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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年５月１７日（金）午後２時～４時０５分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）鈴木文彦会長・野崎満会長代理・中條基成委員・若林淳委

員・山田有子委員・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・野﨑元委員・中島和洋委員・諸

田壽一郎委員・島﨑政一委員 

 

（市事務局）肥沼都市環境部次長・進藤交通課長・當間公共交通係長・

藤澤主事・須澤主事 

 

●欠席者：関根康洋委員・山本宏昭委員・薄井政美委員 

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 １１名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 コミュニティバスの運賃の考え方と利用者サービス 

 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。 

脇坂義祐（東京都 北多摩北部建設事務所 管理課長）→ 野﨑元（同左） 

須﨑一朗（まちづくり担当部長）→ 野崎満（都市環境部長） 

 

○関係者紹介 

事務局員の異動 

 野崎（都市環境部次長）→ 肥沼（同左） 

 肥沼（交通課長）→ 進藤（同左） 

 尾作（交通課課長補佐 兼務 公共交通係長）→ 當間（公共交通係長） 

 

○会長職務代理の再指名 

東村山市地域公共交通会議条例に基づいて指名されている会長職務代理に変更があ

った。 

須﨑一朗（まちづくり担当部長）→ 野崎満（都市環境部長） 
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○傍聴希望者の確認 
・会長 
開会に際し、傍聴希望者について、事務局に確認します。 

・事務局 

傍聴希望者は、１１名です。 

・会長 

それでは、委員の皆様にお諮りします。１１名の傍聴希望者に、傍聴を許可します

が、よろしいでしょうか。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴者に入室していただきます。しばらくお待ちください。 
・ ・ ・ 傍聴者入室 ・ ・ ・ 

・会長 

まずは、会議に先立ちまして、傍聴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、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、会議の円滑な進行にご協力いただきますよ

う、よろしくお願いします。 
次に、委員の出欠について、事務局に確認します。 

・事務局 
委員１６名中、出席者が１３名、欠席者が３名となっています。出席者が、過半数

以上となりますので、会議の成立要件を満たしています。 
・会長 
１６名中１３名の出席ということで、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、平成２５年

度 第１回 東村山市地域公共交通会議を開会します。 
 
２．議題 

・会長 

昨年度までの会議の中で、東村山市のコミュニティバス ガイドラインを策定して、

合意をしました。皆様のお手元にも、ガイドラインが届いているかと思います。今年

度は、実際にガイドラインに沿って運用していく部分と、前回までの会議で、ガイド

ラインをまとめるにあたって、様々な議論の中で出てきた東村山市のコミュニティバ

スに関して、いくつかの課題がありました。そういったことを、今年度は１つ１つ考

えていきたいと思います。本日については、運賃の考え方を掘り下げていきます。 

本日は、今後、運賃をどう考えていけば良いのか、どんなことを考えつつ決めてい

けば良いのか、ご意見をいただきながら、次へ続けていきたいと思いますので、今日

の会議の中で、結論を出すわけではありません。まずは、「コミュニティバスの運賃の

考え方と利用者サービス」について、事務局から説明をお願いします。 

 

○資料の説明 

・事務局 

前回、平成２４年度 第５回 の会議において、平成２５年度の会議のテーマの１つ

として、東村山市コミュニティバス事業の運賃のあり方について議論をしていくこと

を確認しました。その運賃に関する基礎部分の内容をまとめた。 
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＜資料１＞グリーンバス乗車数と補助金の推移 

グリーンバス運行当初からの乗車数・補助金・収入・収支率と、乗車数と補助金の

グラフを示した。平成２４年度の数字に関しては、決算が未確定のため、見込。 

乗車数：運行事業者からの月次報告に基づき、年度ごとに集計。 

ホームページや「財産表並びに事務報告書」でも公開中。 

補助金：経費から収入を引いた金額に対して、交付規則に基づき、 

市の予算の範囲内で市が運行事業者に支出している金額。 

一般的に、乗車数が増加すれば収入が増え、補助金は減少する。 

収 入：グリーンバスの運賃１００円と回数券の売上の合計から、 

消費税５％分を引いた金額。 

収支率：収入を経費で割った率。 

昨年度に策定したガイドラインでは、目標を５０％、 

新規導入ガイドラインの実証運行実施の目安を４０％とした。 

 

＜資料２＞多摩地域コミュニティバス実施市の運営状況 

東京都の多摩地域２６市中３市（青梅市・福生市・東久留米市）以外は、自治体が

運営主体となっているコミュニティバスを実施している。 

運賃の種類：主に均一制と対距離区間制の２種類がある。 

均一制：距離や時間に関係なく運賃が変わらない制度。 

現在、２３区と武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市の路線バスの運賃が、 

主に均一制（２００円や２１０円）。 

対距離区間制：「初乗り」と呼ばれる距離に応じた最低運賃が設定され、 

「初乗り」を超過すると一定距離ごとに一定額が加算されてゆく制度。 

現在、多摩地域の多くの市町村の路線バスの運賃が、 

「初乗り」１７０円の対距離区間制。 

掲載順：原則、市政施行順。 

①路線バスの運賃が、２３区と同じ２００円や２１０円の均一制の市 

②路線バスとコミュニティバスの運賃が、対距離区間制などの市 

③路線バスの運賃が、対距離区間制で、コミュニティバスの運賃が、 

 １７０円の均一制の市 

④路線バスの運賃が、対距離区間制で、コミュニティバスの運賃が、 

 １５０円の均一制の市 

⑤路線バスの運賃が、対距離区間制で、コミュニティバスの運賃が、 

 １００円の均一制の市 

路線数：各市のコミュニティバスが走っている総路線数。 

乗車数・補助金・収入・収支率：平成２３年度の実績。 

運行開始日・運賃改定日： 

日付が１つの場合は、運賃改定をしていない市。 

２段になっている場合は、上段が運行開始日、下段が運賃改定日。 

※西東京市は、今年７月に、矢印の内容に改定を予定。 

運 賃：コミュニティバスの運賃。 

割引制度：小人・未就学児・障害者・シルバーパス・ＩＣカード・回数券・定期券

など。 

※原則、東京都シルバーパスは、コミュニティバスは対象外。 

 利用者数に応じた分配ではないので、市の負担が増える可能性あり。 
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市内の公共交通網の状況や、当市を含めた他市のコミュニティバスの運行状況など

を総合的に勘案していただきながら、当市のコミュニティバスの運賃がどうあるべき

か、どのようなサービスが必要になるのか、ご意見をいただきたいと思います。 

 

○ガイドラインの広報 

・委員 

前回まででガイドラインの作成が終わり、これからガイドラインをスタートさせま

すが、今までの意見の中でも、たくさんのかたにコミュニティバスを知ってもらって、

大いに利用してもらうという流れでしたので、市民への声かけを、どう考えているの

か。 

・事務局 

昨年度３月２１日の会議で合意をいただき、内容を確定しています。実務的に、形

を整え、印刷作業に入って、４月中旬に仕上げました。それに合わせて、委員に報告

したのが、配布したタイミングです。その時点で、まず、ホームページにおいて、そ

のガイドラインの内容や、この会議の議事の推移を合わせて報告し、より皆さんに目

にしていただきたく、ガイドラインを策定し、今後、市民の皆さんとコミュニティバ

スの運営について、一緒に作り上げていきたいという意図を含め、広く分かりやすく

伝える媒体として、６月１日号の市報に掲載する予定です。 

・委員 

値上げの形に安易に行く前に、広報活動に力を入れてほしい。市報はどの程度のス

ペースと、何面に掲載されるのか。年配のかたは、ホームページを見ないかたが多い

と思いますので、もう少し広範に呼びかけるという点で、必要ではないかと思います。

市報以外のケース、手立てを順次取っていくということであれば、まずは、どなたで

も目にする市報ということでも良いと思いますが、周知するための紙面は、その６月

１日号の市報１回ですか。やはり、１度大きく取り上げないと、あまり注目できない

と思います。 

やはり、最初の段階で、皆さんにしっかり行き渡る形でやらないと、それこそ市民

組織の声があがる段階まで、なかなか難しいと思います。ですから、この場で考える

必要があれば、この会議の議題として設けていただきたい。 

今までの改善点を減らしていくことと同時に、市報だけではなく、もっときちんと

した形で皆さんに投げかけてほしい。そこが浸透していかないと、せっかくこれだけ

時間をかけて議論をしたのに、また同じことの繰り返しになってしまう気がします。

市民の皆さんが喜んで乗る形になるためには、それをどれだけ丁寧にやるかというこ

とで、お願いしたいと思いました。 

・会長 

いずれ、広報で特集を組むことはないのですか。 

皆さんのお手元にも概要版があると思いますが、例えば、この概要版を、もう少し

多くの市民に渡る方法が考えられてもいいと思います。市民の皆さんにも、どういう

ことを考えていって、どんな役割をそれぞれが果たすのか、大筋、概要版で分かって

もらえるだろうと思いますが、これをもう少し広める手法はないですか。 

・事務局 

より多くの行政からの記事を、紙面のレイアウトやほかの情報等とのバランスの関

係、また、限られたスペースの中で、分かりやすい場所・スペースでお知らせしてい

きたく、今現在、紙面の３分の１から４分の１の範囲で広報担当と調整しています。

所管の感覚としては、一般的な記事よりは、少しスペースを割いていただいていると

認識しています。 
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合わせて、例えば、市長のタウンミーティングなど、様々な場面で、今後、ガイド

ラインに沿って進めていくという話をし、ぜひ、地域の皆さんと一緒に進めていくと

いう視点で、ご協力をお願いしたいということをお伝えしています。 

ガイドライン概要版の活用ですが、例えば、公共施設や市の窓口、あるいは、市長

のタウンミーティングの会場などで、概要版をお示ししながら、広く丁寧に、ご案内

していければと思っています。 

・委員 

いろいろな場所に置くよりも、概要版を市報に差し込むほうが、市民の皆さんに確

実に届くのではないかと思います。 

・事務局 

市報の紙面的に、このＡ３の裏表のスペースはありませんが、基本的には、役割や

検討地域の絵も差し込みながら、この概要版でお示した内容に沿った形で掲載しよう

と思っています。 

ことあるごとに概要版を活用してお知らせするということであれば、自治会等を通

じて、広く市民に知っていただく、気付いていただく方法を関係所管とも検討してい

きたいと思っています。 

・会長 

まずは、６月１日号の市報でなるべくスペースを多く取ってもらって、その状況を

見ていただいて、また次回、この概要版を十分に活用する方法を皆さんも合わせて、

ご意見いただければと思います。 

 

＜資料１＞グリーンバス乗車数と補助金の推移 

・委員 

東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅と東村山駅東口～多摩北部医療セ

ンターは、平成１５年の運行開始のあと、平成２０年に改定されています。その改定

の内容と、改定後の乗車数が減少した原因を教えていただきたい。 

通勤・通学のかたは、朝は行けるが、早く終了してしまうので、帰りは足がないよ

うなことを聞いた覚えがあるのですが、具体的なことは分からないので、やはり改定

がうまくいっていなかったのではないかと思っています。 

・事務局 

平成２０年２月の改定は、久米川町循環、諏訪町循環の運行開始と合わせて、ルー

ト変更とダイヤ改定をおこなっています。改定に関しては、これまで障害者や高齢者

が利用するバスと思われがちだったものを、どなたでも利用できるというコンセプト

にしています。 

合わせて、このときに、この市役所の周りにアイタウン、旧都営住宅の跡地に住宅

が建築され、そちらのかたがたにも利用していただくこと、また、土曜・日曜でも、

この市役所周辺の図書館を中心とした公共施設等を利用したいという要望を踏まえ、

ルートの変更をしています。 

また、利用時間帯やダイヤ、市役所へ回ることが遠回り的に感じる、より早く目的

地に向かいたいという感覚から、１人１人がバス利用の選択をしていると感じていま

す。現実的に、平成２０年度を契機に、利用者数が若干減になっているところと合わ

せて、ルート変更・ダイヤ改正等により、経費がかかっている差と分析しています。 

・委員 

ルート変更したために経費がかかった、補助金が増えたことは、分かります。利用

しやすくしたはずなのに利用者を減ってきていることを、しっかりと分析していない

のでしょうか。 
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・委員 

以前、改定後からダイヤが変わって利用しにくくなったと発言があったと思います。

この改定を境に、個人的に、利用しやすくなったという実感がありません。 

・会長 

本来は、何らかの変更をしたら、フォローアップ調査をするのですが、やっていな

いですよね。実際の利用状況や、利用者の意向、意識調査をやっていくと、減った原

因がある程度分かりますから、分析できたと思うのですが。 

・事務局 

ガイドラインに基づくと、一定期間のフォローアップがありますが、平成２０年の

変更に伴い、フォローアップ調査は、仕組みとしてなかったため、実態としておこな

っていないと認識しています。 

また、平成２２年度の「公共交通を考える会」の中で、実態調査（全時間帯のすべ

ての利用者のかたからのヒアリング）をおこなって、公共交通を考える報告書の中に

含めているのが実情です。 

なお、この平成２０年当時は、市民に皆さんの意識を持っていただく部分で、行政

主導で計画を立てて進めたと伺っています。当然、内部での検討会議での意見等を踏

まえ、効率性を考えて進めたと認識していますが、今後、ぜひともこういった部分も、

利用者や地域の皆さんと一緒に、計画作りを進めていく必要があると思っています。 

・委員 

表だけ見ると、これはひどすぎると感じます。具体的な変更内容がはっきり分かれ

ば、ある程度の類推ができるので、材料として、ほしい。市民がこれから、新規路線・

既存路線をしっかり考えていくわけですから、それがあれば、大きく役に立つ材料に

なると思います。 

・会長 

このときの路線変更・ダイヤ改定で何をやったかだけ、まとめておいてください。 
これからガイドラインに沿ってやっていく中で言うと、非常に難しいのは、この東

村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅は、平成２０年度から減ってはいるも

のの、現状、収支率の基準を満たしています。そんなにひどい減り方ではないので、

運行改善に当たる路線としては、課題の少ない路線に入ってしまう。 
例えば、収支率３５％の久米川町循環をどう考えていくかということが、先行して

しまいます。それを考える中で、どういうサービスレベルの運行形態にすることが、

利用者のため、市民のためになるのかを検証する意味で、この通称シャトルの路線の

減った状況について、きちんと分析し、活かしていくという進め方にせざるを得ない

かと思います。 

いずれにしても、改定の内容については、事務局でまとめていただけると思います。 

 

＜資料２＞多摩地域コミュニティバス実施市の運営状況 

○運賃のあり方 

・会長 

東村山市の場合は、運行開始をしたときから、運賃の位置付けや理由は、今まで全

く考えてきていないということですので、ほかの地域のコミュニティバスの状況や、

全体の趨勢、あるいは、通常の民間バスとのバランス、利用者負担のあり方の観点な

どから、ご意見いただければと思います。 

・委員 

補足ですが、私が参加している公共交通会議で、運賃改定が議論に上がっている、

これから議論をしようと思っている自治体は、相当数に上っています。 
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・会長 

多摩市は、初乗りから上がり方の設定まで、完全に路線バスのやり方です。初乗り

１００円にしていますが、基本的に日野市もそれに近いです。それから、単純に均一

運賃に見えますが、三鷹市や調布市、狛江市は、元々、都内の路線バス運賃が２００

円、２１０円の地域ですから、コミュニティバスの均一運賃として２００円に決めた

というよりは、路線バスの民間運賃である２００円の均一運賃に合わせたという言い

方のほうが、良さそうだと思います。 

・委員 

利用者としては、運賃が安いに越したことはないので、１００円ということは、大

変ありがたいと思います。ただ、こういう財政状況の中で、路線を廃止しますと言わ

れてしまったとき、タクシーで移動することになると、最低７００円前後からかかっ

てしまいます。それを思うと、仮に１００円が２００円に上がったとしても、バスが

存続してくれたほうが、ありがたいと考えます。現状を維持するために、上がるのは

やむを得ないと感じています。 

・委員 

収支率４６％は、おそらく悪くないという認識でおられるかもしれませんが、やは

り、税金が投入されている部分で見ますと、できればこの数字を見直していきたいと

思います。ただ、１００円が１７０円になると、小銭が煩雑になって、バス運転の妨

げになり、結局ダイヤが乱れてしまうこともあると、個人的に思っています。 

私は、車を持っていないので、自転車生活をしています。工具などを買いに行くと

きは、かなりきついので、バス停のすぐ近くに商業施設があれば、そういうときにコ

ミュニティバスを利用しています。 

例えば、バス停に近い大型施設とのタイアップや、東村山駅西口の出張窓口でもグ

リーンバスには一切触れていないですし、まだまだ、たくさん残っていると思います。

それで、利用者の％を上げていって、それでもあまり良い数字でなければ、値上げの

順序でやっていってほしいと思います。 

以前、市が広報を全力でやっていないという話もあったのですが、実際に、この前

新聞にダイヤが載ってたチラシが入ってきて、路線とバス停の名前と時間だけで、そ

こに何があるのか何も書いていなかったので、もったいないとすごく思いました。 

ほかのコミュニティバスの地域で、地域の商業施設で、ある程度の買い物をしたら、

コミュニティバスにただで乗れるとか、そういった事例とかはあるのでしょうか。 

・会長 

全国には、結構事例があります。たぶん、多摩地域には、ないと思います。関東で

は、土浦市がやっています。 

山口市のいわゆる中心商店街の連合会で、駐車場使っている人は、２，０００円以

上買うと、駐車場が一定時間無料です。車で来た人にそういうサービスをするなら、

路線バスで来た人もそれで良いではないかという考え方で、当面、コミュニティバス

として走っている路線に関して、それを適用して、帰りはコミュニティバスに半額で

乗れる形のものを発行しています。まだ実現していないのですが、それを一般の路線

バスにも広げようということもやっています。そういった考え方で、バスに適用する

方法も、全国では事例があります。 

税金を投入してやっている部分でもありますので、ＰＲできるところはＰＲして、

まずは利用者を増やす努力をしつつ、収支率を極力上げていく必要もあるでしょう。 

・委員 

私も、２路線についても、まだ上げられるし、先行したい部分が、かなりあると思

います。 
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考える会の報告書のＰ．６１に、東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅

の値上げシミュレーションをしてあります。確か、途中で値上げしたところがあって、

やはり乗車率が下がったことを加味した形で出していて、１００円から１５０円にな

った場合に、収入の現行対比が１０４．８％、１７０円となった場合に、１１４．８％

ということで、収支率が１００％ではないので、やはり大した変化がないのか。あく

までもシミュレーションですし、参考になる市が少なかったということもあると思い

ますが、それ以前に、まずいろいろ洗い出して、そこから手を付けていくことが、優

先されるべきことなのかなと思いました。 

・委員 

私ももちろん、現段階でシミュレーションしたときにどうなるか、専門家の話を聞

いてみたいと思います。 

たぶん、値段が上がったから、使うのをやめようとなる人は、それほど切羽詰って

いない。今使っている人が、どれほど切羽詰っているか、どういう事情で乗っている

かということだと思うので、私もどの程度、運賃が上がったら、頑張って歩いてしま

うのか、あるいは、暑いから、寒いから、夜だからという事情で、乗って帰りたい、

乗って行きたいのかが、悩ましいところなので、プロ・専門家に、値段を上げた場合、

利用率がどれだけ減って、最終的にどうなるか、現段階のシミュレーションは、ぜひ、

していただけるとありがたいと思います。 

・事務局 

私どもの調査をした他市の状況では、２３市中５市です。その中で、小平市の平成

１９年の運賃改定を、１つの事例、目安にして、平成２２年度の考える会の中で考え

たと認識しています。シミュレーション自体は、もし必要であれば用意し、また、有

識者にもご助言いただきながら、資料にまとめていきたいと思います。 

・会長 

運賃改定のシミュレーションでは、移動律（運賃を上げたことによって、乗らなく

なっていく人）が、どれくらい見込まれて、運賃を改定したことによる効果がどのく

らい出てくるか自体は可能ですので、事務局に、その作業を進めていただくことにし

たいと思います。 

・委員 

気になっていることが２つありまして、１つは、会社に勤めているかただと、通勤

費、交通費が会社から支給されると思います。その場合、自分の懐が痛まないので、

運賃が上がっても、変わりなく使ってくれるのではないかと思っています。帰りは分

からないですが、朝は、かなりの確率で、お勤めのかたをお見かけしました。 

もう１つ、東村山市内を走っている民間のバス路線の運賃は、銀河鉄道の恩多町を

走っている路線が１７０円ですが、私は、西武バスに乗ったことがないので、西武バ

スの運賃は、今どれくらいに設定されているのか、お聞きできればと思いました。 

・会長 

通勤利用等については、今まで確認したことはありますか。 

・事務局 

平成２２年度の乗降調査の中で、路線ごとに確認をしています。 

それから、数字的な把握ではないのですが、通勤で利用されるかたがコミュニティ

バスを利用される場合に、距離証明の請求が数件ありますので、少なくはないと認識

しています。 

・委員 

初乗りは１７０円で一緒です。 

多摩地域で、西武バスが運行しているコミュニティバスが５つありまして、グリー
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ンバスのほかに、小平市【にじバス】、清瀬市【きよバス】、東大和市【ちょこバス】、

西東京市【はなバス】があります。運賃を近隣市にそろえてくださいということでは

ありませんが、近隣市は、１５０円が多くて、【はなバス】も７月１日に、１００円か

ら１５０円に改定することもありますので、運賃改定をすることはやむを得ないと思

っています。消費税増税の話がありますから、そのタイミングを見計らって、上げて

いくのではないかと思います。 

・会長 

確かに非常に難しい判断になるのは、消費税との絡みです。実際に、今ワンコイン

でやっているところが、消費税が上がるときにどういう対応をするのか、分かりませ

んが、ワンコインを貫こうとすれば、その分を市が負担をしなければいけないことに

なります。その辺の動きとの整合も、これから考えていかなくてはいけないだろうと

思います。 

新聞にも出ていましたが、バスや鉄道についても、まだ、はっきり決まっていない

状況ですので、どう対応されるかは、あと数ヶ月のうちに結論を出さざるを得ないで

しょう。 

・委員 

運賃に関しては、確かに、税金という部分がありますから、できることを最大限や

った後で、あまり手がないのであれば、致し方ないと感じています。 

・委員 

利用者が落ちている原因を直してから運賃改定をするほうが、良いと思います。 

・委員 

もちろん、利用者として、運賃は安いほうが良いと思うのですが、同じところを走

るのに、コミュニティバスが走っているところは１００円で行けるが、コミュニティ

バスが走っていないところは、１７０円が必要だという事実を、市民は、どう思われ

ているのか、聞きたいと思います。「あなたのところは良いね、コミュニティバス１０

０円でしょ。私は１７０円出しているのよ」と、「私たちのところは、コミュニティバ

スが１００円なのよと、良いでしょ」という考えと、私たちの税金が払われているの

に不公平ではないのかという声が、当然あると思うのですが、平等性から行くとどう

なのかという気がします。 

・委員 

前提として、走っていない地域がありますから。その地域が、一番損した気分にな

ります。平等性は、理想であって、完全に平等を最優先に考えることも難しいです。 

・会長 

今の議論は、ほかの地域でも、いろいろ出ている議論でもあります。やはり、どう

しても走っている地域の声が聞こえやすいものですから、そこからスタートして運賃

を考える動きには、なっていないのが事実です。 

・委員 

行政にも、民間バスを利用されているかたから、そういうお話をお聞きすることも

ありますし、公平性は完全にはできないというお話もありましたが、バスを利用され

ていない、いわゆる税負担だけをしているかたに対しても、運賃を考えるときに、我々

としても、非常に気になっています。 

・委員 

もう１つの考え方として、コミュニティバスは、基本的に、民間のバス事業者がで

きないところをやることが、基本的な考え方ですから、競合している路線があれば、

安いほうが勝ってしまいますので、民間バス路線を圧迫するので、コミュニティバス

の役割としてどうなのかという議論もあります。 
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東村山市は、ガイドラインを作りましたので、それに沿って考えていけば良いこと

ですが、考え方として、不公平感もありますが、民業の圧迫や、コミュニティバスの

役割、関連性からどうなのだろうという議論をした市もあります。 

・会長 

例えば、国立市の場合は、その議論が最初からあり、１７０円に落ち着きました。

ですから、当然、民間の１７０円からスタートの運賃体系との整合をどう考えるかと

いう議論はしなければいけないと思います。特にコミュニティバスは、基本的に、何

らかの形で行政が負担をしています。運賃が安く設定されているところは、当然、利

用の可能性のある市民以外からどう映るのかという考え方も必要だろうと思います。 

・委員 

道路管理者として考えていくときに、何にウエイトを置いていくのかということが

大事なのかと思っています。単に交通不便地域をなくそうとするのか、それよりも、

障害者や高齢者といった交通弱者の人たちの利便性を上げていこうとするのか。両方

成り立てば良いのですが、どっちにウエイトを置くのかは、これから運賃を考えてい

く上で、大事ではないかと。西東京市は、運賃を値上げしていますが、それに合わせ

て、障害者の運賃を割り引くことを組み合わせてやっています。いずれにしても、元々

採算が取れることが期待できない地域、期待できるのであれば、民間が入れば良いだ

けで、どうしても税金を入れなくてはいけないので、何にウエイトを置いていくかは、

大事ではないかと思います。 

 

○割引制度（ＩＣカード・回数券など） 

・委員 

ＩＣカードを導入する場合、路線バスと同じ運賃体系は、必須ですか。 

・会長 

ＩＣカードを導入するということと、運賃体系は、直接は関係しません。 

・委員 

今、ＩＣカードを１円単位でと報道されていますが。 

・会長 

ＪＲ東日本は、そういうことを検討しているようです。ＩＣ協会の場合は、収受自

体にそんなに問題ありませんので、きっちりと上限金額を設定して、導入していく検

討も進められていると、報道されています。最終的にどうなるかは分かりません。た

だ、消費税は、２回上がりますので、そのタイミングは、もちろん、考えていかなく

てはいけないと思います。 

・委員 

可能であれば、シルバーパスが使えるようになったほうがいいのですが、シルバー

パスは、なかなか難しいところもあるということなので、まずはＩＣカードを使える

ようにしていくべきではないかと思います。 

タクシーの場合は、障害者割引があるのですが、バスに障害者割引がないのは、ど

うなのかと思いました。 

・事務局 

かねてから利用者の声としてあるのも実情です。ただ、これまで１００円というワ

ンコインを前面に出していて、各市の運営状況を見てもそうなのですが、おおむね１

００円の均一制の運賃にしているところは、やはり同じような考えで運行しているこ

ともありますし、東村山市としても、皆さんにワンコインを強調して発信をしながら

運行をしてきたところです。 

当然、東村山市の地域の中で、民間のバス路線との比較、路線バスによって交通機



- 11 - 

関が確保されている地域と、コミュニティバスによって確保されている地域との差も

あります。運賃の見直し等々がある中では、割引制度という新たな利用者サービスに

よる利用のしやすさも、一緒に考えていかなければいけないと考えています。 

・委員 

個人的に、たまにバス乗るのですが、小銭を出すときにすごく緊張します。できる

だけ、そういう緊張でいたくないものですから、導入していただきたい。 

・委員 

ＩＣカードは、やはり必要ではないでしょうか。普段は自転車や歩きで帰っている

のですが、埼玉県川越市のコミュニティバスが、駅から自宅の近くを走っていますの

で、たまたま来れば、乗ってしまおうかと思います。定期でＩＣカードを持っていま

すから、ＩＣカードが使えると乗りやすいです。乗りやすさは、大幅にアップすると

思いますから、利用者にとって使いやすくなれば、利用者も増えていくのではないか

と思います。 

・委員 

ＩＣカードの車両の入れてもらったほうが、運行面でも楽です。 

・委員 

乗り降りの時間も早くなります。乗降の時間が短くなるということは、非常に運行

にも影響が出る。若い人たちは、もう降りる前から準備をして、ポンと入れて降りる

が、特に、高齢者は、運賃箱の前で止まって、財布を用意して、開けて、払うから。 

・会長 

ＩＣカードに関してお聞きしたいのですが、例えば、タクシーでＩＣカードを使え

るようにするとき、いわゆる物販と同じ扱いのカード機器を置いていたと思います。

それと同じ扱いで、ＰＡＳＭＯ協議会に入っていない事業者のバスに、つけることは

できますか。 

はっきり言うと、西武バスは加盟事業者なので、全然問題ありませんが、銀河鉄道

は、加盟していません。その銀河鉄道のバスをコンビニと同じ扱いにしてしまって、

コンビニの決済と同じ扱いで、決済機器として取り付ける。銀河鉄道に関してだけ、

そういう違う扱いで、決済機器だけを載せることは、考えられないでしょうか。 

・委員 

ＰＡＳＭＯ協議会に加盟しているかどうかで、導入費が違ってきます。加盟してい

れば、２００万円前後ですが、加盟していないと、加盟するのに何千万円かかります。

技術的なことは、今即答できませんが、交通事業者が加盟している協議会により運営

している仕組みの中では、加盟しなくても置けるという話になりますと、簡単に答え

が出るものではないと思います。 

・会長 

たぶん、パスモに加盟することは、考えられないだろうと思いますので、そうする

と、現時点で、加盟しないで、全部にＩＣカードを導入する方法を考える以外に、対

応策がないのが現状です。 

・委員 

回数券を買えば、小銭を用意することは、クリアできる。ＩＣカード導入に合わせ

て、回数券をどうするかは、お客様が選んでいくことですが。 

・会長 

そうです。ただ、同じところを走っているバスで扱いが違うと、非常に分かりにく

い部分になってしまいますから。 

・委員 

ＩＣカード導入に当たって、パスモやスイカへの加盟という話があったのですが、



- 12 - 

今ＩＣカードが使えるコミュニティバスは、運行している会社が加盟しているから使

えるということですか。 

・会長 

現在、実際にＩＣカードを導入しているコミュニティバスは、すべてＰＡＳＭＯ協

議会に加盟している事業者がやっていますので、その機器を導入すること自体は、加

盟事業者であれば、全然問題なくできる。ただ、パスモのポイント、例えば、路線バ

スに１，０００円分乗ったらポイントがつくという制度は、少なくとも、コミュニテ

ィバス独自の運賃にしているところは、適用されていないと思います。逆に、この中

のコミュニティバス運行事業者で、パスモ協議会に加盟していない事業者が運行して

いるのは、東村山市だけですので、ＩＣカードを導入できるかどうかという問題が出

るのは、東村山市だけです。あとは、どういう条件の中で、どういうタイミングで導

入するかは、各市が考えていることです。 

・事務局 

私どもの認識では、コミュニティバスは、各市それぞれに運行上のコンセプト、各

市の特色、いろいろな地域の活性化や、鉄道網を結ぶ路線といった、コミュニティバ

スの役割・位置付けがあると思います。基本的には、民間バス路線が市内には走って

いますし、東村山市に限っては、起終点が市内で完結してしまう鉄道路線もあること

から、バスだけではなく、鉄道等の交通も考え、そこも補いながら運行していく特殊

な地域性があると思います。 

運賃の設定や、運賃の考え方、ルート、運行時間帯等があると考え、＜資料２＞に

整理しました。結果として、ワンコインで運行しているコミュニティバスは、ＩＣカ

ードを利用していないことが一般的になっていますが、必ずしも、運行しているバス

事業者すべてが、ＩＣカードの活用ができないわけではありません。逆に言うと、事

業者によって選択しているのではなく、コミュニティバスの考え方によって、どこま

で利用者サービスを付加するかを考えていると認識しています。 

東村山市コミュニティバスは、今、２事業者で運行をしています。 

特に、ＩＣカードについては、そのカードの協議会の組織に加盟されている事業者

が利用できる仕組みになっていると認識をしています。今現状で、すべての車両にＩ

Ｃカードを導入する環境が整っていないという状況に、課題があると思っています。 

少し視点が変わるかもしれませんが、やはりＩＣカード機器を設置する費用が、バ

スの運行経費として跳ね返って来ますので、それは実施する内容とタイミング、また、

バスの運行上の考え方等々すり合わせて考えていく必要があるかと思います。 

・委員 

ＩＣカードの導入に対して、やはり設備投資とそれに対する利益などがありますが、

それぞれにかなりのお金がかかりますので、やはりどの会社でも加盟できるかという

と、なかなか難しい。先程、物販の扱いでタクシーと同じようにとあったのですが、

交通系で使うときの使用（手数）料と、まちのコンビニで扱っている物販の使用（手

数）料とは、違うところもあります。やはり、運送収入も大切ですが、その陰に隠れ

たところで、設備投資も、よく推量した上で、進めたほうが良いのではないかと感じ

ています。 

元々ＩＣカードの導入は、人の乗り降りで時間がかからなくなって、幹線での道路

渋滞の解消といった理由もあったと聞いていますし、やはり、ＩＣカードがあれば、

つり銭が要らない、一度のタッチで運賃精算が完了するなど、導入効果が上がるとこ

ろはあるのですが、それとはまた別に、いろいろな制約があるということも調べてい

く必要はあると思います。 

・委員 



- 13 - 

ＩＣカードは、あったほうが便利で良いのですが、回数券は、１回お得になってい

ると思います。だから、何回も乗る人は、回数券を買ったほうが、ＩＣカードを使う

よりもお得ということですよね。そうすると、コンスタントに乗るかたではない人が、

ＩＣカードを使いたい感じになっているのでしょうか。 

・会長 

普通の路線バスだと、ポイントが一定の金額ずつ付きますから、それなりにお得に

なるのですが、鉄道や、ポイントが適用されない路線バスの場合は、ポイントが付き

ませんから、むしろＩＣカードを使うことの便利さ、ほかと共通して使える、小銭を

持っていなくても乗れるなど、そういう便利さに特化して使っているのだろうと思い

ます。回数券は、通常、１枚分お得ぐらいの設定になっていますから、回数券は、Ｉ

Ｃカードを導入したことによって、やめるという話ではありません。回数券のほうが

お得だと思っている人は、当然、回数券を使うでしょう。 

・委員 

確かに、コミュニティバスが入っていないところから見たら、不公平感があるのか

もしれませんが、やはりこれだけの税金を投入している事実があって、１００円が本

当に安価かと。これからまた消費税が上がることを考えるならば、やはりもう少し適

切に、西東京市のような判断をしていくのも致し方ないのかと思います。 

その中でＩＣカードも、１つの手段としては、そうせざるを得なくなってくるのか

とも思います。また、タクシーで回数券は考えられないところがあるのですが、バス

の制度の中での回数券はありと思っています。ただ、さすがに、１００円でさらに回

数券出してしまって良いのかと感じました。 

・会長 

ほかの市でも、１００円でさらに回数券という疑問がなされたところはありました。 

・委員 

単に、消費税の関係があるかもしれないですが、その理由が伝わらずに、急に運賃

が変わらなければいけないとすると、収支率が悪いから一番簡単な値上げをしたと、

とらえられてしまうのが困ります。 

最初に深い議論もなしに１００円に設定したとしても、最初に１００円と言ったか

らには、１００円を通してほしいという意見ではあったのですが、個人的に、１００

円でさらに回数券は、私も安すぎる気がします。 

・会長 

広報するところはきちんと広報して利用者を増やすことは、当然、運賃改定にかか

わらず大切なことですので、まずは、利用者に乗ってもらえる工夫を、次々とやって

いく必要があるということになるだろうと思います。 

運賃の議論は、これから何回かで進めていきますが、広報し、利用者にきちんと乗

ってもらう、あるいは、利用者を増やす、戻ってきてもらうことについては、すぐに

取り組んでいただくようにしたいと思いますので、それに関しての具体的な案があれ

ば、この場ではなくても、事務局へ出していただければと思います。 

・委員 

まずターゲットとして、この沿線に住んでいる高齢者のかたを、利用促進するとい

うことであれば、敬老の会などで、そういうかた対象に、モニターという形で、回数

券や、無料で何回か乗っていただけるような券をお配りして、何回か利用をしていた

だいて、良ければ今後も継続して使っていただけますかというような、試しに乗って

いただくこともありかと思ったことがあります。 

・会長 

大切なご意見です。 
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山口県山口市で、公共交通週間を２月から３月にかけて１週間やります。その広報

には、切り取って使える山口市内の路線バスに半額で乗れる券が、２枚付いているチ

ラシを全世帯に配布します。それをやったことによって、その公共交通週間になると、

路線バスの利用者が、３割ぐらい増えます。残念ながら、それが終わった後は、元に

戻ってしまうのですが、普段使っていない人が使うことによって、乗り方を覚えても

らえるという効果があります。乗務員に話を聞くと、その公共交通週間は、慣れてい

ない人が乗るから、運賃の支払に時間がかかって遅れるという話を嬉しそうにしてい

ます。やはりそういう機会を設けることは、大切なことだと、私は思っています。 

無料のモニター券みたいなものか、半額券みたいなものか、工夫の仕様はあると思

いますが、今まで乗っていない人に、試しに乗ってもらうということは、非常に大切

なことだと思います。 

 

○割引制度（その他） 

・委員 

あきる野市【るのバス】で、６５歳以上で免許を返納したかたに、できるだけ割引

制度を設けることをやることは、大事ではないかと思います。 

・委員 

やはり高齢者のかたが免許を返しやすくするための施策の１つということで、警視

庁としても、ぜひ、お願いをしているところです。運動能力が劣ってきたので免許を

返したいが、免許を返してしまうと足がない、お金がかかるバスに乗ることになるの

で、できれば、返した一定期間（１年間）は、バスを無料にするという施策ですので、

交通事故防止の面からも、進めていただければと思います。 

確かに、新聞等でもご存知のとおり、高齢のかたがアクセルとブレーキを踏み間違

えて突っ込む事故は、一番ありました。つい最近も、隣に奥様を乗せていた、７０歳

台のかたが、アクセルとブレーキを踏み間違えて、道路工事現場に突っ込んでしまっ

て、２人のかたに怪我を負わせてしまった事故がありました。 

そういう状況のかたを減らすためにも、できるだけ免許を返しやすくしていただく

ためにも、非常に良い施策です。 

・委員 

所沢市でも、免許返納のかたには、何らかの対応をやっています。 

・委員 

一定期間無料は、すごく進んでいる取り組みですよね。これは本当にやれれば良い

と思うのですが、運転免許の返納をしている人は、どれくらいいらっしゃるのでしょ

うか。 

・事務局 

警察行政として、高齢者に対する交通安全対策のメニューの１つとして、自治体と

協力して、何か取り組みをしていこうという動きがあります。その件数・実績・期間

などの詳細は分かりませんが、地方ほどいろいろな取り組みはされているのは、認識

しています。 

また、逆に警察や行政からの制度がなくても、バス路線の走っている地域の中から

声が上がって、交通安全のことも含めて、ぜひ免許を返納して、自分たちでバスを使

って、このバスを維持していこうと活動しているところもあると聞いています。当然、

割引制度等はありませんが、地域で守っていこうという気持ちの中で、お互いに声を

かけ合って、車を買い替えない、免許を返納しようという地域が、全国の中にあるこ

とは、認識しています。 

自ら考えて行動していただくということでは、ルールとしてお示しするよりは、継
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続的な続きがあるのかと思っています。 

・委員 

高齢者にとっては、事故と背中合わせですから、それこそ警察関係のかたとタイア

ップしてキャンペーンとしてやる形でできればと思います。 

・委員 

身分証明書代わりに「運転経歴証明書」を発行していまして、今までは銀行に持っ

ていっても使えなかったのですが、今は、使えるようになってきています。 

・会長 

まだ、効果・実績は、わかりませんが、例えば、免許返納者は、その証明を見せる

と、専用の格安の乗り放題定期券的なものを発行しているバス事業者も、最近は出て

きていますので、だんだんこういう動きになってきているのは、事実だと思います。 

・委員 

やはり免許を持っていても、やめたいと思っていても、もう１歩背中を押してあげ

るポイントになる制度となるのか。みんなが車で行くと、１０人だと１０台行くわけ

ですが、１０人がバスに乗ると１台なので、交通量が落ちるわけです。そうすると、

当然のように事故も減ってくる。都内は確か、４人に１人が６５歳以上ですから、高

齢者の人身事故の関与率が２５％であれば、普通ですし、警視庁管内全体で見ますと、

２６％です。関与率は、１つの事故に、高齢者が絡んでいるか、絡んでないかを示す

数値です。残念ながら、東村山署は、高齢者の人身事故の関与率が非常に高く、４月

末までで約３３％となっていまして、９７署中、悪いほうの１６位です。ですから、

高齢者の事故防止が、非常に重要になってきているので、これから何とかしたい。 

・会長 

この辺については、ぜひ、進める方向で考えていきましょう。現実的に事例として

多いほうではないですから、まだ先駆けのうちですので、先駆けでやる分には、非常

に良いことだと思います。 

・委員 

平成２４年１月１日現在で、当市の高齢者人口が、３４，１４６人となり、高齢化

率２２．６２％で、２６市中第４位の高齢化率です。その中で、どのくらいのかたが

免許をお持ちになって、どのくらいのかたが免許を返納したいと思っているのか分か

りませんが、いずれにしても、安定的に事業を継続していくためには、やはり財政的

基盤が必要ですので、運賃収入は非常に大きな課題だと思います。運賃収入を考える

ときに、やはり全体で乗客数を増やして、全体で運賃を増やしていくという考え方も

あれば、個別の運賃を上げていくというやり方もあると思います。民間バス事業者と

の競合の問題、平等性・公平性という話題も出ました。そういった意味で、どういう

やり方が一番望ましいのか、どういった運賃体系が良いのか、議論をしっかりと聞か

せて、受け止めたいと思っています。 

・会長 

今日いただいたご意見を基にしまして、論点を少し整理したいと思います。事務局

ではそれと並行して、お願いした件とシミュレーションを進めていただいて、次回、

議論を少しずつ進めていければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○その他 

・会長 

それでは、事務局から何かありますか。 
・事務局 

まず、次回の会議を、７月４日（木）午後の開催に向けて、調整できればと思って
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います。日時等については、正式に決定しましたら、改めてお知らせします。 

当会議の中で、いろいろとご尽力いただき、ガイドラインが策定されました。当会

議のいろいろなご議論・ご意見の中で、既存路線の改善をまず考えていったらどうか

といったご意見を受けまして、今年度は、既存路線の改善を、事務局として考えてい

ます。今日の資料にもありましたが、ほかの路線に比べて収支率の低い久米川町循環

について、運行改善を考えていこうと考えています。新規導入ガイドラインにも、収

支率の４０％という目安が出ている関係上、久米川町循環については、現在３５％と

いうこともあり、この路線について改善を考えることを予定しています。 

現在、久米川町自治会連絡協議会の会長にご相談しまして、今後、連絡協議会等を

通して、久米川町循環の運行改善を考えていこうと考えています。当然、必ずしも、

ルートの変更ありきということではなく、やはり久米川町の地域の皆さんと一緒に考

えていくということで、今年度、ガイドラインができて最初の年度ということもあり、

事務局としては、検証も含めて、取り組んでいきたいと考えています。 

 

３．閉会 

・会長 

よろしければ、予定されていた議題は、すべて終了しましたので、これをもちまし

て、平成２５年度 第１回 東村山市地域公共交通会議を閉会します。本日はお忙しい
中、どうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 
 

 


