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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第２回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年７月４日（木）午後２時～４時１０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・関根康洋委員・山本宏昭

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・野﨑元委員・中島和洋委員・諸

田壽一郎委員 

（オブザーバー）関東運輸局 東京運輸支局 青木宏之 運輸企画専門官 

 

（市事務局）肥沼都市環境部次長・進藤交通課長・當間係長・藤澤主事・

須澤主事 

 

●欠席者：若林淳委員・土屋隆志委員・高橋袈裟男委員・島﨑政一委員 

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 ５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 

○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、５名です。 

・会長 

それでは、委員の皆様にお諮りします。５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 

それでは、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
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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１２名、欠席者が４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。なお、土屋隆志委員（関東

運輸局 東京運輸支局）が公務のため、欠席となったことから、オブザーバーとして、

関東運輸局 東京運輸支局 青木宏之 運輸企画専門官が出席しています。 
・会長 
１６名中１２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２回 東村山市地域公共交通会議を開会します。 
 
２．議題 

・会長 

本日は、議題に移る前に、前回の会議の中で質問のあった内容などをまとめた参考

資料から報告をお願いします。 

 

○参考資料の説明 

・事務局 

グリーンバスの改定内容とガイドラインの周知について、簡単にまとめた。 

 

＜平成２０年２月１７日の改定＞ 

東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅の運行改定 

土曜・休日も開いている市民センターや中央図書館の施設利用者にグリーンバスを

利用してもらえる期待と、市役所の北東部に、むさしのアイタウンという比較的大き

な住宅地ができたので、土曜・休日も市役所のそばを通るルートに変えた。バス停を

３箇所新設したこともあり、運行距離が少し伸びたことと、所要時間が少し延びたこ

とで、変更前は、平日７５本、土休日６６本あった本数が、変更後は、平日６７本、

土休日５４本となり、結果的に、運行ルートを変更したことによる本数減が、乗車数

減につながったのではないかと考えている。 

 

＜平成２２年４月１日の改定＞ 久米川町循環・諏訪町循環の運行改定 

東村山駅東口の同じバス停を、お互い時間調整しながら発着するルートだったが、

平成２２年に東村山駅西口のロータリーが完成したことにより、諏訪町循環を当初の

予定どおり、東村山駅西口を発着するルートに変更した。別々の発着バス停となった

ことで、久米川町循環は、１１本あった本数が１３本に、諏訪町循環は、１２本あっ

た本数が１４本に増えたことに伴い、乗車数増となっている。 

 

＜コミュニティバス ガイドラインの周知＞ 市報・ホームページ以外の周知 

公民館・図書館・ふれあいセンターなどをはじめ、市内２２箇所の公共施設に概要

版を配置した。これらの施設の管理者に対しては、なるべく市民の目に付きやすい場

所へ配置してもらい、機会があれば、ガイドラインができたこともＰＲしてほしい旨

を伝えている。 
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○改定内容 

・委員 

東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅の乗車数減となった件で、本数を

これだけ減らした理由・根拠は、何でしょうか。 

・事務局 

基本的に、グリーンバスを運転するに当たっては、運転手の交代も含めた労務管理

上の時間数等を配慮して、バス事業者や関係機関の中で、効率的に運行するダイヤ・

本数を設定していると理解しています。 

・委員 

改定前の段階から、時間がかなりタイトだった。所要時間が増えてくれば、当然、

１時間の本数が減ってくるので、１日の総数が減ってくる。 

運行改定をするときに、定時制の時間、今までの２０分に１本というヘッドダイヤ

を第１にするのか、余裕を持って走らせるダイヤにするのか、その判断は、市がされ

た。私は、何とか工夫をすれば、分かりやすいヘッドダイヤでできるのではないかと

話をしたのですが、結局、現行ダイヤになった。 

・会長 

距離が伸びていますから、当然、１便当たりの所要時間が長くなって、以前と同じ

時間では、やっていけません。 

・委員 

そうしますと、当然、利用者減を見越した形だったということですか。 

・事務局 

当時、どこまでシミュレーションされていたのか分かりませんが、例えば、１時間

に３本だったのが２．５本になった感覚はあると思いますし、時間の工夫の中では、

地域のかたがたがその便に乗っていただける期待があったと思います。結果として、

平均すると１～２人の前後はありますが、おおむね、１便には、同じくらいの利用者

がいらっしゃったと思っています。今後、既存路線を改善していく中では、１路線当

たりの運行距離にも、留意していかなければいけないと感じています。 

・委員 

考える会の報告書にも、利用者の声として、遅い時間がないので使いづらいという

声が載っていたと思うのですが、やはり運転手の職務的な条件を考慮すると、仕方が

ないことになると思います。そうしますと、私たちがグラフを見て、ここはもう少し、

改善したほうが良いのではないかという話は、難しくなりますね。 

・会長 

当時は、みんなで話し合いをしながら進めていくという仕組みを作っていませんで

したので、いくつかの要素で確定をしたということかもしれません。今後については、

ガイドラインに基づいて、何が望ましいのかをきちんと議論の上、決めていくことに

なりますので、それぞれの地域のニーズや、皆さんのご要望・ご提案もきちんと織り

込んで、議論を進めていくと言えると思います。 

・委員 

既存路線を見直す段階でも、利用者の皆さんのいろいろな声を聞くことは、しなく

てはいけないことですから、これから出てくるということですね。 

 

○ガイドラインの周知 

・委員 

概要版を２２箇所に置いていただきましたが、置いていない町も１町あるようです。 

このガイドラインだけを置いても、これからのコミュニティバス事業を３者協働で
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やっていくことが伝わらないと、協力しながら運行を実現していけないのではないか

と非常に心配です。新規路線の要望がある地域では、注意して見ているかもしれませ

んが、改善については、利用者や地域にしっかりお知らせをしていかないと、改善へ

の手もあまり挙がらない、挙げづらいように感じるので、市民にどう訴えていくかを

もう少し考えていただかないと、同じことの繰り返しになりそうな気がします。 

・事務局 

私どもも、今回も非常に意識をしながら対応したところです。 

運行改善に関しては、この会議でも、まず運行改善からやるべきという意見でした

ので、現在の運行状況・収支率から、久米川町循環の運行地域の皆さんにお集まりい

ただき、動き出したところです。その中では、普段乗っている人が少なくて、このま

まではなくなってしまうのではないかと心配されていたかたもいらっしゃいました。 

特に、運行改善については、既存ルートを対象としていますので、必要に応じて、

順を追って、地域にお知らせをしながら、地域の皆さんとお話ができる地域組織を少

しずつ設けながら、広げながら進めていければと思います。 

新規路線も、検討エリアが見えてきたときに、地域のかたがたが同じテーブルで話

ができる場ができ始めたときに、市も丁寧に説明をしながら、市民と協働で進めてい

きたいと考えています。 

・委員 

そのときに、市報・ホームページでお知らせをして、市民の皆さんからのお問い合

わせ・反響などもありましたら、入れてもらいたいと思います。 

・会長 

市政相談会みたいな場で少し時間をいただいて、ガイドラインができたので、ぜひ

参画をしていただきたいという説明をする機会は、取れませんか。 

・委員 

当市の市長は、平成１９年１０月から毎月、市民のご質問にお答えするタウンミー

ティングを開催しています。タウンミーティングでは、どの町でもコミュニティバス

の話が出ます。先般、第６８回のタウンミーティングが廻田町でおこなわれ、やはり

コミュニティバスの質問が出まして、そのとき市長から、このコミュニティバスのガ

イドラインの話をしました。もし自分たちの町にコミュニティバスを走らせたいかた

たちがいらっしゃれば、新規路線・既存路線のガイドラインができ上がっているので、

それらに基づいて対応をしていただければということと、交通課に問い合せていただ

ければ、丁寧に説明させていただきますという説明をさせていただいています。 

・会長 

そういう機会をなるべく活用していただいて、少しでも地域のかたに知っていただ

けるように、工夫していただければと思います。 

・委員 

ガイドラインは、いろいろな層の人が見る必要があると思います。このガイドライ

ンの周知をしている場所は、よく行かない場所なので、例えば、駅やお店、バスの車

内など、公共施設以外のところに置くことはできないか。 

・事務局 

必ずしも難しいということはないと思いますので、事務局としても、駅などほかの

施設についても考えた上で、配置できるようであれば配置していきたいと思います。 

・委員 

我が家は今年度、自治会の班長の当番が回ってきたので、２ヶ月に１回の集まりに

出ましたら、グリーンバスの久米川町循環を利用してくださいという話がありました

ので、改善の話が来ているなと思いました。ただ、口頭の話だけだったので、会議に
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出た班長には話が行っているのですが、班長以外の家庭には、何も話が回っていない

状況です。自治会に入っている限りは、全然関係ない近所のかたも、一応さらっとは

回覧板に目を通すと思うので、例えば、ガイドラインの概要版などを、該当する自治

会の回覧板で配布していただいても良いのかと思いました。 

・会長 

スタートするまでのきっかけ作りの部分もあるので、スタート前の段階でお知らせ

するために、回覧板用の概要版の概要版みたいなものを作って、それを回覧板で回し

てもらうくらいなら、できるかと思います。 

・事務局 

久米川町の自治会にご協力をいただき、進めていくことが前提だと思っていますの

で、地域のご協力をいただきながら考えていきたいと思います。 

事務局としては、今回のガイドラインの中で示させていただいた検討の対象地域以

外のエリアに配布することで、誤解を招いてもいけないので、その取扱も十分に注意

しなければいけないと考えています。今日いただいたご意見を踏まえ、もう少し整理

をしながら、検討する必要があると思います。 

・委員 

皆さん、ガイドラインの中身の周知をおっしゃっていると思うのですが、中身に興

味を持つ人は、ほとんどいないと思います。実際にやるときに初めて効力を発揮する

ものですから、法律と同じで、ガイドラインができたことが分かれば良いと思います

ので、そこまで徹底する必要はないと思います。ガイドラインそのものを周知させる

ことでグリーンバスが良くなるわけではないので、あまりそこにこだわる必要はない

と思います。 

・会長 

ガイドラインを知ることによって、該当地域から取り組んでみようという動きや、

今のグリーンバスをもう少し良いものにしようという動きが出てくる、そのきっかけ

作りのための周知です。中身は、実際に動きが始まってから知ってもらえれば良いと

思います。 

 

・会長 

本日の議題は、「コミュニティバスの運賃の考え方と利用者サービス」です。前回に

引き続き、グリーンバスの運賃がどうあるべきかを考えていきたいと思います。 

前回は、グリーンバスの乗車数・補助金の推移や、多摩地域のコミュニティバスの

運営状況の資料を提示していただき、いろいろなご意見をいただきました。 

今回は、運賃を改定した場合のシミュレーションの資料を見ながら、ご意見をいた

だいていきたいと思います。今日は、最終的に運賃をこうしましょうという結論を出

す場ではなく、意見の中からおおむねの方向性を出していって、最終的な意見集約・

合意形成に至るまとめをした上で、次回、決めていきたいと思います。内容について

の説明をお願いします。 

 

○資料の説明 

・事務局 

東村山市コミュニティバス「グリーンバス」は、運行開始から現在まで、１００円

の均一制の運賃ですが、この地域の一般路線バスの現在の初乗り運賃は、１７０円と

なっており、運行当初から、運賃の公平性について、様々な機会で意見をいただいて

いました。また、平成２４年度のこの会議でも同様の意見をいただきましたので、前

回に引き続き、グリーンバスの運賃がどうあるべきか、協議をしています。 
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＜資料１＞運賃改定シミュレーション 

平成２２年度の東村山市公共交通を考える会の同様のシミュレーションをベースに

しつつ、最新のデータから算出した。 

シミュレーションの結果、３００万～８００万円ほど、補助金が削減できる可能性

がある。また、コミュニティバス事業をガイドラインに沿って市民と協働で進めてい

くに当たり、利用促進に力を入れていくことで、「空気を運ぶバス」ではなく、「自分

たちの交通」として利用してもらえればと考えている。 

一般運賃１００円・割引運賃なし：平成２４年度の実績見込み。試算の基準値。 

１５０円：近隣市（清瀬市・小平市・西東京市）のコミュニティバスの運賃を参考。 

１７０円：市内の一般路線バスの初乗り運賃。 

割引運賃：①割引なし。②現在のグリーンバスの運賃据置。③一般運賃の半額。 

割引対象者：小学生や障害者などを想定。（資料２で詳細を説明） 

※運賃を改定した小平市の結果（乗車率１３．９％減）を踏まえ、１５％減と仮定。 

乗車数（内訳）：現金・回数券・割引（現金利用の中に、割引対象者がいると仮定）。 

収入：乗車数の項目と連動。 

現金＝乗車数（現金）×一般運賃。回数券＝回数券の基準値×１５％減。 

※小平市の結果は、全体収入の％増であること、運賃改定後の回数券の販売価格等

が未定であることから、乗車数の％で対応。 

 

＜資料２＞割引運賃の設定 

１．グリーンバスの割引（現在） 

運賃を改定するに当たっては、現在の設定をどう変更していくかと、変更した際に

出る課題を検討していく必要が出てくる。 

例）運賃を１００円から１５０円に変更した場合、１００円の回数券を使えるよう

にするのか、何らかの形で１５０円用の回数券に買い換えてもらうのかなど、

どのように移行していくのかが課題となる。 

２．グリーンバスの割引対象者（案） 

割引運賃を設定する場合は、どの人に対して割引をしていくのかを検討していく。

割引率７．２８％は、割引対象の割合の合計平均から算出した。 

 

＜資料２＞サービス水準向上のために必要な事業費 

１．回数券（偽造防止対応）印刷経費 

実際に毎年度、必要経費として補助金から支出。よく印刷する４種類の冊数の税抜

金額。回数券の残数や売上予測などから、年度ごとに印刷する冊数を決定。 

２．ＩＣカード導入経費 

ＩＣカードの設定などによって導入に必要な金額が変わるので、１台分の参考最低

金額。ＩＣカードの設置は、運行事業者がＰＡＳＭＯ協議会に加盟することが必要。 

 

現在１００円であるグリーンバスの運賃がどうあるべきか、また、運賃を変更した

場合の適正な割引制度について、ご協議いただきたいと思います。 

 

・会長 

それでは、グリーンバスの運賃について、また、その運賃に対応した望ましい利用

者サービスについて、ご意見をいただいていきたいと思います。 
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論点としては、運賃そのものをどうしていくかという問題、その運賃に付随する割

引運賃にどのようなものを採用し、どのくらいの割引でいくべきかという問題、その

運賃に対応したサービスを採用することで、どのようなことが必要になってくるかの

ところになってくるかと思います。資料に対する質問も含めて、ご意見いただければ

と思います。 

 

＜資料１＞運賃改定シミュレーション 

・委員 

この会議で、運賃改定の結論・決定をどこまで出すつもりなのでしょうか。運賃を

上げたほうが良いという決定なのか、運賃を上げるなら、この額に上げたほうが良い

という結論を出すのか。また、その結論をどう持っていくのか。 

現状、ただ走っている地域でも、必ずしも行きたいところに行っているとは限らな

いと思いますので、こういうサービスはできないのか、ああいうサービスはできない

のか、こういうルート変更はできないのかという話が当然、絡んでくると思います。 

最終的には、住民のかたとの話し合いの場が、すごく重要になってくると思います

が、こういう決定だが、皆さんはどうですかと協議していくのか。こうなっているか

ら、これで行きますという話で行くのかという縛りをかけることは、どうだろうと考

えるのですが。 

・事務局 

この会議で細かい金額をすべて決定しても、バス事業者との運行協議や、国土交通

省との手続きなども含めると、そのとおりにできるかどうかも現時点で分からない部

分もありますので、このままの運賃で良いのか、市内の一般の路線バスの運賃に近づ

けるべきなのか、そのために解決すべき課題などを協議していただき、その結果を実

務として進めていく必要があると感じています。 

・会長 

具体的な金額を決定するということではないですが、やはり、役割分担の視点や、

今後の継続といった視点の中で、現状なら現状の運賃で考えていったときに、どうい

う問題があり、それを含めて、そのまま行くのか、運賃を見直していくのか、その方

向性をここで決める、合意をすることが１つ。 

もう１つは、そうした場合に、それに見合った改善、どういうフォローが必要なの

か、あるいは、改定したときの利用者の減少なども含めた、どのような課題が残るの

かを明らかにしておくことによって、最終的には、市が決定する事業ですので、その

前段としての考え方をきちんと示すことが、この会議の役割だと認識しています。 

・委員 

個人的な考えで言えば、営業努力しだいでは、ひょっとしたら１路線分は、できる

かもしれませんが、現状のままでは、おそらく新規路線の予算は捻出できないと私は

考えます。既存路線の改善も重要ですが、やはり交通不便地域の解消が一番の目的だ

と考えたら、消費税のことを考えても、各種サービスをおこなうにしても、その予算

の捻出方法として、値上げは必要なのかと思います。 

このシミュレーションでは、増やす努力をせずに、単に減少することだけを考えた

だけで、新規路線１路線分の予算が捻出できる結果ですから、１７０円で頑張れば、

２路線できるかもしれないという考え方は、できると思います。やはり、新規路線を

通して、４つあるとされている交通不便地域を１つでも解消していくための会議であ

ると考えれば、値上げはせざるを得ないのではないかと、個人的には思っています。 

・会長 

シミュレーションをしていただいた意味は、ガイドラインで、収支の目標値を作っ
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ていますから、それとの整合も考えていく必要が少しあると思います。シミュレーシ

ョンは、絶対こうなると決まったものではないですが、この結果を見て、こういう条

件ならガイドラインに近くなる、あるいは、則った形になるという議論の展開もある

だろうと思います。 

・委員 

ガイドラインの目標収支率が４０％以上ですよね。そうなると、問題になってくる

のは、久米川町循環だけになってしまうので、そこだけ運賃を考えたらどうかという

話にもなるだろうし、全体路線を出していることは、既存を全部見直していくと感じ

るのですが。 

・会長 

運賃を路線ごとに考えていくべきなのか、全体を全く同じにやるべきなのかという

議論もあるにはあります。 

・事務局 

まず、新規路線や既存路線について、ガイドラインに沿って進めていただき、地域

の皆さんと協働で、コミュニティバスの運行につなげていければと考えています。 

同時に、路線バスの運行している地域とコミュニティバスとの差があるという声が

出ている中で、運賃については、１路線ずつという考え方もあるが、まず全体の方向

性を出すべきだという考えが会議の中で出てきたものと認識していますので、今回、

今運行している路線全体としての運賃のあり方について、ご協議をいただいています。 

・委員 

運賃を上げて補助金が減れば、今まで持っていた予算の枠の中で路線１つ、ポンと

いけるかもしれない。何より、高齢化の進んでいる地域でもありますので、やはり速

いスピードで、次の路線なり、また既存路線の改善は、必要だと思いますし、求めら

れている中では、今まで１００円で使ってたものも値上げになるが、余った分の利益

は、全然全く違ったところの税金として使われるのではなく、同じように新規路線を

作るために使われるのであれば、納得もできるのではないか。 

・委員 

私も市民代表で来ていますが、所詮ただ１人、自分の考えしか持っていないので、

その地域のかたがたの具体的な要望がなかなか見えなくて、歯がゆく思っています。 

地域のかたがたで話し合って、本当に困っているから値段を上げてもやってほしい

と話がまとまって、それに基づいて動いていければ、乗らないからいらないと路線が

廃止になった地域で、その予算を使って、タクシーのチケット補助など、別の形で助

けていくこともできるのかもしれないです。 

・会長 

当然、今後、新規路線どうするかとかいう中では、運賃も含め、地域の中の議論か

らスタートしていく仕組みになっていますので、もちろん、その流れで行きます。 

この運賃の議論に関しては、若干の異論・批判もありましたが、今後の原資として

の大きな要素でもあるし、安定をさせていくということも踏まえて、先行させていま

すので、ここでの議論を中心に進めていきたいと思っています。 

・委員 

東京都や埼玉県でも採算性・収支率は、平均３割くらいが良いところですし、近隣

他市のコミュニティバスに比べれば、東村山市のコミュニティバス「グリーンバス」

は、１００円でも、事実上、ほぼ５割あるので、逆に、交通空白地域など採算の取れ

ないところを路線バスと一体になってやっていただいている実情もあります。 

東大和市は、会議を経て、１回ルートを変更しました。日中１時間に１本あったの

を３箇所くらい延伸したために、１時間半に１本になってしまって、全体の結果とし
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ては、乗車数と収入が減りました。でも、元々その地域のかたがたのコミュニティバ

スを通してくれという要望を受けてルートを変更したので、バスが走っていなかった

地域に、コミュニティバスが走った地域にとっては、良かったのかもしれません。ま

た、市長も変わられて、本当に適切なものをと、再度、見直しをかける会議を今やっ

ています。 

・委員 

収支率５割は、自分的に悪いほうだという感覚です。利益を出さずに市が運営して

いても、補助金は少ないほうが理想的ですし、１５０円、１７０円の根拠として、市

の負担額である補助金から決めていくのもありかと思います。 

例えば、ダイヤ改正でヘッドダイヤにするなど、いろいろな努力をして補助金を減

らしていって、その補助金がほかに回せるようになれば、市民が考えたほかの路線へ

も予算を回せますし、新規路線につながるのではないでしょうか。 

・会長 

大切なことは、こういう事業をやっていく中で、市と利用する人、沿線を含めた市

民のかたが、きちんと役割分担をしていくことで、グリーンバスという地域の生活交

通を長く続けていくことです。そのために何をするかという議論であるべきだと思う

ので、完全にこの事業が独立することが難しいとしても、少しでも独立してやってい

けるものに近づける努力は、するべきだと思います。そのために、経営的な視点であ

る収支を意識しながら、やっていく。それなら補助金が少ないほうが望ましいとなる

のは、まさにそういうことですから、１人１人が利用する負担額として、どのくらい

が適切だというところを、詰めていく必要があると思いますし、むしろ、そういう中

から、適切な運賃について議論していきたいと思っています。 

ですから、私は、金額そのものの根拠は、既存の路線バスの初乗り運賃に合わせた

金額であるとか、例えば、既存の路線バスの運賃にＩＣカードの回数利用の割戻しを

加味したら、大体１５０円くらいになるとかでも、かまわないと思っています。 

・委員 

要するに、その対象となる地域の住民と、市やアドバイザーとなる事業者のかたと

が一緒になって話をして、そこで決めていくことになるので、ここで決めることでは

ないように聞こえたので、シミュレーションを出した時点で、この会議の役割は終了

では。 

・会長 

あくまで、こういう条件でやったらこうなりますというシミュレーションですから、

その結果から、皆さんどう考えますかということで、良いのではないですか。 

・委員 

そういうことですよ。だから、１７０円に上げたほうが良いとか、そういう意見を

ここで決めるのではなくて、１７０円にするなら、こういうサービスが必要ですとか、

そういう考え方をここで示すということですか。 

・会長 

それも含めてです。このシミュレーションは、小平市の実績から、減少の数字など

も出しているわけですが、１５０円でも、１７０円でも、現状の運賃を変更する、今

より値上げをする場合になったときに、少しでも多くのかたに上げた運賃で乗ってい

ただくためには、どうしますかという話もあります。 

・委員 

会議の進め方としては、ここで出た意見に基づいて、また市がたたき台なり、案な

りを出して、またここで議論するべきだと思います。 

「ムーバス」は、１周１５分くらいで、平均の乗車時間は、５～６分です。逆に、
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距離から見ても、１００円でも妥当だということでもあるのですが、武蔵大和駅から

東大和市駅、上北台駅まで、かなりの距離を乗るのに、１００円で良いのか、また、

小平市や清瀬市は、割と東村山市のグリーンバスと同じくらいの運行距離ですので、

例えば、２００円なら使うけど、１，０００円は高いから使わないなど、いくらなら

使うのかのすり合わせも必要だと思います。 

グリーンバスの運行距離やサービス内容、単に公共施設をぐるぐる回っているのか、

それとも路線バスと同じように駅に出られるのかなど、それぞれの点における、近隣

市との比較という重要な点があるのですが、それと同時に、東村山市のほかのサービ

スはどうだろう、市内の鉄布や、公共交通のあり方はどうだろう、多摩地域は、国の

武蔵相模地区という、１７０円からの距離制の運賃が主流になっていますから、総合

的に見ていくことも重要だと思います。 

・事務局 

多摩地域では、運賃が２００円均一の地域と、初乗り１７０円の地域があります。

多くは、１７０円の地域ですが、その中で、コミュニティバスが１００円で運行して

いたり、対キロ制で運行していたり、１７０円均一で運行していたりもしますし、１

５０円均一が、小平市と清瀬市、それと８月から西東京市がありましたので、そこを

目安として作っています。また、路線バスとの比較が議論としてありましたので、現

在の路線バスの一般の初乗り運賃１７０円を設定しています。 

ちなみに、現在の東村山市内の路線バスの実際の運賃ですが、例えば、東村山駅か

ら武蔵大和駅へ向かっても、市内は１７０円となっています。久米川駅から西、東大

和市駅や、立川駅へ向かっていく富士見町の辺りまでは１７０円で運行されています。

その一方で、久米川駅から東、青葉町二丁目までは１７０円、新秋津駅までは２００

円、その先の都県境までは２４０円です。 

・委員 

１７０円という金額は、国の認可の中で、大きくもうけさせもしないし、損もさせ

ない形で、何とか維持をさせるための適正利潤を含んだ金額です。１７０円が地域の

一般の乗合バスの初乗り運賃ですので、それとあまり大きく開くと、その人たちだけ

メリット多くて、その税金をほかの人が払っていることがある中では、ある程度はそ

こを調整、考える必要が出てくる。 
・委員 

そもそも、この会議で、グリーンバスの適正な運賃がどこにあるのかの協議は、上

げるべきという議論ではないと思っています。 

多摩地域は、武蔵野市の「ムーバス」の影響で、ほとんどが、それほど深い考えな

く１００円で始めたところが多いです。後発の清瀬市は、最初から１５０円ですし、

小平市は、１００円から１５０円に上げましたので、１００円が良かったかどうか、

ちょうど見直しの時期にはきています。 

事業者として一貫して申し上げているとおり、路線バスが一般に走っている地域に

おいて、路線バスとそのバスサービスに格差があるのはどうでしょうかという立場で

す。逆に言うと、路線バスの地域は、１７０円以上ですが、コミュニティバスが走っ

ている地域は、１００円で乗れる・移動ができる・駅に出られる。その赤字部分は、

市が補填しているイメージになります。 

もう１つは、それでもグリーンバスは、行政サービスの種類の１つなので、よく図

書館は無料という話をさせてもらうのですが、市の行政サービスとしての位置付けが

重要だと思います。 

事業者から見ても、１５０円も決して悪い数字ではないし、１００円が悪いという

視点は全くありませんので、東村山市地域のコミュニティバスは１００円が良いとい



- 11 - 

う結論でも、全然かまわないと思います。市のコミュニティバスに関する考え方と、

コミュニティバスは、１００円であり続けてほしいという地元の意見と、路線バスと

一体となって交通体系を維持しているのだから見直しをして行こうという視点がある

と思いますので、その辺で議論をしていければ良いと思います。 

・委員 

一番もっともだと思ったのが、グリーンバスの意義です。結局、この会議で福祉バ

スではないと明確に言われているから、賑わいを創出するという意味では、競合はし

ませんが、民間の路線バスと同じ体系を重視していくなら、割引サービスも必要かも

しれません。本来的に、交通不便地域の人たちの不便さを解消していくことなら、当

然、受益者負担という考え方もあるので、割引サービスを導入するよりも、例えば、

夜遅くまで運行するなど、別のサービスを重視させたほうが良いのかもしれない。そ

のサービスを実現するための値上げなら、納得することもあるかもしれないが、単に

新規路線の予算を捻出するためだけなら、アイタウンの人には申し訳ないですが、前

の運行体系に戻したほうが良いのではという話が出てもおかしくないと思います。 

・委員 

現行のグリーンバスのルートは、アイタウンや、久米川町循環の一番奥地のほうが

グルッと回っている感がありまして、利用者としては、だいぶそこで時間かかってし

まっていると思います。 

・委員 

一番初めにグリーンバスが誕生したときに、プロポーザルで各会社がいろいろな提

案した中で、私どもは、単に輸送の１手段というだけではなく、そのバスを中心に、

もっとみんなが関わっていけるものにできたら良いというのが、最初の願いでした。 
例えば、小学校の前を通ってバスが止まりますから、子どもたちに公共という考え

方のきっかけとして、バスの乗り方、車内でのマナーなどを教える。それから、バス

が信号で右折待ちをしているのに、対向車が黄色でも譲らなかったから到着が遅れた

ことがあったが、そのバスに乗っている市民に対する思いやりや、公共交通を優先す

るという心が大切。 
グリーンバスが、時間に正確に動いている、待ったなしの部分では、行政も、たか

がコミュニティバスでも、課題に対してすぐにやらなければいけないなどの認識をし

てほしい。総合的な協力をもっとやっていかないと、安全に時間どおりに走らせるの

は難しい。 

コミュニティバスに補助金をかけた部分で、大勢の分野が関わって、１地域だけの

メリットのための税金ではなくて、市内全体、市民にとっての大きな効果が出るよう

に活かさないと、１７０円で乗る地域で運行しているバスなのに、ただの交通手段と

して、乗った人だけが７０円得して乗れる。 
その１００円も、今まで自転車で通っている大勢の人たちに、ワンコインで気楽に

乗れる１００円バスに乗り換えてもらって、駅前の放置自転車の問題や、駅にマイカ

ーが集中して、交通事故や、渋滞の緩和などの効果が発生すれば、それは乗らなかっ

た人にとっても、広く税金に対してメリットが出るだろう。そういうことも含めて全

部やらなければ、本当に乗った人だけの税金負担になってもったいないということを

いろいろとお願いをしてきたが、やってこなかった。 
運賃を上げないで、人数を上げることに努力すれば良かったのではという部分では、

毎日運行している中で、人数が下がっていくことを、原因も含めて、肌で感じていた

ので、しょっちゅう当時の所管と話をしていたのですが、逆に、うまくいかない時間

が続きました。今、この体制で、ようやく何とかしようと動き出したので、過去は置

いても、未来に向かって、良いものをやっていかなければいけない。 
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・委員 

民間の路線バス１７０円と比べてという話が出ているのですが、利潤追求が企業の

目的なので、民間の路線バスは、１７０円、２００円払ってでも乗る価値があるうら

やましい、良いルートを走っていると思います。そういう便利さや価値を考えてみた

ときに、グリーンバスの位置付けが、民間の路線バスと違う位置付けになってしまう

と、多少不便な分もあるが、一緒の１７０円にしなければとなると、難しいと少し引

っかかりました。例えば、東村山から府中街道を抜けて所沢に向かうバスが走ってい

たら、２００円でも乗りたいという気持ちもありますので、なかなかグリーンバスの

良い位置付けを考えますと難しいし、同じ１７０円にとこだわるところが、分からな

いと思いました。 

・委員 

全く同じ意見で、コミュニティバスが、早朝から深夜まで走っていたり、１時間に

４本・５本と、時刻表を見なくても乗れたりするような路線バスと同等であれば、事

業者としては、民間と同じ運賃にしてくださいと、絶対的に主張します。でも実際、

コミュニティバスは、１時間に１本だったり、公共施設を回ったりするバスだったの

で、事業者も受容して、１００円を広げられたし、グリーンバスも、そんなに早朝・

深夜に走っているわけでもないし、本数もそれほど多くないので、民間バスと同じに

するべきという考えは、私も全くないです。 

私も武蔵野市と結構やり取りをしたことがあって、ワンコインが払いやすいのであ

れば、１００円という論理もないし、１０円のほうがよっぽど払いやすいから、１０

円でやれば良いと言ったこともあります。無料の行政サービスがある中では、１０円

であろうが、１００円であろうが、それは市の方針で決められる。 

でも今は、平成１８年から、地域の皆さんや管理者のかたと、いろいろな協議をし

て、どこが適正だろうかと話し合う仕組み、地域公共交通会議という良い制度ができ

たので、もちろん１００円のままの結論になっても、仕方ないという思いはあります。 

・委員 

西武や小田急、京王は、結構良いところを走っていると思うのですが、私のところ

は、そのようなところではなくて、結局、その大手がやらないと言ったところを、単

に地元にいて、ただバスが好きで、何とか恩返ししたいと、都や市からの補助金は一

切なくやっています。結局、いかにニーズをとらえて、１人でも多くの人にご利用い

ただけるよう頑張るかということしかない。 

税金の補填は、自分のお財布から直接出すわけではないし、結局、めぐりめぐって

全部自分の懐になるので、補助金をもらおうとなるわけですが、それは、最終的に全

部自分にかかってくる。 

グリーンバスに関しても、携わる人たちが、熱意を持って育てようという気持ちが

大きくなければ、成長しないのではないかと思います。この会議は、みんなの意見を

もらって、グリーンバスが新たに成長していく、良いきっかけだと思うので、本当に

ありがたい会議だと思っています。 

・委員 

補助金は、各多摩地域は、ほぼ黒字化に近い武蔵野市の１号線のような、短い路線

で効率よく人を運ぶ路線でないところまで１００円でやっているところもあります。

例えば、武蔵村山市が１００円で実験しましたが、現在は、１７０円にした動きもあ

りますので、市の継続的な事業としても、どこまでの水準まで負担を持っていくかが

１つあります。西東京市は、８月１日から１５０円にしますが、利用者サービスに対

する受益者負担の考え方を「はなバス」に持ち込んで、日常的・非日常的サービス、

選択的で市場的なサービスなど、おおむね４種類ぐらいの内容に基づいて、自治体の
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公費負担が全体の何割くらいが適切なのか、１５０円に上げると、全体的に市が３割

ぐらいの持ち出しになるから良いという結論に基づいて、１５０円に上げています。

また、路線バスとコミュニティバスのネットワークの中では、共存共栄が図れる水準

として、パスモなどで路線バスを利用すると、１５０円が、路線バスの運賃により近

くなります。 

・委員 

実は、当市でも、平成１７年度に、使用料・手数料の改正を考えまして、平成１８

年度に改定をおこないました。西東京市と同様に、選択性と市場性、それを基軸に、

４象限の負担割合を決めまして、その４象限に、それぞれどの施設が入っていくのか

を整理しながら、それぞれ負担割合を決めました。 

手元に資料がないので、細かいところは言えませんが、当時、集会所の約７割が無

料、公民館の約９割が無料という状況にあった中で、使う人と使わない人の負担につ

いてどうあるべきなのか、平成１７年度にその作業をして、平成１８年度に改正しま

した。ただ、コミュニティバスの場合は、いったん事業者が運賃収入として取って、

不足分を補填する補助事業であることから、残念ながら、検討の対象外となったので、

市としてこの１００円という金額が受益者負担として適正なのかという議論は、おそ

らくされたことがなかったのではないのかと記憶しています。 

・委員 

一般市民から見ると、集会所や公民館の利用料が上がったから利用しなくなった傾

向があって、今までは、公民館の部屋をどこか使いたいと思っても、空いている部屋

を探すことが大変なくらいに、いろいろな市民活動が活発でした。公民館のお金が上

がったことの反省というか、上げたあとどうだったのかも、市民は結構シビアに見て

いると思います。行政のかたが、どういう考え方なのか分からないですが、活動しや

すくして、皆さんの意見を聞いていける形をとっていってほしいと思います。 

とにかく、どうしたら市民が、本当に市内でいろいろな活動を活発にできるかとい

うことが最初にないと、市民の皆さんも納得しないし、活動できないのではないか。

確かに民間バスの経営性もありますが、やはり活発な市民活動をしていくためにも、

どうしたら良いかということを、まずは考えていってほしい。 

・委員 

最ももうかる試算が、１７０円・割引運賃なしの新秋津駅の路線の２，２００万円

ですよね。この路線は、平成１９年度の収入が２，３００万円です。平成２４年度と

５００万円近く違います。運賃を上げても、結局、平成１９年度の金額に届かないの

であれば、運賃以外の根本を考えなければいけない。やはり先に、減った分析と、乗

っていた人を戻す作業を丁寧にやったほうが良いのではないかと思います。 

・委員 

当時は、１００円でとにかく人を乗せようと始まったわけですが、せっかく走らせ

ても、利用者が少なければ効果がないので、運賃に関しても、お客様として離れてい

ったかたを、さらにまた呼び戻すには、どうしたら良いかということも、やはり考え

直していく必要があると思います。 
・事務局 

数字的には、私たちも承知しているところです。現在に至っては、単純な比較にな

らないと思いますが、民間のバス路線も乗車数が右肩下がりになっている実情があり

ます。先程も報告の中で説明をさせていただきましたが、便数を確保すること、市民

からも分かりやすいバスの運行体系といったものも、コミュニティバスに必要な要素

だと思います。また、効率のよい運行計画と、効率よく進めるルートも大切です。い

ずれにしても、今回のシミュレーション、参考資料を踏まえて、改めて仕切りなおす
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必要がありますし、順次進めていく必要があると思っています。その方法・優先部分

については、ルート・運行エリア・利用・運賃・運営側も含めた有効な改善を十分に

研究していく必要があると感じました。 

・委員 

一般の路線バスの利用者が減っているのか、減っていないのか。要は、大量の退職

者も増えてきている中で、市の構成が、これまでと違ってきているのではないかと思

うので、もう少し精査が必要ではないか。 

・委員 

路線バスも平成１８年くらいまではずっと下がっていて、そこから小康状態で、大

震災のころからまた割り込んでいって、去年は横ばいという形です。だんだん下がっ

てきているよりは、現状維持のほうがまだマシなほうで、近隣の滝山団地などもそう

ですが、就業人口がさらに減っています。特にバスは、週に５日使っていたかたが、

週に２日しか使わないという実情が多いです。練馬区や杉並区、西東京市辺りは、バ

スも伸びているのですが、東村山市も含めて、そこから多摩地域の先、もっとひどい

のは、小手指や新所沢、狭山市などが激減傾向になっている状況なので、なぜ減った

のか分析は重要だと思うのですが、一概に、それを戻す視点だけでもないと思ってい

ます。コミュニティバスは、急に変えるという視点ではなく、それに対する地域の皆

様や、こういった会議で、どういったグリーンバスが良いのか、ルートを見直せば良

いのか、運賃を見直せば良いのか、消費税改定の話も見ていただけたらと思います。 

・委員 

実際は、１００円から消費税を抜かなければいけないので、１００円ではないです

よね。その上にさらに回数券で割引をしてしまうのは、良いのかどうか。１７０円で

乗っているかたや、路線バスがないかたに、どう見られるのかという感じはします。 

ここで４月に消費税が上がる予定ですが、事業者は、今でもキツキツの中でやって

いるので、消費税を払っていない事業者は別ですが、税金を納めるためにも、運賃を

上げないという選択ができないことは、どこの事業者も一緒です。 

・委員 

運賃１００円の据え置きで頑張れというわけではなく、消費税は、上げる根拠とし

て納得してもらえる要因ではあると思います。 

結局、資料にある金額の決め方として、「ムーバス」が１００円だったから１００円

にしました、市内の路線バスの初乗り運賃が１７０円だから１７０円にしましたで良

いのか。１５０円、１７０円の根拠をしっかり詰めておかないと、せっかくシミュレ

ーションを出してもらっても、それで良いのかとなってしまうと思います。 

・委員 

私も１００円ということではなくて、どれだけ皆さんが乗ってくれるのか、市民の

利用者と納得しながら進めてほしいと思います。ただ、運賃を上げると、このシミュ

レーションに近い形で結果が出て、ますます離れていってしまうのではないかと心配

です。たくさんの人に利用してほしいという思いがありますので、利用者数が減るこ

とは非常につらいし、悲しいです。 

改定の平成２０年度、平成１９年度くらいから減ってきていることは、考える会の

最後のまとめのところにもありましたし、だんだん移動の消費が減ってきていること

は、生活を切り詰めていることの現われなのかと思うので、やはり多摩地域は、不便

地域でもあるし、バスの購入のときに都・国などから出ていた補助金が止められたか

ら苦しくなったという経過もあるので、住民に対するいろいろなサービスを考えてい

く中では、例えば、多摩地域の各市で一緒に要求していくなど、考えてもらえないで

しょうか。 
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・委員 

現実的に、東京都の補助金をこれから新たに創設してもらうのは、かなりハードル

が高いと考えていますが、可能性として、１市だけではなく、東京都の自治体で共に

考えていかなければいけないと考えています。 

それから、事務局に市民のかたから、コミュニティバスへのご意見がありますが、

その中で一番気になっているのが、生活を切り詰めていらっしゃるかたたちが、私は

１７０円で乗っていているのに、１００円は不公平だという意見を非常に多くいただ

いていることです。福祉バスという話もありましたが、そこをどう考えていけば良い

のか、少し頭を悩ませているところです。 

・委員 

それこそ、地域のかたの意見がまず一番なのでは。ひょっとしたら、私たちが考え

るよりは、困っている人が多いだろうから、やはり上げなければいけないと思ってい

て、それでも乗りますという人が案外多いかもしれない。その代わり、こういうサー

ビスをしてくれるなら良いという案を出してくる人もいるかもしれない。実際に利用

者の要望が見えてこない、反映されないと、運賃の考え方を決められない気がします。 

・会長 

いくらだったら使って、いくらだったら使わないのか。ここで言っている５０円く

らいの差が、果たして利用にどれくらいの影響を与えるのか、少し疑問な面もありま

す。確かに、シミュレーションの参考としている小平市は、運賃を変えただけですか

ら、運賃が変わったことによる乗車数１３．９％減だろうなと分かるのですが、その

後の傾向などを見たときに、減り続けているわけではない。だから、少し乱暴な言い

方をすると、１００円だったから乗ってたが、１５０円になったら乗らなくなった人

は、あまり困っていなかったという言い方もできます。つまり、今まで使っていて、

使わなくなったということは、例えば、駅に出るのに、ほかの方法を自分で見つけた

のでしょうから、少しでも多くのかたにコミュニティバスに乗っていただきたいとい

うことでは、残念なことですが、コミュニティバスという交通手段の必要性について

は、元々薄かったということでしょう。 

・事務局 

運賃を値上げしたら乗るか、乗らないか、という狭い範囲のご意見ではありません

が、一般的には、安いほうが良いという意見のほうが強いと思います。ただ、走らせ

るためには、２００円、３００円でも仕方ないと言うかたもいらっしゃると思います。 

私どもの把握している中では、地域のかたの声を聞きながら、市内で路線バスの運

行を開始されているとお聞きしていますし、地域によっては、そういう声も十分にあ

ると認識しています。 

・委員 

実際に恩多路線を開設するに当たっては、グリーンバスが始まる前、調査機関が、

市内にどういう交通不便地域があって、どのようなルートが考えられるかを調査した

ときに挙がってた地域の１つが恩多でした。 

その地域の人たちが青葉・秋津町に走っているバスを見て、こっちにもほしいと、

自治会で署名もしていたようですが、行政の予算の中で、来年動くという話でもない

し、多くの地域で同じように困っている中では、次が恩多という確証もなかった。そ

れでも１００円のバスを待っているなら、私どもが、１７０円の一般の乗合バスとし

て路線を申請してしまえば、その後１００円のバスをそこに走らせたいと言っても難

しいし、その人たちの夢をつぶしてしまうことになる。命かけて身銭払って行ったの

に恨まれたのでは何にもならないので、地域の総会を開いていただいて、余計なお世

話かどうか、決めていただきました。向こうは、寝たきりやヨレヨレになったころに
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１００円のバスが来ても意味がないから、元気なうちに１７０円でも良いから早くバ

スが来て、駅などに出かけて、自分の時間をもっと有意義に使いたいという意見をま

とめていただいたので、申請させていただきました。 

朝は、１０分に１本、昼は、１５分に１本、最後の深夜１１時は、住民の要望に対

して費用対効果を考えながら、暮れに実証で延ばして、現在３０分に１本です。結局、

利益はなくて、収支０くらいですが、それによって、さらに地域の人たちに便利にな

ってもらえたら良いと思ってやっています。最初の頃は、本当に空気ばかり運んでい

たので、行けば行くほど損をするだけで、乗ってくれるまでが大変でした。お客様に

も心配されて、頑張ってね、ありがとうという言葉だけが、私どもの生きがいとして、

乗務員のみんなと頑張ってきました。結局、空っぽでも、便利を良くして、周知して、

大勢のかたが乗っていただけるまでになったので、今日も無事に走っています。 

バスの運行についてですが、東村山駅東口からさくら通りにかけての桜の木の枝が

かなり生い茂ってきて、だいぶ垂れ下がっています。景観を重視するなら、それはそ

のままですばらしいことですが、そのために交通事故があった場合を考えると、ある

程度の線引きとして、お互いに妥協するところが必要なのかと思います。 

例えば、車高の高いバスを運転する立場からすると、木の枝がバスの天井に当たっ

て、目の前にちょうど髪の毛が下がる感じです。乗用車の皆さんが運転すると、樹木

の下を走っていくから枝に関係なく信号機も見えるのですが、どうしても上にものが

あると、上に気が行って、近くの歩行者や自転車などを見落としがちになります。 

ほかにも、東村山駅東口のグリーンバスの発着バス停のところにも、大きな木が１

本あって、その木をなめる感じでバスがハンドルを右に切って行くときに、バックミ

ラーで南からまっすぐ来た車を見るのですが、余計な枝が視界に入ってきて、気が取

られやすいことが毎日あって、地域公共交通は、いろいろな問題を背負っているとい

うことを認識していただけたらと思います。 

・会長 

安全にかかわる問題は、どういう状況かをお話しながら、関係のところと調整をし

ていただく必要があると思いますので、そう動いていただければと思います。 

 

＜資料２＞割引運賃の設定・サービス水準向上のために必要な事業費 

・委員 

グリーンバスの割引対象者の参考例で、高齢者６５歳以上の人口比率に比べて、利

用者比率が非常に多いです。やはり６０代、７０代のかたたちがたくさん乗っていま

す。 

・委員 

シルバーパスは、より高齢者が使えるようにする手法ですから、これも対策を練っ

て適用できるように、一律運賃ではなく、段階運賃にすれば良いのではないでしょう

か。利用されるかたがより便利になれば、使ってくれるかたも増えるでしょうし、回

数券だけをピックアップするのはどうかと思いますので、考えどころだと思います。 

現況のグリーンバスは、未就学児と障害者に対して、本当に冷たく不親切な態度を

取っていると思わざるを得ない点があって、園児の行事移動は断って良いのか。タク

シーですら障害者割引がある中で、障害者のかたに車いす対応はあっても、割引はな

しです。一般の走っているタクシーとバスは違いますし、適切に割り引いていかなく

てはいけないと思うので、もう一考すべきではないのかと思います。 

通常、小学生以上の運賃は、大人運賃の半分のイメージがありますが、小学生以上

も１００円ですよね。これから消費税が上がって、いろいろな負担が大きくなって、

より厳しくなるところに、そういったギャップがありすぎるので、もう少し議論する
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べきかと思います。 

・委員 

西東京市が１５０円に上げたのですが、小学生・障害者のかた１００円に据え置き、

７５歳以上のかたは、１５０円の１０枚回数券を１，０００円で売るイメージです。

逆に、一般のかたへの回数券は、１５０円にしたときに廃止しました。 

行政サービスのバスとして、小学生・障害者・７５歳以上のご高齢のかたには、優

遇することもあるかと思います。その辺も今回、少し考えていければ良いと思います。 

・委員 

春休み・夏休みに、子どもと国分寺まで電車で行って、国分寺から府中に行くバス

に乗ることがあるのですが、春休み・夏休みは、小学生が５０円という格安の運賃設

定になっていまして、子ども連れで行動する場合、大変ありがたいと思っています。 

・委員 

夏休みの子ども５０円の割引も、バス事業者の努力で、事業者の持ち出しでやって

いる。いかに単体として維持できるようにするかが問題なのかな。 

・会長 

いずれにしろ、今日、最終的な結論を出す場ではありませんが、かなり多様な意見

が出ていますので、方向性まで出すことは難しいと思います。 

・事務局 

今日いただいたご意見を整理しながら、いただいた意見を基に、次回、方向性をご

提案できればと考えています。 

・会長 

次回、今日よりもう少し具体的な形のたたき台を示させていただいて、議論を深め

ていく形を考えたいと思いますので、事務局と調整をしておきます。もし、その間に

ご意見等ありましたら、事務局に言っていただければと思います。 

 

○その他 

・会長 

その他について、事務局から、お願いします。 
・事務局 

委員の皆様、貴重な意見・ご指摘等ありがとうございました。今日いただいたご意

見を基に、また事務局で、次回の会議に向けて、資料等を作成したいと思います。 

次回の会議の日程ですが、８月８日（木）午後で、調整したいと思います。委員の

皆様も大変お忙しいとは思いますが、万障お繰り合わせの上、またご参加いただけれ

ばと思います。 

・会長 

今の時点でどうしてもということがなければ、８日で進めさせていただければと思

います。 

・事務局 

この会議の中でご意見をいただいていた久米川町循環の運行改善について、報告し

ます。現在、久米川町１丁目から５丁目の自治会の会長で組織しています、連絡協議

会という組織が地域組織として立ち上がりましたので、そこと運行改善を考えていま

す。６月に２回ほど検討会を開きましたが、例えば、ルート変更、ダイヤ変更といっ

た、具体的な運行改善の方向性までは、至っていません。今後は、７月下旬の検討会

で、また具体に詰めていく予定ですので、その報告は、この会議でしていく予定です。 

新規については、いくつかの地域の市民のかたからお問い合わせがありました。窓

口に来られたかたには、ガイドラインをお渡しし、概略をお話させていただきました。
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基本的には、そのかたがたを中心に地域の中で声をかけていただき、これから進めて

いくためのグループができた時点で、もう一度、市に相談に来ていただくことになっ

ていますが、その後、こちらにいらっしゃっていませんので、今は、連絡を待ってい

るところです。 

・委員 

やはり早く通してほしいから、その実施に向けてやりたいと思っています。そのた

めには、地域の声をきちんと聞ける仕組みがないといけないので、地域組織の声がこ

ちらにも届くようにしてもらうのと、進み具合が、ある程度わかる範囲で教えていた

だければ、もっと良いのではないかと思います。 

・会長 

動き始めたという認識で、また今後も、その都度、ご報告いただければと思います。 

 

３．閉会 

・会長 

これで本日の議題は終了しました。これをもちまして、平成２５年度 第２回 東村
山市地域公共交通会議を閉会します。また次回、よろしくお願いします。 
 

 


