
２ 担当所管

３ 意見募集の概要

応募内訳 人数 項目別意見内訳 意見数

市ホームページ 1人 【説明希望】　基金条例（案）に関する考え方の詳細な説明希望 1件

郵送 0人 【質問】　　　基金条例（案）に関する考え方に対する質問 6件

ＦＡＸ 4人 【事業条例】　コミュニティバス事業条例の制定希望 4件

施設投函箱 8人 【本数増】　　久米川町循環の本数増希望 1件

その他 1人 【運賃改定】　グリーンバスの運賃改定に関する苦情等 10件

合計 14人 合計 22件

(1) 募集期間

「東村山市コミュニティバス基金条例（案）」に対するパブリックコメントの概要

１ 案件名

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 電話番号

東村山市コミュニティバス基金条例（案）

東村山市 まちづくり部 公共交通課

〒189-8501　東村山市本町1丁目2番地3

042-393-5111（代表）　内線2762

平成26年7月1日（火曜）～平成26年7月20日（日曜）

　該当する項目へ分割移動させるなど整理して掲載しています。 なお、明らかな誤字・脱字等の修正等を除き、原文のまま掲載しています。

市ホームページ、郵送、ＦＡＸ、施設投函箱（23施設で実施）

市ホームページ・市報ひがしむらやま（平成26年7月1日号）

下記のとおり

(3) 実施施設

公共交通課（本庁舎4階）・情報コーナー（本庁舎1階）・いきいきプラザ1階 総合窓口・中央公民
館・萩山公民館・秋津公民館・富士見公民館・廻田公民館・中央図書館・富士見図書館・萩山図書
館・秋津図書館・廻田図書館・多摩湖ふれあいセンター・恩多ふれあいセンター・栄町ふれあいセン
ター・久米川ふれあいセンター・秋水園ふれあいセンター・青葉地域センター・市民スポーツセン
ター・ふるさと歴史館・美住リサイクルショップ・東村山駅地域サービス窓口（ワンズタワー2階）

※お寄せいただいたご意見は、項目別に分類して掲載しています。また、1つのご意見の中に、複数の項目にわたる内容が記載されている場合は、

(2) 応募方法

(4) 周知方法

４ 意見集計



「東村山市コミュニティバス基金条例（案）」に対する意見募集結果

№ 項目 ご意見 市の考え方

1 説明希望

パブコメは、現在の行政内容を深く理解していないと、意見提出ができない
ものなのですか？
理解できていないので、疑問を正直に書きます。説明していただかないと、
建設的意見は残念ながら記述できません。
今回のパブコメも、20代の息子たちと話し合ってみましたが、さっぱりわか
らん！という返事でした。私も同様、さっぱりわかりません。お手数です
が、わかりやすい説明をお願いします。

資料については、極力分かりやすい表現で作成し
たつもりでしたが、至らなかった部分があったよ
うで、申し訳ございませんでした。
貴重なご意見としてうけたまわり、今後の参考と
させていただきます。

2 質問
5千万円の補助金とは、どこから誰宛のお金ですか？
説明がないのでわかりません。

補助金は、市から運行事業者へ支払うお金です。
なお、3路線4系統を1年間運行するのに必要な補助
金額が、約5千万円となっています。

3 質問
将来の、コミバス事業の円滑かつ効率的とは、具体的にどのようなことを計
画して経費がどのくらい、いつまでに必要なのですか？

基本的には、「コミュニティバス新規導入ガイド
ライン」に基づき検討・計画された新規路線の導
入に必要な経費を想定しています。

4 質問
基金の管理を、確実有効とは税金なのだから当然です。しかし有価証券で、
確実かつ有利な種類とは、具体的に何ですか？　元本割れしない、高率金融
商品？

元本償還が確実な債券として、国債・地方債・政
府保証債等の有価証券に換えることを想定してい
ます。

5 質問
基金運用の利益計上は、記載がありますが、経費支出はどのような方法です
か？

経費（運行に必要な経費から運賃等の収入を引い
た金額）は、基金からではなく、コミュニティバ
ス運行事業費のコミュニティバス運行事業費補助
金から運行事業者に支出しています。

6 質問

切り替え運用は、市長独断で判断するのですか？
この運用項目だけ読むと、職員の退職金が不足と市長が判断すると、使える
ようにしていると、思います。財政上必要とは、どういう想定をしているの
ですか？

繰替運用は、一般会計の支払準備金が不足した場
合に、基金を一時的に一般会計に移して運用する
ことです。また、移した金額は、一般会計から基
金に戻します。

7 質問
運行事業の必要経費とは、何ですか？　運行事業のための基金という前提と
処分の関係性が理解できません。

新規路線に必要な経費の種類は、イニシャルコス
トとして、車両購入やバス停設置費用等があり、
ランニングコストとして、補助金があります。
処分とは、基金をコミュニティバス運行事業費に
取り崩して使うことです。
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「東村山市コミュニティバス基金条例（案）」に対する意見募集結果

№ 項目 ご意見 市の考え方

8 事業条例

現在、東村山市のコミュニティバス事業は、条例化しないまま、10年以上
経っていますが、今回の値上げを期に表記条例をとのことです。本来、その
基となる事業こそ条例化し安定した運営を目指すことが必要です。したがい
まして、基金の条例化より先にコミュニティバス事業の条例化をお願いしま
す。

9 事業条例
基金条例ではなく、コミュニティバス条例を作るのが先です。
運賃の値上げ分で新路線の予算にするなんて、玉石混合もはなはだしい事で
す。

10 事業条例

基金条例は反対です。
それより、コミバスの条例化をして、万が一、利益があがったら、一般会計
に組み込むというのが、一番まともなやり方です。コミバス条例がない中で
「新規路線、値上げ、もしくは廃止路線」が簡単に決められる仕組みは、困
ります。
市民の税金でおこなっている事業は、しっかり条例化をしてください。
基金というのは、特別に寄付してもらったような時（恒常的でない）にやる
ことです。
ちなみに公立保育園を民間委託して浮いたお金を「子育てするなら～基金」
と同じ発想ですね。このような、小細工的手法というか、姑息な手法ではな
く、正々堂々とコミバス条例化をして一般会計で分かりやすく、効率的に、
市民に返してください。
こんなことばかりやっていると、職員も仕事が増えるばかりです。
経営的手法というなら、一番にその恩恵にあずかるのは、市民だということ
を忘れていませんか？

貴重なご意見としてうけたまわり、今後の参考と
させていただきます。
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「東村山市コミュニティバス基金条例（案）」に対する意見募集結果

№ 項目 ご意見 市の考え方

１．東村山市平成26年度一般会計予算書は、「コミュニティバス運行事業
費」で6540万円を計上し、「コミュニティバス運行事業費補助金」は4256万
円を予定している。
２．条例案は、①毎年5000万円の補助金を活用して運行、②基金は、「市の
予算を考え、将来的な新規路線の運行などコミュニティバス運行事業を円滑
かつ効率的に行うための経費に充てるため」と設置目的を説明するが、論拠
に乏しい。
３．東村山市のコミュニティバス事業は、税収総体から支出する一般会計費
用で2003年1月から運行を開始し、すでに11年経過しているにも関わらず、13
町の半分に当たる地域は「交通不便地域」のままなんら救済措置が施されず
に放置されている。
４．市は、コミバス運賃を100円から180円に引き上げる論拠として、「利用
する市民」と「利用しない（できない）市民」間の不公平是正だと主張す
る。しかし、市の半分に近い多摩湖・廻田・野口・美住・富士見地域住民が
余儀なくされている「不公平」「不公平感」については、まったく言及せ
ず、その認識も配慮もない”極めて奇妙な論理”だ。
５．運賃値上げに際しても、財政論・事業運営論からの具体的理由は開示さ
れていない。年間43万6000人が利用しているが、新たな負担を求める具体的
理由はどこにも説明されていない。あたかも、「新規路線運行」に資するか
の説明は、具体的な施策の提起もないもとでは、いたずらに期待を増幅させ
る効果しかない。
６．財政調整基金の積立額40億円は、一般会計の約10％を占めている事実
も、特別会計含め800億円超の予算総額との対比で「年間5000万円」の負担が
予算建ての妨げになるかのような論建てが適用する理由は存在しない。その
一方で、「西武線東村山駅の高架化と駅前開発」には、「今後事業年度に付
随して12年間にわたり平均約10億円を一般会計から支出すると報道したマス
コミもある。
７．市の統計では、この間右肩上がりで増加してきた人口も下降しつつあ
り、「地方消費税引き上げ」があるとしても、高齢化の進行と併せ約200億円
前後の税収が飛躍的に改善する想定は難しい。市民アンケートにふれるまで
もなく、限られた財源を「市民生活に必要な公共交通の確保」にふりむける
かどうかはすぐれて行政と議会の市政にかかっている。
８．あらたな基金条例に注ぐエネルギーがあるなら、すぐにでも「交通不便
地域」救済への措置と「コミュニティバス事業条例」制定にとりくむべきと
考える。
１～８の理由から、基金そのものが不要。これまで通り「コミュニティバス
運行事業費」として計上し処理すべき。「地方自治法第235条の4」を持ち出
すまでもなく、不要である。使用目的を特定する意味がないのでいらない。

貴重なご意見としてうけたまわり、今後の参考と
させていただきます。

事業条例11
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「東村山市コミュニティバス基金条例（案）」に対する意見募集結果

№ 項目 ご意見 市の考え方

12 本数増

久米川町線の日中の本数を増やして下さい。→久米川町5丁目のTSUTAYAに行
く時に便利なので。
今は本数日中少ないので不便です。沢の台のバス停使ったりすることありま
す。

ルート変更・増便等の運行改善を行う場合は、市
民・行政・交通事業者、それぞれの役割や計画作
りの手順などを示した「コミュニティバス運行改
善ガイドライン」に沿って、検討していきます。

13 運賃改定
バス運賃180円値上げの件も、えっ？値上げ・・・と市報で知った市民が多い
のが現状の行政と市民の関係性と感じています。本当に市民のための充実し
たバス事業が展開されるのか、信用できません。

14 運賃改定 一度に料金を値上げしすぎです。
15 運賃改定 大体、値上げ事態、撤回すべきです。

16 運賃改定
100円から一挙に値上がりし、庶民の足というには地域からバス停も遠いし、
乗り合いバスと変わらない料金にガッカリです。
せめてシルバーパスが使えますよう配慮して下さい。

17 運賃改定

中学生の娘が夕方塾へ行くのに100円を用意して乗せていました。
6月から180円と急に大きな値上がりで利用をするのはやめようと思いまし
た。
100円だから利用していたのに毎回180円の小銭を用意するは大変です。

18 運賃改定
シルバーの料金が一挙に170円も値上りとは少し高すぎます。
公共バスはシルバーパスだったら月1,000円でも乗れるではありませんか。高
齢者にいたわりをお願いします。

19 運賃改定
料金を約倍にしたのは理解出来ない。
議員達は交通費をもらっているから値上げに全員（共産党を除い）賛成した
ようだ。

20 運賃改定
義父母が利用しますが、180円は高いです。
コミュニティバスは地域の血液となる重要なものです。ぜひ100円のままで、
値上げしないで下さい。

21 運賃改定

1回100円だと申し分けないと思いますが、安心してのる事が出来ました（足
が悪いので）
今回から雨とか風と時間がない時はのらせてもらっています。今は往復360円
は高いと思います。今迄通りにしてほしいと願っています。

22 運賃改定

180円の値上げは、大きすぎます。
年金が減らされ、物価があがり、更に たのみのコミュニティバスも大巾値上
げで、私の70代、80代はどうなるのか不安です。
今は60代で自転車利用ですが、もう少したって、ひざや腰が痛くなったら、
どうしたらいいのでしょう。
コミュニティバスは、100円を通してほしいのです。

今回の運賃改定については、東村山市地域公共交
通会議の場で、コミュニティバスを実施している
他市の運営状況等も参考にしながら、東村山市の
「グリーンバスの運賃」について協議を重ねてま
いりました。
このたび、東村山市地域公共交通会議にて意見集
約された「グリーンバスの運賃の考え方」を踏ま
え、「グリーンバスの運賃」を変更させていただ
きました。
グリーンバスは、市内の交通空白・不便地域にお
ける日常生活に必要な移動手段を確保するもの
で、民間路線バスを補完し、誰もが利用できる市
内公共交通網の一つです。一方でグリーンバスの
運行に必要な経費は、市からの補助金が使われて
います。
こうしたことから、民間路線バスを利用する市民
の皆さんが負担している運賃との公平性を図るた
めにも、市内の民間路線バスと同程度の運賃とす
ることが必要です。また、運賃を改定することに
よって収支率の改善を期待することができ、新た
な交通空白・不便地域の解消や持続可能な公共交
通の実現につながります。
なお、今回の運賃改定に合わせて、新たに「子ど
も運賃」や「障害をお持ちの方などへの割引運
賃」の設定と「ＩＣカードによる運賃の支払い」
が可能になりました。回数券も引き続き販売して
います。また、東京都が行っているシルバーパス
は、あくまでも民間の事業主体に対して行うもの
で、市が行っているコミュニティバスには適用さ
れません。仮にコミュニティバスにシルバーパス
を導入する場合は、東京都が補完する金額分を市
が全部負う必要があり、財政的に対応しきれない
状況となっています。
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