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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２４年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２４年７月９日（月）午後２時～４時１０分 

開 催 場 所 市民センター２階 第１～３会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）鈴木文彦会長・須﨑一朗会長代理・関根康洋委員・中條基

成委員・山本宏昭委員・山田有子委員・薄井政美委員・松

原久寿委員・児玉芳枝委員・高橋袈裟男委員・野村正彦委

員・脇坂義祐委員・小林忍委員・島﨑政一委員 

 

（市事務局）野崎都市環境部次長・肥沼交通課長・尾作課長補佐・藤澤

主事・須澤主事 

 

（調査委託受託者）一般財団法人 計量計画研究所 研究員 

 

●欠席者：若林淳委員・諸田壽一郎委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 １０名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 コミュニティバスのガイドライン素案の検討 

 その他 

３．閉会 

問い合わせ先 

都市環境部 交通課 公共交通係 

担当者名 藤澤 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２７６３） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９７－９４３８ 

会  議  経  過 

１．開会 

○委員変更 

東村山市市地域公共交通会議条例に基づいて委嘱している委員に変更があった。 
池田史子（国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局）→ 野村正彦（左同） 

青木正（東京都 北多摩北部建設事務所 管理課長）→ 脇坂義祐（左同） 

寺島修（都市環境部次長 兼務 道路管理課長）→ 島﨑政一（道路管理課長） 

 
○関係者紹介 
事務局員の異動 
 寺島（都市環境部次長）→野崎（左同） 

 中澤（交通課課長補佐）→尾作（左同） 

コミュニティバス事業検討業務委託コンサルタント（会議業務支援） 
 一般財団法人 計量計画研究所の担当者（事務局側に同席） 

○まちづくり担当部長あいさつ 
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○傍聴希望者の確認 
・会長 
開会に際し、本日の傍聴希望者に関して事務局に確認します。 

・事務局 

傍聴希望者は８名いらっしゃいます。 

・会長 

傍聴に関する規定に従いまして、８名の傍聴希望者に傍聴を許可したいと思います

が、よろしいでしょうか。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴希望者に入室していただいてください。 
・ ・ ・ 傍聴者入室 ・ ・ ・ 

・会長 

会議に先立ちまして、傍聴者の皆様にお願いを申し上げます。会議を傍聴されるにあ

たりましては、傍聴に関する定めの遵守事項をきちんとお守りいただき、会議の進行に

ご協力いただきますようお願いいたします。 
次に、委員の出欠について事務局に確認します。 

・事務局 
当会議の委員１６名中、本日１４名出席、２名が欠席です。出席者が過半数以上とな

っていますので、会議の成立要件は満たしています。 
・会長 
委員１６名中１４名の出席で、東村山市地域公共交通会議条例第５条第２項の過半数

の出席という成立要件を満たしていますので、ただいまより、今年度第１回東村山市地

域公共交通会議を開会いたします。 
 

２．議題 

○資料の説明 

・会長 
本日の会議は、今年度の第１回、通算で第３回目となります。今日の議題は、コミュ

ニティバスのガイドライン素案の検討です。 

東村山市の公共交通、特にコミュニティバス事業が、今までと同じような形で続けて

いくことができるかどうかも含め、地域の公共交通の構築方法をガイドラインにまと

め、そのガイドラインに沿って今後、進めていく手順をとることについて、前回までに

合意をいただきました。ガイドラインでは、２つのパターンを設けました。１つは、市

民から本当に必要だと思う地域が自発的に、市民発意という形で立ち上げていくパター

ンと、もう１つは、例えば、市が交通不便地域として指定されている地域であるとか、

何らかの課題を抱えている地域について、このような形で今後の地域の交通を確保して

はどうだろうという形で提案するパターンです。 

今年度の地域公共交通会議の中心は、このガイドラインを固めていく作業になりま

す。本日は、示されたガイドライン素案について皆さんからご意見をいただいていきま

すが、最終的なガイドラインを確定する回ではありません。これはかなり大きな作業で

すから簡単に確定できませんので、本日いただく意見を反映させたものをもう１度提案

させていただいて、順次固めていくという形をとっていきます。ガイドライン案を作る

議論は、今回と次回の２回を考えています。今日は、まったくのたたき台として出して

いますので、一言一句よりも、全体的な流れや、それぞれの場面での方法論について、
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主にご意見をいただければと思います。 

まずは事務局から資料の説明をしていただきます。 

・事務局 

今年度は、５回の会議を予定しています。そのうち、前段２回、今回と次回につい

ては、資料に表記してある項目、項目の内容、それぞれの役割分担などについてのご

意見をいただき、いただいた意見を次回につなげていきたいと考えています。 

前回の会議では、東村山市コミュニティバス事業の方向性として、ご利用される市

民の皆様、運行を担当する事業者、それから市とで役割分担をしながら協働していく

ためのガイドラインを作成していくことを合意いただきました。 

今年度は、ガイドラインに明記する項目や基準等の内容について、委員にご協議い

ただきながら整理をしていきたいと考えています。検討事項の中には、一定の基準や

水準が必要な内容もありますが、数値等の基準は、この会議と並行してコンサルタン

トと各種調査を進めていますので、第３回以降の会議の中でお示しをさせていただき

ながら、ご協議いただくことと考えています。 

今回、配布させていただきました資料１～４は、合意いただきました前回の資料を

基に、①事前準備、②改善計画・運行計画の作成、③実証運行、④改善運行・本格運

行と順序立てた形で作成しています。前回は、既存路線の改善と新規路線の導入で分

けていましたが、共通項目もあることから、今回は、前回の資料の○数字ごとにまと

めました。 

 

資料１・２ ： 検討主体ごとに分けて記載。 

資料３・４ ： 検討主体にかかわらず統一して記載。 

 

吹き出し ： 事務局で考えられるガイドラインに必要な要件など。 

   ● ： 会議で特に検討を要する内容。 

   ○ ： コミュニティバス事業を３者で協働していく上で必要な内容。 

※吹き出しのない箇所も、各段階で会議が判断する要件についても検討が必要。 

 

＜資料１＞ 東村山市コミュニティバス ガイドライン（素案） 

【①事前準備】 

～ コミュニティバス路線を地域で検討するための地域組織を設立する ～ 

１．運行状況の把握・評価【改善】 

 状況把握は、既存路線を改善するために必要であり、新規路線の場合は、

既存路線の詳細な把握は必要ない。 

 まずは市が公表している利用状況や収支状況を確認する。 

※現在公表している情報 … 路線・月ごとの利用者数、 

             事業者ごとの補助金額 

２．地域組織設立の準備【改善・新規】 

 地域組織が正式に設立するために必要な準備事項は何か。 

『市民発意型』… 組織として活動していくために、市民が何をしなければ

いけないのか、そのためにどんな情報が必要なのか、検討を始める前に確認

しておくことなど。 

『行政提案型』… 市からの相談を受け、協議への参画を了承した自治会な

どが、地域組織として活動していく。 

３．地域組織の設立【改善・新規】 

 正式な地域組織として市が把握する。市に提出する「登録書」の主な内容
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にもなる、地域組織として成立するための要件は何か。 

 

＜資料２＞ 東村山市コミュニティバス ガイドライン（素案） 

【②改善計画・運行計画の作成（提案）】 

～ 地域組織が考えるべきことや確認すること、そのために必要な情報 ～ 

１．運行改善案・運行経路案の検討【改善・新規】 

 主に地域の交通ニーズをとりまとめた経路を検討する。計画を進めていく

と、希望するバス停周辺の居住者の同意が必要になるので、事前に運行経路

の区間の自治会などから運行案の同意を得る。 

 その活動状況に合わせた支援を市がする。 

２．改善計画素案・運行計画素案の作成【改善・新規】 

 運行案から、実現可能な計画素案へと運行内容を整理していく。 

３．需要調査の実施、分析、事業採算性の検討【改善・新規】 

 地域組織の調査協力を得て、予算の範囲内で市が需要調査をおこなう。調

査の回収率は関心度とも関連し、実際に「自分たちのバス」として利用して

いくための周知にもなる。 

 調査結果を踏まえた、実証運行をするための実施要件（最低ライン）は何

か。地域組織や自治会などに調査結果を公表するので、なるべくわかりやす

く、かつコミュニティバス事業として成り立つ基準とする。 

※調査の実施まで時間が空く場合もある。 

４．改善計画書・運行計画書の作成【改善・新規】 

 調査結果が要件を満たせば、計画素案を基に、地域公共交通会議へ諮るた

めの計画書を市が作成する。 

５．地域公共交通会議での協議（実証運行実施の可否） 

 地域公共交通会議で実証運行の実施を判断するための要件は何か。 

※交通事業者の自主運行路線とする場合は、報告事項とする。 

 

＜資料３＞ 東村山市コミュニティバス ガイドライン（素案） 

【③実証運行（改善運行への移行・終了）（本格運行への移行・継続・終了）】 

～ 「自分たちのバス」として運行を継続していくために必要な活動内容 ～ 

１．実証運行の準備【改善・新規】 

 実証運行を実施するために必要な準備は何か。 

２．実証運行の実施【改善・新規】 

 実際にコミュニティバスが期間限定で運行する。運行しているコミュニテ

ィバスを利用すること以外は、初めての市民活動なので、各段階で市民にど

んなことができるのか、運行を継続していくためにどんなことが必要なのか

を示す。 

３．実証運行中の調査・分析【改善・新規】 

 実証運行中に調査をする。 

４．地域公共交通会議での協議（改善運行・本格運行実施の可否） 

 実証運行開始から約半年くらいを目途に、地域公共交通会議で実証運行の

路線継続の判断をする。地域公共交通会議の判断は、大きく３つ。１つは実

証運行の内容をそのまま改善運行・本格運行へ移行する判断。もう１つは実

証運行までで改善運行・本格運行へ移行しない判断。最後の１つは実証運行

の内容を変更する特例措置を適用する判断。この判断をするための要件は何

か。 
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※実証運行は１年間だが、路線を継続・変更・廃止するための法律上の期間

を考慮。 

５．改善運行・本格運行の準備【改善・新規】 

 地域公共交通会議で改善運行・本格運行へ移行しない判断にならなけれ

ば、準備へ移る。 

※実証運行の準備とほぼ同じ。 

 

＜資料４＞ 東村山市コミュニティバス ガイドライン（素案） 

【④改善運行（継続・取消）・本格運行（継続・改善・廃止）】 

～ 期間限定ではなく、運行を継続していくためにすべきこと ～ 

１．改善運行・本格運行の実施【改善・新規】 

 路線の周知などの市民活動を継続しつつ、改善運行・本格運行を実施。 

２．運行継続に向けたサポート（調査・分析）【改善・新規】 

 サポートのメインは＜資料１＞１と同じ。状況が悪化している場合は、市

の予算の範囲内で順次調査をおこなう。 

３．地域公共交通会議での協議（運行継続の判断） 

 調査結果があれば、それも踏まえて、地域公共交通会議で運行継続の判断

をする。地域公共交通会議での判断が、改善や廃止の検討となった場合は、

＜資料２＞【改善】へと取り組んでいく。 

４．改善運行・本格運行後の利用促進【改善・新規】 

 市民に「自分たちのバス」として意識してもらい、コミュニティバスが運

行を継続できるように、３者で協働していくための取り組み例。 

 

資料に記載はありませんが、実際のガイドラインには＜道路の要件＞も含めていく

予定です。こちらは法律で決まっていますので、資料からはずさせていただきました。

また、資料には事務局で考えられる内容を記載していますが、ほかにも案があるかと

思いますので、よりよいガイドラインに向けて検討をお願いします。 

 

＜資料全体・その他＞ 

・会長 

最初の発想の段階から本格運行までの非常に長いスパンを４つの資料にまとめてい

ます。もちろんそれぞれ関連付けて、全体の流れとして見なければならないものもあ

りますが、まずは資料の順番に進めて、意見の出方によって進行を考えたいと思いま

す。ガイドラインに示すべき項目や、役割分担のあり方について、今の説明、資料の

内容についての質問、ご意見をいただきたいと思います。 

・委員 

このガイドラインのサポートをしていただく事業者は、市の予算でコミュニティバス

の調査業務を委託していて、これからいろいろな地域にかかわって、声の聞き取りとか、

調査していくという部分も入っているのでしょうか。この会議で決めるガイドラインに

沿った実証運行の実施に向けて予算を確保しつつ進めていくと理解して良いんですか。 

・事務局 

昨年度の地域公共交通会議の中で、ガイドライン策定の合意をいただきました。その

ガイドラインの作成を進めていくことに対して、業務支援していただくための委託料は

確保しておりますが、ガイドライン内に記載予定の調査は、当然予算的にまだ何もない

状態です。 

今年度に関しては、ガイドラインを作成することが業務であり、全国のいろんな事例
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等の基礎資料を基にして、東村山市としての各要件の基準・水準の数値を定めていきた

いと思っています。その事業者が今日同席しており、最終的には、ガイドライン作成に

向けて行政に支援していただくということです。 

・会長 

今年度に関して確保されている予算は、あくまでもガイドラインを作成するための予

算ですから、今後ガイドラインが決まって、実際にガイドラインに沿って動く来年度か

らの予算は、来年度以降の予算として考えていくことになると思います。 

・委員 

最終的なガイドラインの形は、今回の資料の形で示していくのか、文書に書き直し

た形で示していくのか。「素案」は、基本的にこのままいくと認められるものなので、

そこを確認させてください。 

・事務局 

今回、会議の資料ということで、こういう形にしました。東村山市コミュニティバ

スのガイドラインは、市民がこのガイドライン（マニュアル・手引書）を見ながら、

順を追って作業・手続きを進めていくことを意識していますので、当然、見やすく、

わかりやすく、流れも理解しやすくということを心がけてまとめていきたいと考えて

います。イラストや、このフローのイメージはありますが、書面的にどう整理するか

はこれからです。 

・委員 

文書に図を入れた形で良いと思います。前回の資料は、既存路線と新規路線の２つ

に分けてありました。それを踏まえて今回の資料だと思うのですが、やはり流れを別

にして示したほうが非常にわかりやすいと思いました。 

・事務局 

ガイドラインについては、それぞれ別々のガイドラインとして示すつもりでいます。

あくまで今回、全体的な流れとその流れの中で、市民・行政・事業者がかかわりなが

ら検討しなければならないもの、かかわっていくべきものを示しています。 

・会長 

確かに「素案」は、うまくいけばそのままいくものでもあるんですが、意味として

は、「素案」というよりも「たたき台」です。実際にいただいた意見などを勘案しなが

らガイドラインそのものをまとめていくときに、文書化していくことは必要だと思い

ます。こういう図は、ガイドラインの概要版みたいな形に表せれば良いかなと考えて

います。つまり、比較的詳しく、どういった手順でやっていくのかを記載したガイド

ラインそのものと、その流れをフローで表した概要版みたいなものと２本立てが良い

かなと考えています。 

 

＜資料１＞【事前準備】 

・委員 

既存路線の改善と新規路線の決定は、おそらく同時進行だと思うんです。資料は『市

民発意型』と『行政提案型』に分かれていますが、既存路線の改善の実際の順序が見

えてこなくて。運行状況の把握はあくまでも既存の話で、それを踏まえて新規という

順序になるんでしょうか。 

・会長 

資料の枠の中に書いてある【改善・新規】の【改善】に該当するのが、従来の路線を

どうするかという話ですから、新規路線については、２番からスタートです。 
・委員 

既存路線は、約１０年、計画段階からではもっと前からなので、やはり現況と乖離
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があるところも多少ありますし、新規路線を生み出すためにも、予算組みの時点にお

いても、継続的に市民を安心して送り届ける輸送機関として成り立つためにも、もう

一度いろんな部分を再検討・再構築する必要があると感じています。まさに既存路線

の改善の流れは、これからのより良い路線を考えていく場合に必要不可欠だと考えて

いますので、私は素晴らしいと思います。 

市民の貴重な税金が毎年５，０００万円近くかかっていることは、これから路線を

増やすためにも、やはりメスを入れていかなければならないということと、今のコミ

ュニティバスは、地域公共交通会議設置前から運行している路線なので、より市民益

になるよう、事業者の選定を含めたゼロからの見直しをおこない、この会議で改めて

決めていく必要性があると思います。 

・会長 

このガイドラインの行政提案型が決まった段階で、すぐにでもその件に取り掛かっ

ていくべきだという感じでしょうか。 

・委員 

そちらは会議の流れによりますが、できるだけ早いうちに手を打っていかなければ

ならないと感じます。 

・委員 

最初の「改善・導入の判断基準」が非常に厳しい、難しいところです。成功例や目標

があって、それに達してないから【改善】が出てくると思うんですが、コミュニティバ

スは基本的に何を以って成功と考えていくのかをお伺したい。 

・事務局 

何を以ってコミュニティバス事業の成功云々は、財政状況も含め、ほかの行政サービ

スのバランスの中で、東村山市としてコミュニティバス事業をどこまでやっていけるか

ということになるかと思います。 

この会議の委員には、行政の職員も入っています。会議から意見をいただいて、それ

を市で今後どうするかより、この会議で合意を得た内容で、コミュニティバス事業が進

んでいくと考えています。時間的に内容的に難しい部分もあるかもしれないですが、こ

の会議で合意をしながら進めていくと思っています。 

ガイドラインの中で、この水準になったら次の段階へ進むようなことを示せるように

なると良いのかなと思いますので、いろんな調査をしながら、例えば、補助金の充当率

が一定の水準を超えたら見直しをするなど、東村山市としてどのくらいの水準が持てる

のかは、ご意見をいただきながら進めていきたいと思っています。 

・会長 

何を以って成功なのか、失敗なのかは、地域の状況にもよりますから一概には言えま

せんが、このガイドラインを作っていく目的のひとつは、市と地域の人たち、あるいは

実際に乗る人、それから運行する交通事業者、それぞれがきちんと役割を果たしていく、

いわゆる役割分担をしていく必要があるだろうという趣旨があるわけです。そう考えた

ときに、行政としての役割はどこまでなのかという判断基準が必要になってくる。 

基本的に今の形は、かなりの部分を行政が負担しながらやってるわけですが、それが

果たして将来にわたって続けていけるやり方なのかという議論もあるでしょうし、現状

の収支率がどのくらいで、実際に乗る人からの収入でどのくらいをカバーしていくのが

順当な役割分担になるのだろうかといった議論の中で基準を作っていって、その基準を

ベースに、下回っていたら即ダメではなくて、何らかの改善する方法がないのだろうか、

あるいは実際にこれだけの人の役に立ってる事業であれば、行政としてもこのくらい可

能でしょうとか、いろんな議論があると思うんです。そういう中で、この判断基準をど

こかのラインで定めていくことが、今後必要だろうと思っています。 
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・委員 

私も、そもそも何がコミュニティバスの成功なのか、まさにそこが非常に大変な問題

だと思ってまして、西武バスが営業エリアとする北多摩地域や埼玉県南西部でも、１５

近い地域公共交通会議をやってますが、概ね全国的に見れば、交通環境とか人口密度と

か、割と似てる状況なんです。それなのに同じバス輸送サービスであっても、行政サー

ビスとしてのコミュニティバスに対する議論になると、各々の自治体区域で考え方も全

然違えば、導入している中身も違う。例えば、東村山市や小金井市、国分寺市や西東京

市は１００円運賃ですし、隣の小平市や清瀬市は１５０円、対キロ区間制で路線バスと

同等の運賃でやっているところもあります。 

そもそもの前提は、このコミュニティバス事業の優先順位のラインを行政がどこに持

っているかです。ほかの行政サービスとの兼ね合いで、コミュニティバスをどこまで高

い位置付けにしているかで、最終的に予算の配分になると思うので、事業者側から見る

とどうしても限界があると感じます。 

・委員 

基本的にコミュニティバスがなくても、民間業者が一生懸命やっていれば良いと思い

ます。税負担が軽くなることが一番良いはずなので、たくさん乗っている既存路線をバ

ス会社に任せて、できるだけ自発的に声の上がった、さらに不便な地域へフォローして

いくのがコミュニティバスとしては合ってる気がします。 

・会長 

当然、十分な利用者があり、十分な収入が得られる事業として、やっていけるのであ

れば、それに越したことはない。その分をより不便な、あるいは困っている地域に回せ

る考え方が市全体に必要だろうと思いますので、事業性の面からもきちんと評価するこ

とは必要だと思います。 

・委員 

「運行状況の把握・評価」は、利用状況を交通事業者側から市に報告して、市が把握

するところまではいつでもできるので、ガイドラインが決まってからスタートするの

か、東村山市公共交通を考える報告書をまた再度やるニュアンスなんでしょうか。半分

はそういった会議の場になるのかと思っていたんですが。 

・会長 

この報告自体は、コミュニティバスの実績報告ですから、現在もやっています。それ

をベースに、現在のコミュニティバス沿線地域での、改善や利用促進のための組織作り

を先行して進めていく必要があるのではないかということです。 

・事務局 

ガイドライン素案には、新規の地域で声が上がってきたところ、交通不便地域に声を

掛けるということと、既に運行しているところの見直しがあります。コミュニティバス

の運行を管理している所管としても、当然必要な範囲だと思います。ただし、ガイドラ

イン自体をここで整理をしていく段階で並行してやっていくのか、ガイドラインができ

た後にやるのかは、この会議の進め方で考えていきたいと思います。今の段階では、こ

の流れに沿って既存路線（モデル地区）について見直しを図っていくことも十分に検討

していきたいと感じています。 

・会長 

例えば、今年のこのガイドラインを決めていく作業をやりながら、既存路線の沿線で

地域組織を設立するモデル事業を並行してやっていくことで、実際に地域組織を作る場

合の課題をガイドラインにフィードバックするやり方もあります。 

・委員 

＜地域組織の要件＞ですが、ほかの自治体の事例があれば会長から説明いただきた
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いと思います。 

・会長 

実はまだそんなに全国的な事例が多いわけではありませんので、標準的とは言えま

せんが、今までこういった地域組織を構築している地域で言いますと、構成の仕方は、

常時、若しくは定期的に議論を交わす、主立って動くメンバー５～７人くらいで組織

を作って、そのメンバーの中で大きな役割分担をして、どなたか１人代表者をやって

いただきます。組織によっては、さらにもう少し広くメンバーを集めた組織を持って

いるところもあります。その構成員は、それぞれの地域がやりやすい形ですが、自治

区単位で動くケースが比較的多いと思います。必要だと思われる地域をどう括ってい

くかにもよるんですが、たぶん地域が組織しやすいのは、自治会などの自治区単位に

なってくると思います。 

吹き出しに「自治会単位、町丁単位に限らない？」とありますが、ある程度フレキ

シブルに考えたほうが地域としては取り組みやすいでしょう。あまり自治会単位、町

丁単位で組む話になると、実態に合わなかったり、組織しにくかったりするケースが

出てくるかと思います。例えば、基礎的な構成員はこのくらいの人数で組むぐらいの

ところを目安として出しておいて、あとは実際に公共交通が必要とされる地域の実情

に応じたほうが、現実には合ってくるという気はしてます。 

・委員 

私も決まった形はないと思うんです。ただ、地域要件として会議で決めてしまうと、

結局これに合わなければダメと捉えかねないし、ふるいにかけることになるんですよ

ね。でも、代表者１人だけでやってもまた困る話ですし。 

どうして地域組織が必要かを考えますと、地域の人に利用してもらうためのコミュ

ニティバスなんだということを再認識してもらうこと、通すからには多くの地域の人

に利用してもらいたいということ、多くの人を巻き込める組織を作ってほしいという

ことだと思うんです。その考えからいけば、組織として必ず代表者を１人決める、構

成員は３０人以上必要という枠を決めるやり方もあると思います。だからはっきりし

た理念や考え方があれば、要件として決めても良いんだと思うんですが、事務局はど

のような考えで、この地域組織の要件を入れたんでしょうか。 

・事務局 

この地域公共交通会議で構築した、東村山市のコミュニティバスの市民とのかかわり

方の理念、考え方をこのガイドラインに盛り込んでいきたいと考えています。 

・会長 

なぜ地域組織が必要なのかは、今までの議論の中でも強かった、地域の人みんなを

巻き込んでという部分だと思います。それに基づくと、どんな地域組織が必要なのか

をきっちり決めてしまうと、逆に組織を作りにくいこともあると思いますから、大枠

としての条件にしておけば良いかなという気はします。 

・委員 

私も同じようなことが一番心配でした。地域組織を作っていくことは、声を聞いて、

利用を広めて、とても良い内容のコミュニティバスを走らせようということでとても

良いんですが、この地域組織が前提になる、地域組織がなければ走らない感じや、組

織設立に向けてのいろんな要件のハードルが非常に高いと感じます。 

以前の既存路線の調査で、通勤通学以外の利用者の多くが６０歳以上の高齢者であ

ることを考えますと、本当に必要とする人たちほど高齢であって、動きが取れない感

じがあるので、組織の中心になってやっていくのが非常に難しいのではないでしょう

か。私の地域を見ても、本当に車も乗れないし、自転車も危なくて仕方ない人が望ん

でいます。 
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かたや地域組織がどの程度になるのかというと、やはり主としては自治会ですよね。

自治会の役員は本当に忙しくて、大震災以降、地域の防災について本当に集中的にい

ろんなことを考えられて、地域の意識を高めようとかなり積極的に行動されているの

をよく目にします。その最大限頑張ってる状況で、コミュニティバスにかかわれる体

力が今の自治会にあるのか心配です。 

大まかなところは良いんですが、予備段階での地域の実情把握をいきなり投げかけ

ても、気持ちや意欲があってもどの程度やっていけるのか。今はそこまでできない場

合が多々出てきたら、どうしたら良いのか。やはり市がかなりの部分を担わないと難

しいのではないかということが率直な感想です。 

・事務局 

地域の皆さんの、走らせたい、通したい、通ってほしいというニーズは本当に高いと

認識していますし、そこも市としては大きな課題と捉えています。ただ走らせるだけで

はなく、走った後も地域の人々に守り育てていただきたい。さらに、そこをひとつのき

っかけに、その地域のまちづくりや、地域の良いところを伸ばしていただきたいので、

行政だけがすべてを進めるというわけにはいかないと思っています。やはり地域の人に

かかわっていただきながら、コミュニティバスが走って終わりではなく、乗るだけでも

なく、そこをきっかけに地域に活用していただきたいこともあり、市民と一緒に協働で

取り組んでいきたいと考えています。 

・会長 

基本的に地域組織ができたら当然、市と一緒にやっていく話ですから、全部を地域組

織に投げるという話ではありません。また、その地域の実態に合わせた参加の仕方もあ

ると思います。例えば、比較的若い人が参加できる地域と、本当に高齢者だけの地域で

は、すべて同じレベルで活動できないでしょうから、バラつきがあって良いと思うんで

す。この辺は、地域の人には必ずこういう形で参加をしていただく、そういう前提の部

分を明記させておければ良いと思います。 

・委員 

地域組織がまとまっているところ、または活発なところは大丈夫なんでしょうが、逆

に不便地域であり、また本当に苦労している市民が多いところのほうが、組織が設立し

ない可能性もあることを考えると、うまく意見を聴集する、検討するような機会をどこ

かに入れておくと、より公平かと。今回、うれしい悲鳴で地域組織がたくさんできれば、

そんな余裕はないですが、地域組織が少ないようなら積極的にやっていくことも必要か

なと感じました。 

また、地域組織を設立した後に、地域組織への集団説明会みたいなもので、現行の既

存路線含めた経緯、幅員とか車両の状況などの情報を共有できると良いかもしれませ

ん。 

・会長 

確かに進捗具合によって本当に最初からあちこちで地域組織が立ち上がらない可能

性もあるわけですから、そのきっかけ作りと、その地域組織を育てていく間のいろんな

やり取りの機会が増えることによって地域組織ができてくる場合もありますから、そう

いう機会をなるべく多く設けていくことは必要だと思いますので、組織ができるまでの

段階での機会についても触れていきたいと思います。 

組織への説明会は、共通認識としてはスムーズですね。＜資料１＞と＜資料２＞の間

に、そういう機会を必ず設ける形にしておきましょう。 

 

＜資料２＞【改善計画・運行計画の作成】 

・委員 
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実際に運行するにあたり、東村山市の道の狭さの問題点が、やはり運行できるバスの

種類の少なさと相まって、なかなか選定しづらい部分でもあると思うんです。逆にたく

さんの要望があっても、幅員何メートルで通れるところは限られてくると思うんです

ね。道がなければ車は行けませんし、既に無理なところは無理なので、実査の部分で車

が通れないことがきっとあると思います。事前に通るところが可能な部分と不可能な部

分は、はっきりしないとなかなか難しいかもしれません。 

・委員 

私たちとしても、いろいろな問題が出てきてしまうことは避けたいので、ある程度の

資料として、この会議でいただけたらと思います。それと、今のグリーンバスより小さ

い車両の幅もそれぞれ違いますので、条件別に。 

・委員 

全道路の入った白図に道路の幅員を示して、そこから通れる道をつないでルートを引

いて、そのルートに問題があるかないかを絞っていけば、具体的に話は進みやすい。い

っぺんに落とし込めないとしても、スクールゾーンや、地域の人しか使えないとかのい

ろんな規制も加えられれば、ルートの作成がしやすくなるのでは。 

・会長 

考える会のときに全市的な道路幅員別の地図を非公開資料として出していただいて

いるはずです。それを実際に検討するための材料として、地図にわかりやすい形で出せ

れば、どういう道路が運行可能なのかという議論の段階で使える。 

いずれにしても技術的な問題点と法規制上の問題点がどうなっているかは、計画の根

幹にかかわる部分ですから、当然、運行計画の最初の段階のところでそれを合わせてい

く必要があります。資料に道路状況とか出てきてはいるんですが、ここはあくまで、走

らせる、改善するほうから見た道路の条件等の話ですので、実際こういう規制がかかっ

てるとか、あるいは技術的にこうだという話は、それとは別にかぶせていく必要はある。

だからガイドラインの中でも、「運行改善案・運行経路案の検討」でかみ合わせていく

必要がありますので、書き方を工夫してみましょう。 

 

＜資料３＞【実証運行】 

・委員 

バスの利用に関してわかりやすさということが非常に大事かなと思っていて、グリー

ンバスの行先表示が赤字に黒で非常に見にくかったり、初めて乗るときに実際にどこを

経由するのかわからなくて迷ったり、グリーンバスなので緑のバスが来ると思ったら違

うカラーの代車バスが来てわかりにくかったり、バス停の名前だけでその近くにどんな

施設があるのか把握しにくかったりしました。是非こういったインターフェイスを改善

すれば非常に利用促進につながると思うので、そういう議論ができる場があればと思い

ました。 

・会長 

非常に重要なポイントになってきます。どうやって実際の運行なり、使い方なりをわ

かってもらえるようにするかは、実証運行の段階でも、本格運行の段階でも、必要なこ

とですので、それに対する議論をきちんとできるよう入れ込んでいくようにしましょ

う。 

・委員 

コミュニティバスに限定すると、どうしても市の枠を超えての議論は難しいですし、

進まない部分もあるので、最小限、絶対に確保すべき必要な交通は、ある程度の地域区

分で議論するのが良いかなと思いました。今回、市民委員さんもエリアから１人ずつ選

ばれたと聞いているんですが、小平市がやっているように地域を４つとか、少し割と細



- 12 - 

かめに分けて、その中で利用促進という観点とか、企業とのタイアップとか、同じ市内

でも全然違うし、知らない部分もありますので、分科会的に少し議論深めたほうが良い

こともあります。そういう面を地域組織が担えれば良いのかなとも思ってます。 

＜改善運行・本格運行への移行条件＞に、「１便あたりの輸送人員」とか、「収支率の

前年度比較」とか、「１路線あたりの最大収支差額」とか、いろいろ基準があるんです

が、この北多摩地域だと、東村山市のコミュニティバスは、１００円運賃の割に収支率

は非常に高いと思いますし、利用者数も非常に多いし、そういった意味では非常に成功

してると思います。１００円運賃で拠点駅を結ぶサービス自体の意義が高いので、行政

として、コミュニティバスのあり方として、１００円運賃が間違っているとは、西武バ

スとして思っていません。そういった中で１００円という収支率を見てしまうと、割と

厳しいのではないかと思います。 

それと公共交通は、民間路線バスとして一応頑張ってる面も多少あるので、そこに影

響があったり、路線バスからの移行によって輸送人員を増やしたりすることは、方向性

としては違うのかなと思います。 

いずれにしても、こういうのは指標のひとつにはなるかもしれないですが、結局のと

ころ、市民がどういうサービスを本当に求めているのかをまとめていくことや、交通不

便地域や空白地域をある程度少なくすることも大事だと思いますし、正解はないと思う

んです。非常に活発な地域組織が多くできても、その全部の実証運行はできないと思う

ので、早いもの順でないと実証運行できないおそれもありますから、行政が負担できる

範囲内で、かつ皆さんがある程度理解できるもの、あとはほかの行政の水準とかとの兼

ね合いを見ていければ。 

ある市の話ですが、手数料とか、受益者負担の割合を市で考えている中で、コミュニ

ティバスの位置付けとして公費負担が３０、受益者負担が７０を目指したいということ

で、それに向けた努力・施策をやっていこうと交通会議でいろいろ検討しました。それ

に近いのかなと思いました。 

改善点をどこに置くか投げられても、たぶん地域公共交通会議での議論も難しいの

で、市がグリーンバスを現状どう考えているのか、短期の将来性のイメージ、この先の

公費負担の試算、今後の利用者へのサービスと、もう少し深く掘り下げていかないとい

けないのかなと思いました。 

・会長 

今後の会議の中で数的な基準について話し合っていくわけですが、大都市圏であるの

か、山間地域であるのか、地域の状況等によって全然違いますから、全国的に正解はあ

りません。これはその地域に応じた正解をどこかに求めていくしかない。その正解を求

めていく中には、やはり市が財政支出をする以上、最終的な決定をするのは市の役割で

すから、財政を含めた市の状況がこうであって、どこまでやるつもりなのか、市として

考えるレベルを出していただく必要はあると思います。 

・委員 

採算性にとらわれないとか、東村山市の収支率が良いという話は、すごく重要だと思

うんです。そのことを考えたら、こういう条件を満たしていれば、コミュニティバスを

走らせるべきという判断をするかもしれない。例えば、事業費に１億円かかる公費３

０％、受益者７０％を余裕で実現できる理想的な路線があるときに、実際に事業を実現

させるために市はプラス３，０００万円（３０％）出さないといけない。こうすれば事

業として具体的に実現できますという形を持ったとしても、市にお金がないからとすべ

てご破算になる可能性もあるわけです。 

要するに、これは公共事業としてやらないといけないと地域公共交通会議が判断した

以上は、市もやりますと言えるのか、市ができるか、できないかで判断するのか。市と



- 13 - 

してもミュニティバスのあり方をきちんと持っていないと、先に進まないと思うんで

す。 

・事務局 

この会議と市を別物だとは考えていません。この会議には私どもの職員、経営政策部

長とまちづくり担当部長、道路担当課長が委員として参加をしています。当然この会議

で合意が図られたことは、市民の皆さんも、行政側も、関係機関も合意した決定事項と

理解しています。先ほど言ったように、市への意見を言って、それができるかできない

かではなく、あくまでこの会議で考えられたことは、当然市も進めていくので、ご理解

をいただいきたい。 

・委員 

公共交通の認識というものを再認識してほしいというのが、現場の思いです。実際は

みんなが乗る交通機関ですから、民間事業者だとか、コミュニティバスだとか区別はな

いです。民間バス事業者としては、お客様がいて商売になるところなら走るんです。こ

の路線を復活して欲しいとか、延ばして欲しいとか、要望があっても走らないのは、道

路が通れないだとか、いろんなことがあるんです。今走ってる弊社の恩多環状線がスタ

ートしたときは本当に空気ばかり運んでいる状態で、大変厳しいです。どんな良い路線

でも、始まってすぐにお客様は来ないです。少しずつ慣れ親しんでこられて増えてくる。

その間の初期投資に大変な苦労があるわけです。 

例えば、この地域の初乗り運賃は１７０円ですから、通常は１７０円から対キロで運

賃が上がっていきますが、コミュニティバスは１００円です。１７０円頂いても事業の

継続が大変難しいですから、１００円で採算は取れません。１７０円の路線バスを１０

０円にすることは、利用者一人当たり７０円を市が補助をしているわけです。同じ乗合

バスという部分では、そこまで二重三重にサービスをしなくても１７０円で運行して、

その足りない部分を市が補助すれば補助金額はもう少し減るでしょう。その余った金額

を次のルートに回すこともできる。市の予算を使うことは、市民が負担をするというこ

とですから、料金を安くすると結局は自分に跳ね返ってくることを考えて欲しい。 

１００円ブームもあって最初のコミュニティバスをスタートしたときは、なかなか良

い数字で上がってて乗客もありましたから、楽観的な部分も多々あったんだと思いま

す。乗る人からすれば安いほう、１００円よりも５０円が良いでしょうし、極端な話、

税金でやるならタダで乗せろという人もいるかもしれない。安いから乗るということ

は、既存のお客様を取った、取られたというようなことになってしまう。東村山から医

療センターを通って新秋津に行くルートは、西武バスの既存路線である清瀬・久米川線

と所沢のドル箱のところを、青葉町から新秋津にかけて平行して１００円で通るわけで

す。西武バスも会社を存続できる形での路線ですから、これくらいしょうがないとご協

力いただいた結果、今のグリーンバスが走っているわけです。コミュニティバスも、民

間バスも、やはり公共交通、乗合バスとして安全に利便性を確保して走っている部分は、

乗る人にとって一緒なので、同じ土俵に乗せていただくことによって、また違ってくる。 

ずっと毎年同じ収支でやることもひとつの手でしょうが、運行初期にかかる補助金に

限度額を決めて、その範囲でやるとか。コミュニティバスだと、臨時で増発することも

できないし、ダイヤも細かく変更できない。例えば、雪の日にお客様を積み残すことも

多々あるわけですが、民間バス路線なら、予備車があれば予備車にお客様を乗せること

もできます。基本的に民間事業者が元気に頑張っていれば、公的な部分なしにできます。 

もうひとつは、公共交通の定時性の運行に関して、専用レーンだとか、今のロータリ

ーの改善だとか、いろんなインフラを行政に応援していただきたい。定時運行できない

現状として、２本ある横断歩道を歩行者がひっきりなしに渡るので、バスがロータリー

を１周できずにずっと止まってます。それと、雨の日は送りのマイカーが来て、バスが
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その後ろに着いてる状況。そうすると全く時間が読めなくてバスをあてにするといつも

の電車に乗れないから、マイカーで行ったほうが良いとか、駅前の駐輪場のスペースも

あるが、自転車で行ったほうが良いとかいうことになる。駅前に駐輪場を作れば、晴れ

てる日は自転車で来てバスには乗らない。普段は乗らずに雨の日だけ乗ってきた人に

「何でお前のところはいつもこんなに遅れるんだ」とか「電車に乗れなかった」とか、

現場の運転手は怒られても、空飛ぶわけにはいかないですから、イタチごっこの部分が

あるわけです。要するに、定時で走るからあてになって、自転車や車で行く人もバスに

乗り換えようという気になるのに、乗っても駅に着く時間があてにならなくてバス離れ

になった。 

西口の駅前ロータリーにしても、バスの発着スペースや待機スペースがあれば、バス

事業者としてはそこを基にいろいろ考えてできるんですが、そこが限られてしまうと、

新たに路線を引くこともできない。路線バスが時間どおりに走れるように駅前ロータリ

ーなどの環境整備を税金でしたり、今あるものをさらに活かす方法を市民も含めてお知

恵を頂きたい。そういうインフラが完成して安定的に定時運行ができてくれば、自転車

やマイカーから公共バスに乗り換えていただける。自転車は本当に滅茶苦茶な感じで走

ってくれるので、自転車の事故は大変多いと思うんですが、交通安全の部分も含めて、

やはり総合的に考えていかないといけない。 

・会長 

総合的な考え方はもちろん重要です。例えば、今のグリーンバスの運賃は、周りも１

００円だったこともあり、あまり議論をしなかったと思いますが、これからも１００円

でやると決めてるわけではありませんので、整合が取れるような役割分担の基準を決め

ていく中で、当然議論が出てくるわけです。簡単にできる話ではないですが、例えば、

道路を広げるとか、ターミナルをさらに大きくするとか、今ある資源の中で整備できる

環境もあるでしょうから、バスがきちんと走れる環境作りなどの議論がきちんとできる

ガイドライン構成にしていきたいと思ってます。 

 

＜資料４＞【改善運行・本格運行】 

・委員 

利用促進に向けての行動が最後に書いてありますが、利用促進に関しては、新規路線

を考えていくよりも先なのかなと思いました。走らせた後は守り育てて、地域のまちづ

くりにつなげていくのであれば、現在運行されている路線で実際に活動をしているの

か。久米川町循環の利用者が非常に少なかったですが、第１回目の会議では、まだ市で

特段の促進活動ができてないという話でしたので、市で出ている利用促進に関する具体

的な案とか会議は、ここ以外に進められているのでしょうか。 

・事務局 

公的には、この地域公共交通会議です。 

・会長 

今ある路線について課題があることは、今までの流れでわかっている話ですから、利

用促進や地域での取り組み方法の議論は、ガイドラインの策定と並行しながら進めてい

く必要はあります。その進め方は、もう一度検討させてください。 

・委員 

利用者を増やしていくことが非常に大切だということで、第１回目の会議のときにグ

リーンバスＰＲが足りないとか、ホームページをもっと活用するとか話が出たと思いま

す。まちのイベントとかと連携を深めていかなければとか、事務局からもあったと思う

んですが、それから半年以上経って、どんなことをしてきたのかを聞かせていただきた

い。ガイドライン作るのも大切なんですが、【改善】の前提は、やれることをやった後
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だということです。 

・事務局 

確かにいろんな場面で市民から利用促進といったこともいただいています。 

特に久米川町循環の関係で、ルートの中にある酒造メーカーが、年に何回かイベント

を開いていることは、私どもも承知しています。実はそのときにかなり多くの人が出る

ので、イベントに合わせてバスに乗っていただけるのか、物理的に増便ができるのか、

踏み込んで相談や検討をしました。現実として今所有しているグリーンバス車両の台数

とか、バス事業者の課題でもある運転手の雇用の関係であるとか、実際の利用促進の内

容など、まだまだ勉強しないといけない部分もあります。いつどうするのか、どちらが

費用を負担してやるのか、具体的なところまでは詰めていませんが、事業者と話をしな

がら、お互いに可能性を探っているところです。 

利用促進に関しての経過としてもう１点、まだホームページレベルなんですが、事業

者から報告していただいている月ごとの乗車数実数を、増減動向を含め昨年度から毎月

示しています。議会等で補助金の推移も示したらどうだという意見もいただいてます

し、バス車両の中に表示するとか、いろんな場面でお知らせしながら、総合的に判断し

て順序立てて情報提供、促進に努めています。 

・委員 

スポット的なイベントに合わせてお客様を増やそう、情報を開示しようという努力を

されているようですが、最初に言った常に生活の足として使っていこうとする利用者を

増やしていく努力はどこにあるのかなと思いました。まだまだできることはあるのでは

ないかと思います。 

この会議は、ガイドライン作成が大きな課題ですので、それに集中したほうが良いと

思ってます。ですから、グリーンバスについて、こうやったほうが良いというアイディ

アをたくさんの市民から集めて、来年に是非活かしてほしいと思います。 

・会長 

この会議の中で提案されていることすべてができたかどうかは別にして、この地域公

共交通会議で具体的なアイディア等も含めて出た意見を、事務局も実施できることはき

ちんと実施し、報告してもらうようにしたいと思います。 

・委員 

「利用促進の取り組み」はとても大事ですが、それと今回の会議とは趣旨が違うし、

より細分化している部分なので、やはり地域、若しくは路線ごとにうまくＰＤＣＡサイ

クルがつながるようなものを個々に組織できれば、本当に地域の活性化にもなるだろう

し、それだけに終わらない、より良いものになるような気がします。 

・会長 

全体でこうやるべきと決めるより、むしろ実際に運行するそれぞれの地域でいろんな

ことができる仕組みにしておく意味合いもありますね。 

・委員 

「運行継続の判断」の＜運行継続要件＞は、非常に難しいと思うんです。コミュニテ

ィバスの本来の目的を考えますと、ここを基準にして残りは廃止という、事業者のやり

方になってしまう。まだ検討段階の黒丸ですが、数で決まってくる収支の状況とか納得

できないので、実情を加味するような形でできないかなと思います。 

・会長 

よく言われる“空気を運んでいる状況”では、皆さんがそこに対して税金を投入して

いることに納得してもらえないでしょうから、その境目がどこだろうと考えながら作っ

ていかないといけません。こういった基準を実際に作ってやっているところのケースで

言うと、例えば、３年間で基準をクリアすれば本格運行基準になる。本格運行に移行し
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た後も定期的にチェックをして、大幅に、あるいは何年にもわたって基準をクリアでき

ない場合は見直しを図っているところもあります。 

特にこの運行継続の判断と、本格運行後の判断基準の問題、どのくらいの期間をもっ

てこの判断をするのか、非常に重要なところですから、皆さんに次回まで少しお考えい

ただき、いろんな意見を出していただいた中で、東村山にとって一番良い、みんなが納

得できる形の基準を作っていきたいと思います。 

・委員 

「運行継続の判断」はすごく難しいですが、コミュニティバスを走らせることで高齢

者の外出機会が増えて健康になられたりとか、商店街の活性化につながったりとか、コ

ミュニティバスの福祉的な意義がものすごく高いと思うので、運行継続にあたって、地

域組織がこの地域公共交通会議の場で、地域の実績、コミュニティバスで地域の活性化

につながった部分を具体的にアピールするとか、地域組織で図った地域での取り組みや

連携とか、ほかの地域にも納得していただけるような運行継続ができる形とか、継続の

判断のかかるところに意見を言えれば良いと思います。 

・会長 

その地域の実績だとか、その効果であるとか、そういう意見を地域がＰＲできる場は、

非常に良いアイディアだと思います。そういうことを是非入れましょう。 

・委員 

私は東村山市に来て１０年経っていないですが、ずっと東村山市で生まれ育った人に

は、民族性というのか、東村山市特有の風土が根強くあると思うんです。 

前にインターネットで検索していたときに、『学生時代にバスを利用した人は、社会

人になっても使う傾向が高い』という委員の書いた文章を見ました。私は江戸川区で生

まれ育ったので、通勤通学、ずっとバスを使っていたこともあり、こちらでもバス路線

を利用するのが当然だったんですが、私の周りでグリーンバスを利用している人が１人

もいなかったので、残念だなと思ってます。 

近所のお母さんたちに話を聞いてみても、大体の人は、バスなんて念頭にない。車に

乗れる人が多く、ペーパードライバーや免許を持っていない人は、友人の車に乗せても

らったりしているようです。車を持ってない人に「普段バス使ってる？」と聞きました

ら、「雨でも合羽着て駅まで自転車」、最寄りの路線が本数の少ない久米川町循環なので

「ないのも同然」くらいのことを言われました。雨がひどいときに家族で移動するとき

は、東村山までワンメーターだからタクシーを呼ぶそうです。 

元々住んでいる人は大体車を使うので、バスを使う文化がないのかなということと、

免許を持ってない人は駅の近くに住む傾向があると考えると、東村山市とバスの文化

は、どういう形がしっくりくるのか、わからなくなりました。会長が先ほど大都市圏や

山間部、地域ごとに正解があるとおっしゃったんですが、“東村山市らしい”というの

がどういうことなのか、引っかかっています。 

・会長 

すごく大切な話をしていただいた気がします。やはりそういった観点も頭に置きなが

ら、東村山で通用するガイドラインを作っていく必要があると思います。 

この後の議論は次回、もう少し具体的に進めていきたいと思いますので、皆さんも是

非、今日の素案、たたき台の中で、今後何が必要かということをいろいろお考えいただ

いて、是非次回、またご意見いただければと思います。 

 

○その他 

・会長 

それでは、その他に移らせていただきます。 
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・事務局 

今年度はあと４回の会議を予定しています。次回は、会長と相談させていただきなが

ら、本日いただいた意見、内容を踏まえて、項目的に加えるべきものを補足して次回の

資料とできればと思います。 

次回、引き続きこのガイドライン素案をご協議いただきますが、できれば第２回の日

程を９月４日（火曜）午後２時から開催させていただければと思います。 

残りの部分は進行に応じてとなりますが、現在の予定として、第３回が１１月ごろ、

第４回が１月ごろ、第５回が３月ごろと、概ね２ヶ月おきに開催をさせていただき、ガ

イドラインの策定をしていきたいと考えています。 

・会長 

既に９月４日がどうしてもダメということでなければ、できるだけご協力をいただく

ということで進めさせていただければと思います。 

 

３．閉会 

・会長 

それでは以上で、本日の議題は終了しましたので、これをもちまして、今年度第１回

の東村山市地域公共交通会議を閉会したいと思います。ご協力どうもありがとうござい

ました。 
 

 


