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第３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 3 月 19 日（金） 午前 10 時 30 分～午前 12 時 00 分 
 
２ 開催場所  笠岡市役所第 1 会議室 
 
３ 出 席 者 

（１）委 員 

    会長代理 笠岡市副市長                    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 

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 
三洋汽船株式会社総務部長（代理出席）       原田明夫 

         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 

岡山県備中県民局建設部副部長（井笠地域担当）    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          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 
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 



 2

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） 
 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。 
    今年度が連携計画の初年度にあたり，これまで位置づけた事業を推進してきた。 

 今日の会議では，今年度，取り組んできた事業の総括並びに来年度の予定事業に

ついて協議してほしい。 
委員には，各議題について，それぞれの立場から，忌憚のない意見や要望をお願

いしたい。 
（３）平成２１年度事業の進ちょく状況について 

（事務局） 
    会議資料「平成 21 年度第 3 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」）1～5 ページにより説明した。 
    協議会の直接事業である「かさおか公共交通総合マップ」（以下「マップ」）の作

製については，当初の計画から変更が生じている。具体的な内容は，ページ数が増

えることに伴う増額の変更契約及び納期の延期である。 
    協議会の関連事業である「JR 笠岡駅から笠岡港への案内看板の設置」について

は，第 2 回の協議会の議論を踏まえ，5 か所に案内看板を設置することにし，昨日
（3/18）完成した。 

    同じく「バス停上屋（兼）駐輪場の整備」については，井笠鉄道㈱が事業主体と

なって平成 22 年 3 月 17 日から工事に着工しており，今日（3/19）が完成予定であ
る。 

    航路の統合については，協議会の海上交通分科会をこれまでに 2 回開催し，議論
を進めてきた。その中で，経営診断調査，航路診断調査を行い，結果として旅客船

3 社を合併するべきという提案がなされたところである。現在，その手法について
各事業者間で協議，調整を行っているところであり，この場で詳細な報告は差し控

えるが，年度末までに第 3 回の海上交通分科会を開催し，協議，調整の結果を「航
路改善計画」として取りまとめる予定である。 

（議長 井上矩之） 
   別冊資料のマップについては説明しないのか？これが最終稿と考えてよいのか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
   マップには，鉄道の時刻，バスの時刻と路線図，旅客船・フェリーの時刻と航路図

を掲載している。内容については，各事業者とよく協議をしながら，正確な情報を掲

載するよう努めた。 
   ただ単に交通情報を掲載するだけでなく，路線や航路付近の観光情報も掲載してい

る。 
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   なお，第 2回の協議会でマップの素案を示し，いろいろと意見をもらっているので，
できるだけその意見を反映しながら最終稿とした。 

（議長 井上矩之） 
   今，手元にあるのは 30 ページぐらいのものだが，これが最終的に 100 ページにな

るということか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
 今，示しているのは日本語訳だけであり，その後ろに同じような英語訳と中国語訳

がついてくる。 
   当初は，日本語の下に英語と中国語を併記しようとしていたが，レイアウトの関係

上，対応できないので，印刷業者と相談し，同じものを三つ作ったほうが効率的との

判断により，このような形をとった。 
（議長 井上矩之） 

   マップの最後にアンケート葉書をつけたのか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
   マップに対する忌憚のない意見を広く市民からもらい，今後の参考としたいと考え

たので，アンケート葉書をつけた。 
（委員 武市孝夫） 

   時刻が変わった場合は，修正版を出すのか？ 
（事務局） 

   今のところ，年次的な更新は考えていない。 
   これまで笠岡市として，公共交通に関する意識啓発をしてこなかったこともあり，

今回のマップが市民の公共交通の関心を高めることにつながればとの思いがある。 
   一方，笠岡市を訪れる観光客に対しては，利便性の向上という側面もある。 
（委員代理 原田明夫） 

   時刻が変わった場合は，該当部分を広報紙などで周知できないか？ 
（事務局） 

   時刻が変わるという点については，第 2 回の協議会で議論した。その結果を踏まえ
て，いつ時点の情報であるという文言を掲載し，注意を喚起するようにした。 

   広報紙への掲載については，可能な範囲を探りながら検討したい。 
（議長 井上矩之） 

   笠岡市のウェブサイトを利用するという方法もあるので，検討してほしい。 
（会長代理 三島紀元） 

   市民への配布については，広報紙を活用することで理解したが，観光客については，

どのような手段を考えているのか？ 
（事務局） 

   公共交通の拠点施設である笠岡駅や港へ設置できればと考えている。 
（副会長 坂本雪齊） 

   アンケートの設問に，「今後も更新を望まれますか？」とあるが，「はい」という意

見が多かった場合，その対応はどのように考えているのか？ 
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（事務局） 
   更新を望まれる意見が圧倒的多数の場合は，考えていきたい。そういう意見が多け

れば，後ろ盾にもなる。 
（議長 井上矩之） 

   整備するバス停は 1 箇所だけか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
（議長 井上矩之） 

   議題資料の 4 ページにイメージ図があるが，横幅はこれくらいなのか？ 
（事務局） 

   現況写真の草が生えている箇所を整備することになるので，イメージ図よりは長く

なると思われる。 
（議長 井上矩之） 

   現在，駐輪している台数がカバーできるくらいの長さにはなるということか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
（議長 井上矩之） 

   このバス停を利用するのは，笠岡市の高校生なのか？ 
（事務局） 

   お見込みのとおり。 
   笠岡市の高校生が，井原市の高校に通っているようであり，自宅からここまで自転

車が来て，バスに乗り換えて通っているようだ。 
（議長 井上矩之） 

   他のバス停でも整備してほしいという声が上がる可能性は？ 
（委員代理 藤原秀敏） 

   他のバス停でも整備したい気持ちはあるが，十分な土地のないところが多い。 
   このバス停は，たまたま十分な土地があるところで，かつ利用者も多い。 
（委員 村上弘人） 

   他の自治体でも駅に駐輪場を整備し，利便性が高まったという声を聞いた。その際，

併せて照明を付けたところ，鍵穴が見やすくなったとか合羽の着脱が楽になったとい

う声を聞いたことがある。 
   この場所の状況はよく分からないが，そういうことも踏まえて整備されると，より

利便性の向上に資することになるということを申し上げておきたい。 
（事務局） 

   夜の状況をはっきりとは確認できていないが，交差点なので街灯の明かりがあり，

比較的，明るかったように思う。 
（４）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」6～8 ページにより説明した。 
 デマンド型乗合タクシーの実証運行を希望する 2 地区（大島，尾坂）で実施したい。 

   議題資料に掲載している運行計画については，該当地区で協議を重ねて作り上げた

ものである。 
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   なお，運行計画については，運行主体として想定されるタクシー事業者や地区の住

民とさらに詰めていかなければならず，最終案ではない。今後，詰めていく中で変更

もあり得る。 
（議長 井上矩之） 

   実証運行開始時は，現在の路線バスも運行するのか？ 
（事務局） 

   実証運行を行うに当たっては，地域住民と協議を行っているところだが，その中で，

時機を見て路線バスの運行を休止し，デマンド型乗合タクシーだけの状態にすること

はできないかという申し出もあったので，井笠鉄道㈱で検討中である。 
（委員代理 原田明夫） 

   予約の窓口は，笠岡市で対応するのか？ 
（事務局） 

   昨年度，笠岡市の神島という地区で，デマンド型乗合タクシーの実証運行を行った

ことがある。そのときには運行主体となったタクシー会社に予約の受付も行ってもら

ったので，今回も同様に考えている。 
   実証運行という段階を経て本格運行に移行すれば，中心的な役割を担うのは地域住

民と運行事業者ということになり，行政が予約の受付まで携わるのは考えにくい。 
（委員代理 原田明夫） 

   実証運行の段階では，デマンド運行ということもいいかもしればいが，将来的には，

定時定路線に移行するほうがいいのではないかと思う。 
（委員 村上弘人） 

   他の地域でも，デマンド運行と定時定路線での運行は議論されており，一長一短で

ある。 
   デマンド運行の長所は，利用者の近くまで行くことができるところだが，予約に抵

抗を示す人も多くいることも事実だ。停留所に行けば乗ることができるほうが安心だ

という人もいる。 
   デマンド運行を実証実験した上で，定時定路線での運行に落ち着くということもあ

り得ると思う。 
   デマンド運行のもう一つのマイナス点は，あちこちで乗車されると時間がかかって

しまうことだ。JR などへの乗継を想定していたら，間に合わなかったという声も聞
く。 

   プラスとマイナスは必ずあるので，よく協議をしながらいい形を目指してほしい。 
（議長 井上矩之） 

   ジャンボタクシーの定員は何人なのか？ 
（事務局） 

   運転手を含めて 10 人乗りなので，9 人が利用できる。 
（議長 井上矩之） 

   予約を断られることもあるのか？ 
（事務局） 

   定員を超えた予約があれば，次の便へ回ってくださいということはあり得る。 



 6

（副会長 坂本雪齊） 
   私は尾坂地区に住んでおり，今回のデマンド型乗合タクシーの実証運行のために，

さまざまな意見調整を行ってきたところだが，議題資料の 8 ページにある「鴨方エリ
ア」については，里庄，金光も含めたものとしてほしい。 

   尾坂地区の住民は，大島地区に比べて約 10 分の 1 と少なく，利用者が少なくなる
ということも想定されるので，できるだけ利用しやすいようにしておいてほしい。 

（事務局） 
   今，委員にお示ししている運行計画は，これまで大島地区，尾坂地区の住民と協議

を行い，一定の方向性が出たものとしてお示ししている。 
   里庄，金光方面もという意見もあるということは，今，伺った。実際，運行するに

当たってはいろんな考え方があるだろうし，一方だけの思いを強く主張していくと，

うまくいくものもうまくいかない。 
   今日，出席されているタクシー事業者も地域公共交通という考え方で，できるだけ

前向きに，積極的に，可能な限りで協力していきたいと言われている。そういう中で，

あちらへもこちらへもということが可能なのかどうなのかという問題も含め，今後，

そのほかにもいろいろと課題があるので協議をしていきたい。 
（５）笠岡市地域公共交通活性化・再生総合事業計画の変更について 

（事務局） 
   会議資料「議題資料」9～14 ページにより説明した。 
   昨年度策定した笠岡市地域公共交通活性化・差異性総合事業計画（以下「事業計画」）

からの変更点について説明した。 
   今日の会議で，事業計画の変更について認められれば，事業計画を国へ申請してい

く。国において，事業計画の変更の認定が受けられれば，国の補助金を活用して事業

を行うことができる。そういった補助事業の手続の結果については，来年度の第 1 回
の協議会で報告する。 

（副会長 坂本雪齊） 
   デマンド型乗合タクシーの実証運行については，平成 23 年度までということで，1

年半という期間を実証運行と捉えている。 
   実証運行期間中は，国の補助金があるようだが，平成 24 年度以降の本格運行とな

ったら笠岡市の単独経費ということになるのか？国からの補助金などは期待できない

のか？ 
（事務局） 

   事業計画期間中は，国の補助金を活用して行うことができるが，もし実証運行が成

功し，本格運行に移行すれば，国からの支援は受けられず，笠岡市単独での補助金と

いうことになると思う。 
（委員 村上弘人） 

   今回，活用している地域公共交通活性化・再生総合事業については，持続可能な公

共交通を地域の皆さんで作り上げていくための費用を補助金として支援しようという

のが目的である。 
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   まず連携計画を作るための調査事業の費用は全額国費負担であり，次年度以降，最

大 3 年間の計画事業の実施に当たっては，事業費の 2 分の 1 の支援を国が行う。その
中で，いろいろと試行錯誤しながら，よりよい公共交通を作り上げてほしいという制

度である。 
   事業計画の 3年が過ぎれば国からの支援はまったくなくなるという心配をされてい

るのだと思うが，現行の制度が続けばという前提になるが，総務省の特別交付税交付

金という制度の中で，市の持ち出しとなる事業費の約 8 割を支援するということも併
せて行われているので，その中で，市としてはやり繰りをしていくという整理になる

と思う。 
（副会長 坂本雪齊） 

   デマンド型乗合タクシーの運賃をどのように設定するかだが，運転免許証を返上し

た人については，井笠バスは半額にするということもあるし，運転免許を持っている

人は，デマンド型乗合タクシーを利用されないと思う。 
   利用するのは，運転免許証のない人か，あっても高齢者で運転は困るという人が対

象になる。井笠バスやタクシーの運賃も変わってきているので，そのあたりの兼ね合

いをみながら，デマンド型乗合タクシーの運賃も決める必要があると思う。 
   他地域の事例では，200 円から 300 円で実施している例もある。デマンド型乗合タ

クシーを利用する人は，主に所得の少ない人になるので，利用促進するならば，それ

に見合った運賃を設定しなければ利用しづらい。そのあたりについては，全体的な観

点からも第三者機関を設置して検討されるのが良いのではないかと思う。 
（委員 村上弘人） 

   今の運賃の話についても，他地域でいろいろと試行錯誤されている。当初 200 円と
いうことでスタートし，次年度は見直しということもある。 

   短期的に見ると運賃は安いほうが好ましいが，皆さんにはその地域でずっと住み続

けてほしいし，そのために持続可能な運賃体系とはどういう形なのか，収支や利用者

数なども含めて，地域住民と一緒に考えてもらいながら，200 円がいいのか，300 円
がいいのか，500 円でもいいのか，便数はどれぐらいがいいのかということも継続的
に見直しをしていってほしい。 

   実証運行というのは，次の年も同じことをやっていては予算的に切り込まれてしま

う。したがって，対象の年の実績をみながら収支も含めて，地域住民と一緒に守り育

てるという見直しの仕方をお願いしたい。 
   デマンド型乗合タクシーの実証運行については，どうしても道路運送法上の手続が

必要となってくる。審査等も含めて時間がかかるので，できるだけ早めに運輸局へ相

談をしてほしい。 
   来年度，デマンド型乗合タクシーの実証運行の経費に対する国費として 143 万円を

計上しているが，一番心配しているのは，運賃をとって運行するので，運行経費は予

想できるが，利用収入との収支はやってみないとわからない。補助金の制度として，

国費ベースで 100 万円を切ってしまうと，補助の対象とならずにゼロになってしまう
ので，その点は十分注意しておくよう申し上げておきたい。 
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（６）その他 

（事務局） 
   前回の協議会でも申し上げたが，協議会の委員の改選については，現在のメンバー

を基本に，引続き，お願いしたい。 
（７）閉会 

＝ 閉会時間 午前１１時３０分 ＝ 


