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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 22 年 10 月 29 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 50 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              平井重男 

        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副課長（代理出席）向川 傑 

井笠鉄道株式会社代表取締役社長            関藤篤志 

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 

        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    北澗弘康 

岡山県備中県民局建設部副部長             垪和克彦 

岡山県警察笠岡警察署交通課企画係長（代理出席）    安田 勇 

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  村上弘人 

（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 藤本 陽 

岡山県県民生活部県民生活交通課総括参事     上田哲也 

（３）事務局 

  ア 笠岡市 

政策部長    鹿嶋弘律  政策部次長（兼）企画政策課長 天野美彦 

企画政策課統括 中嶋 徹  企画政策課主任主事      撰 友則 

    都市計画課長  三宅弘二 

  イ 井笠鉄道㈱ 

    営業課長 村上忠司 
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４ 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） 

    笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下，「協議会」）も 3 年目を迎え，委員の改

選後，初となる会議を開催することができた。 

    また，委員には，笠岡市民の大切な足となる公共交通機関を代表される方々も就

任されており，その維持のために，日々，並々ならぬ努力をされていることと思わ

れ，その日頃の御苦労に対し，御礼を申し上げる。 

    さて，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，昨年度からは，連携

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，これまでの取組をさらに発展させ，陸上交通では，路線バスに代わる

新たな手法として，デマンド型乗合タクシーの実証運行が予定されている。また，

海上交通については，航路の統合が現実味を帯びてきた。まさに笠岡市の公共交通

の大きな転換期になる年だと思っている。これもひとえに，関係者の方々の格別の

御理解と御協力があってのものと考えている。 

    御承知のように，公共交通を取り巻く環境は，依然として厳しいものがあるが，

国では移動権を明記した交通基本法の制定を，今国会で目指しており，それに伴い

公共交通関連予算も大幅に増額しようとしている。 

    この動きは，国においても公共交通の重要性を認識している表れであると受け止

めており，我々，地方においても，引続き，関係者の英知を結集し，満足度の高い，

維持可能な公共交通の構築を目指していきたいと思っているので，今後とも御支援

と御協力のほど，よろしくお願い申し上げたい。 

（２）自己紹介 

   委員と事務局がそれぞれ自己紹介した。 

（３）役員の指名について 

  ア 副会長の指名について 

    平野委員を指名した。 

  イ 監事の指名について 

    森委員と池田委員を指名した。 

（４）議長の選出について 

   委員の推選により，井上委員を選出した。 

   以下の議事進行は，井上議長が行った。 
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（５）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。 

（６）委員報償費及び委員費用弁償の取扱について 

   委員報償費及び委員費用弁償の支払対象者については学識経験者及び利用者に限り，

交通事業者や関係行政機関は当事者として対象としない。 

（７）平成２１年度事業報告について 

  （事務局） 

    会議資料「平成 22 年度第 1 回笠岡市地域公共交通活性化協議会議題資料」1～7

ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・会議開催状況，「かさおか公共交通総合マップ」（以下，「マップ」）の作製，JR

笠岡駅から笠岡港住吉地区への案内看板設置，バス停上屋（兼）駐輪場の整備

及び航路改善計画の策定など，協議会や笠岡市で取り組んだ公共交通関連事業

について報告した。 

  （委員 村上弘人） 

先程，会長からも言われたように，協議会は，平成 20 年度に連携計画を策定し，

次年度以降に事業実施ということで取り組んでいる。今の事業と連携計画との相関

関係について，初めて委員に就任された方もいるので説明されてはどうか？ 

  （事務局） 

    平成 20年度に笠岡市の陸上交通と海上交通の指針を示した連携計画を策定した。

その連携計画には，陸上交通に関する事業，海上交通に関する事業，陸上交通と海

上交通との連携に関する事業の三つの大きな柱の中で事業を進めていくことが示さ

れている。 

    昨年度，取り組んだマップの作製は，陸上交通と海上交通の連携事業に位置付け

られ，実施主体は協議会となっている。 

    その他，陸上交通については路線バスの効率的な運行，海上交通については航路

の統合を連携計画の中に示している。 

    この連携計画に従って，現在，事業を進めている。 

  （委員 平野 勲） 

    私は神島に住んでおり，高島，白石島，北木島へ行くこともあるが，旅客船 3 社

の合併の時期はいつなのか？ 

  （事務局） 

    時期については，議題資料 7 ページの航路改善計画に記載しており，平成 23 年 1

月 1 日を目標に，現在，進めているところである。ただし，旅客船航路の変更や離

島航路補助への申請という手続きもあり，3 社との協議の状況で，最も合併に適す

る時期を慎重に見極めて行いたい。 
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  （委員 天野雄二郎） 

    現在，笠岡市所有の船が 4 隻あると思うが，それらは今回の再編と関係ないとい

う理解でよいか？ 

  （事務局） 

    笠岡市が考えているのは，当面，この合併に全力を尽くしたいということで，笠

岡市の所有船についての問題意識は持っているが，具体的な考えまでは至っていな

い。当面は，合併に最善を尽くしたい。 

  （議長 井上矩之） 

    議題資料 7 ページで，3 社が合併した新会社に対して，笠岡市からの公的資金の

投入を行うということだが，笠岡市だけ記載されているが，6 ページを見ると，今

までは国と岡山県からも補助金が出ることになっている。新会社には，国と県から

の補助金は出ないのか？ 

  （事務局） 

    議題資料 7ページに記載されている公的資金の投入と，6ページに記載のある国，

県，市からの補助金の関係は，性格が異なっている。6 ページにあるのは，3 社の

うち六島航路㈲と豊浦汽船㈱の 2 社が経営面で赤字が出ていて，運航に要する経費

と収入との差額を離島航路補助ということで，国，県，市からルールに基づいて支

出している。ただし，補助金を投入しても，これまでの長い年月で借入金が蓄積さ

れて累増している状況にある。 

    この借入金の解消のために公費を投入するというのが 7 ページであり，これにつ

いては国，県ともに補助制度がない。したがって，笠岡市の独自の決断のもとに公

的資金を投入して，新しい航路の運航がスムーズに開始できる環境を整えようとい

うというものである。参考までに，国においては，現行の離島航路補助制度を拡充

し，経営改善に資するため，特別に船価の 1 割相当に当たる残存価格を国費で投入

しており，これは 2 社ともに該当している。 

    なお，岡山県には，市長が県知事との懇談で，これまでの県と市の関係から，借

入金の解消への協力をお願いする要望を行っている。 

（８）平成２１年度決算報告について 

  （事務局） 

    議題資料 8～9 ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・平成 21 年度の協議会の収入額は 2,709,983 円，支出額は 2,452,950 円で，差

引額 257,033 円については，次年度会計に繰り越す旨，報告した。 

    ・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旨，報告し

た。 
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（９）平成２２年度事業計画（案）について 

  ア 笠岡市地域公共交通活性化・再生総合事業計画について 

  （事務局） 

    議題資料 10～15 ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・連携計画に位置付けられた事業を実施するに当たっては，計画初年度から 3 年

間に限り，国から補助金による支援が受けられる。そのためには，各協議会ご

とに事業計画を作成する必要がある。 

    ・当協議会でも平成 21 年度に作成していたが，今年度に変更する必要が生じた

ので，変更の認定申請を昨年度中に提出した。なお，内容については，昨年度

の第 3 回の協議会で案として確認してもらっている。 

    ・今回，議題として上げたのは，案の段階で確認してもらったものを，間違いな

く申請したという報告である。 

  イ デマンド型乗合タクシーの実証運行について 

  （事務局） 

    議題資料 16～24 ページにより，以下のとおり説明した。 

    ・実証運行を行う地区は，笠岡市の大島地区と尾坂地区の 2 地区である。 

    ・大島地区については，乗客 9 人のジャンボタクシーを使用し，2 ルートを日替

わりで運行する。 

    ・尾坂地区については，乗客 4 人のセダンを使用し，1 ルートを運行する。 

    ・両地区の車両ともに車椅子対応ではないが，車椅子の利用者については予約で

把握し，乗務員が対応する。 

    ・両地区ともにルートやダイヤなどの運行計画については，住民，運行事業者，

笠岡市が協議の上で決めている。 

    ・両地区ともに今回の実証運行の結果が良好で本格運行に移れば，既存の路線バ

ス運行の一部は廃止する予定。ただし，スクールバスとして利用されている路

線バスについては，現行どおり運行する。 

  （委員 平野 勲） 

    デマンド型乗合タクシーの実証運行については，神島地区でも，平成 20 年に国

土交通省の補助金を活用して行ったことがある。 

    それを踏まえての質問だが，予約の受付時間を決めているのか？ 

    神島地区で実験をしたときには，予約に抵抗があって，なかなか乗らないという

意見が多かった。運賃を無料で実施したので，利用者にも遠慮があったこともある。

さらには，予約の時間をいつまでにしたらいいのか，帰りの予約が分からないとい

う抵抗もあった。 
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  （委員 関藤篤志） 

今回の実証運行は，時間が決まっているので，それに合わせてもらわないといけ

ない。 

    神島の実証運行は，病院ではなく知人の家へ行くから乗せてほしいと言う人もい

た。 

  （委員 平野 勲） 

    神島には，笠岡第一病院の無料タクシーが運行しているので，利用しない原因に

もなっていた。通院の帰りに，病院の無料タクシーを利用して買い物をして帰る人

も結構いた。 

  （議長 井上矩之） 

 神島の実証運行では，運行ダイヤがなかったのか？ 

  （委員 平野 勲） 

 あるにはあったが，融通の利く予約制だったと思う。 

    今回の実証運行では，予約がなかった場合でも運行するのか？ 

  （事務局） 

    議題資料 16 ページの 3 の乗車方法に電話の予約のことを記載している。予約の

受付時間は，前日の午前 9 時から午後 5 時までと決めている。もちろん帰りも予約

が必要となる。 

    デマンド型乗合タクシーは，電話予約が原則で予約をしていなければ乗ることが

できない。したがって，予約が全くなければ走らない。この方法は，神島地区で行

った実験と大体同じだ。ただし，神島地区については，運賃を無料で実験したが，

今回は，実際にお金を支払ってもらう。 

    それから，神島地区では 1 か月という短い期間だったということもある。そのた

めに周知が行き届かず，受け入れられなかったのかという思いもある。今回の大島

地区，尾坂地区については，神島地区で行ったことの教訓を踏まえて，デマンド型

乗合タクシーは万能の乗り物ではないと，電話予約など，路線バスに比べて面倒に

なる点もあるということを十分に認識し，住民が納得の上で実施しようとしている。 

  （委員 関藤篤志） 

    誰も乗る人がいなかったら運行しないが，1 人でも乗る人がいたら運行しないと

いけない。 

  （委員 平野 勲） 

 どこかで乗る人がいたら，そこから運行開始となる。 

  （委員 関藤篤志） 

 そうなると，運行ダイヤが狂うことになる。 
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  （事務局） 

    議題資料 18 ページの西大島線の往路でシミュレーションをしてみたい。 

    まず「坪田医院前」に一人予約があり，途中の「前砂ふれあいハウス前」でもう

一人予約があったとする。この二人がどちらも「笠岡市民病院前」まで行くという

ことになると，運行方法としては，ルートの始点である「松尾」から「湯舟下」と

いう停留所までは利用者がいないので，7 時 39 分に「坪田医院前」にジャンボタク

シーが直行し，そこで一人目の利用者を乗せる。次が「前砂ふれあいハウス前」で

予約があったということなので，7 時 39 分に「坪田医院前」を出発して途中の停留

所にはよらずに「前砂ふれあいハウス前」まで直行する。運行ダイヤでは，「前砂ふ

れあいハウス前」は 7 時 51 分となっているが，ほかの停留所によらない分，それ

より前に着くと思われる。ただ，利用者は 7 時 51 分に乗ろうと思っているので，

それまで待たなければならない。したがって，「坪田医院前」から乗った利用者につ

いては，申し訳ないが 7 時 51 分まで車の中で待ってもらうということになる。こ

れ以降の停留所では，誰も乗る人がいないので，二人の目的地まで直行ということ

になる。「笠岡市民病院前」には 8 時 33 分に着くようになっているが，大幅に短縮

されると思う。 

    このように，予約があった停留所だけ運行するということになる。ただ，時刻に

は定めがあるので，タクシーが動く時間としては，この時間を原則に運行するとい

うことになる。 

  （議長 井上矩之） 

    停留所の時刻は 7 時 51 分ふれあいハウス前だが，利用者が早く来れば，その分，

早く出るということか？ 

  （事務局） 

 お見込みのとおり。 

  （議長 井上矩之） 

    乗る乗らないに関わらず，登録制となっている。 

    実証運行ということなので，データは残すのか？ 

  （事務局） 

    お見込みのとおり。 

補足だが，運賃の設定については，尾坂地区，大島地区のどちらも 300 円と 500

円の 2 種類となっているが，その基準は，現行の路線バスの運賃である。議題資料

18 ページの西大島線の（現行）笠岡～寄島線の情報を確認してもらいたいが，「松

尾」という停留所から今の路線バスに乗ると，「笠岡駅前」まで 440 円かかる。こ

れを踏まえて，デマンド型乗合タクシーについても，「松尾」から「笠岡市民病院前」

までを 500 円に設定した。路線バスに比べて，若干高くなっているが，これはでき
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るだけ家の近くまで来るというサービスを付与したことによるものだ。これについ

ては，住民も納得の上で設定している。尾坂地区についても同様の考えである。 

  （委員 垪和克彦） 

細かい話になるが，予約していた利用者が来ないということも想定されると思う

が，どのように対応するのか？ 

  （事務局） 

予約していても，定刻までに来ないということがあれば，定刻を過ぎると出発を

してしまう。これは普通の路線バスと同じことだ。利用者にとって一番いいのは電

話をして確認してあげることだが，恐らくそこまでは対応できないと思う。 

  （議長 井上矩之） 

 ルールではキャンセルする場合は，連絡しなければならない。 

  （委員 平野 勲） 

 このルートは，住民に対するアンケートで決定されたのか？ 

  （事務局） 

 お見込みのとおり。 

    地域住民が主に利用すると思われる人を対象にアンケートを行い，利用目的，行

き先，利用の意向を把握して決めたルートである。大島地区の西大島線は非常に複

雑なルートになっているが，利用の意向のある人がいるからこそである。 

  （議長 井上矩之） 

 尾坂地区で，水曜日だけ 10 時 15 分発の便が多いのはなぜか？ 

  （事務局） 

これは尾坂地区の住民が買い物に出かけられる便だと思う。8 時 30 分に出発する

便があるが，途中，スーパーがあっても開いていない。したがって，水曜日の 10

時 15 分の便は，買い物客をターゲットにした便であると考えられる。 

  （委員 村上弘人） 

今，委員に議論してもらっていることは，道路運送法に基づいて申請をしてもら

うための確認ということで理解してほしい。通常の乗合事業であれば，一定の公示

基準を満たした状態で申請をしてもらい，一定の審査機関に基づいて審査を進める。

運賃についても厳正な原価計算が義務付けられているが，地域公共交通会議の場で

多様な委員の協議の結果として認められたことについては，期間を短縮して例外的

に原価計算は必要ないということで，届出運賃というものも認められている。 

    それから，地域公共交通活性化・再生総合事業というのは，地元関係者のいろい

ろな工夫の中で，試行錯誤しながらより良い形を見つけてもらうという趣旨なので，

先程，議長も言われたように，実態把握と再検討というものが必要になってくると

思う。デマンド交通は，皆さん言われるように予約が面倒である。できれば，その



 9

日にその時間に行けば，予約しなくても，取消ししなくても自由に乗れるというほ

うが，将来的には利用者が使いやすいと思う。 

    アンケートについても，できるならば乗りたいという声は多分あると思うが，蓋

を開けてみれば，利用がないということもあると思われる。今は，利用されない人

も考慮したルートになっているので，現実にはこの蛇行するルートというのはいく

らかいらなくなるだろうと思われる。ルートの在り方，停留所の在り方，ダイヤの

在り方，できれば目的地に早く着きたいが，そこで待たなければならないという実

態も見えてくると思われる。したがって，実態把握と再検討を将来の事業の中で想

定して進めていくのが良いと思う。 

  （議長 井上矩之） 

    実証運行のデータを残して，しっかり分析してもらいたい。 

  （委員代理 安田 勇） 

 新設の停留所とあるが，どのような形の停留所になるのか？ 

基本的には問題ないが，停留所を新たに設けるのであれば協議が必要なので，確

認をお願いしたい。 

  （井笠鉄道㈱） 

今年度末までの実証運行の期間中は，既存のバス停のようなものは設置せずに，

例えば，住民の家の壁や軒先などに時刻表を張らせてもらうような形での対応を考

えている。 

  （委員代理 安田 勇） 

基本的に空き地や駐車場などになるのか？道路上に停めて乗り降りするというこ

とはないのか？ 

  （井笠鉄道㈱） 

もちろん道路での乗り降りもあるので，運行会社である井笠鉄道から笠岡警察署

へも協議させてもらう。 

  （議長 井上矩之） 

    議論も尽くしたので，委員にお諮りしたい。 

    大島地区及び尾坂地区で実施するデマンド型乗合タクシーの実証運行については，

道路運送法第 9 条第 4 項及び同法施行規則第 9 条第 2 項の規定により，地域の協議

会の合意が必要となるが，合意してよいか？ 

［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 

    異議はないようなので，協議会として，大島地区及び尾坂地区のデマンド型乗合

タクシーの実証運行について合意したと認める。 
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  ウ 海上交通分科会の継続設置について 

  （事務局） 
    議題資料 25 ページにより，以下のとおり説明した。 
    ・海上交通については，航路の統合を目標としており，関係者からの意見を協議

する場として必要と考える。 
    ・メンバーについては，議題資料 25 ページの名簿に記載している構成団体の代

表者を考えている。 
  （会長 高木直矢） 
    分科会の会長の名前が，塩出 氏になっているのはどういうことなのか？ 
  （事務局） 

議題資料 25 ページの名簿は，構成団体の欄のみ生かしたい。名前は変更が生じ
ているので，分科会の継続が認められれば，新たに推薦等をお願いしていきたい。 

  （議長 井上矩之） 
    事務局からの提案のとおり，海上交通分科会を継続設置することとしてよろしい

か？ 
［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 
    それでは，海上交通分科会の継続設置について決定する。 
（１０）平成２２年度予算（案）について 

  （事務局） 
    議題資料 26 ページにより，以下のとおり説明した。 
    ・平成 22 年度の協議会の歳入予算額は 3,115 千円，歳出予算額も同額である。 
    ・デマンド型乗合タクシーの実証運行については，運行収入と運行経費の収支分

を協議会から補助金として負担するので，決算してみないと最終的な額は分か

らない。したがって，実証運行の結果，現予算で不足が生じれば補正予算とし

て対応しなければならないことも想定される。 
  （委員 村上弘人） 

地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金は，協議会から岡山運輸支局に申請

してもらい，最終的に交付の手続をしている。 
    議題資料 26 ページに計上されている 128 万 7 千円については，協議会の想定額

で申請され，これを上限に予算枠を確保している状況である。 
    事務局の説明にあったように，補助対象経費というのはあくまで運行経費から運

行収入を控除したものが対象になるので，収入の額によって変わり得るということ

を理解してほしい。 
    また，補助金交付要綱には最低額が決まっており，100 万円となっている。した

がって，100 万円以下になった場合は，ゼロになってしまう。2 分の 1 の補助率な
ので，補助対象経費が 200 万円を割った場合には，残念ながら補助金の対象になら
ない。十分に理解され，注意願いたい。 
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  （議長 井上矩之） 
    平成 22 年度の協議会予算については，事務局案のとおり，承認してよろしいか？ 

［異議なし］ 
  （議長 井上矩之） 
    それでは，平成 22 年度の協議会予算については，事務局案のとおり決定する。 
（１１）その他 

  （委員 関藤篤志） 
10 月 15 日の山陽新聞に地域公共交通活性化・再生総合事業は，今年度で終了す

るという記事が出ていた。当協議会は，来年度で 3 年目となるが，今年度で活動を
止めてしまうのか？ 

  （委員 村上弘人） 
指摘のように，地域公共交通活性化・再生総合事業は今年度限りということにな

り，次年度については，この地域公共交通活性化・再生総合事業と路線バスの補助

あるいは離島航路の補助と合わせて，新しい事業の形で予算を要求しているところ

だ。現行予算額をさらに増額しての概算要求しており，その結果が判明するのが，

例年でいうと 12 月の末頃になる。 
    実は，この件については一昨日，岡山市でも説明会があり，その席上で中国運輸

局の担当者からも説明があったところだが，当協議会のように事業を行っていると

ころは県内でも他にある。中には，今年度，調査事業を行い，来年度からいよいよ

計画事業というところもある。これは言ってみれば事業の一期生に当たるわけだが，

来年度も見据えて計画している他の協議会もたくさんあるので，はしごを外さない

ようにということを我々からも強く申し上げ，是非，制度を充実する形で進めてほ

しいということを本省にも要望している。制度が変わっても，地域の足を守る取組

を続けていくことができるように，我々も支援したいと思っている。 
  （委員 関藤篤志） 

今，事業仕分けをやっているが，国土交通省は所掌範囲も広く金額も大きいので，

当該事業も削られるかもしれないと思い気になったので尋ねてみた。 
  （事務局） 

先程，説明のあった予算については，政策コンテストにエントリーされていたと

思うが，パブリックコメントなどで点数化されていると新聞報道などであった。こ

の公共交通の予算の関係では，どのような状況で，少しでもプラスの方向へいって

いるのか，マイナスにいっているのかという情報があれば，それが全体の見通しに

も響いてくると思うので，分かる範囲で教えてほしい。 
  （委員 村上弘人） 

言われるように，元気な日本復活特別枠の 1 兆数千億円という枠の中で政策コン
テストが行われている。先程，申し上げた新事業についても，その中の一つという

ことで予算要求している。予算要求の規模からいうと，今年度で見直しの対象にな

っている事業に対して，新予算枠は約 2.1 倍の予算要求ということになっている。
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そこから先の予算配分の見通しということになると，我々も全く分からない。 
    一つ情報として聞いているのは，国土交通省の中から複数の政策コンテストへの

エントリーをしているわけだが，この生活交通に関する事業については意見が一番

多かったということと，後押しをしてもらえるような意見をもらっているというこ

とだけだ。非常に漠然とした情報で申し訳ないが，私の知る限りでは以上である。 
  （会長 高木直矢） 

公共交通というのは，デマンド交通でもそうだが，事業者に協力してもらわなけ

れば事業は成り立たない。それから言うと，このデマンド型乗合タクシーの実証運

行については，井笠鉄道㈱の協力が得られ，ありがたいことである。内容的を見て

も，こういうルートを走らせるということは事業者の立場からすると面倒なことで

あり，効率の面でも大変な負担になると思うが，公共交通の役割には，弱い立場に

いる住民の足を確保していくということがあり，それにおいては大変な支援をいた

だいたと思っている。 
    離島航路についても，是非ともその航路を維持していくという島民の強い思いを

尊重し，三つの旅客船会社には，それぞれの思いの中，合併に向けた理解と決断を

いただいた。 
    事業者の方々には，今回の計画について本当に理解をしていただき，その実現が

図られようとしている。この場で是非とも感謝を申し上げたい。 
    国のほうへも申し上げたいが，やはり公共交通の効率性からいったらマイナスだ。

しかし，我々，市役所なり国は，弱い立場の住民の支援をしていくというのが役割

だから，事業仕分けもバサバサ切っていくやり方や効率が悪いからということでは

なく，車が利用できずに買い物や病院に行こうと思っても行くことができない住民

もいるので，国や地方自治体がしっかりとその役割を果たしていかなければいけな

いと思う。そのために，事業者にも大変な犠牲を払って，維持，確保に努めている

ので，国のほうも力強い支援をいただきたい。 
    東京や大阪など，どういう交通手段を使っても行ける所と，全く行けない所があ

るので，そういう面では，弱い立場の住民の足の確保のためにも，是非，国の方に

も積極的にお願いしていきたい。それから陸上交通も航路も事業者の大きな支援を

いただき，厚く御礼を申し上げたい。 
    離島航路については，事業者が大変な思いの中で一つにしていこうということで，

私どもも，先程，報告したように，合併に向けての条件であるならば，それだけの

お金は笠岡市が投入していかなければいけないと思っているので，これから一緒に

なって，いろんな面でみんなの知恵をいただくようお願いしたい。 
  （議長 井上矩之） 
 会長の今の言葉をもって，今日の議事を終了としたい。 
（１２）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時５０分 ＝ 


