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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第３回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年８月８日（木）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・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・野﨑元委員・

中島和洋委員・島﨑政一委員 

 

（市事務局）進藤交通課長・當間係長・藤澤主事・須澤主事 

 

●欠席者：山本宏昭委員・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 ６名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 コミュニティバス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 
開会に際しまして、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、６名です。 

・会長 

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。６名の傍聴希望者について、傍聴を許

可したいと思いますが、よろしいですか。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴者の方に入室していただいてください。 
・ ・ ・ 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
者の遵守事項をお守りいただきまして、会議の進行にご協力いただきますよう、よろ
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しくお願いいたします。 
それでは次に、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、出席者１３名、欠席者３名となっています。出席者が過半

数以上となっていますので、会議の成立要件を満たしています。以上です。 
・会長 
それでは、委員１６名中１３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、平成２５

年度 第３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。これま

で、第１回、第２回の会議で、東村山市コミュニティバス「グリーンバス」の運賃が

どうあるべきか、いろいろと意見を出していただきました。 

第１回では、乗車人数や補助金の推移、つまり財政負担を市がどれくらいしている

かということ、あるいは、多摩地域各市の動向などを参考にしながら、意見を交わし

ていただいきました。第２回では、運賃を改定した場合のシミュレーションに基づい

て、意見をいただきました。 

今回、それらの意見を整理し、どういう考え方で運賃を設定していくか、この会議

としての意見をまとめると同時に、その運賃の考え方に対して、グリーンバスのサー

ビスがどうあるべきなのかを、まとめていければと思います。 

この会議でまとまった考え方に基づいて、グリーンバスの運賃をいくらにするかは、

市の事業として、市が決定をしていくことになります。 

それでは、事務局から資料の内容について説明してください。 

 

○資料の説明 

・事務局 

平成２５年度 第１回と第２回で出していただいたご意見それぞれを、運賃の考え方

と利用者サービスに分けて整理した。 

 

＜資料１＞運賃の考え方 

運賃に関する視点ごとに意見を整理した。 

考え方、路線バス、公平性、消費税、見直し、新規路線の予算 

 

＜資料２＞利用者サービス 

利用者サービスの種類ごとに意見を整理した。 

近隣市の事例、ＩＣカード、回数券、高齢者、障害者、子ども、免許返納制度 

 

これらの意見を総合して、会議としてグリーンバスの運賃の考え方の整理をしつつ、

利用者サービスについても、考え方をまとめていただければと思います。 

 

＜資料１＞運賃の考え方 

・会長 

それでは、最終的に、運賃をどう考えるかをまとめるに当たって、全体として、皆

さんからご意見をいただきたいと思います。 
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・委員 

ガイドラインに、収支率を上げる目標を掲げました。収支率が良いことだと思った

のは、運賃がまったく同じままで収支率を上げていくことを考えていたので、乗車数

を増やすことが、収支率につながっていたからです。それは、交通不便解消という目

的にも合致します。ただ、運賃を上げることによって収支率を上げることは、結局、

乗車数が減っても収入が上がるので、収支率が上がることになりますよね。それは、

本来の目的と違う話で、現在までに、乗車率を上げるためにどのようなことをしてき

たのかが明確ではないし、その効果が出ていないから、どんどん減ってきている。収

支率を上げることは、本来は、乗車率を上げることと同じだったはずですから、会長

は、切り離したほうが良いとおっしゃいましたが、運賃だけ切り離して考えることは、

やはり少しおかしいのではないか。 

この会議で、交通不便地域を決めましたから、できるだけ、交通不便地域を解消し

ていくことが役目だと思います。そのために、仮に乗車率が減っても、最低限、費用

が捻出できるのであれば、見直したほうが良いと思います。 

・委員 

財源の話だけをすれば、おっしゃったとおりだと思います。 

我々が今一番これで良いのかと思っているのが、公平性です。我々は１７０円払っ

ているのに、なぜ財源を使って１００円で乗らせているのか、声がだんだん大きくな

ってきていますから、現行の１００円が、本当に妥当な金額なのかどうか、そこが非

常に気になっているところです。 

・会長 

おそらく、一番大切な論点になってくるのは、「公平性」と「新規路線の予算」の考

え方で、皆さんが必要だと考えるのであれば、そういう考え方が成り立つと思います。 

・委員 

コミュニティバスが走っている地域は１００円で移動できて、路線バスだと１７０

円、１９０円で、市内の移動に対する格差が出てきている。それは、民間と市のサー

ビスの部分の違いがあるのですが、実際問題として、バスサービスは、それほど変わ

りはないので、少し是正しなければいけない。 

原資としても、他市の事例から見ると、運賃を上げれば、結果的に市の負担が少し

減って、そこから新しいものを導入できる可能性が生じる。 

総合的に見ると、やはり運賃の見直しが、現段階でそろそろ不可欠で、全体的に、

東京や埼玉の近隣他市の流れとしてもありますし、そもそもの発端として、１００円

で始めても、明確に、本当にそれが良かったのかも、１０年近く経って見直しの時期

に来ているので、上げる必要があるのかどうか、上げなくても良いのかどうかの議論

のタイミングになってきています。 

今日の議論の中では、ある程度、どっちが良いのかを議論していくほうが良いので

はないかと。事業者の立場とか、路線バスの走っている地域と同じ視点からすれば、

もう少し見直してあげるべきじゃないのかとは、個人的に思います。 

・会長 

利用する側として、安いにこしたことはないが、現状の１００円を堅持すべきだと

いう意見は、今のところ出ていません。 

・委員 

市の負担も含めて、先送りするのは良くないと思いますので、どこかで思い切って

運賃改定をしていくのもありだと思います。 

・委員 

コミュニティバスや路線バスが走っている地域と、走っていない地域で見た場合、
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市民が納得する視点で見ると、やはり一定の収支率が出ていないと、一部の選ばれた

地域を走っているのに税金が投入されていると感じてしまう問題があって、前回は、

単純に運賃を上げるだけのシミュレーションでしたが、ヘッドダイヤに戻すことや、

人を呼び戻すことを含めてのシミュレーションをした上で、それでも運賃を値上げす

ることが妥当だと判断されれば、仕方ないと思います。 

・会長 

確かに前回のシミュレーションは、運賃改定に基づいて、他市の減少率の事例から

試算をしたものですので、特に新たな利用を喚起することなどを含めた話ではありま

せんでした。もちろん、あのシミュレーションが完璧なものではないことは、確かで

すが、本来ですと、その目減りする分をカバーするために何をするかなども合わせて

の話ですから、その部分がなかった分、利用者サービスをどの形に持っていくことで、

それをカバーするかということになってくると思います。 

・委員 

バスが走っている地域と走っていない地域があって、バス路線を増やして交通弱者

を減らすことを広く考えていくことが、本当に大事なことだと思います。 

交通弱者のところには、なかなか順番が回って来ない。例えば、私の近くでは、毎

回、外出するたびにタクシーを利用するかたが、ずいぶんいらっしゃいます。そうい

う人たちも含めて公平性を考えますと、運賃値上げや、利用者サービスを含めた形で、

見直しをしていくことと同時に、バスでできるところはバスでやっていく。本当に足

が必要な人が数多くまとまっているわけではないので、バスで移動できない地域や、

本当に困っている地域にも、例えば、タクシー補助券などを当てる形でやって、少し

でも足の便を解決するものと合わせて考えていく時期ではないか。 

やはり市も住民の要求に対して努力していただくと同時に、都や国の補助の必要性

をアピールして、東村山市だけで足りない部分については、もっとほかの市と一緒に

なって、どんどん訴えていくことは、ぜひやってほしいと思います。 

・会長 

市全体の交通不便をどう解消していくのか、移動困難をどうカバーしていくのか、

その考え方の１つが、コミュニティバスですし、トータルで考えたときに、コミュニ

ティバスでカバーできない部分が残るのは確かです。だから、それをどういう方法・

仕組みの基でカバーしていくかは、これから課題になってくると思います。本当は、

次の段階として、市でも、そういった問題をトータルで考えられる方法にしていくべ

きだろうとは思っているのですが、今この議論の中で、そこをすべてカバーする方向

に言及してしまうことは、なかなか大変な話です。次の段階として、市全体として交

通不便をどう解消していくかという議論の仕方が必要だろうと思います。 

・委員 

今後の課題として、必ず出てくる話だと思います。これから高齢化は、超高齢化に

なりますので、そういうときに必ず議論していかなくてはいけないのだろうと思って

います。 

・会長 

私が関わっているところでも、まとまれない地域について、一般のタクシーを活用

している事例もありますから、仕組みとして作っていくことは可能だと思います。そ

れは市全体の考え方の中で、適切な仕組みを議論していかなくてはいけないので、次

の段階の議論にせざるを得ないのかとは、思っています。 

・委員 

運賃の話とは別ですが、根本的な考え方で、今グリーンバスは、２事業者にお願い

してやってもらっていますが、ガイドラインには、事業者選定に関するプロセスが出
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てきます。運行改善の場合は、改めて事業者を選定するのでしょうか、それとも既存

の事業者になるのでしょうか。結局、ＩＣカードをすぐに導入できない事業者がいる

ことで、市民サービスの低下や遅れをもたらすのであれば、もう一度、事業者選定を

しても良いのではないかと思います。 

・会長 

一般的には当然、事業者選定プロセスがありますが、この対応の考え方は、市とし

てどうですか。 
・委員 

現段階では、既存路線については、現在運行している事業者にお願いするスタンス

です。ただ、必ずしも将来的に継続するとは限りません。 

・委員 

指定管理者制度には契約年数がありますが、このバス事業にも、ある一定の契約期

間があると思っています。契約は、いつまででしょうか。 

・事務局 

グリーンバスに関しては、事業者ごとに運行協定を結んでいます。昔は数年ごとの

契約もありましたが、現在は、１年ごとの年度契約をしています。 

・委員 

１年ごとに協定を結び直すよりは、継続ということでしょうが、逆に言うと、その

年度末でおしまいと言うことも可能ですか。 

・委員 

年度協定ですから、制度上は、可能だと思います。 

・会長 

今は、それを判断する仕組みになっていない。 

・委員 

新規路線に関しても、同じように運行協定を結んで、年度ごとに更新をしていく形

でしょうか。 

・委員 

新規についても、既存路線と同様の方法の予定です。 

・委員 

今の制度は、運行している事業者の努力が関係ない制度になっている気がします。

企業努力が多少でも反映される仕組みにしないと、事業者のやる気がなくなる気がし

ます。今後の考え方の１つとして、一般の人や市にばかりに金額を負担させるだけで

はなく、補助制度ならば、こういう負担は公平にする仕組みにしていくことは、どう

なのか。 

・会長 

今の仕組みそのものは、どう考えれば良いですか。つまり、事業者の努力が報われ

る仕組みになっているかどうか。 

・委員 

率直に申し上げて、そういう仕組みになっていないと思います。それは、いわゆる

収入でまかなえない差額分を市が補填をすることですので、努力をしていただいてい

る結果として、市の負担が少なくなることは、あるかもしれませんが、あえて積極的

に事業者の努力を促す仕組みには、なってはいない。 

・委員 

そういうシステムのあるコミュニティバスは、ありますか。 

・会長 

非常に少ないです。 
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・委員 

指定管理者制度などにすれば、ある程度、事業者サイドもありますが。 

・委員 

まったくそのとおりで、私ども西武グループでも、昭和記念公園や、森林公園など

で指定管理者制度を取っていますし、指定管理者制度のように、ある程度の運営を事

業者に投げれば、多少の企業努力が反映されるべきものもあるのですが、コミュニテ

ィバス事業は、基本的に市の計画で、市の予算枠に基づいて、路線や停留所、運行本

数、バスサービスの内容がほぼ決められます。もちろん連携を取って、事業者の視点

から、オブザーバー的に、その運行計画に対して提案などを常にやり続けています。 

インセンティブなど、確かに面白い制度ではあるので、導入してみて、事業者も営

業やＰＲなどをもっと工夫してやって、その事業者がやったことによって収入がアッ

プしたら、その部分が事業者のインセンティブで、黒字の部分は取って良いという話

もありますが、非常に難しいと思います。 

そもそも、コミュニティバスは、正直あまりプラスにならない事業なので、事業者

の努力が反映される前提の試算でできても、実際は、事業者がマイナスとなる可能性

が高くなります。去年くらいに他市で、そういった仕組みを入れようと、少し議論を

していました。例えば、３，０００万円の赤字であれば、市が１，０００万円を負担

して、受益者負担の中で、利用者が１，０００万円を負担する。残りの１，０００万

円を民間事業者が負担する中身でした。それはありえないでしょという話を、事業者

からさせていただきました。 

基本的にコミュニティバス事業とは、採算の取れない地域に、市がその交通体系の

中で入れている事業なので、そこに参加する民間事業者が、赤字を持ち出してまでは、

やらないと思います。西武バスの考え方としては、やる必要もないと思いますし、や

るべきではないと考えています。西武バスでコミュニティバスを１２くらい運行して

いますが、基本的にどの市に対しても、同様のご理解を得てやっています。 

決して、企業努力をしていないわけではないつもりです。そこが足りないであれば、

もっと安くできる事業者があるかもしれませんから、この会議で今後の新規参入や、

フリーで入札をかけて、コミュニティバスを再度受注しなおすことも、もちろんある

と思います。 

実は、一般の路線バスがすべて黒字かというと、そうでもありません。地域性にも

寄りまして、例えば、２３区は、非常に自治体が強気な部分があって、一般路線バス

が廃止しても、ほかの事業者が勝手に入ってきますから、民間で勝手にやってくださ

い。コミュニティバスは、勝手に１００円でやりますというスタンスの自治体が多い

ですが、逆に、東村山市をはじめ、多摩地域の自治体は、路線バスやタクシー、全体

的な交通体系を見た上で、コミュニティバスの計画を練っているので、そこは、路線

バスとコミュニティバスとの相乗効果を含め、一緒にやっていく視点を、多摩地域の

自治体が持っていると感じています。運賃の格差や、路線の重複など、いろいろな場

面がありますが、そこを調整して、両者、良い形で生き残っていくことが、多摩地域

のあり方なのだろうと認識しています。 

・会長 

確かに、判断が難しいです。そういうやり方を取っている自治体はあります。結果

的にその路線が黒字になってしまったので、少し仕組みを変えざるを得なかったので

すが、盛岡市の都心循環バスがそういうやり方をしています。元々、赤字になった場

合、市がカバーする仕組みを作っておいて、その代わり、運行する事業者が独自で工

夫をして、利用者が増えるなり、収入が増えるなりした分についての一定割合を市に

戻してもらい、あとは事業者の収入にする仕組みです。 
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・委員 

例えば、西武バスが計画を立てて、それで市に、赤字だったら補助してくださいと

いう形で路線を引くと、そういうパターンができると思います。そもそも、多摩地域

のコミュニティバスは、市がここにこういう路線を引きたい、こういう時間帯でやり

たい、規模はこれくらい、車両数はこれくらいという、大体枠があります。 

板橋区で、民間のバス路線と抱き合わせで、半分を区が負担したり、豊島区では、

民間の赤字路線の一部をコミュニティバスとして伸ばしたことによって、区が一部負

担したりしていますが、少し質が違います。この地域のコミュニティバスは、補助金

がなければ、民間が受けないケースが割と多い。そもそも計画も、おおむね市が主導

で考えていて、地域もそうなっていて、民間がこういうように引きましょうとアドバ

イスや、意見交換などをするのですが、主体的ではないですね。 

・委員 

例えば、本来は収支が合うと考えて運行していた路線をやめた場合、コミュニティ

バスより少ない予算でできるのか。 

・委員 

具体的に言えば、廃止された東村山から所沢のラインを、市がある程度負担すると

いう話ですか。 

・委員 

可能性はありますが、今の時代としては、厳しいです。１０年位前に、グリーンタ

ウン美住線（久米川駅からグリーンタウンを通って、東大和市へ行く路線）も期待し

て、結構苦労して引いたのですが、それほど利用がなくて、持ちきれなくて廃止する

ことになって、申し訳なく思っているのですが、例えば、そういう路線が残っていた

として、市に「これ以上できませんから、少し出せますか」と、民間の路線に、市が

補助する仕組みの路線バスは、全国にいくらでもありますので、そういう形はありえ

ると思います。 

・委員 

西武バスが一度走っていた路線は、やはりなじみのある人もいるわけですから、そ

こをもう一度大型バスで走らせれば、非常に便利だと思います。グリーンバスの小型

バスは、なかなか座れませんから、不便と言えば、不便ですよね。 

・委員 

所沢線にしろ、グリーンタウン線にしろ、市外に出るので、市内で完結していです

し、ましてや所沢市は埼玉県ですから。今、広域連携という話もあり、市の枠を超え

てできる可能性もありますが、コミュニティバスは、どうしても単独の市が多くて、

一部ムーバスが武蔵野市と三鷹市で連携していますが、そこもまた難しい問題で、ど

こが主導権を持って、どこにバス停を持ってくるかなどのせめぎ合いになることもあ

るので、それがなかなか広がらない理由です。 

・委員 

やはりここまで西武バスが頑張っているのであれば、盛岡型式を東村山型式で表現

できれば、分かりやすい気がしました。 

・会長 

今の仕組みを今後もずっと続けていく話ではないですから、状況を見ながら仕組み

を作っていくことは、考えられるだろうと思います。 

・委員 

確認したいのですが、競輪開催のときに、新秋津駅から西武園へ、無料バスが走っ

ていますよね。新秋津駅から西武遊園地まで延びてくれると、便利だろうとは思うの

ですが、個人的には良い路線だと思っているので、地域に下ろせると思います。 
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・委員 

まったく生活コースではないですが、混乗していただければありがたいです。 

・委員 

ＯＢの運転手が、貸切バスとして運転しています。 

・委員 

やめてしまったグリーンタウン路線など、ある程度素地があるところは、今までの

ノウハウをコミュニティバスに入れさせてもらった形で運行ができれば、これから市

民の意識で利用が増えていくことも、十分考えられるわけですよね。 

・委員 

民間のバス路線としての復活は、難しいですが、路線バスが走っていたルートは、

もちろん道として整備されていますし、お客様もいるつもりでバス停を作っていまし

た。まったくの新規ですと、やってみなければ分からないところも結構ありまして、

坂や、歩道の有無、自転車の走行環境など、いろいろな要素がありますが、大体、見

込みに近い形になります。 

経費を削減して補助金を申請していますので、それを一般路線にすると、３割増く

らいの経費になります。例えば、コミュニティバスで５，０００万円の赤字であれば、

西武バスの路線でやれば、約８，０００万～９，０００万円の赤字です。 

・委員 

今、東村山市内で走っている路線バスは、今後もあるものだと思っているのですが、

なくなる可能性がもしあるのなら、そっちをどうにかしなければいけないと思います。 

・委員 

正直なところ、東村山市単体では、それほど心配ないと思いますが、埼玉県内へ行

くと、今あるバス路線がいつまでもある保障は、まったくできません。はっきり言っ

て、難しいと思います。民間も厳しいので、みんなで乗っていただくことで、路線を

残していくための協力をしていただかないと、事業者として非常にハードルが高いで

す。 

・委員 

この会議の前に、そういう話をしてきたのですが、営業所の半分は赤字ですね。 

・委員 

バスは、乗っていただかないと生き残れないので、路線を引くことは簡単ですが、

持続することが難しい。 

・委員 

事業者も増やすことは同じですね。 

・会長 

現実問題として、全国で見れば、今走っている路線バスがなくなることによって、

新たな交通不便地域が増えるところがたくさんあります。とりあえず、東村山市では、

当面は、そのおそれはなさそうですが、利用が減れば、その可能性があるので、今路

線バスが走っているところは、今後も路線バスが続けられるように、みんなで利用し

ていかなくてはいけない話です。同じように、今のコミュニティバスを維持するため

には、利用されていなければ残りません。 

・委員 

今この会議では、コミュニティバスを考えていますが、民間あってのコミュニティ

バスなので、例えば、市で公表しているコミュニティバスの路線図は、コミュニティ

バスしか載っていないですが、西武バスや銀河鉄道のバス路線を合わせて、東村山市

内の公共バスの路線図を出すなど、バス全体の乗客数を増やす努力をしていかなけれ

ばダメだと思います。 
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公平性ということで、民間も公共バスだという意識を持ってもらうためにも、運賃

も均一化していくことは、重要な考え方だと思います。 

・会長 

私もそのとおりだと思います。特に行政がインフォメーションをする場合、自分の

バスしか載っていないことが非常に多いです。確かに、その路線に乗るつもりのある

人から見れば、何とかなるかもしれないですが、全体で見たときに、交通ネットワー

クが分からないことが多いので、本当に意味があるのかと思います。ですから、鉄道

はこう走っている、民間のバス路線はここを走っている、その中で、コミュニティバ

スはこういう役割を持って、ここを走らせていることが分かるインフォメーションが

必要です。当然、今後は、市のインフォメーションのあり方も考えていく必要がある

かとも思います。 

交通ネットワークを担っている考え方と同じように、運賃を整理する考え方も、当

然あると思います。 

・委員 

コミュニティバスの運賃が民間と違うと、競合してしまうことや、今は、民間のバ

ス路線が撤退した場合に、新たな交通空白地域をコミュニティバスで埋めてしまうこ

とも踏まえた上で、運賃を変えていかなければいけないことは、重要な視点かと思い

ます。民間を維持することで、新たな交通空白地域を生まないために、どういう運賃

にすべきかの視点も重要だと思います。 

・会長 

大きな論点としては、同じ市民で、どこに住んでいるかによる公平性につながって

くる、特に路線バスとの公平性の問題。それから、運賃の適切な受益者負担の話と、

ゆとりを生み出すことによって、新たな原資を生み出すことができる可能性の３つの

観点から、今の１００円よりは、もう少し路線バスに近い金額が適切ではないだろう

かという流れになってきていると思います。 

・委員 

本当にそういう方向だと思います。 

・委員 

不公平だと言われるから変える、なんとなく周りの状況に合わせて変えるよりも、

グリーンバスは、この運賃が適正だと出せれば、それで良いと思いますし、利用する

側も、市としてグリーンバスを今後も継続して運営していくのに、この金額が必要な

ので、この金額に上げますよと言われれば、「はい、分かりました。協力します」と思

えると思います。 

市としては、１００円は、実は適当に決めましたとは言いにくいことかと思います

が、今回もなんとなく適当に決めてしまいましたとも言いにくいと思うので、このよ

うな厳しい現状があるのですが、この運賃にすると、今後も安定して続けていくこと

ができるので、市民の皆さん協力してください、利用してくださいという形で言って

いただければ、納得できるとは思います。 

・会長 

そのとおりです。適正金額については、どこかで判断すると思いますが、適正金額

に理由付けをするのは、非常に難しい面がありますので、適正価格にするための考え

方として、公平性の問題や、収支率の中で、いわゆる原資を生み出す話などから、そ

の考え方をサポートするのが、この会議です。 

・委員 

例えば、初乗り１７０円が改定になって、１８０円になったら、こちらも周りを見

つつ、１８０円に見直しをしていくこともありますか。 
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・会長 

いくらになるかは、ある意味、政治判断で、市が決める話ですから、１７０円か、

１８０円かは、何とも言えません。 

・委員 

市に寄せられてくる不公平感の苦情、クレームみたいなものが減ってくるのでしょ

うか。 

・会長 

路線バスに近い運賃であれば、市民からの声は、解消される、変わってくるでしょ

う。 

・委員 

そうですね。 

・委員 

目安として、路線バスの場合は、広告などもありますが、ほとんど運賃でまかなわ

なければならないので、収支率５０％の路線があれば、収支率を１００％以上に持っ

ていかなければいけません。そうすると、まったく利用者が減らなければ、１００円

から２００円にすれば、トントンになるという視点。収支率３３％の路線であれば、

３００円にして、お客様が減らなければ、トントンになります。 

事業の視点としては、そういう単純な水準の考え方なのですが、コミュニティバス

の主旨からして、それ以上では厳しいので、皆さんの納得感が得られる水準の金額は

いくらなのかを、最後は詰めていくしかないと思います。全国的にも、近隣他市の事

例としても、割と多い目安の１つは、路線バスの初乗り運賃の均一があります。 

ほかには、コミュニティバスにもある１５０円や、この多摩地域の路線バスの初乗

り運賃が１８０円になるなら、それに合わせて１８０円でも良いかもしれないし、グ

リーンバスは１７０円でも良いかもしれません。 

１００円が良いという意見は、利用者に多いでしょうから、全員が全員、納得しな

いとは思います。市の考え方と、市民の皆様にご納得いただける、説明がつく水準に

持っていくのが一番だと思います。 

民間は、路線で収支を取らなければいけないので、採算が取れるくらいに運賃を設

定することが基本ですが、運賃は、多摩地域や埼玉県も入れた、全体のエリアで見て、

国土交通省に認可をもらう制度なので、もうけすぎない程度に採算が取れる水準の上

限運賃を設定して、路線を成り立たせている仕組みです。１つの水準として、収支率

１００％を目指したいが、目指せないでしょうね。 

・会長 

コミュニティバスは、その設定条件から言って、収支率１００％を目指すことは、

乱暴な話ですから、運賃収入で、収支トントンに持っていく必要はなくとも、ある程

度のレベルを考えていかないと、財政負担が増えるばかりで続かない話になりますか

ら、ガイドラインの中で基準を作ってきたわけです。幸いなことに、東村山市の場合

は、路線ごとに見れば、比較的状況の良い路線もありますが、全体で見る必要もあり

ますから、そういうことも考えながら、その収支の面で、全体として近づけられる運

賃は、どこだろうかという話。 

それから、市全体を見たときの公平性はどうだろうかという話。今後のことを考え

たときに、どのくらいのレベルを考えていけば良いのか、どの辺が納得していただけ

るレベルなのかということになると思います。 

・委員 

気になったのが、第２回の資料で、現状１００円で、収支率４７．２９％。１７０

円になったときの、９０円の割引運賃を採用した場合、収支率５５．８１％。収支率
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１００％を目指さなければならないと思うのですが、何かしら、乗車率が上がる方法

を考えなければいけない。 

・会長 

当然のことながら、大切なのは、いかに乗ってもらえるかで、運賃を改定したとき

の移送は、ある程度、起こると見なければなりません。ただ、それでも皆さんが納得

して乗っていただけるものに作り上げていかなくてはいけないので、そういうことも

合わせて、議論していく必要があるということです。 

・委員 

気になったのが、距離に関係なく定額なのは、公平性があるのか。長距離を乗る人

は良いが、反対に、一駅だったら乗らない、歩いて行く人も、中にはいるのではない

か。例えば、１００円だったら乗る利用客も増えてくるのではないか。路線バスでも、

２３区などの定額のところもありますよね。多摩地域で距離的にどうなのかという気

はするのですが。 

・会長 

よく議論になることですね。地域の広がりによっても違うのですが、一応、定額で

行くつもりで、市は考えているのですよね。 

・委員 

そうですね。市内に限られていますし、特に長いこともないので。西武バスでは、

どうなのでしょう。 

・委員 

民間でも、各会社によって、基準賃率という１キロ当たりいくらの設定が違うので

すが、西武バスでは、１キロ３０円です。最初の３．８キロまでは、１７０円の初乗

り区間となりまして、そこから約１キロ当たり３０円ずつ上がっていくイメージです。

多摩地域や埼玉の乗車キロに応じた運賃は、国土交通省のブロック別で、妥当だろう

という制度で、逆に、２３区・武蔵野市・三鷹市・調布市・狛江市は、２１０円均一

でやらせてもらっているので、２００ｍ先の停留所で降りようが、１０キロ以上の路

線で、吉祥寺駅から飯田橋駅まで乗っても同じですので、遠くまで乗った人のほうが

有利です。 

グリーンバスで、そういった考え方を取り入れる可能性は、もちろんありますが、

今の路線の質からいきますと、均一のほうがやりやすいですね。東村山駅～新秋津駅

は、少し違う意味のところもありますが、やはり駅を起点として、そこから一番近い

生活圏として路線が設定されていて、超長距離でもないですし、１０キロを超える長

距離の路線を乗られるかたもいらっしゃらないので、東大和市や、武蔵村山市の路線

とは、質が違うので、均一にしても、それほど違和感はないイメージです。 

コミュニティバスの考え方で、距離に応じた運賃を取ったほうが良いという地域も

ありますし、そうでない地域もいっぱいあります。所沢市・狭山市・川越市などは、

キロに応じた運賃でやっていますので、ほとんど路線バスの制度と同じですが、多摩

地域は、路線バスと同じだったり、均一だったり、割と路線バスもあるし、駅も結構

ありますので、バスに長く乗車される路線設定ではないので、均一のほうが分かりや

すいし、処理しやすい部分もありますし、市民のかたにも一般的に受け入れられやす

いので、均一運賃は、割とコミュニティバスでは主流です。考え方としては、キロに

応じたほうが正しいのですが、グリーンバスは均一でも良いと思います。市や市民の

判断になるのですが。 

・委員 

運賃に関する考え方で、どれも理由付けになると思いますが、特に、消費税が２段

階で上がっていくことは、具体的に言えば、運賃を上げていくことに関して、非常に
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大きな根拠付けになると思います。ただ、消費税の話が出なくても、今回の見直しに

ついては、話が出ていたはずですから、消費税の話は、いったんはずして、なぜ見直

す必要があるのかを少し厚めにしたほうが良いのではないかと思います。 

・会長 

私も同じ考え方で、消費税は、タイミングの問題ですから、消費税の税率が上がる

から運賃を改定するという議論ではなく、実際に改定する場合は、消費税の動向を見

ながらやっていく必要があるということです。 

・委員 

例えば、１１０円くらいにしないと、消費税の便乗値上げに感じてしまいます。 

・委員 

電車やバスなど、公共の乗り物の運賃は、消費税が上がるときに全体的に上がるも

のなのか、上がらないのか。ほかも上がるのであれば納得もしやすいが、ほかが全然

上がらないのにグリーンバスだけ上がると、納得しにくいと思います。状況が分から

ないので、教えていただきたい。 

・委員 

まず、上げないと事業者負担になりますので、まったく上げないということはない

と思います。ただ、その上げ方については、現在、政府でやっと方針が決まって、パ

ブリックコメントをやっているところです。まだ確定していませんが、考え方の方向

性は、示されています。 

基本的には、前回、平成９年に上げたときと同じ考え方ですが、それを受けて、今

度は、国土交通省で、バスを含めた様々なものに関して、全体の整合性を確保して議

論をし、決める形です。 

鉄道関係では、ＩＣカードの運賃と、現金の運賃の取扱が違ったり、以前よりかな

り複雑になっていたりする状況もありますので、今は何とも言えませんが、その分を

事業者負担させることは、考えにくいと思います。 

・会長 

何らかの形で、消費税を運賃に転嫁していく可能性があるという段階だと思います。

たぶん、事業者もいろいろ決めかねている部分もあるのではないでしょうか。 

・委員 

国土交通省の調整なども、あるのかもしれませんが、正式な決定を受けているわけ

でもないですし、明確には、まだ決まっていないです。バスの運賃は、内税ですので、

１７０円の中にプラス３％の消費税分を事業者が負担すると、どうしてもやっていけ

ないので、消費税率が上がる分を、何らかの形でご負担いただく形にせざるを得ない

のではないかと思っています。新聞報道などでは、ＩＣカードが１円単位の端数まで

取る記事もありますが、バス業界全体の結論等も含めて、確定していない状況です。 

・会長 

結構難しい問題ではあるのですが、間に合うのでしょうかという疑問もあります。 

・委員 

グリーンバスの運賃や、コストを見直す根本は、やはり市の継続的な財政の負担が

あることと、多摩地域の路線バスとの利用に対する対価と格差が生じていることが、

視点としては大きいと思います。やはりタイミングとしては、消費税が上がることな

のかもしれませんが、議論としては別ものだと思います。 

・委員 

ガイドラインに、市の補助金は、初期費用を入れない、運行に関するものが対象だ

と解釈して良かったのか。 

最初のバス３台の買い替えは、順次、必要だと思われますが、その費用は、補助金
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とまったく切り離して考えて良いのか。 

プラス新規路線の導入になると、かなり負担が大きくなると思いますが、その辺は、

耐用年数などから見越した対策を取っているのか。 

・委員 

ランニングコストのみが、今、市からの補助金として支出されているということで

良いと思います。 

イニシャルコストは、また別のもので、新規路線の導入経費と車両購入費について

は、東京都の補助金がもらえると思いますので、都からの補助金と、市の一般財源を

使って、まかなっていくということで良いと思います。 

・委員 

新規についても、最初の３台の買い替えについても別個に考えて良いですね。 

もしＩＣカードなどを導入する方向になった場合は、どこに含まれますか。 

・委員 

車両を購入する際に車体にかかる付属品は、別途です。 

ＩＣカードは、事業者が設置することになりますが、例えば、２事業者の片方の事

業者が導入済みで、もう片方が導入されていない場合、１事業者に対して市が財政的

に負担することは、少し難しい気がします。 

・委員 

税収が増えているのか何とも言えないところですが、今後の予算は、維持可能な範

囲で縮小方向なのか、高齢者が増えているので、もっと増額していくのか、教えてい

ただければと思います。 

・委員 

市の財政状況で言えば、来年、再来年で、特に大きく好転することは、まずなく、

ほぼ同程度で進んでいくのではないかと思っています。 

コミュニティバスにどれだけ財源を投入できるかは、基本的に、市民からお預かり

した税金を市の事業にどれだけ配分していくかという話になります。現在は、今まで

市の総枠の中で、お預かりした税金、約５，０００万円をコミュニティバス事業に投

入しています。それをもっと上げるべきなのか、下げるべきなのかは、行政の中だけ

で判断できない部分もありますが、今まで投入してきた約５，０００万円については、

市民全体で、ある程度のご理解をいただいている金額だと考えていますので、これか

らも、この事業に投入する財源として、ほぼそれくらいの額を投入していくことは、

できるだろうと思います。 

例えば、各地域から新規路線の要望があって、地域組織が立ち上がって、これだけ

市民が要望しているということになれば、ほかの事業の予算を削って、こちらに投入

するという考え方は、できるかもしれません。 

市民の皆さんが、コミュニティバス事業にどれだけ税金を投入するのかを納得して

いただけるかということになると思います。 

・委員 

その約５，０００万円の予算をどう配分するか、どう使うかということですね。 

・会長 

約５，０００万円を目安で今後も行きたいが、それ以下の内容で納めなければなら

ないわけではない。 

その考え方からすれば、新規路線の予算を確保する原資を生み出すために運賃改定

をすることは、少し違う話になってくる感じはしますね。ただ、新規路線の予算を確

保するためには、全体をどう効率的にし、原資をどうやって捻出していくか、収支率

や効率性を全体として上げていくための運賃のあり方は、考え方の１つとして出てく
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ると思いますが、たぶんメインにはならない感じがします。 

・委員 

そのとおりだと思います。ただ、現実問題とすると、今、投入している税金を上げ

ると、どこかを削らなければいけない状況になっていますので、市民全体として納得

していただければ、振り替えることができるということです。 

・会長 

今までの皆さんから出てきた意見を集約すると、１つは、収支率の面をトータルで

見たときに、もう少し収支率を上げることが、今後の継続性等を考えたときに必要で

あろうことと、合わせて、新規路線や今後のコミュニティバスの拡充も含めた、その

原資を生み出すという採算面からの議論。もう１つは、路線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の人たちの負担感などに基づく公平性の観点によ

って、現状よりもう少し、コミュニティバスを利用されるかたに負担をしていただく

意味で、路線バスの運賃を１つの目安として考えていくことになりそうです。 

運賃の考え方としては、採算性や収支率、及び今後に向けた原資の補填と公平性の

観点から、現行の運賃よりも、もう少し利用者の運賃負担分を増やしていく。路線バ

スの初乗り運賃を１つの目安として考えていくことで、まとめたいと思いますが、よ

ろしいですか。 

・ ・ ・ 全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

では、運賃の考え方としては、そのようにまとめていきたいと思います。 

 

＜資料２＞利用者サービス 

・会長 

運賃が変わる場合、今のコミュニティバスのやり方を何も変えずに運行することは、

果たしてどうなのかも当然ありますし、その運賃に対しての値頃感もあるでしょうか

ら、利用者サービスの視点で、今後どのようなことを考えていかなければいけないの

か。それから、単純に運賃が上がれば、移送の可能性がぬぐいきれない。それでも乗

っていただける価値を作っていかなければいけないので、利用者サービスには、どの

ようなことを考えていくべきなのかを、会議としての意見をサービス別にまとめてか

まわないと思いますので、皆さんからお聞きしたいと思います。 

・委員 

運賃を路線バスに近づけるのであるならば、ＩＣカードが使えないとまずいのでは

ないかと思います。子どもに現金を持たせて、まごまごしてしまったら大変だと心配

するよりも、ＩＣカードを入れたほうが、高齢者にしても、バス事業者にしても良い

と思いますし、割引も考慮してあげるべきだと思います。 

高齢者割引、シルバーパスは、検討みたいな話で終わってましたか。 

・会長 

シルバーパスについては、厳しいだろうと。 

・委員 

路線が循環の場合は、運賃が倍になってしまうこともありますし、長距離を乗る人

には、１７０円でも良いのですが、１００円がチョイ乗りの感覚です。 

東村山駅から市役所までの利用人数がどれくらいかは分からないですが、そこだけ

シャトルで結んで、新秋津駅へ行くのは、市役所に寄らずに行ったほうが良いのでは

ないでしょうか。 

・会長 

確かに、短距離の利用が大半の路線であれば、それを切り離して考え、短い距離を
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乗る人を１００円にすることは、もちろんできると思います。 

例えば、武蔵野市のバスを見ると、１周が６キロくらいの路線ですから、実際に、

ほとんどのかたは、２キロくらいしか乗っていない路線です。ほとんどのかたがそう

いう利用のされ方をする場合に、１００円は、ある程度妥当な金額ということもあり

ました。実際の利用によっても変わる部分もありますし、短距離の人だけに限定して、

例えば、１キロなら１キロのエリアの中で１００円という設定をするケース・可能性

はもちろんある。ただ、ある程度限定的だとは思います。 

・委員 

通勤・通学で使う人のことを考えると、始発と最終の時間帯をもう少し増やしてい

ただきたいですし、バス停に自転車を置ける場所があると良いと思います。 

・委員 

既存路線についても、例えば、始発便や最終時間を変えることは、ありえる話であ

ると思います。より多くの利用者に利用していただける時間に変えることは、必要だ

と思います。 

・委員 

せっかく出たアイディアに水をかける話になるのですが、たぶん雨のときはバスに

乗って、それ以外は自転車で行ってしまうと思うので、コミュニティバスと自転車は、

競合してしまうため、本当に駐輪場を設ける必要があるのか疑問です。 

今、ターミナルの駅でさえ、駐輪場をなんとか設置している状況ですし、コミュニ

ティバスの性格から、バス停の間隔が非常に短いので、そこへわざわざ自転車で来る

必要があるのかという気がします。また、バス停の設置でさえ苦労している状況で、

バス停に駐輪場を設置するなら、道路ぐらいしか置く場所は考えられないし、本当に

できるのかと思います。 

場所によっては、自然発生的に、道路上にとめて行く人たちがいます。１台だけで

もあると、どんどん増えていって、それも植え込みの中にみんなとめていってしまう

ので、道路管理者としては、非常に困っているところです。 

・会長 

これからは、既存路線の改善の枠の中で、地域でいろいろな話が出てくるだろうと

思いますので、むしろ、そういうアイディアを出していただいて、それをそういう場

に参考例としてフィードバックすることも考えられると思います。 

そういう話が沿線地域に伝われば、例えば、うまく民地を活用して、自転車置き場

が作れるケースや、ここなら効果的だろう、ここならできるかもしれないなど、地元

の中で出てくる可能性があります。地域の状況の中で決めていくことだと思いますの

で、参考にさせていただきたいと思います。 

・委員 

常日頃から思っていることですが、今のバス停名は、周辺に何があるかさっぱり分

からないので、バス停の名前も含めて、地域に何があるのか、もう少し分かりやすく

したほうが、利用しやすいのではないかと思います。 

・会長 

東村山市では、バス停の名前をつけるときに、何か制約はありますか。 

・事務局 

特にありません。 

・会長 

コミュニティバスを行政がやっている場合、例えば、民間の会社名を付けられない

などの制約を持っているケースがたまにあるので、なかなか難しい面があるのですが、

特に制約がないのであれば、地域で案などを出していただきながら、対応可能な気が
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します。 

・委員 

収支率を上げる意味で、広告の掲示は、やっているのでしょうか。ほかの地域で見

かけるラッピングバスも含めて、宣伝費用も収支率に反映できないでしょうか。 

・委員 

広告については、ラッピングも募集していますが、なかなか手を上げていただくか

たがいらっしゃらない状況です。 

・事務局 

ラッピングの場合は、側面広告で、最短１年間の掲載になります。掲載料は、１年

間で約３０万円です。ほかに車内広告や、チラシなどがあり、車内広告は、１枠１ヶ

月１，０００円、プラス消費税です。詳細は、ホームページに載せているので、見て

いただければと思います。 

・委員 

コミュニティバスは、市のコンセプトがあって、デザインも公募でやられていると

ころもあるので、車内広告はやっても、車体広告はやらない市も結構あります。特に

グリーンバスは、デザインに凝られているので、そこにラッピングするのはどうかと

思いますが、他市では、何年も工務店が側面に出しているところもあります。確かに

広告収入はバカにならないので、そこは逆に、市の考えしだいです。 

グリーンバスでも、車内広告は非常にリーズナブルでお安いので、結構、活用して

もらっています。 

・委員 

ちなみに西武バスだと、おいくらぐらい。 

・委員 

西武バスだと、全面広告の場合、年間の広告費だけで約７０万円です。制作費など

は全部別です。場所や地域によっても違うのですが、吉祥寺駅などに入る路線だと高

いです。ラッピングバスは、結構目立ちますので、どんどん使ってください。 

・委員 

コミュニティバスに西武バスの広告を貼ってしまうとか。 

個人的な感想ですが、安いと思いますよ。 

・委員 

どこの会社へ行くには、ここで降りると便利ですという放送も、広告ですか。 

・委員 

車内放送も広告です。 

バス停の名前も、ネーミングライツを民間会社に利用していただいて、企業の名前

を付けているところもあります。やはり公共交通の側面もあるので、あまり頓珍漢な

名前は付けないようにはしています。 

広告収入も、公共交通の赤字分を下支えしている大きな収入源になりますので、本

当にありがたいと思っています。 

・会長 

バス停に広告が掲示されるケースなど、いろいろありますので、広告は、１つの増

収方法としては、ありますね。 

・委員 

もう少し免許返納制度を広めてもらって、バスを利用してもらえれば、事故も減っ

て、渋滞も緩和すると思うのですが、なかなかそうならないですか。 

・委員 

返納すると発行される「運転経歴証明書」は、もう身分証明書代わりになってきて
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いますし、プラス、いろいろな企業の割引制度等が入っています。今のコミュニティ

バスは、収支率があるので、入れていけるかは少し疑問ですが。ただ、免許を返納す

れば、その地域のコミュニティバスが、ある程度安く使えるのであれば、乗ってくれ

る人も増える可能性がある気はします。 

・委員 

私ももっともだと思います。返納制度は、交通事業者としても協力していきたいと

思っているので、費用面も含めて、コミュニティバスでもやっていけたらと思ってい

ます。 

ただ、バスは、そもそも免許を持っていないかたが結構ご利用いただいているので、

返納したからといって、ずっとバスを使い続けてくださったかたよりも、恒久的に安

くなってしまうのは、個人的には少し違和感があります。 

逆に、バスに乗る・免許を返納するきっかけになれば、とても良いことだと思いま

すし、１回だけは、アリだと思います。 

タクシーは、いろいろと選択的なところがありましたが、西武ハイヤーも、国土交

通省との折衝の中で、去年からできることになりましたので、多摩地域でも埼玉地域

でも、見せていただければ運賃１割引をしています。 

・委員 

いろいろあって、できなかったのですが、確かにやったほうが良いことですが、コ

ミュニティバスにずっとタダになると、少し。 

・会長 

確かに、違和感も分かる気がします。バス事業者で返納対応しているところが増え

ていますが、どういう方向でやるかは、これから議論の必要が出てくるでしょう。こ

れから増えていってほしい部分ですから、何らかのインセンティブが与えられるもの

があっても良いと思います。今後、その手法について考慮するということで、うまく

免許を返納していただける仕掛けにしていければとしておきたいと思います。 

ＩＣカードや、回数券、高齢者・障害者割引、子ども運賃等については、今いただ

いた意見、それから前回までに出た意見を付帯する方向で、もう少し集約した形でま

とめます。私と事務局で最終的な調整をさせてもらって、皆さんに１度、見てもらう

形にしようと思いますが、どうですか。 

・ ・ ・ 全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

では、そのような形で進めていくことで、まとめたいと思います。 

 

○その他 

・会長 

では、その他について、事務局からお願いします。 
・事務局 

７点、報告します。 

１点目は、８月１日から、銀河鉄道の青葉恩多町線に「東村山高校南」バス停が新

設されたと、銀河鉄道から報告を受けました。 

２点目は、少し先の話ですが、東村山市民スポーツセンターで開催される国体の期

間中、１０月４日から１０月７日まで、スポーツセンター北側の道路が、一時通行止

めになる予定です。市のグリーンバスには影響ありませんが、銀河鉄道の路線が一部

変更になる可能性があります。 

３点目は、新秋津駅から東村山駅へ向かうグリーンバスの「青葉町住宅」バス停の

前に、コンビニエンスストアができる関係で、その駐車場の関係で、今のバス停から



- 18 - 

約９ｍバス停を動かします。８月２１日の早朝に移設をしますので、２１日から、移

動後のバス停をご利用いただくことになります。 

４点目は、この会議の委員の任期は、平成２３年から２年間、１１月１３日までで

すので、今年度が改選期に当たります。１６名の委員中、市民委員４名については、

また公募の形を取りまして、現委員の任期満了に合わせて改選していくことになりま

す。予定としては、９月１５日号の市報で市民委員の公募をし、その後、選考した上

で、１０月中に決めたいと思っています。また、市民委員以外については、職業上、

又は役職上に当てた形でお願いしていますので、変更はないと思います。 

５点目は、前回の会議で、運行改善ガイドラインに沿って、久米川町循環の運行改

善を進めていることを報告しました。地域組織は、久米川町１丁目から５丁目までの

自治会長で作っています。その地域組織との話し合いの中で、平成２２年度の乗降調

査以降の利用の変化を把握することとなり、７月７日（日曜）と８日（月曜）に、乗

降調査をしました。久米川町循環は、月曜から日曜まで、全部同じ運行ダイヤですが、

例えば、日曜は、早朝の時間帯や夕方の時間帯の利用が少なく、９時くらいから午後

にかけての利用が多いことや、野際通りからの利用が、以前より増えている結果もあ

りまして、まずは、ダイヤ変更から始めてみようという話になりました。 

このあと、計画案の作成をしつつ、８月中旬以降から９月上旬にかけて、久米川町

循環のルート上にお住まいの沿線住民の皆様に、需要調査をしたいと思っています。

調査内容については、ガイドラインに示されている需要調査アンケート票をベースに

したいと考えています。その結果を基に、計画書等を作成した上で、次回の会議で、

久米川町循環の運行改善についてお示しさせていただいて、実証運行の可否の判断を

していただきたいと思っています。 

６点目は、新規導入ガイドラインの進捗状況です。現在、美住町地域の住民から、

電話等で相談がありましたが、地域組織を設立するなど、まだ具体的な検討まで至っ

ていません。 

最後に、次回の会議の日程です。現在、１０月１８日（金曜）を予定しています。

具体的な日時については、後日、ご案内したいと思います。 

 

３．閉会 

・会長 

以上で、本日の議題は終了いたしました。これをもちまして、平成２５年度 第３回 
東村山市地域公共交通会議を閉会します。本日はどうもお忙しい中、ご協力ありがと

うございました。 
 

 


