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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 21 年 7 月 13 日（月） 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 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吉田地区行政協力委員長  坂本雪齊 

    委  員 笠岡老人クラブ連合会会長              平井重男 
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 

         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長       二宮正樹 
井笠鉄道株式会社取締役社長             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            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            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（井笠地域）      武市孝夫 
岡山県警察笠岡警察署交通課長（代理出席）      坂手長治 
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（代理出席）    小畠博文 

（２）オブザーバー 

    岡山県生活環境部交通対策課総括副参事 上田哲也 
（３）事務局 

   ①政策部 

政策部長 鹿島弘律  政策部次長（兼）企画政策課長 天野美彦 
企画政策課副統括 清水輝一  企画政策課主任主事 撰 友則 

   ②建設産業部 

建設産業部長 塩出洋三 
都市計画課長 三宅弘二  都市計画課統括 横溝人生 
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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 高木直矢） 

    昨年度は，笠岡市地域公共交通総合連携計画（以下，「連携計画」）を策定するに

あたり、笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下，「協議会」）が中心的な役割を果

たしてきた。 

 今年度からは，連携計画に位置づけた事業を実施するにあたり，引き続き，中心

的な役割を果たしてほしい。そのためには，協議会委員のそれぞれの立場での協力

が不可欠なので，よろしくお願いしたい。 

（３）平成２０年度事業報告について 

（４）平成２０年度決算報告について 

  （事務局） 

    会議資料「平成 21年度第 1回笠岡市地域公共交通活性化協議会議題資料」（以下，

「議題資料」）1 ページから 3 ページにより，両議題を一括して説明。 

  （議長 井上矩之） 

    事務局から説明のあった両議題については，原案のとおり，承認してよいか？ 

［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 

    異議ないようなので，両議題については，原案のとおり承認する。 

（５）平成２１年度事業計画（案）について 

  ①笠岡市地域公共交通総合連携計画の事業スケジュールについて 

  （事務局） 

    会議資料「議題資料」4 ページにより説明。 

    今年度，協議会の事業として取り組むのは，連携計画に位置づけた事業のうち，

陸上交通と海上交通の連携事業の「公共交通総合マップの作製」である。 

    また，当初は協議会の事業として行うこととしていた海上交通の事業のうち，「住

吉港，伏越港への案内の充実」については，有利な補助金が新設されたので，そち

らを活用することとし，笠岡市が実施する事業として取り組みたい。 

    連携計画に位置づけた事業のうちで，今年度中に事業が完了するのは，以上の 2

事業である。 

    その他の事業については，来年度以降の実施に向けて，今年度は協議調整期間と

させてほしい。 

  （議長 井上矩之） 

    協議会として，笠岡市地域公共交通総合連携計画の事業スケジュールについては，

確認した。
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  ②笠岡市公共交通総合マップ（仮称）の作製について 

  （事務局） 
    会議資料「議題資料」5 ページにより説明。 
    笠岡市公共交通総合マップ（仮称）の作製に携わる印刷業者の選定は，事務局に

一任願いたい。 
  （議長 井上矩之） 
    印刷業者が原案を作って，協議会で内容を確認することはできるのか？ 
  （事務局） 
    議題資料 4 ページの事業スケジュールの中で示しているように，今年度は協議会

を 3 回開催してもらいたいと考えている。そして，2 回目の会議を 11 月頃に開催し
てもらい，各事業の進ちょく状況を確認してもらいたいと思っているので，マップ

についても，ある程度具体化したものを，そこで提示し，意見をもらいたいと思っ

ている。 
  （副会長 坂本雪齊） 
    マップ作製の案をみると，70 ページの冊子になるとのことだが，市民が利用する

場合はいいかもしれないが，観光客には過剰すぎるのではないかと思う。観光客向

けには，もう少し簡略にしたもののほうがよいのではないか？各世帯用の 25,000
部は案のようなマップを作製し，残りの 5,000 部は観光客向けに簡略化したものを
作製するなど，市民配布用と観光客配布用とを区別して作製してはどうかと考える。 

    もうひとつの問題点として，バス路線の統廃合を実施すれば，路線や時刻が変わ

るため，作ったのはいいが，すぐに使えなくなるという恐れもあり，注意しなけれ

ばならない。 
  （委員 関藤篤志） 
    JR も年 2 回ほどダイヤ改正をされると思うが，その都度，時刻表を作製されて

いる。このマップも，そのように，2 回に分けて作製するということも考えられる
のではないか。 

  （議長 井上矩之） 
    マップを作製した後のことをどう考えるかだが，まず初版を作って，その後，毎

年改版することができるのか。おそらく，毎年，これだけの費用をかけて作れない

と思う。 
  （委員 天野雄二郎） 
    海上交通でも，航路の統合の問題があり，もし統合がなれば，航路，ダイヤとも

に大きく変わることが予測される。マップを作ることはいいことだが，そのあたり

の連携がまったく感じられない。 
  （事務局） 
    先ほどからの委員の意見については，もっともなことである。交通機関のダイヤ

が何年も変わらないようなことはなく，このような情報誌を作製するうえでは，避

けようのない課題であると認識している。
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    事務局としては，市民に対して，笠岡市にある陸上，海上の公共交通の状況をお

知らせする資料として提供するというのが大きな目的であると考えており，まず初

版を作製しようとするものである。その後の改版については，マップの有用性につ

いて，協議会の委員の意見を聞きながら，笠岡市として対応していかなければなら

ないのではないかと考えている。 
    マップの提供先は主に市民を想定しているが，観光客向けにはあまり情報が過剰

なものはいらないという意見も出たので，観光客向けにはどのようなものが望まし

いのか，笠岡市の観光担当課と連携を図りながら進めていきたい。 
  （副会長 坂本雪齊） 
    来年 1 月にマップを作り，路線，ダイヤの改正で，4,5 月には利用に耐えなくな

ったでは，市民感情としてもったいないと思うので，変更の可能性がある路線など

については，時刻を明示せず，運行回数だけの情報提供にとどめるなどの方策を考

えたらどうかと思う。 
  （事務局） 
    先ほどの事業スケジュールで示したように，今年の 12 月を一定の目標として，

各種事業の調整を図りたいと考えている。事業を進めれば，マップの作製に影響す

るというジレンマを抱えてしまうわけだが，マップには最新の情報を提供できるよ

う，また，できるだけ長く使用できるようタイミングを計りながら，作製していき

たい。 
    マップを作製する目的というのは，先に述べたとおり，市民に対して笠岡市の公

共交通の状況をお知らせするというものであるが，それには当然，ダイヤなどの情

報も含まれる。そうした情報に変更があった場合は，これはひとつの方法であるが，

笠岡市が毎月発行している広報誌に訂正記事を折り込むことも考えられる。 
    今日の会議でもらった委員の意見の対応策を考えながら進めていきたい。 
  （議長 井上矩之） 
    「笠岡市公共交通総合マップ（仮称）の作製について」は，原案に対する委員の

意見への対応策を事務局に考えてもらいながら進めてもらうということで，承認し

てよいか？ 
［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 
    それでは，原案への委員の意見を考慮しながら進めてもらうことを条件に，笠岡

市公共交通総合マップ（仮称）の作製については，承認した。 
  ③笠岡港（住吉地区）への案内標識の設置について 
  （事務局） 
    会議資料「議題資料」6 ページにより説明。 
  （委員 関藤篤志） 
    案では，JR 笠岡駅から旅客船乗り場（笠岡港住吉地区）へ行く経路の中で，2 号

線を横断するために歩道橋を利用することとなっているが，ほとんどの人は利用せ

ず，横断歩道を利用するのではないか？ 
  （事務局） 
    地理をよく知っている地元の方は，ほとんど横断歩道を利用されていると思う。 
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  （委員 関藤篤志） 
    地元の方だけでなく，観光客なども横断歩道を利用されている。 
  （事務局） 
    横断歩道を利用する経路の場合，地下通路から出てきて突き当りを左折し，歩道

のない道路に出て，歩いていかなければならない。歩道のない道路も交通量が多く，

行政としては安全面に配慮し，歩道橋を渡る経路を選択したものだ。 
    ただ，高齢者は歩道橋の階段の乗降は大変であることも認識しており，実情とか

け離れ，利便性を損なうものであれば，事業も未着手であるので，経路変更の意見

も参考にしたい。 
  （委員 関藤篤志） 
    横断歩道がないなら危険だが，横断歩道も整備されているので，問題ないと思う。 
  （委員 天野雄二郎） 
    確かに，歩道橋を利用される方は少ない。特に，荷物を持っている人であればゼ

ロに近いだろう。 
  （事務局） 
    横断歩道を利用する経路を案内するケースも笠岡市の内部で議論したが，その場

合，地下通路を出てから国道 2 号線に至る道路に歩道が整備されておらず危険だろ
うという判断で，歩道橋を利用する経路を選択したという経緯がある。 

  （委員 天野雄二郎） 
    確かに，そういう懸念はあるだろう。 
  （委員 池田美枝子） 
    笠岡市が実施する事業であれば，原案のような経路で仕方ないのではないかと思

う。 
  （委員 武市孝夫） 
    原案の経路を採用するならば，JR 笠岡駅前に経路の全体図を示さないと，観光

客などはイメージできないと思う。 
  （議長 井上矩之） 
    笠岡市には，委員から出た意見を考慮しながら，事業を進めてもらうということ

で，協議会として，笠岡港（住吉地区）への案内標識の設置については，確認した。 
（６）平成２１年度予算（案）について 

  （事務局） 
    会議資料「議題資料」7 ページにより説明。 
  （議長 井上矩之） 
    事務局から説明のあった平成 21 年度予算については，原案のとおり，承認して

よいか？ 
［異議なし］ 

  （議長 井上矩之） 
    異議ないようなので，平成 21 年度予算については，原案のとおり承認する。 
（７）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時３０分 ＝ 


