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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 23 年 7 月 21 日（金） 午後 2 時 30 分～午後 3 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 笠岡市長                       高木直矢 

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理事            平野 勲 

   委  員 笠岡老人クラブ連合会副会長              森 恵美子 

        笠岡市婦人協議会副会長                天野喜代美 

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        二宮正樹 

井笠鉄道株式会社常務取締役（代理出席）        藤原秀敏 

        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 

国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所計画課長    祢津知広 

岡山県備中県民局建設部副部長             鍋谷敏昭 

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  波戸岡健吾 

（２）オブザーバー 

国土交通省中国運輸局岡山運輸支局運輸企画専門官 宮地亮平 

岡山県県民生活部県民生活交通課主幹       稲家 誠 

（３）事務局（笠岡市） 

政策部長    鹿嶋弘律  企画政策課長    塩飽和人  

企画政策課統括 水田卓志  企画政策課主任主事 撰 友則 

   都市計画課長  三宅弘二 

 

４ 欠席委員 

笠岡地区旅客船協会会長 

三洋汽船株式会社代表取締役社長 天野雄二郎 

岡山県警察笠岡警察署副署長    築山武弘 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午後２時３０分 ＝ 

（１）会長あいさつ 

  （会長 高木直矢） 

   笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下，「協議会」）は，平成 20 年度に，笠岡

市の公共交通の将来を示した「笠岡市地域公共交通総合連携計画」（以下，「連携計

画」）の策定に尽力し，計画の実現を図るために重要な役割を果たしてきた。  

今年度は，陸上交通については，昨年度に引き続いて，デマンド型乗合タクシー

の実証運行が予定されている。既存の路線バスに代わる手法となり得るかどうか，

重要な判断が必要となる。 

一方，海上交通については，関係者の格別の御理解と御尽力により，本年 4 月 1

日に旅客船航路の統合を成し遂げることができた。今後は，統合後の新航路が，本

年 10 月 1 日に運航を開始できるよう，関係者の方々と力を合わせて取り組んでい

く必要がある。 

 皆様，御承知のように，今年度，国における公共交通への支援制度が大きく変わ

った。これにより，関係する交通事業者には，慣れない制度のため，実務面で，さ

まざまな御苦労があろうかと思うので，運輸局におかれては，制度の活用に対する

サポート体制を十分整えていただきたい。 

私ども市の立場としましては，国や県との連携を図りつつ，市民との協働のもと

で，市民に必要不可欠な公共交通を確保，維持していきたい。  

協議会は，そのための重要な場と考えているので，関係者皆様方の今後の御支援

と御協力をお願いしたい。 

（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２２年度事業報告について 

  （事務局） 

    会議資料「平成 23 年度第 1 回笠岡市地域公共交通活性化協議会会議資料」1～5

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を笠岡市内 2 地区（大島，尾坂）で実施した。  

    それぞれの運行計画，運行費用は，会議資料のとおり。  

・笠岡諸島航路の統合の状況は，平成 23 年 4 月 1 日に旅客船 3 社が 1 社化され，

同年 10 月 1 日から新しい航路体系で運航する予定である。  

  （議長 井上矩之） 

受託業者に１日に支払う金額だが，大島地区が 29,000 円，尾坂地区が 16,000 円

となっており，差が大きいのは，どういう根拠なのか？ 



 3 

  （事務局） 

    大島地区については，使用する車両が 10人乗りのワンボックス型となっており，

また，便数が多いため，運転手の一日の拘束時間が長くなっております。 

一方，尾坂地区については，セダン型の小さい車両を使っており，また，便数が

少なく運転手の拘束時間が短くなっております。  

このような違いから，費用に差が出ております。  

  （委員 祢津知広） 

国道 2 号を管理する立場から伺うが，デマンド型乗合タクシーの路線図を見ると，

運行ルートについては，国道 2 号を通るのは，富岡付近だけか？  

  （事務局） 

国道 2 号が運行ルートとなっているのは，富岡付近と市民病院付近であり，いず

れも短い区間である。  

（４）平成２２年度決算報告について 

  （事務局） 

    会議資料 6～7 ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・平成 22 年度の協議会の収入額は 3,299,142 円，支出額は 2,905,175 円で，差

引額 393,967 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。  

  （議長 井上矩之） 

案内看板というのは，以前，協議会の中で，国道 2 号の横断陸橋のところで，ど

うするかと議論されたものか？ 

  （事務局） 

    お見込のとおり。  

  （議長 井上矩之） 

    追加したというのは，どの辺りになるのか？  

  （事務局） 

    支柱付の案内看板を設置した箇所があるが，これは JR 笠岡駅から旅客船の発着

する笠岡港に向かうための看板だった。  

設置後，付近の住民から，逆に，笠岡港から JR 笠岡駅に行く案内看板もあった

ほうがよいという要望があり，同じ支柱を使って案内看板を設置した。 

場所については，先程，議長が言われた横断陸橋より北側，JR 笠岡駅寄りの辺り

になる。 

（５）平成２３年度事業計画（案）について 

  （事務局） 

    会議資料 8～9 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事業について，昨年度から引き続き，笠岡市

内 2 地区で実施する。運行計画，想定経費について説明した。また，今年度の

実証運行期間中には，並行して運行する路線バスの一部を一定期間休止する。  

    ・協議会の開催は，今日の会議を含め，3 回を予定している。 
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  （議長 井上矩之） 

    路線バスの運休については，どの時間帯を運休したのか？  

  （事務局） 

大島地区の路線バスについては，ほぼすべての便が運休となっている。ただ，一

部の便は，路線バスをスクールバスとして利用しているので，その便だけは運行し

ている。 

  （議長 井上矩之） 

    大島地区については，路線バスの運休により，5 月に 235 人に増え，6 月にはさ

らに 305 人に増えている。 

一方，尾坂地区のほうは，4 月に 26 人，5 月にには 35 人に増え，路線バスの運

休を始めた 6 月には，逆に 28 人に減っている。路線バスの利用者は，乗合タクシ

ーには乗車していないのか？  

この結果を受けて，どのようにしようと考えているのか？  

  （事務局） 

   大島地区については，5 月からの運行休止による効果が表れていると思うが，想

定したほどではない。本来，路線バスを利用していた人は，400 人ぐらい想定でき

る。しかし，運行休止しても，まだ 235 人ということで，乗合タクシーにすべて移

ったわけではない。その理由については，地域の協力を得ながら，今，調査をして

いるところだ。路線バスから乗合タクシーへの移行については，利用者が乗合タク

シーのほうに移行して，どんどん増えているような傾向が表れれば，路線バスに代

わる手法として，乗合タクシーが考えられるかと思う。それから，もうひとつの判

断材料としては，現在，路線バスの運行に対して，笠岡市が補助金を出すことによ

って維持をしているが，その補助金の額と乗合タクシーの経費を比較してどうか，

路線バスへの補助金額で乗合タクシーが維持できるかどうかというところも，大き

な判断材料と考えている。  

一方，尾坂地区については，大島地区と違って 1 か月運行休止の時期がずれてい

る。6 月からの運行休止となっているが，5 月の 35 人という利用実績と比べ，6 月

は 28 人ということで減っている。これについては，もともと尾坂地区については，

公共交通の利用者が少なく，路線バスであろうが乗合タクシーであろうが，そう変

わらないのかなあと思っている。そういうことから，尾坂については，利用者の多

寡よりも，乗合タクシーのほうが住民にとってより便利だということを，住民が判

断されるということと，大島地区と同じく，路線バスの補助金と乗合タクシーの補

助金を比較することが判断材料となると考えている。 

  （議長 井上矩之） 

    尾坂地区の路線バスの利用者が，すべて移行したとしたら，どれくらいを見込め

るのか？ 
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  （事務局） 

    路線バスの利用者自体が，1 日に 2 人から 3 人くらいなので，あまり変わらない

と思う。 

  （会長 高木直矢） 

    大島地区の路線バスの運休については，住民への周知が徹底されていたのか？  

  （事務局） 

    住民への周知については，地域の世話人の方々が非常によく対応してくれ，前後

に広報チラシなど配布し，周知に努めてくれた。しかし，広報チラシを受け取って

も，よく理解できなかったということはあるかもしれない。  

  （議長 井上矩之） 

    大島地区の運行経費については，4 月は 75 万円，6 月は利用人数が増えて収入も

増えているから運行経費が減るのは当然だが，それ以上に減っているのはどうして

なのか？ 

  （事務局） 

    日曜日の運行を廃止したことによる影響が大きい。4 月は，日曜日の運行を昨年

度に引き続いて，西大島線が 2 往復，大島中線も 2 往復していたが，5 月から日曜

日の運行を廃止したので，その分，経費が削減できている。  

  （議長 井上矩之） 

    日曜日の運行を止めてしまったのはどういう理由からか？  

  （事務局） 

    利用者が非常に少ないからだ。ほとんどの便が 0 人で運行していたという実績だ

った。 

  （会長 高木直矢） 

    運行主体である井笠鉄道は，この大島地区の乗合タクシーについて，どのような

見通しを持っているのか？  

  （委員代理 藤原秀敏）  

    大島地区の正頭は，もともと路線バスの利用も多かったので，乗合タクシーに代

わっても，大島中線の利用が多くなるとは思っていた。  

  （会長 高木直矢） 

    大体予想どおりか？  

  （委員代理 藤原秀敏）  

    大島地区については，もう少し利用が増える余地はあると思う。  

尾坂地区については，スクール利用されている路線バスが残っているのも影響し

ていると思う。  

  （議長 井上矩之） 

    スクールバスには，一般の利用者は乗れないのか？  

  （委員代理 藤原秀敏）  

    一般の利用もできる。  
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（６）平成２２年度予算（案）について 

  （事務局） 

    議題資料 10 ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・平成 23 年度の協議会の歳入予算額は 9,582 千円，歳出予算額も同額であり，

そのうち 9,312 千円はデマンド型乗合タクシー実証運行に関する経費である。  

  （副会長 平野 勲） 

    デマンド型乗合タクシーの実証運行に関する経費で，運行収入を 2,710 千円想定

しているが，何人の利用者数を想定しているのか？  

  （事務局） 

    大島地区は，目標数値として 1 日 16 人を見込んでおり，月間 500 人程度を想定

している。  

尾坂地区は，1 日 6 人を見込んでおり，月間 80 人程度を想定している。 

  （会長 高木直矢） 

    月 500 人だと 1 年 12 か月で 6,000 人となる。1 人当たりの運賃を 400 円と想定

すると，6,000 人なら 240 万となる。  

2,710 千円の運行収入の想定については，どのような積算をしたのか？  

  （事務局） 

    1 便当たり 3 人くらいを目標としている。予約制運行ということで，すべての便

が運行することはないので，半分くらいの稼働率で 1 日 16 人を想定し，運行収入

を算出した。  

  （議長 井上矩之） 

    地域の住民に対して，利用を増やすような仕掛けもするのか？  

  （事務局） 

    実際，目標に掲げたくらいの利用がないと，乗合タクシーを，今後，続けること

が難しいというようなこともあり，地元の住民の方々と定期的に会議をして，今の

実績と情報を提供しながら考えているところだ。先程申したように，路線バスのす

べての利用者が，なぜ乗合タクシーに移行しないのかを今，調査中であり，乗合タ

クシーの利用を増やすという方法を住民の方々と一緒に模索をしている。  

  （議長 井上矩之） 

    ガソリン税が余っているという話を聞くので，乗合タクシーなど，公共交通の運

行費用をガソリン税で負担してもらうというのはどうだろうか？  

  （委員 祢津知広） 

    本省の案件となるので，私の立場で申し上げるのは難しいが，今は道路整備特定

財源はなくなったので，そういう意味では使い勝手はよくなってきているので，ガ

ソリンなどの財源をいろいろなところに使っていこうという方向で動いている。  

私の今の立場では，どうこうできないが，昔の道路整備特定財源の方向性として

は，いろいろな事業に活用しようということで動いているので，そういう議論をし

てもらえるように，私のほうから言える機会があれば言っていきたい。  
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（７）その他 

  （委員 波戸岡健吾）  

    冒頭にもお話があったが，この 4 月に公共交通に関する補助金の制度が変わって

いる。事務的にも非常に煩雑になっているので，笠岡市とも連携し，事業者と調整

しながらサポートさせてもらう。  

それから，路線バスからデマンドタクシーへの分岐点というか，そういったお話

の中で今までの補助金の話とか，当然，笠岡市としての財政というのも重要だと思

う。やはり，地域の住民のために公共交通をいかに生かしてもらえるかという部分

を念頭に置きながら検討いただきたい。  

（８）閉会 

＝ 閉会時間 午後３時４０分 ＝ 


