのか。 

  （事務局）リース料を補助しているのではなく，運行経費の赤字部分について行政で

補助している。  

 （森井委員）計画に対する利用状況はどのようなものか。併せて PR 活動はしているの

か。 

  （事務局）何人利用するという計画は特にない。西大島線は利用者が尐ない。大島中

線は利用者もおり，地元として利便性もある。PR については，地元の協

議会に各戸へ PR をしてもらっている。  

 （原田委員）尾坂線の利用者が尐ないことについては，どのように考えているのか。 

  （事務局）路線バスが走っており，スクールバスを兼ねているため無くせない。  

そのため，利用が伸びていないと考える。利用者が尐ないため，地元と協

議し，３日運行していたものを２日へ変更した。 

（井上議長）利用人数について，４～６月は順調に利用者が増えているのに，７～９月

で減っていくのはなぜか。  

  （事務局）大島・尾坂共に路線バスが走っており，地区の実際の利用人数を把握する

ため，３ヶ月間路線バスを止めたため，増えたと考える。（尾坂線のスクー

ルバスは運行）  

 （平野委員）９月以降の尾坂線利用者については，予定に対して実績が悪すぎる。何か

理由があるのか。  

  （事務局）尾坂線は完全予約である。大島・尾坂線共に個人レベルでよく利用する人
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を調査した。尾坂線については，よく利用する人が２人いるが，１人使わ

ないだけで利用はかなり落ちる。  

 （井上議長）大島線で１便あたりの平均乗車人数が１を下回っている月があるのはなぜ

か。 

  （事務局）大島線は完全予約でないためである。 

 

（４）平成２３年度決算報告について 

  （事務局）会議資料３・４ページにより，以下のとおり説明した。  

       ・平成 24 年度の協議会の収入額は 8,460,033 円，支出額は 8,172,175 円

で，差引額 287,858 円については，次年度会計に繰り越す。  

       ・決算書の作成に当たっては，協議会の監事に会計監査を受けている。  

    

（５）平成２４年度事業計画（案）について 

  （事務局）会議資料５ページにより，以下のとおり説明した。 

       ・デマンド型乗合タクシー実証運行は平成 24 年度から本格運行になった

ため，協議会の事業から外れており，大きな事業はない。  

       ・協議会の開催は，今日の会議を含め，3 回を予定している。 

       

（６）平成２４年度予算（案）について 

  （事務局）会議資料６ページにより，以下のとおり説明した。 

       ・デマンドの予算がなくなったため歳入歳出ともに尐なくなっている。  

       ・平成 24 年度の協議会の歳入予算額は 289 千円，歳出予算額も同額であ

る。 

 

（７）路線バスに係る経過について 

  （事務局）会議資料７～11 ページにより，以下のとおり説明した。  

       ・10 月 12 日に井笠鉄道㈱が 10 月末でバス事業を終了すると発表してか

ら 12 月 22 日に行われた，第４回井笠鉄道バス路線廃止対策会議までの

経過を報告した。 

       ・11 月１日以降の笠岡市関係の運行路線について説明した。 

       ・笠岡市が行った乗降調査の結果を報告した。         

（井上議長）短期間のあいだに協議していただき感謝する。また，引き受けてくれた中

国バスさんにも感謝する。系統 18 は３便を４便へ増便することで利用人数

がものすごく増えている理由は。  

（事務局）スクールバスである系統 84 と統合したため。  

（井上議長）全路線が暫定運行なのか。  

（事務局）そのとおり。 

（池田委員）①委員なのに 10 月 12 日以降の経過しかわからないのは腑に落ちない。  
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②乗降調査は何のために実施しているのか。  

（事務局）①８月下旪に井笠鉄道㈱から路線バス事業がどうなるか分からない旨の連

絡。その後，関係市町が集まり 15 回ほどの会議を開催。不確かなこと

が多くバス事業者以外が発表できなかったことはご理解いただきたい。 

②10 月調査は，井笠鉄道㈱が路線廃止する前のデータを取っておきたかっ

たため実施した。11 月調査は，来年４月以降の本格運行へ向けたデータ

集めであるが，４月以降大幅に便を変えることはない。  

（井上議長）対策会議のメンバーは。 

（事務局）倉敷市・笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町・福山市・中国運輸局

岡山運輸支局・広島運輸支局・岡山県・広島県。 

（天野委員）この活性化協議会は今年初めてだと思うが，このような大きなことが起こ

ったのだから早くするべきだったのでは。  

（事務局）おっしゃるとおり。来年は早めにしたいと考えている。４月以降の運行に

ついて決定する前に協議をしていただきたいと考えている。 

 

（８）今後の運行について 

（事務局）会議資料 12・13 ページにより，以下のとおり説明した。  

     ４月以降の運行は現在の道路運送法第 21 条暫定運行から４条本格運行へ

移行予定。運行系統・便数・ダイヤについては大幅な変更はしない。バス

ターミナルについては，美の浜の市有地に整備予定。それに伴い，美の浜

－笠岡駅の路線開設を予定している。 

（井上議長）この案件は協議し，活性化協議会として決定するのか。それとも，議会等

で協議しますという報告なのか。  

（事務局）皆さんにおはかりする中でご意見を伺う。決定については，議会や予算の

関係で，この協議会の決定がそのまま採用されるかは分からない。例えば

バスターミナルは昨日の議会で承認されているので，報告となる。 

（井上議長）４条や 21 条では分からない。  

（事務局）道路運送法 21 条が今の暫定運行であり，自治体が貸切バスを借り上げて，

有料で運行する方法。４条は通常のバス路線の運行。 

（森井委員）補足します。基本的には４条の許可を受けた事業者が乗合バスを運行。今

回は臨時的な措置が必要だったので 21 条の貸切事業と乗合運送を行うこ

との許可を受けることで臨時に運行できる。長くても１年であり現在の許

可は３月末までである。 

（井上議長）利用者から見たら区別はないのか。  

（森井委員）そのとおり。  

（田中委員）４条を運行している事業者は，協議会で地域の皆さまのご意見をいただき，

路線を廃止する場合には，６ヶ月前に申請しなければいけない。そして新

路線開始の３ヶ月前に申請し運行を始める。このような決まりがある中で，
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今回は関係自治体や運輸局等の協力により短期間でまとめられた。  

協議会は定期的に開催されるのが通常であると認識している。 

（天野委員）21 条は貸切と言っているが，運賃はどうなるのか。 

（森井委員）貸切の中で乗合許可しているため運賃は今まで通りできる。  

（天野委員）このようなことができるなら緊急の場合はいつ辞めてもいいのか。 

（森井委員）基本的に６ヶ月前に申請が必要である。 

（田中委員）今回の件は事業者が投げ出した形である。法律では決まっている。  

（天野委員）もしそうなった場合は利用者に迷惑がかかるので，扱いがどうなるのか知

りたかった。今回の件はしっくりこない。  

（平野委員）４月以降について，現在廃止減便されている路線に対して復活要望はある

のか。 

（事務局）全体的な話として復活してほしいという話ではないが，国道を走っている

便を増やしてほしい等の声はある。全路線が赤字の中，走れば走るほど市

の負担が増える中で，バスの回し等も考慮して効率的な運行を考えなけれ

ばいけない。  

（池田委員）美の浜の使用には地元から何か条件はなかったのか。 

（事務局）条件は大きく分けて３つあります。①通学路う回路の整備 ②給油施設を

敷地の中央部へ ③美の浜－笠岡駅間のバス路線の新設  

（井上議長）今のバスターミナルを廃止して新しく作る理由は。 

（事務局）今は茂平車庫を破産管財人から借りており，４月１日以降も継続して使用

するには購入しなければならない。しかし，施設も古く，やり替えないと

いけないので，市有地である美の浜と比べて土地代分高くなります。さら

に，茂平車庫は駅から７km ほど離れており，回送距離等を考慮すると美

の浜の方が運行経費も安くなる。さらに，人口集中している地域に回送を

利用して路線バスを新設することが出来るので収入増につながる。  

（高田オブザーバー）  

       美の浜に路線が通るのはいいことだが，他の交通空白地はどうするのか。 

（事務局）笠岡の北部のことだと思うが，現在，北川地区では地元による協議が進め

られている。そこに行政がどうかかわるかが課題である。この部分につい

ては検討していきたいと考える。  

（井上議長）鉄道は大量輸送・バスは中量輸送・タクシーは尐量輸送と特性がある。そ

れぞれ向き不向きがあるので，向いていないことをしてもしかたがない。

バスの代わりをするとすれば，タクシーか NPO 法人へ運行委託がある。

市役所や警察など公務員の退職者のひとにボランティアで２年ぐらいして

もらえないだろうか…。公共交通は必要だが利用者は尐ないため車両はマ

イカーぐらいの大きさで良いのでは。 

（原田委員）美の浜－笠岡線の利用者見込みはどのくらいか。 

（事務局）数としては分かりません。しかし，高齢者の人が喜んでいるという声は聞



 6 

いている。もともと回送であるもの利用するため，尐しでも収入が上がれ

ば良いという考えでもある。  

（原田委員）通学路もあるので，十分気を付けて運行してほしい。  

（事務局）はい。  

（井上議長）今後の方針を決める上で利用者の声は重要であるため，是非利用者代表の

人から声を聞かせていただきたい。 

（森委員）高齢者がバスを利用しようとしてもバス停が遠い。車や自転車に乗れない

高齢者は家庭で引きこもりがちになる。希望があれば個人の車に乗せてあ

げられるように北川地区のまちづくり協議会へ要望し，協議してもらって

いる。その中で，個人では予定管理が難しいので，タクシー業者へ委託す

る方法も検討されている。個人で乗せてあげるのは何か問題があるのか。 

（森井委員）無償で乗せる場合は特に問題はない。しかし，事故があった時など，運転

手に負担がかかるので，そこはよく検討してください。  

（池田委員）福祉関係では，バス・タクシーでカバーできない部分が多いので，福祉有

償運送をしたことがある。財源・人材の確保が難しく，小さな組織では無

理だと判断し，現在は社会福祉協議会にお願いしている。安い料金でして

いたので採算が合わず難しい。このことを井笠鉄道に完全におきかえられ

るわけでないと思うが胸が痛い。制度が厳しすぎるのではないのか。  

（森井委員）通常は道路運送法４条の許可が必要だが，障がい者の社会進出等の社会情

勢の変化に対応するため道路運送法を改正して 78 条で自家用運送できる

ようになった。これは，市で登録を受けた，一人では公共交通機関が利用

できない人が対象となる。料金については，タクシーの半額程度が目安で

はないか。  

     地域で公共交通事業者が減る中で，今後，デマンドタクシー等の補完的な

ものを地域に導入していく必要があるのかもしれない。利用者を増やすた

めにも，地域の人と協力して公共交通を構築しなければいけない。  

（田中委員）そのような，地域公共交通全体のことを，専門家の意見を参考にし，相談

したり決めたりするのがこの協議会であることを理解し，意見を交わすと

良いと思う。  

幹線については，バスをなるべく守らないといけないと考えている。また，

交通空白地域等の支線については，路線タクシーやスクールバスが運行し

ている地域は混乗する等考えないといけない。どちらにしても，ご意見を

いただきながら検討していく必要がある。  

（平野委員）11 月から減便しているが，今のままなら何とかやっていけるが，これ以上

減ると生活ができない。高齢者が多い中，いつまで運転できるか分からな

い人が増えている。そういった人が，何を利用するかと言えば，バス等に

なる。 

     もしバスが走らなくなるなら，交通手段について，地域で考えなければな
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らないのかもしれない。車両は市から提供してもらい，運行は地域でする

といったときが来るのかもしれないと，現在地元で話をしている。経費が

かかるので有償でしたいができるのか。 

（森井委員）ケースにより違うのでなかなか答えにくいが，例えば，笠岡市の北木島で

過疎地有償運送というものをしている。この方法も一つの手段ではないか。 

（三島会長）地域での話し合いにより，具体的にどのような形態でやりたいのか方針が

決まったら企画政策課に相談してほしい。  

（田中委員）通常，社会福祉協議会や NPO 法人等の実施する有償運送とバス事業者が

実施する路線バスが併用路線になれば，利用者が減るため，民間の事業者

は撤退します。バス路線等の公共交通をなくさないためには，利用してい

ただくのが一番。自分たちでするのを考える前に，公共交通を残すよう，

利用してもらえるよう協議していただきたい。もちろん企業努力はする。 

（池田委員）福祉的にバスが使えるよう，ステップレスや乗るときに支える等の対応は

できるのか。福祉有償運送はベットからベットなので難しい。運輸局はバ

スやタクシーを守るため市が認める人しか利用できないようにしているが

…。 

（田中委員）そこまでの話をしているのではない。健康な人に，外にでていただいて，

健康を維持する。その中でバス等を利用してもらえたらという話。それ以

上の介護が必要な人に対して言及したつもりはない。  

（井上議長）それでは，これで終わりとする。 

 

（９）その他 

 （天野委員）航路統合して一年が過ぎたので，その結果等について，また報告する。 

 

（10）閉会 

＝ 閉会時間 １２時１０分 ＝ 


