資料４

資料：東村山市における新たな移動手段の運行方法について

１．検討地域の移動手段確保の方向性
・東村山市が運行しているグリーンバスは、利用状況調査から、運行区間全域での堅調な利用が見
られ、64 歳以下の若い方の利用も多く見られ、買い物や通院だけでなく、通勤通学やその他の用
事でも利用されていることから、効率的に利用がされており、沿線の市民にとって必要な路線で
あることがわかります。
・このことから、検討地域の対応（改善）に向けて、グリーンバスが効果的であることがわかります
が、検討地域は、道路が狭く、路線バスやグリーンバスの車両が入れない点などから、現在運行し
ている、路線バスやグリーンバスでの対応は困難です。
・これより、バス車両ではなく、ワゴン車両やセダン型車両などを活用し、新たな交通手段による
検討地域の対応（改善）を目指します。
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新たな移動手段の対応領域
✓路線バス、コミュニティバスでカバーされない地域に
ついて、これらより輸送密度が小さい移動手段
✓道路幅員や需要量の視点から、ワゴン車量やセダン型
車両が対象
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２．新たな移動手段の運行方法について（検討パターンの設定）
・新たな移動手段の可能性としては、一般的に以下のように様々な手段が考えられます。それぞれの運行方法、対象者などを踏まえ、検討パターンを設定しました。

①定時定路線型バス

②予約型乗合タクシー

③タクシー利用補助

④高齢者支援バス

⑤買い物支援バス

⑥ボランティア輸送

⑦パーソナルモビリティ
※シェアサイクル、小型
モビリティなど
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３．課題や市民アンケート調査を踏まえた運行方法の設定
・前項の運行方法について、資料１から資料３で得られる課題等から、今後検討するパターンの絞り込みを行いました。

①定時定路線型バス

②予約型乗合タクシー

③タクシー利用補助

④高齢者支援バス

⑤買い物支援バス

⑥ボランティア輸送

⑦パーソナルモビリティ
※シェアサイクル、小型
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上の①から⑦までの移動手段について、運行方法や輸送の対象者、課題や市民ニーズへの対応などの
視点から、新たな移動手段として検討を進めるパターンは、上記の２つに絞りました。
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４．新たな移動手段の運行に関する比較
・検討地域の利便性向上に向け、本市に適する新たな移動手段として絞り込んだ２つの移動手段について、利用方法や運行内容などの比較を行いました。
比較

予約型の乗合タクシー

タクシー利用時の料金補助

利用可能なエリア

利用可能なエリア、目的地があらかじめ決まっている
→「検討地域」と「鉄道駅及びその周辺」の間で利用可能、タクシーのように、利用区間を自由に決めることはできない

市内であれば、どこからどこへでも利用可能

利用できる時間帯

利用可能時間は何時から何時まで、と決められている
→予約受付の管理や運転手の待機が発生するため、9 時～17 時など、利用可能時間はあらかじめ決められている

タクシー事業者の営業時間内であれば利用可能
（協議により、時間の制限がある場合があります）

乗合の有無

複数の方が同じ時間帯やエリアで予約した場合、乗合が発生する場合がある
→タクシーと異なり、路線バスと同じように、乗り合うことを前提とした移動手段

通常のタクシー利用のため、ほかの方と相乗りに
なることはない （個別利用）

利用する前に必要なこと

事前に登録を行ったうえで、利用前に電話やスマートフォンで予約を行う
→グリーンバスや鉄道と異なり、利用のたびに予約が必要

通常のタクシー利用と同様に
利用前に電話やスマートフォンで予約

乗り降りする場所

①乗降場所指定型
検討地域の中に何か所か乗り降りする場所を指定
駅周辺も、乗り降りできる場所は限定

ドアツードア
自宅前から目的地まで直行

出発時間の指定

③おおまかな時間帯が指定されている
→例えば、10 時、14 時など 1 時間おきに出発時間が決
まっており、予約時に時間帯を選択

運行日数

⑤運行する曜日が指定されている
→月水金で利用可能、月曜から金曜まで、
各曜日で運行する地域が変わる など
①、③、⑤を
組合せた場合

選択

④運行時間帯の範囲内で自由に指定可能
→10 時 20 分に出発したい、といった形で予約が可能

選択

⑥基本的に毎日運行
→平日に限定など条件はあるが、毎日運行

①、④、⑥を
組合せた場合
毎日運行のためコスト大

毎日運行のためコスト大

他市の事例などから

他市の事例などから

他市の事例などから

上記は 1 車両体制の運行を想定
複数地区や複数車両の運行の場合
は経費増となる。

○運行経費の項目

年間 1,000〜1,500 万円

年間 1,000〜1,500 万円

上記は 1 車両体制の運行を想定
複数地区や複数車両の運行の場合
は経費増となる。

上記は 1 車両体制の運行を想定
複数地区や複数車両の運行の場合
は経費増となる。

・予約システムの構築費、維持費

タクシー事業者の営業時間内であればいつでも利用可能
→タクシー利用のため時間帯は制限なし
タクシー利用のため運行日数は制限なし
→曜日問わず利用可能

②、③、⑥を
組合せた場合

曜日限定運行のためコスト小
年間 600〜900 万円
費用・運賃等

選択

②ドアツードア型（あらかじめ設定されたエリア内）
自宅前から目的地まで直行

・予約受付管理のオペレーター費

・運行経費

補助額の事例：年間 1,000 万円程度（他市事例）
※対象者を福祉サービスに限定（高齢者、障害者、妊婦、
未就学児）し、一人当たりの利用は年 12 回を限度とし
ている
※本市より人口が 2 割程少ない自治体の事例
※令和 2 年度実績に基づく事例のため、増額となる可能性が高い
○運行経費の項目

※車両は事業者の車両の活用を想定し計上しない
○運賃

・バスより高く、タクシーより低い設定が事例として多い（例：1 乗車 300〜500 円など）

○市内の検討地域のすべてをカバーすることが可能
当市において考慮すべき点等

○自由度が高いため、生活パターンに合わせた利用が可能
○利用の際に事前予約が必ず必要
○利用者、移動範囲などを限定するなどタクシー事業者に対する配慮が必要

今年度、上記に示す方向性を設定したのちに、次年度、市内で２地域程度、実証運行を実施する予定です

・タクシー運賃の補助
※その他費用はなし

○運賃

・タクシー運賃

○現在のタクシー利用への補助となるため、新たなシステ
ム整備等は不要
○既存タクシーサービスの負担が増すため、配車できない
場合、代わりの手段がない
○鉄道、路線バスを維持するため、対象者や年間の利用可
能回数を制限する場合あり
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