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資料№3
江田島市公共交通協議会

令和２年１２月１６日

江田島市航路維持支援金について

１ 趣旨

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための移動自粛要請等により，市内航路の

乗降客数が著しく減少し，経営が悪化している航路事業者に対し，航路を維持し，市民

の日常生活を守るための支援金を交付しました。

２ 支援金の内容

⑴ 対象期間

第１期（令和２年３月から６月まで）

第２期（令和２年７月から１１月まで）･･･８月補正を行い，期間を延長しました。

⑵ 対象者

次の全ての要件を満たす航路事業者とします。

ア 本市を発着点とする定期航路（国，県等の当該航路の運航経費に係る支援制度の

適用を受ける航路を除く。）を運航していること。

イ 対象期間において，前年同月と比較して，乗降客数が１０％以上減少している月

があること。

ウ 令和２年４月１日現在の便数及び運賃を維持していること。ただし，対象期間中

に行ったダイヤ改正が新型コロナウイルス感染症を原因としないものであるときは，

同日現在の便数及び運賃を維持しているものとみなします。

⑶ 交付額

月ごとに判定し，月ごとに次に掲げる額を定額として交付します。

ア 本市と広島市の間を運航する航路 ５０万円／月

イ 本市と呉市の間を運航する航路 ３０万円／月

３ 交付状況

別紙「江田島市航路維持支援金 手続進捗状況一覧」のとおりです。第１期は，手続が

完了し，第２期（R2.12.1 現在）は，実績報告を受けて精算手続中です。

４ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用します（第２期まで交付決

定済み）。

５ その他

乗降客数は，前年比で２０％程度の減少が続いています。

第３期（令和２年１２月から令和３年３月まで）を設定し，これに係る補正予算案を

計上しています（１２月議会で審議あり）。

２⑵アに該当する定期航路とは

中町・宇品（高速船），小用・宇品（高速船），切串・宇品（フェリー），切串・天応（フェリー），小用・呉（高

速船），小用・呉（フェリー）及び秋月・呉（旅客船）の７航路

※ 三高・広島（フェリー）は，既存の補助制度で対応するため，対象外とします。



（別紙）

○　交付申請～交付決定～概算払

航路 船舶 会社名 交付申請日 交付決定額 交付決定日 指令番号 概算払額 概算払請求日 概算払入金日

切串・宇品航路 フェリー 上村汽船株式会社 令和2年5月11日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年5月13日 江企第12号 2,000,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

切串・天応航路 フェリー さくら海運株式会社 令和2年5月11日 900,000円（ 300,000円× 3か月 ） 令和2年5月13日 江企第13号 900,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

秋月・呉航路 旅客船 有限会社　バンカー・サプライ 令和2年5月9日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年5月11日 江企第11号 1,200,000円 令和2年5月11日 令和2年5月20日

小用・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年5月11日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年5月13日 江企第14号 2,000,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

小用・呉航路 フェリー 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年5月11日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年5月13日 江企第14号の2 1,200,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

小用・呉航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年5月11日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年5月13日 江企第14号の3 1,200,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

中町・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年5月11日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年5月13日 江企第14号の4 2,000,000円 令和2年5月13日 令和2年5月20日

計 10,500,000円

○　実績報告～額確定～精算

航路 船舶 会社名 実績報告日 確定額 確定日 指令番号 精算額

切串・宇品航路 フェリー 上村汽船株式会社 令和2年7月2日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年7月7日 江企第23号

切串・天応航路 フェリー さくら海運株式会社 令和2年7月3日 900,000円（ 300,000円× 3か月 ） 令和2年7月6日 江企第21号

秋月・呉航路 旅客船 有限会社　バンカー・サプライ 令和2年7月1日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年7月6日 江企第22号

小用・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年7月8日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年7月10日 江企第24号

小用・呉航路 フェリー 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年7月8日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年7月10日 江企第24号の2

小用・呉航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年7月8日 1,200,000円（ 300,000円× 4か月 ） 令和2年7月10日 江企第24号の3

中町・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年7月8日 2,000,000円（ 500,000円× 4か月 ） 令和2年7月10日 江企第24号の4

計 10,500,000円

※　全ての手続が完了

江田島市航路維持支援金（第1期：令和2年3月～6月）　手続進捗状況一覧

内訳

内訳 精算の内容
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○　交付申請～交付決定～概算払

航路 船舶 会社名 交付申請日 交付決定額 交付決定日 指令番号 概算払額 概算払請求日 概算払入金日

切串・宇品航路 フェリー 上村汽船株式会社 令和2年9月14日 2,500,000円（ 500,000円× 5か月 ） 令和2年9月18日 江企第34号 2,500,000円 令和2年9月18日 令和2年9月30日

切串・天応航路 フェリー さくら海運株式会社 令和2年8月11日 1,500,000円（ 300,000円× 5か月 ） 令和2年8月13日 江企第25号 1,500,000円 令和2年8月13日 令和2年8月31日

秋月・呉航路 旅客船 有限会社　バンカー・サプライ 令和2年9月28日 900,000円（ 300,000円× 3か月 ） 令和2年9月28日 江企第39号 900,000円 令和2年9月28日 令和2年10月9日 7～9月

秋月・呉航路 旅客船 有限会社　バンカー・サプライ 令和2年11月6日 300,000円（ 300,000円× 1か月 ） 令和2年11月6日 江企第45号 300,000円 令和2年11月6日 令和2年11月20日 10月

小用・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年11月9日 2,500,000円（ 500,000円× 5か月 ） 令和2年11月13日 江企第46号 2,500,000円 令和2年11月13日 令和2年11月30日

小用・呉航路 フェリー 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年11月9日 1,500,000円（ 300,000円× 5か月 ） 令和2年11月13日 江企第46号の2 1,500,000円 令和2年11月13日 令和2年11月30日

小用・呉航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年11月9日 1,500,000円（ 300,000円× 5か月 ） 令和2年11月13日 江企第46号の3 1,500,000円 令和2年11月13日 令和2年11月30日

中町・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 令和2年11月9日 2,500,000円（ 500,000円× 5か月 ） 令和2年11月13日 江企第46号の4 2,500,000円 令和2年11月13日 令和2年11月30日

計 13,200,000円

○　実績報告～額確定～精算

航路 船舶 会社名 実績報告日 確定額 確定日 指令番号 精算額

切串・宇品航路 フェリー 上村汽船株式会社 円（ 500,000円× ）

切串・天応航路 フェリー さくら海運株式会社 円（ 300,000円× ）

秋月・呉航路 旅客船 有限会社　バンカー・サプライ 円（ 300,000円× ）

小用・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 円（ 500,000円× ）

小用・呉航路 フェリー 瀬戸内シーライン株式会社 円（ 300,000円× ）

小用・呉航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 円（ 300,000円× ）

中町・宇品航路 高速船 瀬戸内シーライン株式会社 円（ 500,000円× ）

※　令和2年12月1日現在の状況，12月に入ってから精算手続中

江田島市航路維持支援金（第2期：令和2年7月～11月）　手続進捗状況一覧

内訳

内訳 精算の内容
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