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第２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 1 月 17 日（火） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 10 分 

 

２ 開催場所  笠岡市役所第 5 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理事               森 美恵子 

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

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社企画課課長代理（代理出席）渡辺 孝 

井笠鉄道株式会社常務取締役（代理出席）        藤原秀敏 

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 

岡山県備中県民局建設部建設課長（代理出席）      片山敬三 

岡山県警察笠岡警察署交通課長（代理出席）       柳本英雄 

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 

岡山県県民生活部県民生活交通課総括参事 小坂真一郎 

（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 者 

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 

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 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時００分 ＝ 

（１）会長あいさつ 

（会長 高木直矢）  

御承知のように，笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下，「協議会」）は，笠岡市

が策定した「笠岡市地域公共交通総合連携計画」（以下，「連携計画」）の実現に向け，

大変重要な役割を果たす組織である。 

今年度が連携計画の 3 年目に当たり，協議会の事業としては，デマンド型乗合タク

シーの実証運行に取り組んでいる。 

今日の会議では，これまで取り組んできた事業の進ちょく状況の報告や事業の事後

評価について，御協議いただきたい。  

委員には，各議題について，それぞれの立場から，忌憚のない御意見や御要望をい

ただき，笠岡市の公共交通の発展に御協力いただきたい。 

（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２３年度事業の進ちょく状況について 

（事務局） 

  「第 2 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，下記のとお

り説明した。  

  ・大島乗合タクシーの運行状況及び経費については，4 月から 12 月の利用人数 1,766

人，運行収入 548,400 円，運行費用 5,922,000 円で，5,373,600 円の赤字が発生し

ている。なお，5 月から 7 月までの 3 か月間は，大島地区の路線バスを一部運休し

ており，その間の利用人数は増えている。  

  ・尾坂乗合タクシーの運行状況及び経費については，4 月から 12 月の利用人数 195

人，運行収入 67,600 円，運行費用 869,000 円で，801,400 円の赤字が発生してい

る。なお，6 月から 8 月までの 3 か月間は，尾坂地区の路線バスを一部運休したが，

その間の利用人数に変動は見られなかった。その要因としては，路線バス 5 往復便

のうち 3 往復便はスクール利用として残していること，尾坂地区の公共交通の利用

者の母数が少ないことが考えられる。  

  ・笠岡諸島航路の統合については，平成 23 年 4 月 1 日に旅客船 3 社が 1 社化され，

平成 23 年 10 月 1 日から 1 社での新航路による運航が開始された。旧航路から新航

路の大きな変更点は，飛島の航路と六島の航路が統合されたことである。サービス

水準については，ほとんどの港で従来以上のものが確保されている。  

（議長 井上矩之）  

路線バスが運行休止から再開したときの乗合タクシーの利用状況はわかるが，路線

バスの利用状況はわからないのか？路線バスが運休したときには乗合タクシーに乗っ
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たが，再開したら元に戻ったという行動変化については調査していないのか？  

（事務局） 

   そういった調査は，行っていない。  

（副会長 平野 勲） 

   議長のお話と関連するが，乗合タクシーの乗車アンケートは実施しているのか？  

（事務局） 

大島，尾坂両地区の乗合タクシーについては，昨年度から運行を開始し，乗車アン

ケートを実施している。 

その結果を見ると，利用されている方については，路線バスよりも利便性が向上し

たという声がほとんどだった。  

（会長 高木直矢）  

公共交通を利用する人が全体的に増えたというわけではなく，元々，路線バスを利

用していた人が乗合タクシーへ移行しただけという印象を受ける。路線バスの利用者

が，乗合タクシーを運休する前よりも，再開後は減少していたということであれば，

乗合タクシーへ移行したと考えられ，効果が実証できる。  

（議長 井上矩之）  

本来は，マイカー利用者が乗合タクシーに移行して，公共交通の利用者が増えたと

いう結果が望ましいが，そういったデータがわからない。  

（会長 高木直矢）  

   調査してわかることなら，その必要はある。  

（事務局） 

井笠鉄道のほうで，昨年度，一昨年度の路線バスの利用者数がわかれば，今年度と

比較して，乗合タクシーの運行による影響があるのかどうかわかるかもしれないが，

データを取っているか？ 

（委員代理 藤原秀敏） 

数字は取っていないが，乗務員の話を聞くと，路線バスのルートからはずれている

地区の住民は，路線バスの運行いかんにかかわらず乗合タクシーを利用し，路線バス

のルート上の住民は，路線バスの運行が再開されると回帰したということのようだ。  

公共交通の全体的な利用者数については，そう増えていないと思う。これまでの利

用者が，いったりきたりしたということだと思う。  

（会長 高木直矢）  

今の話では，公共交通の全体的な利用者数はそう増えていないが，乗合タクシーは

路線バスに比べて停留所が近くなるといった，よりきめ細かい運行ができるので，利

用者の利便性は向上したと思われる。  

（事務局） 

乗合タクシーは予約制なので誰がどのような利用をしたかということがわかるが，

路線バスは匿名なので，細かい利用状況はわからない。乗合タクシーの予約状況を調

べれば，ある程度，動向を把握できるかもしれない。  
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（議長 井上矩之）  

尾坂乗合タクシーのこれまでの利用者は 195 人で，運行することによって生じた赤

字は約 80万円である。一人当たりにすると，1年 4,000円の経費が生じたことになる。

そうすると，これは将来的な話になるかもしれないが，公共交通を維持するよりも，

タクシー代を補助するほうがコスト的には安上がりになるかもしれない。  

ただ，大きなバスで運行するよりも，小さな車で運行するほうが，安上がりになる

のか？ 

（事務局） 

バスに比べると，車両価格，燃料費，維持費の点でコストは安いが，現在は，車両

購入などの初期投資のコストがかかっているので，必ずしも路線バスと比べて運行経

費が格段に安くなるということはない。  

   ただ，車両の更新コストも安くなるので，長期的にみると安いということは言える。  

（会長 高木直矢）  

行政の役割は，マイカー利用ができない人などのために，公共交通を守っていくと

いうことがある。ただし，できるだけ経費のかからない方法を考えていくことも重要

だ。 

（副会長 平野 勲） 

私は笠岡市の神島外浦の出身だが，どんどん高齢化して自動車の運転をやめている

という人も増えている。先程，先行投資と言われたが，当然，今後も続けていかない

と，交通難民となってしまう可能性がある。  

目先だけで考えるとコストが高いと思われるかもしれないが，5 年先，10 年先をみ

て継続してもらわないといけないと思う。  

（４）平成２３年度事業の事後評価について 

（事務局） 

   「第 2 回笠岡市地域公共交通活性化協議会会議資料」6～11 ページにより，下記の

とおり説明した。  

  ・デマンド型乗合タクシーの実証運行については，国土交通省所管の地域公共交通活

性化・再生総合事業費補助金を活用しており，制度上，年度ごとに，協議会として

の事後評価をするようになっている。 

  ・連携計画には，陸上交通事業，海上交通事業，陸上交通と海上交通の連携事業が位

置づけられており，これらの事業を実施することで，公共交通の利用者満足度の向

上を図る。  

  ・平成 23 年度の事業としては，デマンド型乗合タクシーの実証運行，旅客船 3 社の

航路統合を実施した。  

  ・平成 23 年度事業の評価，検証としては，デマンド型乗合タクシーを本格運行する

ためには，運行計画の見直しが必要であり，航路の統合については，経営の合理化，

サービスの向上が図られたと考えられる。  

  ・平成 21 年度から 23 年度までの 3 か年の取組については，陸上交通事業，海上交通
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事業，陸上交通と海上交通の連携事業のすべての事業が展開でき，一定の成果を得

られたと考える。また，連携計画に掲げた数値目標も改善できた。  

（副会長 平野 勲） 

   航路の統合については，高島，飛島の利用者からは，乗船時間が短くなった，便利

になったという声を聞き，よい評価である。  

   デマンド型乗合タクシーについては，今日の新聞に，大島地区の西大島線が廃止と

書かれていたが，平成 24 年度以降はどうなるのか？  

（事務局） 

   昨日，市議会の総務文教委員会協議会が開催され，平成 24 年度以降のデマンド型

乗合タクシーの方向性について概略を説明したので，新聞記事となった。  

   今後のことについては，本協議会で話し合って決めていただくということもあるが，

地元住民の意向もあり，今，大島地区 2 路線の利用状況をみると，大島中線について

は利用も多いが，西大島線については，電話予約が必要な乗合タクシーよりも，これ

までの路線バスのほうが便利がいいのか，利用が低迷しているという結果がある。  

   この結果を受けて，大島地域で話をしたところ，西大島地区については乗合タクシ

ーよりも路線バスを選択し，大島中地区については乗合タクシーを選択した。地域と

して，そういう形を決めてもらったということだ。  

（副会長 平野 勲） 

   新聞記事のとおり，平成 24 年度以降は，西大島線は廃止となるのか？  

（事務局） 

   路線バスと乗合タクシーを両立させることはできないので，地域で話し合って決め

てもらった結果である。 

（５）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時１０分 ＝ 


