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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 22 年 1 月 14 日（木） 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吉田地区行政協力委員長  坂本雪齊 

    委  員 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 
井笠地域事業推進室長（代理出席）         江木輝哲 

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          村上弘人 

（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 

 
４ 欠席委員 

   笠岡老人クラブ連合会会長 平井重男 
   笠岡市婦人協議会副会長  天野喜代美 
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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） 
    笠岡市地域公共交通活性化協議会（以下，「協議会」）は，昨年度，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。そして，今年度が連携計画の初年度にあたり，計

画期間の 10 年間で位置づけた事業を推進していくことになる。 
    今日の会議では，昨年７月に開催した協議会で，今年度，取り組む事業を決定さ

れているので，その進捗状況の報告を行う。また，来年度の事業に関する報告など

も予定している。 
委員におかれては，各議題について，それぞれの立場から，忌憚のない意見や要

望をお願いしたい。 
（３）平成２１年度事業の進捗状況について 

  （事務局） 
    会議資料「平成 21年度第 2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」）1～6 ページ及び「笠岡市公共交通総合マップ」（以下，「マップ」）に
より説明した。 

    マップについては，鉄道・バス路線図，航路図（P2～P3）だけでなく，JR 笠岡
駅前のバスターミナル図，旅客船・フェリー乗り場の周辺図も掲載する予定である。 

    加えて，旅客船・フェリーの情報については，時刻と運賃だけではなく，航路の

詳細情報についても掲載する予定である。 
  （議長 井上矩之） 
    完成したマップの配布については，どのように考えているのか？ 
  （事務局） 
    マップは 30,000 部作製する。 

このうち 21,000 部は，笠岡市民を対象に全戸配布を考えている。 
配布方法としては，笠岡市では，市の広報紙を行政協力委員に協力してもらって

全戸に配布しているので，広報紙に折り込んで配ってもらおうと考えている。 
配布時期は，マップの完成が年度末なので，4 月号の広報紙に折り込むことにな

ると思う。 
    残りの部数については，JR 笠岡駅や船着場などの主要公共施設に配置し，観光

客など市外の人向けに利用してもらおうと考えている 
  （議長 井上矩之） 
    例えば，岡山市に住んでいる人が白石島に観光に来る場合は，JR 笠岡駅まで来

ればマップが手に入るのか？ 
  （事務局） 
    お見込みのとおり。 
    ただ，仕様書でマップの電子データも納品させることにしているので，笠岡市の

ウェブサイトなどに掲載し，広く情報提供してもいいのではないかと考えている。 
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  （委員 天野雄二郎） 
    航路図についてだが，豊浦汽船㈱と六島航路㈲の航路が通常運航ではない航路ま

で図示されている。観光客など，笠岡をよく知らない人に対して，常に運航してい

ると誤った情報を与えることになりはしないか？ 
    旅客船乗り場への案内看板設置のルートについては，大きな荷物を持っている旅

行者や高齢者などは，歩道橋は利用しにくい。安全性を重視するのはわかるが，あ

えて不便なルートを案内するのはいかがかと思う。 
  （事務局） 
    航路図については，笠岡諸島の航路体系を把握できるよう，回数の多寡に限らず，

運航する航路はすべて図示した。その上で，詳細な情報として，時刻表や運賃など

を掲載している。 
    ただし，誤った認識を持たれるようなことがあってはならないので，指摘の点に

ついては検討したい。 
  （議長 井上矩之） 
  歩道橋より横断歩道を案内するルートのほうがいいという意見が出たが，今から

議論して変えられるのか？ 
  （副会長 坂本雪齊） 
    私は実際に現地を見てきたが，確かに，どちらを利用するのか考える。見ている

と地元の人は，ほとんど横断歩道を渡っているし，どこもそうだと思うが，歩道橋

は利用しにくい。 
    ただし，公式に案内するのであれば，安全面を考え，やはり歩道橋ではないかと

思う。 
  （事務局） 
    ルートの関係については事務局内でも議論があった。 
    委員が指摘されたように歩道橋ではなく，横断歩道を通行する人がほとんどでは

ないかと思うが，説明の際に申し上げたように，笠岡を初めて訪れて港に行こうと

いう方々を対象にして，より安全なルートを案内したほうがよいということで，歩

道橋を利用するルートとしている。 
なお，警察のほうにも事前に相談したが，交通安全及び視認性がよくわかりやす

いという観点から，歩道橋のルートのほうがよいのではないかという意見であった。 
（事務局） 

先程，委員の意見にもあったように，キャリーバックを持つ人をよく目にする。

歩道橋ではキャリーバックは持ち上げることになるが，各地の歩道橋を見ると，真

ん中がスロープになっている形の歩道橋がある。 
これは国土交通省への質問だが，例えば，要望すれば予算の関係もあるとは思う

が，対応してもらえる可能性はあるのか？それがあれば，荷物を持った人が歩道橋

を通る場合でも，安全性と利便性との両方の面で向上するのではないか？ 
  （委員 北澗弘康） 

我々としても，どれくらいキャリーバックを持たれた人が利用するのか把握して

いないが，必要性があれば対応も考えていきたいと思う。 
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  （議長 井上矩之） 
確かに，駅から港へのメインルートについては，バリアフリー化を検討しないと

いけない。この交差点は危険だから歩道橋を渡ってくださいという立前の部分と整

合を図らなければならない代わりに，バリアフリー化を考えていってほしい。 
  （委員 天野雄二郎） 

歩道橋は階段が狭いので，高齢者には上がりにくいこともあると聞く。できるだ

け，そういう問題も改善してもらいたい。 
  （会長 高木直矢） 

古城山のトンネルを出たところの歩道橋はバリアフリーだが，この歩道橋のほう

が利用者は多い。後からできたからバリアフリーになっているのだとは思うが。 
  （副会長 坂本雪齊） 
    相当年数が経っているのは，作り替えてほしい。 
  （委員 北澗弘康） 

作り替えるにはそれぞれに経過年数があると思うが，そうするにはだんだん基準

が変わってきていて，もっと緩やかにするような時代になってきている。 
しかし，道路の用地がないところなので，新たに土地が必要になるのであれば，

住民の土地の協力が必要になってくる。そういう意味では，本当に歩道橋が必要な

のか議論する必要があるのかもしれない。 
全国的にも歩道橋は歩きにくいので，撤去して横断歩道にしてしまおうという動

きもあるので，どちらが良いのか地元の住民と話し合う必要があると思う。 
  （副会長 坂本雪齊） 

笠岡インターチェンジから島へ行くためには道がわかりにくい。島へ行ったら車

が駐車できるのか，できないのか，なども。 
航路図にはスペースがあるので，そのあたりのことを加えたらどうか？笠岡駅か

らのアクセスだけではなく，笠岡インターチェンジからのアクセスというのも弱い

と思う。おそらく利用者はそちらのほうが多いと思う。自分が行くとしても，駐車

場が白石島に行ったらあるのかどうか心配する。 
  （委員 天野雄二郎） 

フェリー乗り場の駐車場が夏場になると常に満車状態で，一般の人が利用できな

いという苦情をかなり聞く。駐車場の管理が県なのか市なのかわからないが，対応

をお願いしたい。 
  （副会長 坂本雪齊） 

住吉地区の駐車場もいつ行っても満車で，次の駐車場を探すのに時間がかかって

船の時間を逃してしまうということも聞いた。リピーターとしては行きにくいとい

う話しも聞く。 
  （委員 天野雄二郎） 

結局，住吉地区に駐車できないのなら車で行かざるを得ない。駐車してある車も

地元の人なのか，島の人が通勤用で駐車しているのか，利用の趣旨に反するような

…。 
  （副会長 坂本雪齊） 

せっかく作るのだから，図面上で分かりやすくされたら良いと思う。駐車場あり

とか，入れてあげると良いと思う。 
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  （委員 天野雄二郎） 
    島に車で行くというのは，我々，航路事業者とすれば儲かるからいいが，利用客

にとってはかなり運賃に違いが出る。大体，島に車で行って，どこを走るのかとい

うこともある。 
    できれば本土側に駐車場があれば，利用客にとっては一番良いことだと思う。 

（副会長 坂本雪齊） 
笠岡インターチェンジから伏越地区に行くのに，この図では分からない。行き方

を図示してあげたら親切だと思うが？ 
  （事務局） 

了解した。 
（委員 二宮正樹） 

前回の協議会でも意見があったと思うが，記載情報の更新について，我々，鉄道

を例に挙げると，毎年，ダイヤ改正をしていて，この 3 月にも行っている。来年 3
月にもしようと思っている。 
そうすると，マップに記載されている情報は１年が限界だろうと思っている。笠

岡駅にも相当配布を予定されている中で，記載情報が異なれば駅には置けないこと

になる。更新をどうする考えか？ 
（事務局） 

鉄道関係については，ダイヤの改正があるというのは理解しており，その点につ

いては，いたしかたないと思っている。今回のマップ作製の目的は，市民に対して

公共交通を身近に感じてもらうことであり，賞味期限が 1 年間と短いが，公共交通
に親しんでもらう啓発の意味を込めている。 

    JR のダイヤ改正後，笠岡駅へ置くのは難しいかもしれないが，市民の手元に届
いているものについては，バス，旅客船については，あまり大きなダイヤ改正はさ

れないのではないかと思っている。その点については，引き続いて利用してもらえ

るのかなと思う。事務局としてはダイヤ改正があれば新しいものに更新していきた

いと考えている。 
（委員 二宮正樹） 

地域の方々に公共交通を身近に感じてもらうという趣旨で取り組まれることに反

論する気はないが，情報が実際と異なっていることを鉄道事業者側に「違っている

じゃないか」という指摘のないようにしてほしいことと，ダイヤの改正があるとい

う前提で配布してほしい。1 年経てば必ず変わるし，1 年経たないうちに変わって
いるかもしれない，ということは事実である。 

（事務局） 
    指摘のとおりで，特に鉄道の部分については，今現在のダイヤであるというのを

よく分かるように表示したい。鉄道会社に迷惑がかからないような配慮はしていき

たい。 
（会長 高木直矢） 

マップに何月何日現在のダイヤであるということを記入してはどうか？ 
それから，JR のダイヤ改正に合わせてバスのダイヤ改正もあるのか？ 

（委員 関藤篤志） 
鉄道に合わせてというのもあるが，それ以外にもダイヤ改正はある。 
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（事務局） 
各戸配布のものについては，行政協力委員によって関係部分だけを配布するとい

うのも可能性としてはあると思う。 
笠岡駅に置くものについては，改正時刻の部分だけにシールを貼るとか，変わっ

てないところに関しては有効に活用するとか，全部やり変えるとお金もかかるし，

なかなか難しいと思うが，そういうことも念頭において柔軟に対応していければと

思う。 
（委員 二宮正樹） 

くどいようだが，笠岡駅に置いた情報が実際の運行ダイヤと違っているというの

は，我々としては困る。 
それは責任をもってシールを貼るとか，そういったことを必ず自主的にやっても

らうようお願いしたい。 
（事務局） 

笠岡駅が問い合わせ先になっていて，そこに問い合わせがあっても困ると思う。

そのあたりは対処したい。 
（議長 井上矩之） 

バス停の上屋の整備については，このバス停を選んだ理由は何か？ 
（事務局） 

そのバス停については，財源も限られていることから，できるだけ優先度の高い

バス停を整備するということで，事業主体である井笠鉄道㈱と話し合い，まず，こ

のバス停を整備をしたいという結果となったものである。 
（議長 井上矩之） 

たくさんあるバス停の中で，このバス停が一番優先度が高いのはなぜか？ 
（委員 関藤篤志） 

このバス停は，県道笠岡井原線と金浦から出て行く市道との交差点にあり，学生

など井原方面へ行く利用者が多いので選んだ。 
（委員 天野雄二郎） 

船関係にも国から金が出るのか？ 
（事務局） 

この事業は国土交通省所管の地域活力基盤創造交付金を活用しており，いろいろ

な方法はあるが，自治体が事業主体になる場合は，自治体に対して国が交付金とし

て出す。交通事業者が主体になる場合は，笠岡市のほうに交付されて市から補助金

として出す。 
（委員 天野雄二郎） 

この事業の交付申請の期限は過ぎているのか？ 
（事務局） 

今年度分については，対応としては難しい。 
（議長 井上矩之） 

船着場についても，同様の整備ができないかということか？ 
（委員 天野雄二郎） 

そのようなお金があるなら，三洋汽船の船着場もお願いしたい。 
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（事務局） 
この交付金は，道路特定財源の一般化に伴って創設された交付金だと理解してい

る。事業仕分けとか道路特定財源の見直し等が今後行われる中で，まだ平成 22 年
度についても制度自体は残っていると聞いている。平成 21 年度事業としては，笠
岡市としては交付金を活用して，こういう事業に活用したいということで国土交通

省に要望して認められている。平成 22 年度も新たに考えるものがあれば要望して
いくかもしれない。 
予算自体がどうなっているかわからない部分もあるが，そこは必要に応じていろ

んなものを要望できるものがあればしていければと思う。 
（副会長 坂本雪齊） 

マップの 13 ページに甲弩神社と神護寺と二つ入っているが，古代の丘スポーツ
公園とその他の古墳と置き換えた方が良いのではないか？ 

（会長 高木直矢） 
甲弩神社と神護寺のどちらかといえば，神護寺のほうは文化財か何かに指定され

ているのではないか？観光に行かれるとしたら，甲弩神社よりは神護寺だろう。 
（事務局） 

観光スポットについては観光担当と調整をしておらず，あくまでも素案として例

示しているものなので，観光担当と十分協議して掲載をしたい。今日初めて見られ

たこともあり，気付かれた点があれば，何でも事務局まで申し出てほしい。 
交通事業者には，ダイヤ，停留所などのチェックをお願いしたい。今，示してい

るのは，市が持つ情報や各社のウェブサイト等を見て出している情報なので，各社

の担当者に目を通してもらいたい。 
（４）平成２１年度補正予算について 

（事務局） 
  会議資料「議題資料」7 ページにより説明した。 

    航路の統合を協議するため，海上交通分科会（＝航路改善協議会）を開催する必

要があり，その経費について，増額の補正が必要となった。具体的な内容は，委員

報償費と委員費用弁償である。 
すでに 11 月に 1 度開いているが，今後，2 月と 3 月にも 1 回ずつの開催を予定し

ている。 
    なお，海上交通分科会を航路改善協議会として読み替えることについては，11 月

に会議を開く前に委員へ連絡をして了解を得ている。 
（５）平成２１年度地域公共交通活性化・再生総合事業の事後評価について 

（事務局） 
  会議資料「議題資料」8～10 ページにより説明した。 
 内容については，事後評価の対象としては，今年度の協議会の事業であるマップ

の作製ということになるが，次年度も協議会で事業を考えているので，来年度予定

している事業につながることも，この事後評価で触れておいたほうが良いので，マ

ップの事後評価に加え，マップを作ったことで来年度事業につながっているという

書き方をしている。具体的には，マップについては，まず市民に対する公共交通の
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啓発と位置付けており，公共交通の重要性，利便性の促進に寄与した。初年度の事

業としては，公共交通に親しんでもらうということを行い，次年度は，公共交通を

どう変えていくのかということにつなげていくというような書き方をしている。 
    事前に運輸局ともすり合わせをして，次年度の事業をできるだけ採択されやすい

ように配慮したものであり，そのような認識のもと，内容については，事務局に一

任願えるとありがたい。 
（議長 井上矩之） 

    様式には，初年度と 2 年度とあるが，合わせて提出することになるのか？ 
（事務局） 

    今回が計画事業としては初年度であり，昨年度は連携計画を策定するための調査

事業としての事後評価を提出した。今年度は，その連携計画を実現するための計画

事業の事後評価ということになる。 
    計画事業については，連携計画を作ってから 3 か年ということに制度上決まって

いて，その 3 か年の間，事後評価をしていくことになる。 
（議長 井上矩之） 
 初年度と 2 年目は簡単な様式で，3 年目は難しくなるのか？ 

（事務局） 
 3 年目のものについては，現時点で確認していないので，何とも言えないが，様
式が変わるのは確かである。 

（議長 井上矩之） 
 様式は，それぞれ質問項目が決まっていて，それに回答していくようになるのか？ 

（事務局） 
 今年度，協議会で行う事業がマップの作製ということで，委員に対して，この事

業は有意義であるということを認めてもらい，着実に実施をしているということを

基本として記載している。 
    例えば，議題資料の 9 ページには，「情報の更新や使い勝手の改良など，今後と

も完成度の向上を目指す」ということを記載しているので，単年度の事業だけれど

も単年度で終わらずに，市民にとって使いやすい，また笠岡市を訪れた人にもでき

るだけ使ってもらえるものにしていくという基本的な考え方などを書いている。 
    先程の説明の繰り返しになるが，来年度の事業についても触れておいたほうが良

いという指導も受けたので，来年度予定しているデマンド型乗合タクシーの実証運

行について，折に触れてそのことを記載している。 
 議題資料の 10 ページについては，今日の協議会の関係になるが，協議会につい
ては 適切に開催しているということを基本として記載している。 

    議題資料の 11 ページは趣を変えた内容になっていて，デマンド交通の導入や航
路の統合などに取り組んでいるという，先程の内容を集約して事後評価したものを

記載している。 
（議長 井上矩之） 

    事後評価については，事務局案のとおり承認してよろしいか？ 
［異議なし］ 



 9

（６）平成２２年度事業の予定について 

（事務局） 
  会議資料「議題資料」11～12 ページにより説明した。 

    来年度，協議会で行う事業としては，主に二つのことを考えている。 
    一つ目は，デマンド型乗合タクシーの実証運行で，先程の事後評価の中でも話し

たように，今年度，公共交通のマップを作って下地作りに取り組んで，来年度は具

体的に公共交通の改善というか，市民がより利用しやすい体系に変えていくことに

取り組むということである。 
 内容としては，デマンド型乗合タクシー実証運行を実施しようというもので，現

在，路線バスが運行しているが，停留所が遠くて高齢者が利用しようにも利用しが

たい地区においては，路線バスより小回りのきくデマンド型乗合タクシーを走らせ

てみようというものである。これについては，地域が主体となって考えてもらって

いる。具体的な地区は，大島地区と尾坂地区で，11 ページ右の笠岡市全図の中の新
たな交通手段の導入という丸印で囲んである地区である。 

    運行費用については，利用者が運賃を支払ってもらうのが基本で，それが主な収

入源になる。ただし，その収入だけでは運行費用がまかなえないことも考えられる

ので，地域公共交通活性化再生総合事業を活用しながら，国と笠岡市で赤字部分に

ついて補填していくという形態をとって実証運行を実施したいと考えている。 
    時期については諸手続が必要で，来年度の早くても 10 月ぐらいかと想定してい

る。はっきりとは固まっていないので，今回は，このようなことが来年度想定され

ているということで聞き置いてもらいたい。 
    二つ目は，旅客船航路の統合で，今年度，航路の改善計画を策定する。航路改善

計画は，旅客船航路の統合に向けた具体的な手法を示すものを想定しており，その

手法が示されたら，実現するために関係者間での協議，調整を行っていきたいと考

えている。 
（議長 井上矩之） 
 なぜバスではなくタクシーなのか？ 

（事務局） 
 路線バスだと車両が大きいので，狭い道路だと入って行けないために停留所が遠

くなっていた。そのために利用できない地域なので，できるだけ車両を小型化して，

大きくても 10 人乗りのワンボックスカーとして，利用する人の家の近くに行くの
がデマンド型乗合タクシーの長所である。 

（副会長 坂本雪齊） 
 尾坂地区に住んでおり，デマンド型乗合タクシーの実証運行の地元である。尾坂

地区は 130 戸足らずの人口 400 人で，なかなか難しいところがある。路線バスにも
なかなか乗らないので地元も悩んでおり，今回の実証運行を検討してきた。 
 公共交通なので，できるだけ多くの人に乗ってほしいが，実際に遠隔地はどうし

ても弱者の救済という形にならざるを得ない。一番問題になるのは運賃で，それを

どうするか協議しているが，新聞で高齢者のバス運賃を半額にする免許証を返上し

たという話があったが，遠隔地でバスがあるところについてはかなりインパクトが
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あることだと思う。実際，現状ではどうなっているのか？高齢者は自動車よりオー

トバイを乗るのをやめたという人の方が多い。これからやめる人を対象とするのか，

すでにやめた人も対象となるのか，教えてほしい。 
（委員 関藤篤志） 
 免許証を持ってる人が返納した場合は対象となる。返納して証明書がない人は対

象外になる。 
（委員代理 坂手長治） 
 「おかやま愛カード」は岡山県独自の政策ということで，岡山県警が全国に先駆

けて実施したものである。その基本的な考え方というのは，交通事故死者の中で高

齢者が多い，事故抑止の目的の観点からも高齢者に対する指導並びに身体機能の低

下を抱えながら不安を持ちながら運転している高齢者に対して，その不安を取り除

いてもらい，協賛店の特典を利用してもらうのが目的であり，65 歳以上になったか
らといって免許を取り上げる制度ではない。 

    ただし，免許を自主返納された人については，井笠鉄道の積極的な協力によって

半額にしてもらっている。笠岡市内においては，こういった協賛店が結果的にも一

番多い地区になっている。笠岡市内で 170 店舗に協力してもたっており，各店舗で
サービスを受けることができる。 

    不安を抱えながら運転している人が免許証を返す一つの区切りにしてもらえれば

という思いから，井笠鉄道の半額の支援をしてもらったというのが実状である。 
    本来ならタクシー業界等の協力がもらえればなおいいが，いろいろと諸事情があ

ると思うので，今後，考えていきたい。 
（委員 関藤篤志） 
 岡山県全体でやっていることではないので，岡山市内では通用しない。 

（副会長 坂本雪齊） 
 大変良い制度だと思うが，自動車の免許証を返すのはなかなかできない。カブの

場合は対象にならないのか？ 
（委員代理 坂手長治） 

    過去に免許証を持っている事実が確認できれば，「おかやま愛カード」を申請され

れば手続きができる。デメリットは身分証にならないということだ。「おかやま愛カ

ード」については，過去に免許証を持っていた事実が確認できると積極的に発行し

ていくので，身近にそういう質問があれば警察に相談するように伝えてほしい。 
（副会長 坂本雪齊） 

    本人でないと駄目なのか？ 
（委員代理 坂手長治） 

    免許証に似たものを作るために写真を撮るので，本人でないと駄目だ。 
（副会長 坂本雪齊） 

    尾坂地区は，中心部から 20 キロメートルくらい離れたところにあるから，利用
者，特に女性は多いと思う。半額ならメリットもあるし，安全だし，使ってみよう

という話が出ている。過去に免許証を持っていた人は対象になるので，申請すれば

いいという理解で良いのか？ 
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（委員代理 坂手長治） 
    お見込みのとおり。 
    ただし，取消しになった人は駄目だ。失効した人や自主返納した事実が確認でき

れば発行する。 
（７）その他 

（事務局） 
 協議会の委員の任期が協議会の設置要綱で 2 年間となっているが，平成 20 年 3
月 21 日から平成 22 年３月 20 日で任期が切れてしまう。 
 平成 22 年度の事業予定で話したように，笠岡市としても活動を継続してほしい
と思っているので，現在の名簿にあるような構成団体，法律上，利用者や道路管理

者などという役割を持った人が構成しなければならない規定もあるので，現体制を

引継ぐ形で改選したい。3 月上旬にも協議会を開催しなければならないと思ってい
るので，そのときに改めてお話しさせてもらうが，聞き置いてほしい。 

（副会長 坂本雪齊） 
 3 月で地区の行政協力委員を辞めるので，協議会の委員としての資格がなくなる
と思うから，対応をお願いしておきたい。 

（事務局） 
 構成団体の事情があれば後任の人を推薦してもらうなどで，引続き，お願いした

い。 
（８）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時５０分 ＝ 


