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議題番号 (5) 
 
宛先:    運輸委員会/全院委員会 
  2021 年 10 月 21 日の会議 
   
送信元:  ロン・ダウニング (企画担当ディレクター) 
  ジェームズ・P・スウィンドラー (フェリー事業部副本部長) 
  デニス・J・マリガン (ゼネラルマネージャー) 
 
件名:  サンフランシスコ・フェリーターミナルとエンジェル島を結ぶゴールデ

ンゲート・フェリー便の実証プロジェクトの実施に向けた行動の承認 
 
推奨 
 
運輸委員会は、理事会がゼネラルマネージャーに次の権限を与えることを推奨する: (1) 
カリフォルニア州公園レクリエーション局との間で、弁護士が承認した形式で、エンジ

ェル島のフェリー係留施設の使用に関する共同権限行使契約を交渉および締結すること、

(2) サンフランシスコ・フェリーターミナルとエンジェル島を結ぶ新しいフェリー航路

を、当初 1 年間の実証プロジェクトとして実施すること、(3) この実証航路の運賃案に

ついてパブリックコメントを受けるための公聴会を開催すること。 
 
本件は、2021 年 10 月 22 日に開催される理事会に提出され、適切な決議がなされる。 
 
サマリー 
 
2020 年 12 月、Blue & Gold Fleet は、カリフォルニア州公園レクリエーション局（以下、

「州立公園」）に対し、サンフランシスコとエンジェルアイランド間のフェリー便の契

約を終了する意向を通知した。Blue & Gold からカリフォルニア州公益事業委員会に対

する、本便の提供義務免除申請は、いまだ保留中である。  ゴールデンゲート高速道

路・輸送地区 (以下、「地区」) の職員は、Blue & Gold が近い将来に運航を終了するこ

とを想定し、以前にゼネラルマネージャーが理事会に報告したとおり、運航を本地区が

引き受ける可能性を探るために、州立公園側と協議してきた。過去数か月間、本地区と

州立公園は、エンジェル島にある州立公園の係留施設を利用して本地区がフェリーを運

航するという共同権限行使契約の条件について交渉してきた。  本契約の基本条件は以

下の通りである。 
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契約の種類:         権限の共同行使 
期間:                           10 年間、さらに 10 年間延長の相互オプションあり 
終了:                     いずれかの当事者による 365 日前の通知  
係留費:                       施設改善・維持基金（FIMA）への毎月 3,000 ドルの支払い 
保守:                    州の責任、FIMA 基金を使用 
補修:                           地区の責任 
ADA 対応:                 係留施設にカタマラン (双胴船) を収容するための改変は 

地区の責任で行われる  
運航便:                       午前 10 時から午後 6 時までの間、1 日 5 便を運行する計画 
運賃と料金:               地区が Clipper システムによる運賃と入園料の徴収を行う 
リスク管理:           相互補償 
広告:                        ロゴの共同使用、広報活動での協力 
 
本契約は、本地区がサンフランシスコとエンジェル島を結ぶフェリーを運航するための

基本的段階となる。  職員は、Blue & Gold の運航終了に伴い、フェリー便の継続性と信

頼性を確保するため、サンフランシスコとエンジェル島間の運航便を 1 年間の実証プロ

ジェクトとして実施することを推奨する。   
 
エンジェル島便に関するさらなる基本的段階は、理事会の方針に従い、公聴会を開催し

てパブリックコメントを受けた後、実証便の運賃を設定することである。   
 
今後の理事会の活動には、新しいフェリー便を恒久的なものにするための前提条件とし

て、タイトル VI の公平性分析を承認することが含まれる。  1 年間の実証期間では、人

口統計学的情報の収集と分析を行うことが認められる。これは、理事会の方針と連邦運

輸局の要件に基づき、フェリーの運航と料金が、少数民族のコミュニティに格差を生み

出す影響を与えず、低所得者のコミュニティにも不均衡な負担を与えないことを確認す

るためである。   
 
本地区は、運賃と州立公園の入場料 (5～18 歳の子供は 2 ドル、19 歳以上の大人は 3 ド
ル) を設定し、徴収する。  地区は、徴収した料金をカリフォルニア州公園レクリエーシ

ョン局に送金する。   
 
提案されている一人当たりの運賃は、ティブロン便と同じ運賃にパススルーの州立公園

入園料を加えたもので、Clipper システムのみで利用できる (現在、大人の一人当たりの

運賃は片道 14 ドルと州立公園入場料、ストアドバリューの Clipper カードを使用した場

合は 7.50 ドルと州立公園入園料である)。  学校やその他のグループなどの団体運賃 (金
額は未定) は、ディストリクトのカスタマーサービス部門を通じて利用可能になる。 
 
考察 
 
当初は、サンフランシスコ・フェリーターミナルとエンジェル島を結ぶゴールデンゲー

ト・フェリーを 1 日 5 便程度、通年で運航する実証プロジェクトを実施することを推奨
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する。  サンフランシスコ・フェリーターミナルは、Blue & Gold が現在使用しているタ

ーミナル (ピア 41) よりも交通の便が良い場所にある。  
 
本運航便は、すでにサンフランシスコ、サウサリート、ティブロンなどの他の定期路線

で運航されている船舶を利用する。大抵の場合、ディストリクトにとって増加するコス

トは、燃料費 (平日は約 480 ガロン、週末は約 1,200 ガロンの追加)、および他の付帯費

用 (消耗品等) である。  例外としては、11 月から 3 月 (1 年のうち 6 か月間) の週末には 
2 隻目の船舶と乗務員を追加することになる。  これは、フェリー運航便が新型コロナ

ウイルス以前のレベルに近い状態に戻ったときに必要になる。   
 
本運航便は、利用可能なフェリーの収容能力 (現在、通勤便向けに運航されている船舶

と乗務員の両面で) を使って提供される。本運航便に関連して、いくらかの走行距離の

増加により、わずかな保守コストが発生することが予想される。1 年のうち 6 か月間は、

週末のエンジェル島便の運航に船舶を 1 隻追加することになり、週末ごとに船長 (24 時
間)、甲板員 3 名 (66 時間) が追加で必要となる。  本運航便にかかる費用の見積りは、

92 万ドル～100 万ドルである。  
 
エンジェル島便により増加する費用の一部は、収集した運賃収入でまかなうことができ

ると予想される。  ちなみに、Blue & Gold Fleet は、3 年間で平均 13 万 6 千枚のエンジ

ェル島行きのチケットを販売した。  
 
いくつかの理由から、本運航便は、当初は実証プロジェクトとして実施することを推奨

する。  まず、現行の連邦公共交通局 (FTA) のタイトル VI ガイドラインでは、実証プロ

ジェクトについて具体的に述べられており、交通機関にはタイトル VI の公平性分析が

求められる前に、最大 1 年間の実証プロジェクトを導入する余地が与えられている。  
タイトル VI の公平性分析の基本の一つは、人口統計データを用いて、本運航便が恵ま

れないコミュニティの交通ニーズにどのように対応するかを示すことである。  実証期

間中は、新運航便の利用者に関する人口統計データを収集および分析し、公平性分析に

役立てることができる。  第二に、この新運航便では、新運航便の利用パターンを検討

し、完全な公開審査プロセスを経ることなく、調整を行うことができる余地が必要であ

る。  第三に、本地域がパンデミックからまだ立ち直っていないため、新運航便が依存

しているティブロンやサウサリート地域を運航する通常の有償フェリーの基本運航便を

調整する余裕が必要である。 
 
本運航便は実証プロジェクトとして、6 か月後に利用状況を評価し、必要な修正内容を

決定する。  タイトル VI の分析は、実証実験開始の 1 年後に行う必要があるが、ディス

トリクトはその時点で、運航便を恒久的な機能にすることも、実証実験をその時点より

も延長する (運航便の成熟に時間が必要な場合) こともできる。  スタッフは 6 か月経過

した時点で理事会に報告し、本運航便を恒久的なものにする必要があるか、あるいは実

証実験を延長する必要があるかを判断する。 
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早ければ 2021 年 11 月下旬に運航を開始することを前提に、冬から初春にかけての初期

の平日運航 (エンジェル島便を含む）には、既存の AM と PM のサウサリートとティブ

ロンの通勤クルーを含める。  
平日                 

                  

  
エンジェル島への追加便 (既存のコミュート乗務員による) 

サンフラン

シスコ着 

サンフランシ

スコ発 

エンジェ

ル島着 

エンジェル

島発 

ティブ

ロン着 

ティブ

ロン発 

サウサリ

ート着 

サウサリ

ート発 

既存の AM 乗

務員  

サウサリート/

ティブロンコミュ

ート 

          7:40 8:00 8:05 

8:35 8:45 9:15 9:25         
9:55 10:10 10:40 10:50         
11:50 12:30 1:00 1:10         

         

既存の PM 乗

務員  

サウサリート/

ティブロンコミュ

ート 

2:20 3:00 3:30 3:40         
4:10 4:20         4:50 5:00 

        5:20 5:25     
5:55 6:05         6:35 6:45 

        7:05       
 

 
早ければ 2021 年 11 月下旬に運航を開始することを前提にすると、11 月から 4 月まで

の半年間、週末運航を開始するには、2 隻目の船舶と乗組員が必要になる。  
 

週末    
    

エンジェル島への追加便 

サンフランシスコ着 サンフランシスコ発 エンジェル島着 エンジェル島発 

  9:20 9:50 10:00 

10:30 10:40 11:10 11:20 

12:25 12:40 1:10 1:20 

2:20 3:00 3:30 3:40 

4:10 4:20 4:50 5:00 

5:30       

 
 
財務的影響 
 
この試験運航は、大枠で年間 92 万ドルから 100 万ドルの費用がかかると見積もられる。  
前述のとおり、この追加的運航にかかる主なコストは、燃料費、保守費、接岸料などの

付帯費用である。  この費用は、サンフランシスコとエンジェル島間を往来する乗客か
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ら徴収する運賃で一部相殺される。そのため、財務的影響は利用者数と連動している。

さらに、ディストリクトがカタマランを収容するために接岸施設を改変する場合、約 
30 万ドルの追加一時費用が発生します。  詳細な費用および収益の情報は、今後の理事

会でこのルートを恒久路線とすることを検討する際に、タイトル VI 分析やその他の情

報とともに提供される。  


