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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２４年度 第５回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年３月２１日（木）午後２時～４時 

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・山田有子委員・薄井政美委員・松原久寿委員・児玉芳

枝委員・土屋隆志委員・高橋袈裟男委員・中島和洋委員・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 

 

（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：山本宏昭委員・若林淳委員・脇坂義祐委員・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 ８名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 コミュニティバスの基本方針 

 コミュニティバス導入・改善に向けた取り組み内容 

 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。 
小林忍（警視庁 東村山警察署 交通課長）→ 中島和洋（左同） 

 

○関係者紹介 
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） 

 

○傍聴希望者の確認 
・会長 
開会に際し、本日の会議の傍聴希望者について確認です。 

・事務局 
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現在、６名の傍聴希望者がいます。 

・会長 

６名の傍聴希望者に入っていただいて、ご異議ございませんね。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴について許可します。 
・ ・ ・ 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。会議傍聴されるにあた

りましては、東村山市地域公共交通会議の傍聴に関する定め、第４条、傍聴者の遵守事

項等をお守りいただきまして、会議の円滑な運営にご協力をお願いします。 
次に、委員の出欠の確認です。 

・事務局 

本日、１６名の委員のうち、１２名の出席、過半数以上となっていますので、会議の

成立要件を満たしています。 

・会長 

会議の成立要件を満たしているので、ただいまより、平成２４年度 第５回 東村山市
地域公共交通会議を開会します。 
 

２．議題 

・委員 

本日の協議に先立ち、前回の会議で議論になった、コミュニティバス事業の公費負担

の考え方について、改めてご説明したいと思います。 

これまで市の内部協議において、現在の市の財政状況、財政体力等から考えた場合、

現時点での条件目安が約５，０００万円というのが、理事者と財政所管を含めた共通認

識事項です。現在、会期中である３月定例市議会でも、市長は、市全体の事業との兼ね

合いの中、今後さらに検討していきたいと答えています。 

この会議の中で１年半弱、新規路線の構築、既存路線の再構築に向け、その基準・ル

ール化をガイドラインとして協議し、ガイドライン策定後は、引き続き、早期にランニ

ングコストを縮減する方法・対策・手法等を、新規路線の検討と並行して協議し、具現

化できるものから順次実施していければと思っています。 

具体的な収入を増やす手立てとしては、既存ルートをさらに利用者増が見込めるルー

トへ変更して収入増を図る。あるいは、バスの運賃を改正して収入増を図る。そして事

業費を減らす手立てとしては、経営努力により縮減する。ルートの走行距離を減らせれ

ば縮減につながるので、既存ルートの距離を減らせる路線・箇所はないか。運行ダイヤ、

特に日曜・祝日等の利用率・利用者はどうなっているのか、再整理する必要があると考

えています。また、久米川町循環は、現在、収支率が４０％に達していません。この久

米川町循環をどう立て直すのかも喫緊の課題になるととらえています。 

コミュニティバス事業は、民間路線バスを優先させ、民間路線バスのない地域をコミ

ュニティバスで公共交通網を補完させるというものですので、バス事業者には、改めて

民間ベースでの路線構築を再検討していただければ非常にありがたいという思いです。 

いずれにしても、地域公共交通会議は、道路運送法に基づく会議ですので、この会議

での合意事項は、重く受け止めさせていただくべきものと考えています。 

・会長 

この件について、意見がなければ議題に入ります。 
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○資料の説明＜コミュニティバスの基本方針＞ 

・会長 

本日は、これまで議論してきたガイドラインの内容を決定していきたいと思います。

資料は、前回の会議と、その後にお寄せいただいた意見を基に作成されています。それ

では、事務局より資料の説明をお願いします。 

・事務局 

資料の説明に先立ち、今回の会議で意見をいただきながら、合意を図る内容について

改めて確認したいと思います。 

コミュニティバスを継続する上で、課題や今後のあり方を検討するため、平成２２年

度に開催した東村山市公共交通を考える会により、現状や課題等に関する考え方・意見

等を整理し、検討内容を報告書としてまとめていただきました。この東村山市公共交通

を考える会について、共有する課題・意見等を踏まえ、実効性のあるコミュニティバス

事業をはじめとする地域公共交通に関する事項について協議し、合意形成を図る場とし

て、道路運送法に基づく、この東村山市地域公共交通会議を設置しました。 

平成２３年度の会議では、この報告書に示された基本方針・具体的方針の実現に向け、

さらに市民との協働による、地域の皆さんが守り育てるコミュニティバス事業の具体的

な方策として、バス路線の新規運行や既存路線の運行改善にあたっての基準や、市民・

行政・交通事業者の責任や役割などを示すガイドラインを作成することについて、概要

や手順を確認した上で、合意をいただきました。 

それを受け、平成２４年度の会議では、委員の意見を基に、ガイドラインの内容をま

とめました。第１回、第２回の会議では、新たなバス路線の検討や既存路線の運行改善

を進めるにあたり、全体の流れや市民・行政・交通事業者の役割、取り組み内容の必要

性について協議し、確認してきました。第３回の会議では、前２回の会議の意見を踏ま

え、意見に対する対応内容、検討に必要と思われる基礎情報等を整理した上で、ガイド

ラインに示す基本方針にかかる検討地域の考え方や要件について協議した上で、合意を

いただきました。第４回の会議では、これまでの会議を通じて確認・合意をした内容、

委員の意見に基づいてまとめたガイドラインの全体構成を含めたコミュニティバスの

基本方針、検討の流れ（事前準備、運行計画の作成、実証運行、本格運行・改善運行）、

それぞれ検討していく時点の取り組み内容について、協議をしてきました。 

本日は、これまでの会議を通じて、確認・合意を得た内容、前回の会議、あるいは会

議後の意見を反映させながら、ガイドラインの最終案としてまとめました。ガイドライ

ンの合意に向け、確認・協議をしていただきたいと考えています。 

 

＜資料１＞地域公共交通会議の意見と対応方針 

第４回の会議とその会議後の意見、その意見に対する対応方針を整理した。 

 

＜資料２＞コミュニティバス新規導入ガイドライン（案） 

今全く走っていない地域に新しくサービスを始めようとしたときに、どういう手順で

やっていくかというときの冊子。 

 

＜資料３＞コミュニティバス運行改善ガイドライン（案） 

既に市内を走っているコミュニティバスのサービスを、将来も今と全く同じサービス

としていくわけではなく、必要に応じて改善していかなければいけないため、その改善

をおこなっていくための冊子。 

※＜資料２＞と＜資料３＞の基本的な考え方は同じ。 
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＜資料２＞ 

コミュニティバスの基本方針【Ｐ．２】 

①上位計画におけるコミュニティバスの位置づけ 

『基本目標「みんなが快適に暮らせる、活力と魅

力にあふれたまち」の実現に向けた』 

②コミュニティバスの役割 

『公共交通空白・不便地域の解消』、『鉄道・一般

路線バス網の補完』、『市民生活に密着した施設

へのアクセス向上による地域の活性化』 

 

①コミュニティバスの検討地域 

特別な土地の使われ方をしているところを図で

示すように変更【Ｐ．３】 

 

それぞれの地域がどの条件を満たしている優先

地域（丘陵地域・高齢化地域・人口密集地域）か

を図に示すように変更【Ｐ．２４】 

＜資料１＞ 

・「はじめに」に記載されてい

る「賑わい・活気のある街づ

くりを目指す」という目的が、

コミュニティバスの役割で、

ほとんど触れられていないの

は違和感がある。 

 

 

 

・人が住んでいない八国山緑地

や、浄水場が検討地域として、

色が塗られているのに違和感

がある。 

・ガイドラインの検討地域の図

面を見た人が、不公平だと感

じないように気をつけてほし

い。 

 

この基本方針は、委員の意見を反映させた内容ですので、ご確認をお願いします。 

 

・会長 

それでは、この修正の対応に関して、何か質問、意見ありますか。特にないようでし

たら、次の議題でお願いします。 

 

○資料の説明＜コミュニティバス導入・改善に向けた取り組み内容＞ 

・会長 

次の議題に移ります。事務局より説明をお願いします。 

・事務局 

＜資料２＞ 

運行計画の策定【Ｐ．９】 

事業者の運行計画の助言は、必要なときに、

専門家の立場から計画へのアドバイスという内

容。 

 

 

 

 

運行経路を検討する段階で、警察・道路管理

者の意見を聞き、確認をおこなう。 

 

 

転回場所は、確保していくときに、市と地域

が協働で探していく。 

 

 

＜資料１＞ 

・事業者の運行計画への助言は、

その後の運行協定の締結する

際、周りから誤解を受けない

ように、関与の仕方に気をつ

けたほうが良い。 

・交通事業者としては、可能な

範囲での一般的なアドバイス

となる。 

・運行経路案を検討する段階で、

警察や道路管理者の意見を聴

いたほうが良いのではない

か。 

・運行経路の検討の中で、「回

転場所」を確保するためには、

市・事業者から強力な支援が

必要ではないか。【会議後】 
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原則、市内の経路。市外の場合は、該当市と

対応方法を検討する。 

 

 

 

＜参考資料＞ ４０％という数字を出すに至

った公式の資料。必要に応じて行政が示し、説

明するように取り扱いたい。 

地域公共交通会議での協議【Ｐ．１８】 

目安として４０％と記載をしているが、目標の

５０％以上をガイドラインに明文化した。 

 

 

コミュニティバス新規導入の全体フロー図 

【Ｐ．２１】 

検討の目安をフローの右側に入れた。 

 

 

地域公共交通会議を定期的に開催する中で、

それぞれの地域がどういう状況になっているか

をすべて共有しながら進め、それを念頭に置き

つつ予算措置等もおこなっていく。 

 

＜資料３＞ 

地域公共交通会議での協議【Ｐ．１９】 

実際に目標とする収支率５０％をガイドラ

インに明文化した。 

 

・地域のニーズが、市外の駅の

場合、どのような対応となる

のか。あくまで市内限定なの

か、どこかに記載したほうが

よい。【会議後】 

・実施要件の「収支率４０％」

の根拠を示すべできはない

か。【会議後】 

・実施要件の「収支率４０％以

上」については、目標収支率

５０％についても示したほう

が良いのではないか。【会議

後】 

・運行計画書の策定は、地域に

よって検討期間は異なるが、

実証運行からの流れは期間を

示すことができるのではない

か。【会議後】 

・市の予算の確定時期によって、

実証運行の開始時期に影響を

与えて、問題となることはな

いか。【会議後】 

 

 

・実施要件の収支率の条件が明

記されていない。新規と同様

に、具体的な数値を示すべき

ではないか。【会議後】 

 

既存の運行をしていく中で、必要と判断した時点で、市民・運行している交通事業者・

運営主体である市から、検討を開始するお声がけをしていくことになるかと思います

が、それ以降の基本的な全体の流れは、同様に進めていきたいと思っています。 

 

・会長 

それでは、前回の意見を基に修正という形で、ガイドライン（案）を改めて出してい

ただいたわけですが、これについてご意見あれば、お願いしたいと思います。 

・委員 

＜資料２＞Ｐ．１０～Ｐ．１１で、運行計画素案の策定と、需要調査を同時に実施し

て採算性を見ていく話だと思います。実質それが良いと思いますが、新たなルートにな

ると、試算の収支率が非常に下がってくると一般的に考えられます。 

市から利用者数の目安などをしっかり示していただいて、またある程度の利用者数の

見込などを出していただいた上での収支率４０％ですが、今までの形でいくと、かなり

収支率落ちるのではないか。 

このガイドラインに載せる、載せないという問題ではないのですが、例えば、運賃を

上げることによって収支率を上げる、あるいは距離を減らしていくとなると、今までの

１００円を変更して、試算の収支率４０％と考えていくのでしょうか。さらに、１００
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円より上乗せした形を暫定的な運賃として、実証運行を実施するのか。その場合、既存

路線との運賃の整合性、試算の収支率４０％の考えなど、いろいろ派生してくることが

多いのではないかと思います。現実には、収支率４０％、５０％近くある路線もあるわ

けですから、いろんな単位ルートごとの収支率となると、結構判断難しく、どこでどう

判断するのか、あるいは最終的な運賃をどうしていくのか、路線ごとに見るのか、全体

で見るのか、その辺が私自身ではっきり分からないので、お聞きしたいと思いました。 

・事務局 

まず、４０％という部分では、ご意見のとおり非常にいろいろなケースが考えられま

す。＜参考資料＞Ｐ．８で、前回も少し触れさました。それぞれ各自治体の中で走って

いるコミュニティバスの現在の運営形態としての収支率だと理解をしています。当然、

東村山市についても、現在の運営形態の中での収支率として出し、その中で、それぞれ

の路線の数値が出ていて、今の運行形態でいくと、現実的にその４０％が、今後コミュ

ニティバス事業を継続していく上でのひとつの目安・目標値になるだろうと考えていま

す。また、最終的には、５０％以上を目指すという意見をいただき、ガイドラインの中

の収支率を編纂させていただいた経過があります。現在のグリーンバスは、１００円の

均一運賃で運行していますが、＜資料２＞Ｐ．３、コミュニティバスのサービス方針で、

今回、ガイドラインに沿って検討していく中で、運賃が１００円～１７０円とあります

が、１７０円は、この武蔵・相模ブロックの民間バス路線の最低運賃です。その運賃と

プラス対距離運賃（距離が進むごとに運賃が上がっていく運賃体系）など、様々な運賃

体系を考えながら検討することを想定しています。車両についても小型バスやジャンボ

タクシーと書いてありますが、乗客数によって、少し大きいワゴン車、バスよりも乗車

数の少ない車両を検討する中では、その条件、収支率がかなり変わってくる要素がある

と思います。ただ、基本的には、現状の運営形態の中での目安として、４０％を目標数

値、ひとつの基準としていると考えています。 

・会長 

収支率は、今現在走っているものであれば明らかに出てきますから、あまり難しい話

ではありませんが、ないものに対して試算をして、４０％を想定することに、かなり難

しさがあると思います。４０％を満たすことがチェックポイントとしてあるのは、実証

運行のスタートの段階で、このコミュニティバスを将来まで十分に続けていける需要が

ある、一定の収支率を確保できる中身だということを想定し、スタートさせたいわけで

す。そして、皆さんに同じ意識を持っていただきたいということです。 
だから、複数の運賃を想定したパターンが並存してもかまわないと思います。そうい

う様々な想定の中から、４０％にいきそうだから実証運行に持っていきたいという意思

表示でかまわないと思いますし、それを地域公共交通会議で見て判断する。確かに、い

ろいろなケース・やり方が考えられますから、今後いろいろなケースが発生したときに

考えることかと思います。 
難しいですが、この段階では、ガチガチに４０％ということではないと思います。 

・委員 

かなり早い段階で、収支率４０％が出せるのかという気もします。 

今までの路線を考えてみますと、地域に要望があったら、３０％くらいからでもやっ

てみるのか、やってみないのかということもあります。もちろん、細かく資料として出

して、その上での判断になるのですが、５，０００万という厳しいことがあるので、最

初からその形でスタートしていかなければ、ほかもかなり厳しく削られる状況なので、

私は、もう少しはっきりさせたいという気持ちがありました。 

・委員 

運賃全体の考え方を確認したいと思います。今のコミュニティバス「グリーンバス」



- 7 - 

は、全路線１００円ですが、路線によって運賃が違うことを認めていくのか。新規で考

えていく場合、１００円で、利用者が確保できて、収支率が４０％見込めることが一番

良いですが、ニーズ調査すると、１７０円、２００円の運賃にしなければ４０％を収支

率と試算できないとき、その路線だけを値上げするのか、市民は、コミュニティバスを

一体として見ているわけですから、全部を値上げしていくのか。 

通常なら１７０円だが、この路線は短いから１００円で良いという安いパターンはあ

ると思います。でもここだけ突出して１７０円という、考え方そのものは、詰めておい

たほうが良いのではないかと思います。 

・委員 

運賃の関係は、当然、この会議の中で協議していくべき課題と考えていますが、今の

１００円スタイルは、華やかにデビューしたムーバスを追いかける形で実施しましたの

で、運賃としての議論がなされていません。ですから、これからの会議の中で、コンセ

プトに合って進める場合、どういう運賃体系が良いのかについて、ぜひ議論していくべ

きものだと思います。 

・委員 

民間バス事業者の立場から言えば、現時点で、東村山市内でも、民間バス路線では、

１７０円だったり、１９０円だったり、同じバスサービスの移動で運賃が違います。グ

リーンバスでは１００円で移動ができる。むしろグリーンバスが走っている地域のかた

は１００円で移動ができるのに、民間バス路線があるところでは、１７０円だったり、

１９０円だったり、北多摩地区では本当にどこでも抱えている問題です。 

今おっしゃっているのは、コミュニティバスの中で、グリーンバスの各路線で運賃が

違って良いかというお話だと思います。確かに例としては少ないと思いますが、同じ自

治体が補助している中でも、コミュニティバスという位置づけプラス路線バスの補助で

やっているところがあって、そこは運賃の格差があります。同じ自治体が絡んでいると

ころでも、乗車人員が少ないコミュニティタクシーの場合は、どうしても１人３００円

均一にせざるを得ないという形で、バスとタクシーで分かれてしまっているところな

ど、パターンとしては結構あります。グリーンバスの中でも、この路線はやはり長くて

経費もかかるから、負担としても大きくしなければいけないとなるのか。グリーンバス

のブランドの中では、同一にしなければいけない、一律で全部の路線を上げていかなけ

ればいけないという話になるのか。たぶんそれは、地域ごとの話の中では、この会議中

心に、いろいろ議論を重ねていくべきなのかと思います。 

・会長 

例えば、杉並区は、同じ南北を結ぶ機能を果たす路線が４路線ありますが、１路線だ

けは、民間事業者が、事業者ベースで運営し、普通の運賃でやっている路線。それと、

１００円のコミュニティバスが並存しているケースがあります。ただ、全体の事例とし

ては、形態の違うコミュニティタクシーとバスの中では、大抵の場合は違いますが、１

つのコミュニティバスという中で運賃が違うケースは、ほとんどありません。 

ただ、地域の事情を勘案しながら計画を立てていく段階においては、こういう状況だ

から運賃をこうしたいと、地域の中から上がってきてかまわないと思います。ですから、

現状のグリーンバスが１００円だから１００円が前提で、どう考えても１００円を動か

さないと、この需要では４０％いかないという状況のときに、例えば、運賃を少し変え

てみたらどうだろうという議論は、当然その地域の中であってしかるべきだし、それが

上がってくるのは、別にかまわないと思います。運賃をそろえなさいとは、触れていま

せんので、あくまでこれは私の意見ですが、地域の状況に応じて、違う運賃でやってみ

ることは、ありだと思っています。 

・事務局 
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この会議でガイドラインの作成に関連する意見として、これまで運賃、運行形態の話

が出てきたことは認識しています。また、今の運行体制を大きく変えることを前提に、

このガイドラインを策定してきたわけではありませんので、新たに検討する場合、また

既存の運行改善をする場合、いわゆる計画を立てる、試算をする段階での幅として、運

賃の考え方なども出てくると思います。事務局としては、今ある東村山市コミュニティ

バス「グリーンバス」の運行形態、運賃について、意見・協議いただきながら、研究を

深めていく必要があると考えています。 

・委員 

最初に、市としては、ほかの兼ね合いを見て当面５，０００万の話がある中では、今

１００円の近隣のコミュニティバスも運賃を上げて、市の財政負担を圧縮する、公平性

を保とうという動きが結構多いです。近くでは、小平市が既に１００円を１５０円にし

ていますし、清瀬市は元々１５０円でやっていますし、西東京市が１００円運賃を見直

しています。会長が深くかかわっている八王子市も既に変えられていて、どちらかとい

うと運賃を上げています。今グリーンバスの路線の運賃を上げれば、市の負担額は、お

そらく少し圧縮できると思います。そうすると新たに違う路線の部分も負担ができるこ

ともあります。 

チェックポイントの収支率４０％が難しいというお話でしたが、例えば、日曜・祝日

は、ご家族の車があるところが圧倒的に多いから、平日だけの運行にする、日中だけの

運行にするといった工夫によって経費を圧縮することもできます。どうすれば４０％に

なるかという考え方と一緒なので、グリーンバス同士での格差も必要になる場合もある

かもしれませんし、運行の仕方も多少違っても良いのではないかと思います。 

・委員 

やはり収支率の目標は、はっきりとあって、不便なところ、要求度の高いところは、

それなりに運賃を高く設定するという努力をしていくという形になりますと、同じ市民

として非常に不公平感が、同じ税金払っているという声も出てくるのではないかという

気もあります。私としては、市内を走る同じコミュニティバスとして、収支率のデコボ

コを考えて、極端に距離が違うなどの調整を最終的にする。ただ、実証運行のときは、

暫定的に違うのかと思っていました。 

・会長 

試算はあくまで試算ですから、試算の段階で４０％になるか、ならないかで足きりを

するという話ではありません。４０％という収支率を挙げている一番大きな理由は、あ

る程度その負担・分担をしながら、先に続けていけるものにすることですから。そのた

めの工夫として、どんなことが考えられるのか。今グリーンバスは休日も走っています

が、休日は需要がなさそうだから、平日だけの運行にしてみるなど、その地域の状況を

見ながら考えていった結果として、４０％を満たせる計画をしていくことが大切だと思

います。だから、試算の段階で４０％に達していないからダメだというためのものでは

ない。足きりのための数字ではないということです。 

・委員 

やはり運賃は、平成２５年度に入って、早急に協議をしたほうが良いと、強く感じま

した。 

・委員 

最初、公費いくら投入できるのかという話がありました。話自体、私はすごく重要な

ことだと思います。特に最後におっしゃっていた、この会議での合意事項は、重く受け

止めるべきだという一文は、やはりガイドラインにあったほうが良いのではないかと思

います。市の財政事情まで詳しく入れる必要はないかもしれませんが、市の財政事情が

どうあれ、会議での合意事項を重く受け取り、含めるべきだと考えるみたいなことが、
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私はどこかにあったほうが良いのではないかと思います。そういう事情を地域のかたに

も考えていただいたほうが良いと思います。 

・会長 

具体的な数字の財政事情は、変動するものですから、ガイドラインに出す必要はない

と思います。 

・委員 

結局、この会議自体の大前提がそこで始まったわけですよね。市の委員もいらっしゃ

るし、ここで決めた形でいきましょうというのが大前提で、私たちが予算について聞く

と、それは会議がきちんと決めればいいという形で、ずっと進んできたように思います。

その形が、最初の段階で４０％がかなり重くきて、なかなか進まない場合も出てくるの

ではないかという危惧がありましたので、この会議で決められたものが先だと思いま

す。 

・委員 

その予算の編成権、執行権については、市長の専任事項になりますので、この会議で

決めるべきものではないし、決められないものだと理解しています。そうは言っても、

やはりこの会議は、道路運送法に基づく会議ですので、そこは重く受け止めさせていた

だくと述べさせていただきました。 

・委員 

私の感覚だと、＜資料２＞Ｐ．１２とＰ．１５に、地域公共交通会議で実証運行の実

施の可否を判断する部分、本格運行の実施の可否についても、適切に検討がおこなわれ

た上で、この会議にゆだねるという記載があるので、この会議が主体となって、結構重

要な判断をしますと記載されていると思います。 

・会長 

このガイドライン自体は、市民の皆さんを含めた関係者が、コミュニティバスの運行、

計画から運行、利用開始、市で進めていくための道筋を示しているものですから、市が

重く受け止めるべきかどうかは、ここに書く話ではないと思います。だから、地域公共

交通会議の判断がどういう意味を持つかがきちんと書かれていれば良いと思います。そ

の書き方が、もし弱いのであれば、少し考える部分があるかと思いますが、きちんとそ

の段階を踏んだところで地域公共交通会議が判断するということは、書き込んでありま

すから、その結果は、少なくともこのコミュニティバスの新規導入・運行改善の、いわ

ば最高判断であるということは間違いないわけですから、それを市が重く受け止めるべ

きかどうかを書き込むのは、なじまない気がします。 

・委員 

筋から言えばそうなのですが、それだけ実現性に向けた不安があるということです。 

・会長 

地域公共交通会議がそういう段階を踏んで判断したことは、それ自体が重い判断です

から、予算との対決はあるかもしれませんが、当然やると決めたことであれば、多少の

時期がずれることがあったとしても、やる方向になるわけです。 

・委員 

ガイドラインができた後は、もちろん最初に取り組むのは改善ですが、新規でも、コ

ミュニティバス検討地域は、大雑把に６地域を市が出したわけです。出しておきながら、

手が挙がってこないから手をつけないのか。市も一体となって交通不便を改善していき

たいから、地域組織を市自ら６箇所立ち上げていくのか。結局、予算がないからしない

のか。声が挙がってきたところだけ対応するのか。そういう全体の方針にもかかわって

くる気がするので、これから先、全く手のつかなかったところが出てくると思います。

それに対して、市はどういう考えでいくのでしょう。 
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このガイドラインそのものは良いものなので、このガイドラインに沿ってやっていく

ことになるのでしょうが、そこで交通不便地域が対象と言っているわけですから、もう

少し積極的に関与していくべきですよね。でも、予算から考えると関与できなくなって

きますよね。 

・委員 

思いが少し違う部分があるのですが、例えば、ある地域のかたの皆さん不便だという

思いは一緒です。ところが、そこをどう解決しようかというときに、目的地、移動日、

通る道路は、地域のかたの思いが別々にあります。そこは、市だけではどうすることも

できないので、地域組織を立ち上げていただいて、地域の中でその解決策を協議してい

ただきたいというのが、そもそもの発端です。ですから、地域のかたの役割、市・行政

の役割、交通事業者の役割を明文化して、手法・手順を示したのが、私はこのガイドラ

インだと思っています。ですから、ぜひ地域の中で、地域の課題を解決する場を持って

いただきたい。それで、どうしたら解決できるのかを協議していただくのが、地域の役

割だと思っています。 

・委員 

もちろん、そのとおりです。言葉にすると地域は固まっているのですが、実際はバラ

バラです。それをまとめるのが、なかなか難しくなっているから、市の役割はどうなの

ですかとずっと聞いてきているし、声かけくらいはやりますよね。 

・委員 

先程の説明で、新規路線もその都度、地域で声の挙がったところについて、必要な検

討会にはすべて市は入っていきますよと説明しているわけで、決して市が全然やらない

ということではないと、私は思っています。 

・委員 

地域から手が挙がって、全部積極的にやってきたのに、財政がないから、どうやって

走らせるか。地域で全然別個の路線を走らせるよりは、つながれば路線は案外、短い、

少ない路線でできるかもしれない可能性もありますが、自分たちは難しいと思うので、

ガイドラインができた後で、そのときに不公平感みたいな、苦情みたいなものが来ない

ように、うまくできればいいと思います。 

・委員 

そこは同じです。同じ市内の公共交通網として、不公平感はできるだけあってはなら

ないものだと、私は常々そう思いますので、そこは、いろいろな面で公平にできるよう

にということです。 

・会長 

要するにこのガイドラインで、少なくとも６つの交通不便地域に、機会の不公平はな

いはずです。そう作ったつもりです。ですから、６箇所から一斉に手が挙がることもあ

るかもしれません。当然、いっぺんにできないのは、誰が考えても分かるでしょうから、

どう優先順位をつけるのか、あるいは、２つを一緒にできないのか、そういう話は、そ

の後で出てくるだろうと思います。逆に、ある地域からは全然声が挙がってこない場合

は、とりあえず、挙がってきたところからやるしかない話だと思います。それは、その

地域が、地域として一生懸命なのだろうし、困っている証でもありますから、やはりそ

こからスタートしていく。本当にそれで、すべてが片付いてしまって、なおかつ、何も

言ってこないとすれば、本当に困っていないのか、あるいは、個人的な問題でなかなか

動けないのかという辺りのリサーチぐらいは、する必要はあると思います。 

まずはスタートしてみないと分からない部分もあると思いますから、決して、作った

ら一切、もう絶対変えませんという話ではありませんから、その動き方によって、もし

不具合が出てくることがあれば、当然、ガイドラインそのものを修正することもあり得
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る話です。 

・委員 

先程の意見、まさにそうだと思いますので、このガイドラインが良い、悪いではなく

て、ぜひ常に見直す気持ちで、変化して良いと思います。確かに、今回、たまたま自治

会若しくは地域で５人集まって、はい手を挙げて、たまたま運悪く集まらなかったと、

これは平等かというところで、ただ実際、順番的に通しやすい路線から通して、やって

みたら収支的に少し厳しいという実態がある。残った予算これしかないみたいなところ

がありますから、大きい目線と、細かく見る目線とが必要だと思いますので、これで終

わりとかではなくて、また見直していく、見直していくという作業が必要なのだと。確

かに、不公平感がどうしてもぬぐえない部分もないわけではないので、ぜひ一考してい

ただければというように思います。 

・委員 

東村山の道路の狭さが心配です。例えば、既存路線を変更する場合の道路幅員の規制

は、どうなるのですか。かなり規制が厳しいことも聞いていますが、多少狭いところで

も良ければ、東村山の実情に合うと思いますし、どうでしょうか。 

・事務局 

委員のご心配のとおり、このコミュニティバス事業が開始してこれまでの間、原則・

ルールとしては、道路交通法、車両制限令等の中で、一定幅員、目安基準があります。

これは、東村山市に限らず、ほかの自治体もそうですが、どうしても一部分、基準に満

たないところについては、そのほかの安全対策をとった中で、一定の許可が得られてき

たと認識しています。近年は、いろいろ車両の事故や、バスの運行の安全上、市民の交

通安全対策という部分を考え、今まで許可がいただけたところでも少し難しいという認

識はしています。ただ、具体的な場所や、新たなルートとして手続きを進めたことがあ

りませんが、基本的には、原則として、道路の構造・幅員等の条件に合わせた形で路線

を設定することが必要と考えています。それは、新規についても、変更についても、同

様のものと考えています。 

規制が厳しいという言葉が適切なのか分かりませんが、あくまでも基準に合わせた形

で計画をしていくのが、私たちの責務と考えています。 

・委員 

そのとおりですね。どこでも道路行政が遅れているということがありまして、車両制

限令などの法律を無視してやるわけにはいきません。要するに、車がすれ違えないとこ

ろに入ってきた場合、どうするのか。その車幅の車が安全に通れるところを設定してい

くのが、我々の仕事でもありますから、通れない車を無理に通すわけにもいきません。

その対策としては、緩和規制もあるのでしょうし、いろいろな対策をして、そこを通れ

るようにすることも考えられますが、現実的にはなかなか難しいので、やはりある程度

の道路幅員があるところを通すのが最良です。 

・委員 

既存ルートを改善しようと思って作った計画が、今よりもっと狭い道になってしまっ

たら、ダメですよね。地域の要求とかなりかみ合わなくなるということも出てくる。 

・会長 

新たに許可を得るところに関しては、やはり基準に基づき、また警察に確認をしてい

ただいて、安全に通れるルートを選んでいくしかないということです。工夫の仕方で、

どこまでできるかという話はあると思います。 

・委員 

今のグリーンバスの場合、最低道路幅員は何ｍですか。 

・事務局 
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現在のバスの車幅は、２．０８ｍですが、平成２２年の公共交通を考える会の中で、

２．１～２．２ｍくらいの車幅の車両を考えたときに、路肩を含めて最低でも、５．８

～５．９ｍの幅員が必要であり、路肩の幅員も場所で若干違いますが、バス車両が走行

できる道路は、おおむね６ｍ以上と思っています。 

もうひとつ補足をさせていただくと、実はワゴン車の車両幅は、１．９ｍくらいです。

バス車両より１０ｃｍ、２０ｃｍ幅が狭くても、おそらく通れる幅、走行ルートとして

検討できる場所は、すれ違いの幅も加味した幅員として、おおむね６ｍくらいの道路と

考えています。 

・委員 

一方通行は、もっと狭くても大丈夫ですが、今度は一方通行にすることについての議

論が出てきます。しかし、一方通行にすると困るという地域のかたが多く、非常に難し

いところです。今までそこから出られたのに、今度は反対まで出なければいけないのか

と。既に一方通行になっているところであれば、可能だと思いますが。 

・会長 

例えば、杉並区では、沿線の人が民地を提供してくれて、すれ違いスペースを確保で

きたケースや、それから、これは直接走れるか走れないかという問題とは少し違います

が、国立市では、一般の路線バスのバス停が、非常に狭いところに立っていて、結構待

つ人がいるのに、待つスペースもなく危ないので、そこの畑を持っている人が、１ｍく

らい譲ってくれて、バスを待てるスペースを提供してくれたケースがあります。ですか

ら、そういう沿線のかたの協力によって変わる部分もあります。 

・委員 

ガイドラインができた次に、たぶん何よりも先に取り組まなければいけないのは、運

行改善ガイドラインだと思います。今この現行の路線については、地域組織が全くない

ので、まずはそこから立ち上げていくことから、やっていかなくてはいけない。行政主

導になっていくと思いますが、この次の段階のタイムスケジュールは、もうできている

のでしょうか。 

・会長 

ガイドラインがスタートしたら、すぐに改善の作業に取り掛かれる準備があるかとい

うことですね。 

・事務局 

現在、平成２５年度の予算審議が進められていることもあり、現時点で申し上ること

ができることは、第４次総合計画の３ヵ年の実施計画で、平成２５年度に実証運行を開

始するという１つの大きな目標があります。その実施計画に沿って、そこを目標にして、

着実に進めていきたいと考えています。 

・委員 

今伺った実証運行は、新規路線ですか。 

・事務局 

実施計画の中では、特に明記していませんが、今、この会議の中でいただいた「まず

は既存路線の運行改善に取り組むべき」という意見を尊重しながら進めていかなければ

ならないと思っています。 

・会長 

すぐにスタートできるわけではないが、可及的速やかにできるように考えるという答

えだろうと思います。 

・会長 

いずれにしても、改善についての議論は、すぐに取り組まねばならないということに

なってくると思います。それが予算との兼ね合いを考えたときに、どれだけ予算を配分
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できるかという話にもつながってきますから、すぐに着手できる形で進められるように

したいと思います。 

・委員 

走行できる道とできない道が、かなりあると思います。走らせることがダメになって

しまうと、かわいそうなことになってしまいますし、がっかりさせてしまうことになり

ますので、データがあるのであれば、できるだけデータを渡して、具体的には、５ｍ以

下の道がダメなら、三角印など、情報を提供していただければと思います。 

・会長 

それは、以前の会議の中でも出てきました。ガイドラインの事前準備に、そういった

情報を提供すると書き込んでありますので、徹底してやっていただけるようにしたいと

思います。 

・委員 

私は、毎回の会議で疑問に思ったところ、引っかかったところなどは、明確に答えて

いただいたと思っています。前回の最後に５，０００万円の話があり、今回最初のとこ

ろで説明があったこともあり、私は、ある程度すっきり消化されました。ガイドライン

も、今までを踏まえて分かりやすく作っていただいていると思いますし、ご説明いただ

いた点も、すごく分かりやすかったと思っています。今日の目的が、ガイドラインを決

定することであれば、私は、すごくすがすがしい気分で、ガイドライン策定後、新規・

改善について、どうしていくかが、今後楽しみだと思っているところです。 

・委員 

基本的に、ガイドラインはこれで問題はないと思っていました。予算や平等性をこの

時点で煮詰めようとしても、あまり意味のないことなのかと感じました。どちらにして

も平等にいかないのは、仕方のないことだと思います。現実的には、まず、この後どう

進んでいくのかが気になるところで、やはり１日でも早く進めていければと思います。 

・会長 

最後に全体を通してと思ったのですが、もう全体を通した話で皆さんから意見をいた

だいていると思います。 

よろしければ、大きな修正のご意見は、特にないですが、今日いただいた意見を参考

にしながら、語句等を調整するということを前提として、この内容でこのガイドライン

をスタートさせるということについて、問題がないということであれば、それで進めた

いと思いますが、皆さんよろしいですか。 

・ ・ ・ 全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、調整する部分も含め、ガイドラインの進め方、最終的にはやりますという

ことを、皆さんにお伝えできるように進めていただきたいと思います。 

それでは、本日の議題により、ガイドラインがほぼ確定し、これをもってスタートさ

せてからが、もっと非常に大切なことがいろいろ出てきますので、そこはまた皆さんに

ご協力をいただくことにしたいと思います。 

 

○その他 

・会長 

では次に、その他ということですが、事務局からお願いします。 
・事務局 

１点目は、このガイドライン自体の今後のスケジュールです。本日、協議いただいた

内容で、ガイドラインの冊子の製本作業に入らせていただきます。このガイドラインが

冊子としてできあがりしだい、委員に送付したいと考えています。 
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合わせて、この地域公共交通会議を代表して、後日、会長から市長へご報告いただけ

ればと考えていますので、委員の皆様も、その旨のご承認をお願いしたいと思っていま

す。全体の日程としては、製本作業のスケジュールや会長の日程とすり合わせし、４月

中旬以降になるかと思います。 

次に、本日、ガイドラインを決定したことにより、平成２５年度から、市民・交通事

業者・行政と協働により、このガイドラインに沿った計画作りがスタートすることにな

ります。この会議の役割としては、今後、各地域から提案されてくるコミュニティバス

の運行計画、実証運行、本格運行・改善運行に向けた取り組みが、このガイドラインに

示された内容に合致しているかどうか、また市全体のコミュニティバス事業、市内の地

域公共交通の充実に向けて、この会議としての適切な意見・助言をいただきながら合意

形成を図る場として、継続的に進めていきたいと考えています。 

一方で、これまでの会議を通じて、公平性・不公平感も含めて、民間バスが走ってい

る地域と、コミュニティバスが走っている地域との運賃の格差があることや、そもそも

の運賃のあり方、また、コミュニティバスの役割、サービスの方針や、市民のニーズと

コミュニティバスがおこなうべきサービス基準との違いや、コミュニティバス自体のあ

り方・考え方について、今日もさらにご意見をいただいたところです。 

今後、コミュニティバス事業を着実に推進していく上でも、特に運賃体系の問題、今

後のサービスのあり方については、大きな課題のひとつととらえています。そのため、

この会議でさらに議論を深め、合意形成を図っていく必要があると考えていますので、

平成２５年度の会議の中で、ご協議いただかなければならないと思っています。 

・会長 

つまり、運賃を中心に、そのあり方をこの会議の中で議論し、方向性を出したいとい

うことですね。これまでの議論の中でも、運賃をどうしていくかが、非常に大きな課題

と言えると思います。先程、最初に決めたときには、あまり議論をしていないという話

もありました。やはり、どうあるべきかをきちんと議論すべきだと思いますので、運賃

を上げるかどうかを議論するのではなく、東村山市コミュニティバスの運賃がどうある

べきなのかを議論した上で、これまでどおり１００円でいくのか、それとも別の運賃に

するのかを決め込んでいく必要があると思いますので、年度明けからの、この会議の重

要なテーマのひとつとさせていただければと思います。 

・事務局 

ありがとうございます。平成２５年度の会議のスケジュール、進め方、流れについて、

会長とご相談をさせていただきながら進めたいと思います。また、今年１１月には、委

員の改選期を迎えるということもありまして、今の議論もできるかぎり早い時期に開始

をしたいと思います。第１回目の会議を５月中旬ごろまでに開けるように調整をさせて

いただければと思いますので、委員には、なるべく早い時期にご案内できるようにして

いきたいと思います。今後ともご協力のほど、よろしくお願いします。 
 

３．閉会 

・会長 

それでは、以上で本日の議題が終了しましたので、これをもちまして、平成２４年度 
第５回 東村山市地域公共交通会議を閉会したいと思います。本日は大変お忙しい中、
ありがとうございました。 
 

 


