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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 23 年 3 月 18 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 11 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 笠岡市副市長（代理出席）               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理事            平野 勲 

   委  員 笠岡老人クラブ連合会理事               森 恵美子 

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 

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  村上弘人 

（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 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  企画政策課副統括       佐藤博之 

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 

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  

社団法人岡山県タクシー協会井笠支部長 

   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 
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５ 会議内容 

＝ 開会時間 午前１０時００分 ＝ 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

  （会長代理 三島紀元） 

     

（３）平成２２年度事業の進ちょく状況について 

  （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。  

（副会長 平野 勲） 

乗合タクシーの利用人数，運行経費の実績は，想定の範囲内か？  

  （事務局） 

利用人数の実績については，特に大島地区の乗合タクシーは，当初想定したより

も大きく下回っている。 

その一つの要因として，乗合タクシーと路線バスが併行して走っているというこ

とが挙げられる。乗合タクシーの改善案の説明で漏らしていたが，来年度も実証運

行を継続したいが，運行するに当たっては，路線バスの運行を休止した上で実証運

行の成果を見てみたいという思いがある。地域住民ともそういう理解で話を進めて

いる。そうすることによって，路線バスがあるから利用している方も，乗合タクシ

ーに移るということもあり得るのではないかと思っている。  

大島地区の乗合タクシーは，1 日 5 往復，10 便で運行している。事前の住民アン

ケート調査の結果などから，利用人数は，1 便当たり 5 人で，1 日 50 人ほど利用し

てもらえると想定していた。今の状況では，1 日 3 人から 4 人しか利用しておらず，

見込の 1 割程度にとどまっていて厳しい状況と認識している。 

（会長 井上矩之） 

大島地区の乗合タクシーについては，予約なしで運行し，利用者が 0 人での運行

というのがあるが，これは実績に入っているのか？  

（事務局） 

入っている。  

（会長 井上矩之） 

デマンド型は，予約がないと運行しないはずだが，予約なしで運行した理由は何

か？ 

（事務局） 



 3 

大島地区の乗合タクシーは，特殊な方法を採っている。住民が笠岡方面へ出て行

く“行き”の便については完全予約で，予約がなければ運行しない。一方，“帰り”

の便は，予約がなくても，病院や商業施設は必ず運行する。  

これは，予約には電話が必要で，住民にとっては初めてのことなので，利用方法

に慣れていないし，周知も徹底されていない可能性もある。そこで，住民と話し合

った結果，病院の診察が予想以上に伸びてしまったなどの理由で，電話予約ができ

なかった人を救うために，帰りの便は予約がなくても運行するという方法を採って

いる。ただし，その結果，0 人の運行も生じてしまったということである。 

（会長 井上矩之） 

予約できなかった人への救済措置ということで実施しており，予約がなくても乗

れるということか？  

（事務局） 

お見込のとおり。  

ただし，あくまで予約が優先されるので，事前予約の利用者でタクシーが一杯の

場合は乗れない。  

（会長 井上矩之） 

予約なしで乗った便の数はわかるのか？  

例えば，10 回中 8回はまったく客がいなかったが，2 回は途中で客が乗ったなど。  

（事務局） 

その数値は，今，持ち合わせていない。  

（会長 井上矩之） 

そういう救済措置があっても，実際にはほとんど救済されていなかったのか，そ

れともあったのかが知りたい。 

もうひとつは，従来の路線バスと競合しているから少ないとのことだが，今後は

路線バスを運行休止にして実験を続けるのか？ 

（事務局） 

    お見込のとおり。  

（会長 井上矩之） 

路線バスを休止による乗合タクシーの利用者数への影響について，ある程度計算

できるのか？仮に，路線バスの利用者が，すべて乗合タクシーに乗り換えたとした

らどうなるのか？  

（事務局） 

今年 1 月と 2 月に路線バスの乗降調査をしている。 

1 月は，1 週間で 150 人の利用があった。1 日当たりでは 20 人くらいだ。 

2 月は，1 週間で 170 人の利用があった。1 日当たりでは 30 人くらいだ。 

（会長 井上矩之） 

これらの人がすべて乗合タクシーに乗ったとして，このバランスがどうなるか，

路線バスも含めて考えないといけないだろう。  
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既存の路線バスの収入とコスト，乗合タクシーの収入とコストもトータルでよく

なるかどうか。  

（事務局） 

例えば，大島乗合タクシーについては，5 月から既存の路線バスを運休して，現

在，路線バスを利用している 20～30 人ぐらいの人が，他に交通手段がないという

ことで，単純に大島乗合タクシーに移ってくれるとすると，今の運行収入 15,000

円前後で推移している桁がひとつ上がって増えてくる。そうすると，収支の欄も赤

字が減少になって，既存の路線バスに出してきた笠岡市の補助金にだんだん近づい

てくるのかなと思う。  

平成 23 年度に期待しているのは，路線バスを止めたときに，予想した人数が移

行して，市からの補助金も何とか従来と同額か少し増える程度になるということ。 

アンケートにあったが，利用した人は明らかに便利になったという評価をいただ

いている。そういう方がどんどん増えて広がれば，さらによくなると期待し，平成

23 年度も引続き，実証運行に取り組んでいきたい。 

（委員 村上弘人） 

現状については，皆さん決して良い状態とはとらえていないと思う。ただ，改善

の余地がある，良くしていく努力が必要と思う。  

では，改善策はどういったものがあるのか。 

利用者にアンケートをとって利用されている方の声はとれているが，利用してい

ない方の需要の部分，なにゆえ利用されないのか，マイカーを利用しているからな

のか，あるいは知らないからなのか，使いにくいからなのか，そこに改善のヒント

があるのかもしれない。 

ＰＲの部分についても，体験乗車会をやってみるとか，広報の部分で工夫すると

か，そういところが出来るのではないか。 

改善の中では，サービスの改善あるいは見直しということで，今回，ダイヤの改

善を行うが，これは利用される方の声を反映し，これからしばらく走らせた結果ど

う変わっていくかがポイントとなる。乗合タクシーと併行している路線バスは，運

行休止することによってどれだけ収支が改善するか。そのあたりを見ながら判断を

していく必要がある。  

もうひとつはコストの比較の部分が必要だが，現行の利用の実態をみると，１便

当たり，残念ながら 1 人に満たないという数字が出ている。今の需要なら，タクシ

ー券を配布することによって十分賄えるくらいだ。皆さんの安心を乗せて走るので

コストばかりでもないと思うが，少なくともコスト面の比較もこれからの調査の中

でしていく必要があると思う。  

最終的にこの路線をどうしていくかという判断が必要である。今の試行的なもの，

改善を含めてしばらく実証していく中で，最終的に本格運行に切り替えるのか，違

う方針に変えるのか，その判断が必要になってくる。その時にどういった物差しで

考えるのか。従前の補助金と比べてというのが，ひとつの物差しになるとは思うが。  
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（事務局） 

期待値があるので，そういうところを期待しながら取り組んでいるが，コスト面

を最終的に判断するときには，そういう考え方でやっていくつもりだ。 

判断材料は，我々がこれに取り組もうとしたときの基準は，現在，路線バスに支

出している公費とほぼ同額で，さらに少しでも利用者の利便性が高まればより有効

な施策ではないかと考えてスタートした。なかなか現在の公費の範囲内で継続とい

うのは厳しい状況というのは認識している。公共交通というのは，昨今の至るとこ

ろで 100 円バスや無料バス試行など，公共交通に対する考え方も全国的に変わって

きているのかなと感じている。最終的には総合的に判断していく必要があると思う。 

（会長 井上矩之） 

最終判断は，来年度この協議会で行うのか？  

（事務局） 

現在活用している国の制度では，平成 23 年度まで国費が入るが，それ以降は単

独市費ということになる。平成 23 年度の実績を踏まえて，皆さんに議論をお願い

しようと思っている。  

（   ） 

先程，提案された非利用者の意識調査を実施するとしたら，来年度の事業計画に

盛り込まなければならないのか？  

（事務局） 

お見込のとおり。  

（副会長 平野 勲） 

非利用者の状況については，3 年前に神島地区で，国の助成金を活用してデマン

ド型乗合タクシーの実証実験を実施した際に，なぜ乗らないかの調査を行った。そ

の理由としては，ダイヤや帰りの予約の問題があった。 

今回は，帰りは予約しなくても乗れるということで改善されている。だが，一番

の理由は，自分はマイカーがあるので公共交通の必要がないという意見だった。本

人が持っていなくても家族が持っているなど。  

では 5 年先はどうなるか，5 年先を見据えてやっていかないとできませんからと

いう話をした。私の住んでいる神島外浦地区も平均年齢が 65 歳を過ぎているので，

平成 23 年度以降も目先だけでなく将来を見据えて進めていただきたい。 

（   ） 

色んな自治体で話をうかがった。今はマイカーを利用しているが，先々は自分が

運転できなくなるという不安を抱えている，地域の方々にとっても必要だという声

も聞く。大切な視点だと思っている。こんないいものを作っても乗らなかったらや

めましょうという声が出てくるだろう。地域の方も将来の為に，使える時には使う

ような努力と協力をお願いしたい。これから利用しない方の声を聞いていくにあた

り，ペーパーベースのアンケートをとるよりは，地域に入り，乗り方の講習や説明

をしながら，なぜこういったものがこれからの時代必要となってくるのか話をして，



 6 

みなさんも乗れる時にはたまには乗ってみましょうという体系づくりをお願いでき

ないか。今は乗らないが残していてほしいという話であったとすれば，それは難し

いと思う。  

（井上） 

私も同感だ。  

（天野） 

ありがとうございます。 

（井上） 

柳本さん，高齢者の免許の返上は増えてきているのか。 

（柳本） 

自主返上の件数は笠岡署では昨年末から，免許を持っている高齢者の３．２％返上された。

この数字はかなり高い数字だ。愛カードの普及率は笠岡市は高いのが現状。  

（井上） 

高齢者の交通事故は増えてきているのか。  

（柳本） 

新聞等でご存知と思うが，昨年交通事故で死亡された方１０９名の中，６５歳以上の割合

は５２．３％。笠岡市の管内でも高齢者の運転中の事故が極めて増加している。  

（井上） 

今までは被害者が多かったものが，加害者も多くなっているのか。  

（柳本） 

高齢者運転者が関係する事故が多発している。  

（井上） 

高齢者のこういった事故が多発していることを，住民説明会で柳本さんに来て話をしても

らわないといけない。  

（柳本） 

免許更新で窓口に来られた高齢者に聞くのだが，やはり免許は返せないという高齢者が多

い。なぜかというと，足がないという現実。病院へ行くのに家族もいない，免

許を返したくても返せないという話をよく聞く。  

（井上） 

やむを得ず運転を続けているという方もいるので，警察のデータも参考にするといい。  

 

 

議題１（航路）質疑応答 

（平野） 

説明会は終わったのか。 

（天野） 

はい 

（平野） 



 7 

おととい飛島の人と話をしたが，昔から神島外浦字飛島という地域で今でも密接に行き来

があるし，なにかあれば一緒にというのがあるが，航路がなくなるともう来る

こともないなという話が出た。これは地域の説明会ではそういう話はなかった

か。 

（天野） 

１３ページをご覧いただきたい。今お話があったのが，左の現航路で，小さい点線の大飛

島～飛島から北木を経由してこれまでは高島に寄り神外を経由して笠岡という

経路を飛島の人はたどっていた。１日４便の全てがそうではないが，それが新

しい航路では真鍋島～六島～飛島でこれまで寄っていた北木島の豊浦は寄らな

いし，高島にも神島外浦にも寄らずに笠岡に行く航路案になっている。現航路

の飛島・六島というのは離島航路補助制度が国・県・市がそれぞれ支えるとい

う制度があり，それによって継続していた。この度の航路統合を一つの契機と

して基本的には現制度の中の離島航路補助の基本を守ってくださいという国の

意向がありこういった経路になっている。島民の要望は，２回目３月６～９日

でこの案をそれぞれの島民に示したが，飛島の方から当然のごとく関係がある

ので是非寄ってほしいという要望がある。これから調整に入る状況だ。  

（井上） 

新しい航路案は笠岡が一方のターミナルで，もう一方が真鍋島，そこに行くのに二つの系

統があると考えてよいか。  

（天野） 

はい 

（   ） 

神島外浦を起点にし，そこから沖へ船が出ると言うことは考えられないか。そうすれば外

浦のバスがどんどん要る利点がある。笠岡の水路をずっと入って行く時間的な

ものもなくなる。現に救急艇は沖島の外浦へ全部寄って外浦から救急車で運ん

でいる。 

（  ） 

航路距離が短いということが最大の点。連絡船というのはそこの中心部にいかに近いとこ

ろに港があるかによって成り立つ業種である。これからバスに乗り換えて笠岡

の市内に入って行くのはお客さんにとって不便だ。実現の可能性は薄い。  

 

 

（４）平成２２年度補正予算（案）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
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た。 

 

 

 

（５）平成２３年度事業計画（案）について 

 

議題３質疑応答 

（   ） 

２３年度についてはデマンドタクシーだけが公共交通の対象になるのか。 

（撰） 

はい 

（   ） 

海上も統合された後に色々な問題が出ると思うが，それはどう調整するのか。ダイヤが１

０月１日から改正された場合。島民の意見も十分に聞いて運行するようにするが十分では

ないと思う。そのあたりの調整がおそらく出るだろう。 

（撰） 

現在航路自体も正式に決まっていない。そういった問題は今後出てくるかもしれない。現

時点では今書いている事業計画で行って行ければと思う。来年度もこの協議会は活動して

いくので色々な問題をこの協議会の中で議題として出して皆さんで議論していただこうと

思う。 

（天野） 

補足説明。１５ページでご覧いただいたように，国の方ではかなり考え方が変わろうとし

ている。ただし詳細はまだ分からない。これまで認めて頂いている既存の補助の中が継続

してやっているということで２３年度の計画の変更を皆さんにおはかりいただいている。

天野委員さんがおっしゃったように新たな航路の統合に伴って行うものが２３年度から変

わる生活交通サバイバル戦略の中でもし対象となるものがあれば，今後考えて行きたい。

おととい説明会があったが，まだ詳細が示されていない。意識を持って今後情報の収集に

努めたい。 

（井上） 

島の航路のフォローアップの事，事業の名称の中に入ってこないが，事実上はここで色々

なデータが出たりして共有されることがあるのか。 

（   ） 

１６ページ，従前あった交通関係の支援制度が一本になり新しい制度に２３年度から生ま

れ変わる。当初事務局で乗合タクシーを中心としてお話いただいたのはこの１６ページ３

段目の経過措置に当たる部分。これはもともとあった計画に基づき実施したものに対し国

費で支援するもの。この活性化再生総合事業は仕分けの関係もあり２２年度で打ち切りに

なっている。経過措置で向こう１年間だけ従前の総合事業のメニューについて支援する形

で残っている。笠岡はちょうど来年でいずれにしても事業満了する予定だったので活性化
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再生総合事業自体はある意味打ち切りなくやることが出来そう。それとは別に離島航路の

確保維持事業というものがあり，従前の離島航路の補助に当たるものについては引き続い

て支援をしていくという流れになっている。前回説明会で笠岡市は真っ先に手を挙げて航

路関係の補助について質問をした。事務局でも使えるものがあればという思いで動いてい

るので，状況はやり取りしながら，実質的に補助金の中で使って頂けるものがあれば紹介

しながら進めていければと思う。その時にはこの枠組みがもうひとつ別な看板を持つよう

になると考えていきたい。 

（   ） 

一番気になるのは航路統合した場合，既存の船舶を利用するので，航路統合によってその

船が実際に使ってみてその航路に合うかどうかが分からない。船の入れ替えがある場合，

航路改善協議会に諮らなければならない。そういう場合，協議会を立ち上げてやるのか，

今の活性化協議会の中でやるのか。 

（撰） 

新制度の状況がまだ分からないが，１６日の説明会で聞いたところによると，離島関係の

公共交通確保新制度をする場合は基本的には都道府県主催の協議会の中で考えて行く。都

道府県または市町村になっていたので，市町村でもできるかもしれない。協議会の中で離

島航路の補助事業については考えて行く。協議会のメンバーは運輸局，県，市，関係事業

者で構成されると説明会で聞いている。その中でどういう議論をしていけばよいかまでは

今は分からない。 

（天野） 

この協議会の中で位置付けたうえで国に補助申請を行わなければならないという条件があ

る，これまでの離島航路補助というのは確立されたひとつの制度でいっていたので資料に

は特に載っていない。新しい制度の中では，今現在どうなっているのか十分に分からない

が，離島航路の関係は岡山県の協議会が主体性をよりこれまでより持つようになるのか，

笠岡市の協議会の中で議論していって，計画書をのせていき補助制度へもっていくのかと

いうのが今は分からない。今後情報収集につとめてやっていきたいと思う。 

（   ） 

県もしくは市町村で協議会を設置するということで，離島航路補助について今まで協議案

がなかったのが現状。県がやるにしろ笠岡市がやるにしろ，岡山県内については笠岡市が

離島航路補助を受けているだけということもあるし，離島航路の協議会をすでに持ってい

る。構成員は，利用者も含め，その協議会で網羅しているので看板を立て替えるだけで済

むのかなと思う。天野さんが言うような問題が発生するおそれがあればその協議会で協議

し，反映させていければと思う。笠岡市と今後どちらが事務局で，どういう組織を立ち上

げるのか詰めて行かなければならない。 

 

 

（６）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時４０分 ＝ 


