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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第４回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年１０月１８日（金）午前９時３０分～１１時３５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・野崎満会長代理・関根康洋委員・山本宏昭

委員・若林淳委員・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・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・當間係長・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：中條基成委員・高橋袈裟男委員 

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運賃改定 

 久米川町循環の実証運行 

 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 

○委員の任期満了に伴う連絡事項 
公募市民は、選考中。公募市民以外は、再任の依頼中。 

 
○関係者紹介 
コミュニティバス運行計画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 
開会に際しまして、本日の傍聴希望者に関しまして、事務局に確認します。 

・事務局 

傍聴希望者は、１０名です。 
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・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。会議を傍聴

されるに当たりましては、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１４名、欠席者が２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 

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、平成２５年度 第

４回 東村山市地域公共交通会議を開会します。 

 
２．議題 

・会長 

前回の会議で、東村山市コミュニティバス「グリーンバス」の運賃を、路線バスの

運賃を目安に改定していくことを合意しました。今回は、それを受けて、実際の運賃

の金額や割引等について、市で検討した案が出てきていますので、事務局の説明後、

皆さんから意見をいただきます。それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○資料の説明＜コミュニティバスの運賃改定＞ 

・事務局 

前回までに、この会議としての運賃の考え方がまとまりました。 

運賃（案）は、路線バスの初乗り運賃を目安に検討するという会議の考え方を受け

て、運営主体である市と、事業主体である運行事業者と話をしながら、運行計画とし

て作成しました。この運行計画は、今後、国土交通省への手続きを進めるプロセスの

１つとして、本日、この内容を確認・議論した上で、合意をいただきたいと考えてい

ます。 

 

＜資料１＞運賃（案） 

●路線バスの運賃との公平性 

…適切な受益者負担とする。路線バスの初乗り運賃が目安。 

●コミュニティバス事業の継続性 

…全体の収支率の向上による持続性の担保。 

 市が負担する補助金額の削減による新規路線の予算原資。 

●子ども（小学生） 

…一般運賃の半額。長期休暇中にバスを利用するきっかけとするための 

 新たな制度等についても考慮する。 
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●障害者 

…車いす対応は、現在も実施しているが、一般的に考えられる運賃割引 

 などのサービスを考える。 

運賃設定 現在 改定案 

 一般（中学生以上） 100 円 路線バスの初乗り運賃と同額（現在：170 円） 

 子ども（小学生） 

障害者＆介助者 
100 円 運賃の半額（10円単位に切り上げ） 

★未就学児 無料 保護者 1名あたり、未就学児 2名まで無料 

 

利用者サービス（案）は、運賃と並行して意見をいただいていますし、導入に関し

て様々な条件等がありますが、運賃改定と合わせて、可能な範囲で導入できるよう取

り組むべきと認識しています。 

回数券は、利用者にとって、利用回数の増や、小銭が不要になるというメリットが

あります。一方で、市の補助金によって運用している事業の形態から、回数券を利用

することで市の負担分が増えるデメリットもあると考えています。運営費との関係を

踏まえた上で、回数券自体が本当に必要なものなのか、効果があるものなのか、利用

者増につながるのか、検討を進めていきたいと思います。 

ＩＣカードは、車両すべてに対して導入することが難しい状況のため、路線によっ

て、利用できる・できない車両が混在し、利用者にとって非常に分かりづらい環境に

なると思っていますが、運賃が１００円でなくなる場合の導入効果は、非常に期待で

きると思っています。一方で、ＩＣカードがないから乗らないわけではないとの話も

伺っていましたので、導入に対する全体のバランスや、利用者の視点に立って、具体

的な検討も深めていかなければいけないと思っています。 

高齢者については、ニーズとして非常に高いと認識しています。また、市全体とし

ても、福祉施策という面と、公共交通施策の面とのバランスも考えながら、全体的に

考慮しなければいけないという点があります。シルバーパスは、東京都の条例に基づ

いて運営している制度であり、市が運営主体となっている路線については、対象外と

明記されていますので、今後の導入は難しいと考えています。一方で、多摩地域に

は、シルバーパスを利用できるコミュニティバスがあります。原則として、導入当初

から路線バスと同等の運賃を設定して、路線バスのように運行しているコミュニティ

バスについては、過去にシルバーパスの対象となっていると伺っています。東村山市

は、路線バスと同じ対距離区間制ではなく、均一運賃を考えていますので、物理的に

難しいと思っています。 

その他、免許返納制度や、夏休み特定のイベントなど、自治体やバス事業者が独自

で取り組んでいるものもあり、全体の事業のバランス、また、バス事業者自体の取り

組みも含めて、合わせて考えていかなければいけないと思っています。 

 

＜資料１＞利用者サービス（案） 

●回 数 券…設定金額によっては、小銭が不要となるなど設定効果がある。 

●ＩＣカード…現状は、すべての車両に導入する環境が整っていないが、 

導入効果は期待できるので、今後検討を続ける。 

●高 齢 者…市が運営主体となっているコミュニティバスは、シルバー 

パスの対象外となっているため、導入が難しい。 

●免許返納制度…免許を返納するきっかけとして、例えば、一定期間の割引 

などのサービスは、検討する余地あり。 
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このタイミングで、すべてを網羅できる形にまとめきれなかったため、改めて今日

の会議での意見を参考にさせていただければと考えています。 

 

・会長 

＜資料１＞は、運賃（案）と利用者サービス（案）に分かれています。運賃に付随

する制度についても、運賃（案）として出てきています。 

それから、その運賃に付帯して導入していくべき利用者サービス（案）について

は、様々な制度上・技術的な問題など、すぐに導入できないものも含まれていますの

で、今回は、今後どのように取り組んでいくか、案を示している形になっています。 

従いまして、今回、運賃（案）は、皆さんから意見をいただいた上で、最終的な合

意を得ていきたいと思いますが、利用者サービス（案）は、さらにご意見をいただい

た上で、議論を深めていきたいと思います。 

まずは、＜資料１＞の運賃（案）について、ご意見等あればお願いします。 

・委員 

９月議会の所信表明において、市長が、運賃を来年４月から１００円を１７０円に

改定する考えをおっしゃっていたそうなのですが、他市では、１００円や１５０円、

１７０円や２００円でやっているコミュニティバスもありましたので、そこも含めた

形で、路線バスの初乗り運賃を１つの目安として、とらえていました。今までの会議

の流れでは、グリーンバスの運賃は、路線バスの初乗り運賃を目安に改定せざるを得

ない、そのための利用者サービスの充実もセットで考えていました。 

市民が希望しているような充実した利用者サービスの内容に達していないにもかか

わらず、運賃だけ先行してしまうことは、非常に納得いかないですし、コミュニティ

バスの利用者サービスを充実してこそ、運賃の改定はやむを得ないと考える市民も多

いだろうし、利用者数も上がっていかないと思います。 

残念なことに、私たちは今回で終わりですから、市民の代表として、市民の皆さん

が希望する利用者サービスは、ある程度の見通しを持った形で終了したいと思いま

す。今日の段階で、４月までに可能な利用者サービスや、ある程度の時期的な目途

を、もう少しはっきりさせてほしいです。 

また、この会議では、まだはっきりと決まっていないのに、もう運賃の金額や運賃

を改定する日を４月１日と決めてしまっているのか。運賃１７０円は、この会議で決

めたのか、市長・市側が決めたのか。利用者サービスが現状のままでも、運賃の改定

をおこなうのか、いつどこで最終決定をされるのか、伺っておきたいと思います。 

・委員 

市報に、１７０円に決定しましたという記事があって、少し驚いたのですが、一部

決定されている事項が＜資料１＞の改定案にあるのでしょうか。 

・委員 

前回、運賃は、公平性や継続性を考えたときに、一定の見直しが必要であり、路線

バスの初乗り運賃を見直しの目安とすることで、合意しました。それを受けまして、

市長が、会議での意見を参考に、やはり路線バスの初乗り運賃に改定が必要だろうと

いうことで、９月議会の所信表明の中で申し上げたということです。その中でも、利

用者サービスについては、この会議の中で議論を深めていくことも申し上げていま

す。９月１５日号の市報には、この所信表明の内容が掲載されています。 

手続き的な話をさせていただくと、この会議の中で、金額についても合意をいただ

いた上で、市として最終決定し、国土交通省に申請をしていくことになると思います

ので、最終的に決めるのは、この会議ではなく、行政側になると思います。 

＜資料１＞は、市として、この初乗り運賃としていきたい。それに合わせて、子ど
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もや障害者の割引をこうしたいという案です。 

・事務局 

基本的には、この会議の中で協議して示された考えを、市としても速やかに実現を

させていきたい。例えば、新規路線や既存路線の見直し等の取り組みについても、策

定されたガイドラインを基に、早急に実行しているつもりです。合わせて、この運賃

改定や運営の考え方についても真摯に受け止め、速やかに手続きできるよう、運行事

業者と確認しながら、平成２６年４月１日の運賃改定を目標に、運行計画を整理して

提示しています。この内容で合意をいただければ、改めて市報やホームページを通じ

て、市民にお知らせしていきたいと考えています。 

・会長 

この会議の役割は、運賃を改定することや、その運賃が妥当であるかどうかの判断

を、その関係者が集まったこの場で合意をすることです。 

議事の進行上は、切り離しますが、運賃と利用者サービスを別個に検討するわけで

はありません。私は市報を見ていないですし、市長がどうおっしゃったかは、まった

く知りませんが、今までは、初乗り運賃を基準に考えることが望ましいということ

で、初乗り運賃と同額とは言っていない。ですから、少なくとも今までの段階で、決

定したことが出ていることはないはずですし、＜資料１＞では、初乗り運賃と同額に

括弧して、現在１７０円という書き方で出てきています。 

利用者サービスについては、制度的な問題や、様々な制約事項もあるために、今日

の段階で、明確な案として、まとめきることが難しかっただけですので、申し訳あり

ませんが、詳細な案としては、次回になると思います。 

実は、当初に利用者サービスとして挙がっていた、障害者の割引などは、運賃制度

として入れ込んでいます。残りの回数券や免許返納制度など、市や、市と運行事業者

で決められる部分については、運賃改定のときまでに決められれば、実現すること

は、可能だと思います。時間的に運賃改定と同時が間に合わない内容もあるかもしれ

ませんが、まだ運賃改定と同時にできる範囲のものもあるという認識でいていただけ

れば良いと思います。 

・委員 

混乱の原因は、市長が所信表明で、４月１日に１７０円に改定することを決めたこ

とが問題になっていると思います。市長の発言がなかったら、延びる話ではないと思

います。 

私も実は、運賃改定の流れ（市が、この会議の意見を基に決定した案をこの会議に

出して、またこの会議での意見を受けて、最終的に市が決定して、発表になること）

が、今ようやく分かったところです。今後もそういう手続きがあると思いますので、

まずは委員に流れを教えてほしいと思います。発表のタイミングも、すごくデリケー

トな問題ですので、やってほしい。 

・委員 

市長の発表のタイミングが、いろいろと混乱を招いたということで、これからは、

発信時期にも気をつけながら、この会議の中でも、事前にお伝えできることは、伝え

ていければと思います。 

・会長 

確かに、決定に至るまでの順番や手続き的なことは、気が付かなかった部分がある

ので反省しています。 

基本的には、前回の内容を受けて、今回、出てきた運賃の改定案を、できれば今日

ここで合意をしていただいて、最終決定を市にゆだねる流れの現場にあると、ご理解

いただければと思います。 
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・委員 

４月１日は、国が正式に決定した消費税率改定のスケジュールのタイミングと重な

る関係があります。今ちょうど国土交通省で、路線バスの運賃の改定について、９月

末ぐらいから、いろいろ説明やスケジュールなどが、バス事業者に下りてきていると

ころで、バス事業者側でも運賃をどうしていくか、急ピッチで検討しているところで

すので、もしかすると、１７０円でなくなる可能性もあります。この多摩地域は、武

蔵・相模ブロックで、ほとんどのバス事業者が、路線バスを初乗り１７０円でやって

いるのですが、バス事業者によって差が出る可能性もあります。西武バスとしては、

改定する可能性が高いと思います。 

市民の中で、路線バスが走っているところと、コミュニティバスが走っているとこ

ろで、運賃の支払いの格差、まずは基礎的な受益者負担をなくしていこうということ

で議論をしていたと思いますので、そこの確認もしていただければと思います。 

また、路線バスの初乗り運賃に合わせるのであれば、１７０円という金額も、例え

ば、東村山市内で運行している西武バスと銀河鉄道が改定すれば、そこに合わせるの

かということも含めて、議論の必要があると思います。 

・委員 

路線バスの初乗り運賃が変わる可能性もあると考えれば、もう少し状況を見て、そ

れからの判断もあるのではないかと思います。路線バスの初乗り運賃が１７０円から

１８０円になるとしたら、１７０円が良いという話になってきます。 

これまでの会議の話を総合的に考えると、乗ってもらうことで収支率・採算性を上

げていくことを最優先に考えていくことが、おそらく共通の認識だと思います。交通

不便地域の解消は、もうかれば良いだけの問題ではなく、乗ってもらわなければ仕方

ないですから、利用者サービスの内容が見えないと、乗車率も上がってこないと思い

ます。 

運賃改定そのものに関しては、なぜ路線バスと一緒の運賃にするのかを、きちんと

議論した上で、路線バスの初乗り運賃を目安にしていくことで合意をしていますが、

運賃は、利用者サービスと完全にセットでないと、マイナス効果がより大きくなって

しまうので、国土交通省への申請の時期的な問題があるのかもしれませんが、利用者

サービスが間に合わなければ、値上げの時期をずらしても良いと思います。 

改定の時期について、意見を出すことはできますか。 

・会長 

確かにどうしてもセットになってしまう話ですが、この会議は、改定時期を決める

場ではありませんし、申請のタイミングは、市の都合等もあって決めることなので、

４月１日からという意向があったとしても、ここで４月１日を前提に話をする必要は

ありません。ただし、市が４月１日からの意向を持っていることが分かったので、会

議の意見として、時期尚早だという意見も含めてかまいません。 

・委員 

私は、時期尚早だと思っています。そもそも４月１日からという根拠は、なんです

か。結局、会議の議論を基に、４月１日から改定することに決定した感じになります

よね。そういう見方をされるのは、やはり不本意ですし、なおかつ改定する予定日が

委員から出て、事務局から出てこないことは、非常におかしいと思います。市の決定

でないにしても、資料として改定案と一緒に出すべきではないでしょうか。 

利用者サービスについては、これから具体的に検討しますが、会長がおっしゃるよ

うに、できる・できないがあります。時間がかかってもできることまで含めて、こう

いう利用者サービスを目指していきますと言えるものが出ないとダメだという気がし

ます。 
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・事務局 

平成２６年４月１日からの運賃改定を目指しつつ、利用者サービスは、可能な範囲

で運賃改定と同時に設定できるように調整していきたいと考えています。 

・委員 

運輸支局です。手続き的な説明を補足したいと思います。 

運賃の改定については、民間の路線バスは、認可という形で、審査を含めた手続き

期間が少し長いのですが、今回は、交通会議案件ですので、変更の１ヶ月前の届出と

いうより簡便な手続きで変更できる状況ですし、内容によっては書面協議という形も

可能です。 

それから、ほかの議論の予定や俯瞰的なところもありますし、場所の問題もあっ

て、実際、会議を開催することの難しさ、限度があると思いますから、やり方とし

て、例えば、消費税率改定後の民間の路線バス初乗り運賃を目安とする形の合意をし

た上で、民間の路線バスの改定運賃額が決まった段階で、最終的な金額は書面で協議

する形も取れなくはないと思います。 

やり方によっては、民間路線のペースよりは、時間的な余裕が持てますし、いろい

ろな手段を使いながら、一番良い形でいければと思います。 

・委員 

市長としても、狙いがあって発表された市報ですが、消費税の改定時期もあって、

路線バスの運賃がまったく未定の段階で全部織り込んだ上で、来年４月から始めるた

めには、かなりスピードを上げていかないといけないので、結構大変な作業かと思い

ます。 

私も市民ですから、市報を見たときに、４月から改定となれば、今までこの会議の

中で出たＩＣカードなどの利用者サービスとセットとなるときが来るだろうという考

えもありましたが、これまで働いてきた市民である社員たちに、私が勝手にコミュニ

ティバスの運行をやめたために、半年後の彼らの仕事や暮らしに対する不安をどうし

たら良いか、今はっきりと感じています。 

まだ国土交通省に確認していませんが、当社の路線バスも、当然ＩＣカードは使え

ない状態ですし、ＩＣカードが路線バスとしての絶対必要条件ではないと思います。 

それとは別に、市のコミュニティバスとして、路線バスの最低条件にプラスして、

さらに利用者を増やすための付加価値として、ＩＣカードやシルバーパスの導入は、

皆さんの合意の中で決めていくことですし、その内容を実現できない運行事業者とし

ては、覚悟を決めなくてはいけないと思っています。 

・会長 

仮に、それを実現するためには、いろいろな条件があるので、非常に大きな制約条

件がかかっているものについては、時間がかかります。ですから、来年４月から実現

できる項目については、同時に実現するようにしていくし、同時が難しいことについ

ては、継続して実現できる方向で検討をしていくことで考えていくしか、方法はない

と思っているところです。 

・委員 

利用者サービスが向上すれば、それに伴う運賃を考えていけますが、＜資料１＞を

見る限り、子どもや障害者は、もし１７０円に上がれば、その半分程度が目安となっ

ていますが、子どもや障害者以外の利用者サービスが、いつまでに導入が可能かも分

かっていない今の段階で、運賃だけ先行しての改定は、市民に受け入れられないので

はないかと思います。 

例えば、グリーンバスの運賃を路線バスの初乗り運賃と同じにするのであれば、利

用者サービスも路線バスと同じだと思って当然だと思います。そこが、まだこれから
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検討していくという言い方では、非常に難しいと思いますし、市民は良かったという

感覚で受け取れないと思います。 

今までの話し合いの中で、運賃改定の発表のときまでにＩＣカードも、シルバーパ

スも、非常に難しいことが想定されています。特にシルバーパスは、市が負担しなく

てはいけないということで、不可能みたいな話でした。ＩＣカードは、市の負担よ

り、運行事業者の負担が大きい。それを市が補助できるかというと、確かできないと

伺っていますので、やはり難しい。ここ２～３年ではできないのではないかと思いま

す。希望する利用者サービスがほとんど実現しないことで、非常に利用者数が落ち込

むのではないかと心配です。 

市民の皆さんは、コミュニティバスをもっとたくさん走らせてほしいという思いが

あって、この会議の中で、もっと増やす話し合いを進めているのかと思っていると思

います。市民が望むサービスである、ＩＣカードやシルバーパス、免許返納制度など

や、早い時間・遅い時間、本数の増便などが、４月１日に、ほとんど達成できないの

ではないか。私は、できるだけ運賃改定と利用者サービスの向上を一緒にやらなけれ

ばと思っていますので、今回の運賃だけの改定には、反対です。 

・委員 

早朝・深夜の時間延長の関係は、開設当初から問題提起が出ていると思います。今

走っているグリーンバスの沿道は、一部住宅地の、本当に民家の前を通るので、最

初、当初の担当者とお宅にお邪魔して、市民の長年の願いだから何とか頼みますとお

願いをしています。その代わり、日曜・祭日は、時間を短くする、朝の早い時間は、

なるべく通らないなどの調整で了承を得ましたが、それが、もっと早い通勤時間帯や

遅い時間を拾うとなると、沿道の住民との問題が出てくる可能性があります。また、

秋津方面は、スクールゾーンの関係で、その時間帯に進入できない現状がありますか

ら、そのサービスがセットでは、確かに時間のかかる話だと思います。 

・会長 

シルバーパスや、ＩＣカードの問題は、簡単に対応ができないことも間違いなくあ

るので、すべての利用者サービス（案）の実現と引き換えにすることは、非常に難し

いと言えます。例えば、案として出ている回数券や、免許返納制度などについては、

それ程難しいことではありませんから、少なくとも、できることは同時にやっていく

と考えるしかないと思っています。 

制約が多い利用者サービスは、運賃改定と同時にできるとは言えませんが、絶対に

できないと言っているわけではありません。可能性がある限り、実現に向けて様々な

議論を重ねていきます。 

まず、今までの議論の中で、利用者サービスとして挙げられていた内容のうち、子

ども・介助者を含む障害者については、運賃制度の中で改定案が示されています。 

利用者サービス（案）として挙げられている４点の中で、高齢者、いわゆるシルバ

ーパスの適用については、制度上、非常に難しい。もし導入するのであれば、その分

の経費を市が全額負担するしか方法がないという条件が付きます。 

それから、ＩＣカードについては、技術的な問題という言い方をするべきなのかも

しれませんが、銀河鉄道で導入する場合、相当なお金がかかり、独力では、非常に厳

しいことが考えられます。仮に、早期に実施するとすれば、使える車両と使えない車

両が混在する状況でスタートするしかない。つまり全体に導入する形で調整する場合

は、それなりの時間を要するということです。 

回数券を導入しているコミュニティバスは、決して珍しいことではないので、私

は、市の中での調整は可能な話であろうと思います。免許返納制度についても同じこ

とで、比較的、早期に対応できるだろうと思います。 
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それぞれの条件を考えたときに、運賃改定と同時にできるものと、できないもの

が、この中に混じっていることになります。利用者サービスの向上を運賃改定とセッ

トでやることが、皆さんの考え方として広くあるのはもちろんですが、早期にできる

か・できないという問題は、いかんともしがたいことなので、少なくとも同時に導入

する、あるいは向上を図ることができる利用者サービスはすぐにやるし、すぐにでき

ないことも、実現に向けての検討を継続するということを、セットとするという考え

方にするしか、まとめようがありません。 

利用者サービスについて、どういう可能性があるのか、どのような方法が考えられ

るのか、どのような考え方を採るかについて、ご意見あれば伺いたいと思います。 

・委員 

未就学児は、現在無料となっていますが、それを保護者１名につき未就学児２名ま

で無料、３名になったら有料にする理由を、確認のためにもう一度、説明をお願いし

ます。少子化ですし、子どもをたくさん産むことは、歓迎しなければいけない状況だ

と思いますから。 

・事務局 

路線バスの制度により近づけていく形として提示しています。 

・委員 

国全体では、基本的に保護者１人につき、未就学児１人が無料ですが、近隣のバス

事業者は、保護者１人につき未就学児２人の形でやっています。 

書き方としては、路線バスに合わせるということで良いと思います。 

未就学児無料としている他市の事例で、保育園の遠足などで、保育園の先生１～２

人で、園児２０人くらいでコミュニティバスに乗ることがあります。この場合、運転

手の対応などが結構大変で、事前に申し上げていただければ、いろいろな対応ができ

るのですが、小型バスのために問題が起きている事例もあります。そういう主旨もあ

って、改定のときに見直すこともあると思います。 

・委員 

一市民としての意見ですが、私には、小学生と、来年小学生になる子どもがいま

す。コミュニティバスを使うとき、現状では、片道２００円、往復４００円です。今

さらですが、来年４月を想定して計算をしたら、片道３５０円、往復７００円になっ

てしまう。よっぽどであれば、ありがたく使いますが、我が家的には、往復７００円

は払えないと思ったので、利用は大分減ってしまうと思いました。 

仮に４月に１７０円に上がった場合、今コミュニティバスを乗っている人は、引き

続き乗るかもしれませんが、今乗っていない人は、同じ利用者サービスなら絶対に乗

らないですよね。よっぽどの利用者サービスを打ち出していけば、運賃が上がっても

利用者が増えるかもしれませんが、減る一方であることは、間違いないという気がし

ます。 

・委員 

障害者に関しては、今までより安くなる印象を受けましたが、バスに限らず、鉄道

などの一般的な運賃の概念としては、改定案にあるもので問題ないと思います。 

・会長 

改定案として出ている内容は、まったく別の運賃を設定しているコミュニティバス

のケースを別とすれば、一般的な路線バスの運賃の仕組みを踏襲していると思って良

いと思います。１０円単位を切り下げる違いはありますが、鉄道も考え方としては、

同じです。 

・委員 

利用者は、今ある回数券がなくなったとき、たぶん不便だとか、損をしたと感じる
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と思います。それから、利用者サービス（案）の４つ以外で、東村山駅で別のコミュ

ニティバスの路線に乗り換えたときに、運賃を割り引く。それから１日パス・１日券

みたいなものも含めていただけると、ありがたいと思いました。 

・会長 

新たな案ですので、同時は、難しいかもしれませんが、実際に導入している事例が

ありますので、検討材料にはなるだろうと思います。 

・委員 

前回の会議で、利用者サービスとして挙がったもののうち、子ども・障害者は、運

賃（案）にありますので、これは実施することになります。 

高齢者の話は、どうしてもシルバーパスに話がいきがちなのですが、要するに、何

か高齢者に対する利用者サービスを考えるということなので、例えば、シルバーパス

を見せたら割引運賃になる、一月乗り放題のパスが２，０００円で買えるなどの高齢

者向けの新たな利用者サービスを考えても良いということだと思います。タダで乗せ

ろということだけではないと思います。 

回数券に関しては、免許返納制度とセットで考えても良いと思います。免許返納者

に回数券を何冊か差し上げて、利用してもらう。前回の資料にもありましたが、６５

歳以上の人身事故の関与が、東村山署は４月末までに約３３％で、９７署中、悪いほ

うの１６位と、やはり高いので、警察署もたぶん宣伝などの協力をしていただけると

思います。回数券は、ぜひ改定と合わせて、やっていただきたいと思います。免許返

納を促進する材料としても、やはり何か制度があったほうが良いと思います。 

ＩＣカードは、なくても良いですが、あったほうが良いです。タクシーの運転手を

やっていますが、前に並んでいても、わざわざＩＣカードを使えるタクシーを選んで

乗る人もいます。子どもや高齢者に現金を持たせるよりは、確かに便利だと思いま

す。交通不便地域の解消は、まさに市民サービスのためですから、本当に厳しい言い

方になりますが、運行事業者のための事業ではないと思います。今は、２事業者あり

きで話が進んでいるから、導入できる車両と、導入できない車両があるという話にな

っていますが、市民サービス優先で考えていただきたいと思います。そのためには、

もう一度、事業者選定をしていただきたいです。貧乏なのは分かりますが、銀河鉄道

にも導入していただきたい。 

・委員 

導入したいのは山々ですが、実質、当社がＩＣカードの対応をするためには、２億

円もの金額を用意しなければいけませんし、新車も買えないので、中古車を手直しし

て、当社のバス路線をがんばって走らせている状態ですから、貧乏人としては、とて

も無理な話です。現在、私の命を担保にして事業のお金を借りていて、これ以上、担

保も何もない私の命に２億円も貸す人はいないので、難しいかもしれません。 

当社が原因でＩＣカードが導入できないために、市民の人たちが迷惑をするのであ

れば、恨まれても仕方ないので、潔くコミュニティバスの運行から身を引く覚悟はで

きています。市の導入に対して反対する気は、毛頭ありませんから、問題なくＩＣカ

ードの話を進めていただければ良いと思います。 

・委員 

やはり最近の風潮として、従来の義理人情を捨ててでも、効率化のために、お金も

うけに走る風潮は、仕方ないのかもしれないが、バイト先で体感したことがあるの

で、個人的な気持ちでは、嫌だと感じています。例えば、市が義理人情みたいなもの

は全部捨てて、特定の事業者を切って、どれだけもうかるのか、どれだけ市民にサー

ビスされるのかと言うと、正直そこまで大きいものは返って来ない気もしています。

長いこと一緒に作り上げて、仕事をしてきた事業者を、あっさり切ってしまうこと
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は、一市民からすると、冷たい嫌な世の中になったと感じると思います。 

・会長 

どちらにしても、今すぐにどうしようという話には、なりませんので、参考意見と

して伺っておきます。 

・委員 

＜参考資料＞の需要調査にある、利用したくないかたの自由意見の大部分を占める

案件を改善するのが、利用者サービスだと思います。 

ＩＣカードに関しては、あれば良いという感じですし、例えば、回数券は、すぐに

なくなるから不便という考えもありますが、回数券を買いやすいところで簡単にまと

めて買えるのであれば、ＩＣカードに固執しなくても良いと思います。 

シルバーパスの件は、高齢者のために市がお金を削ってまでやることは、私の中で

はありえない話ですので、今の利用者サービスで利用しない人と、利用しているが不

便を感じている人との解消から、やっていくべきではないかと思います。 

・委員 

私も同意見です。やはり市民にとって使いやすい、便利なコミュニティバスを考え

ていくと、やはり大事なことを全部含めた上での検討が、利用者サービスにつながっ

てくると思いますので、ぜひその辺をもう一度、会議で議論したい。 

高齢者については、シルバーパス分がどれだけ市の持ち出しになるか、はっきりし

た金額が分からないのですが、とても大変な計画になるのであれば、高齢者割引とし

て、運賃の中に入れられれば。それこそシルバーパスの値段も２，０００円から２万

円くらいまで、収入によってずいぶん違うようなので、本当に厳しい生活しているか

たがシルバーパスで利用できる形での援助があれば、違うと思いますので、ぜひやっ

てほしい。 

運賃を４月に改定するのであれば、やはり利用者が激減するのではないかと思いま

すので、＜資料１＞に載っていない部分も含めた形でやってほしいと思います。 

・会長 

まず、運賃改定については、路線バスの初乗り運賃と同額をベースとし、子どもや

障害者等は、半額運賃を設定する運賃（案）の形とします。また、実施時期について

は、最も効果的かつ利用者サービスとの整合なども考えられる時期にすべきであると

いうことを付帯意見とします。 

次に、利用者サービスの考え方の前提として、運賃改定と同時、あるいは、できる

だけ早期に実現に移す方向で、今後、検討する。利用者サービスのメニューについて

は、＜資料１＞の利用者サービス（案）と、今回、新たに出た内容や、そのほかに考

えられる内容なども含めて、実現が可能な方向で検討を継続していきます。 

この運賃の改定案について、賛成していただけるかた、挙手をお願いします。 

・委員 

利用者サービスの充実の目途がはっきりしていないですから、保留します。 

・ ・ ・ ほぼ全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

ありがとうございました。では、多数の賛成をいただきましたので、運賃の改定案

については、路線バスの初乗り運賃と同額、運賃の割引制度については、この制度と

していく。利用者サービスについては、今日出た意見も含めたメニューを提示し、い

ずれも実現に向けて検討し、早期にできるものは、できるだけ早く、また運賃改定と

同時にできるものはやっていく意思表示をする。時期としては、運賃と利用者サービ

スとの整合が図れる時期を見計らって、効果的に実施することが望ましいという付帯

意見をつけた形で、合意しました。 
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○資料の説明＜久米川町循環の実証運行＞ 

・会長 

それでは、次に２つ目の議題「久米川町循環の実証運行」について、事務局から説

明をお願いします。 

・事務局 

以前の会議で報告しました、久米川町の自治会長中心に６月に設立した地域組織に

おいて、久米川町循環の運行改善を考え、このたび、改善計画案がまとまりました。

久米川町循環の収支率は、微増しつつも平成２４年度時点で約３５％でした。そのよ

うな中、ルート変更ではなく、ダイヤ変更を考えてみることになりました。 

現在、平日・祝日も含めて同一の運行ダイヤですが、月曜から土曜までと、日曜・

祝日にダイヤを分けて変更することとし、日曜・祝日については、運行本数を１３本

から１０本に減便し、１０時から１１時台の時間の要望を踏まえ、運行時間・本数の

変更を考えたものです。 

この運行改善に関して、今回、実証運行をやって良いかどうかをこの会議で合意を

いただければと思います。 

 

＜資料２＞久米川町循環の改善計画の検討について 

事前準備から改善計画の作成まで、ガイドラインに沿って検討を進めた。 

 

事前準備：灰色の部分は、運行ルートを変更する場合に必要な手続き。 

今回は軽微な変更なので、こちらの手続きは、省いた。 

改善判断：収支率があまり良くないので、市から改善をおこなった。 

地域組織：久米川町の自治会に呼びかけ、地域組織を組織。 

６月から７月にかけて、改善内容を市と３回協議した。 

改善計画：改善内容がガイドラインに沿ったサービスの内容になっているか、 

収支率の改善が見込めるかどうかを判断してもらいたい。 

運行基準：次の３点に重点を置いて、変更案を考えた。 

【①平日・土曜運行の変更】 

 通勤・通学に利用しやすい朝の時間帯を増便する（４便→５便）。 

【②平日・土曜運行の変更】 

 東村山駅で新秋津駅方面へ乗り換えしやすいダイヤに調整する。 

【③休日運行の変更】 

 休日の活動時間に合わせた昼の時間帯にダイヤを変更する。 

改善詳細：現状、久米川町循環から新秋津駅方面に乗り換えるとき、 

東村山駅８時４５分発の便が、乗り換え時間７分で、 

そのほかの便は、１０～２０分くらい待つ状況。 

【改善例】朝、１０時台を加えた。１～４便は、５～１０分程度で 

新秋津駅方面に乗り換えられる。 

需要調査：改善内容に対して、８月から９月にかけてアンケートをした。 

沿線の世帯（久米川町・秋津町）に配布した。 

回答１，２４３票中、有効９２６票を基に、需要を算出。 

変更したときに利用してくれる人は、約４０％が乗るという結果。 

全員が乗るわけではないので、約４％増を見込んで収入を計算。 

収入は、需要調査から、約２０万円増加すると予想。 

経費は、年間走行距離が減少するので、約４２万円削減すると予想。 

収支率は、約３％上がる見込みとなった。 
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実証運行：次の要件を満たしているので、実証運行をやって良いかどうか。 

（ａ）改善計画が、ガイドラインに沿って検討されていること 

（ｂ）試算収支率が前年度以上満たすこと 

実際に許可が得られたら、実証運行の準備、実施を順次進めていく。 

調整なども含めて、準備期間中に改善ＰＲもおこなっていきたい。 

 

・会長 

完成した運行改善ガイドラインに沿って、挙がってきた案件です。地域組織でよく

議論していただき、ルート変更という大がかりな変更ではなく、運行時間の改善を図

ることによって、利用促進・収支率を上げようという考え方です。 

＜資料２＞に基づいて実証運行をするかどうかについて、この会議で検討し、問題

がなければ合意をしていきます。ただいまの説明、実証運行の内容について、ご意見

があれば、お願いしたいと思います。 

・委員 

ダイヤの話で、通勤に使えることと、乗り換えしやすいこと、休日の運行の３点が

ありますが、まず現実的に、１０時に通勤する人がいるのかと、東村山駅７時４０分

着だと間に合わないのではないか。逆に、前のほうに時間帯をシフトしたほうが良い

のではないかと思いました。 

こちらのデータでは、何時くらいに医療センターへの需要があるのか分からないの

ですが、お昼ごろに医療センターに行きたい人が多かった場合は、改善になっていな

いのではないかと思いました。 

・事務局 

通勤・通学は、説明しやすいように書いてあるので、基本的に、午前中に外出する

際に乗るかたがかなり多い結果が得られたので、今まで１０時から昼１２時まで運行

していなかったこともあり、午前中の便を少しでも増やそうというのが狙いです。 

乗り換えに関しては、何時くらいに乗り換えているかという情報まで、需要調査で

とらえていない状態ですので、あくまで要望として、午前中に行きで乗り、午後に帰

って来るという想定で、ダイヤを組んでいます。 

・委員 

乗り換えで利用している、乗り換えたい希望がある人は、どれくらいいますか。 

・事務局 

実際には、なかなか乗り換えができない状況・ダイヤになっているので、そこまで

多くないのかもしれません。地域組織の検討会で、線路をまたいで諏訪町循環のバス

停まで徒歩で行く人が結構いるそうなので、今回は、新秋津駅への要望を加味し、新

秋津駅への乗り換えを良くしようということです。 

・委員 

利用者としては、１０時にあったら今すごく嬉しいと思っていたので、このダイヤ

は、良いと思います。１つ心配しているのは、シャトルへの乗り換え時間で、仮に久

米川町循環が遅れて、シャトル出発後に到着することが考えられるのですが、グリー

ンバスは、あまり遅れないのでしょうか。 

・委員 

何もなければ、そんなに遅れないですが、５～６分だと危ない気がします。逆に、

２０分だと開きすぎですが、信号の関係もあるので、５分は、少し厳しいかもしれな

いですね。 

・委員 

久米川町循環から新秋津駅への乗り換えは、バス停間の距離が少しありますが、東
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村山駅よりスポーツセンターのほうが良いのでは。ここで待ち合わせできませんか。 

・委員 

私、そこで乗り換えたことがあります。 

・事務局 

１つ街路を入ると乗り換えられます。実際に、ここでの乗り換えも検討しました

が、何もないところで待っているよりは、駅前で待ったほうが良いという話と、ここ

での乗り換えですと、両方向（市役所・医療センター）に行く形になるので、どちら

にウエイトを置くのか決めかねるところがあったので、利用しやすい・分かりやすい

という意味で、今回は、東村山駅を乗り換えポイントにしました。また、東村山駅で

の久米川町循環の降車場所は、シャトルの乗車場所ですので、シャトルへの乗り換え

時間は、５分で問題ないと考えています。 

・会長 

スポーツセンターでは、若干、歩いていかなければいけないという問題もあります

しね。 

・委員 

＜参考資料＞で、現在の利用者が、改善後に人数が減っているので、改善にいろい

ろ含めた影響なのかどうか、ここをもう少し詳しく説明をお願いします。 

・事務局 

実際に配った需要調査票の問２（１）で、１回以上使っているかたが、現在利用し

ているかた。（２）で、新しいサービスに変更したら利用したくないと回答されたか

たが、改善後に利用をやめる９５人です。ここについては、現行の運行内容や、改善

内容と関係のない理由も含まれていますが、改善内容である、平日・土曜の昼時間の

減少と、休日の便数の減少が影響していると考えられます。 

・委員 

利用したくない理由の中に、潜在的には、もう少し早い時間帯の希望があるのでは

ないかと思ったのですが。 

・事務局 

時間帯については、現在運行していない時間帯や遅めの時間、夜８時台がほしいと

いう意見もありましたが、そうなると、かなり運行時間を延長しなければいけません

し、それに伴う経費が増大する試算となったので、運行時間を延ばすことは、難しか

ったということです。 

・委員 

最終便を延ばすことは、予算的に厳しいということですが、個人的には、遅い時間

帯もぜひ運行してほしいと思います。実際、要望としてもあるので、夜利用されるか

たの実験もかねてやってみてはいかがでしょうか。 

・会長 

今回の実証運行でできるかどうか分かりませんが、例えば、もう少し短い期間だけ

やって需要などを見てみる方法もあると思います。 

・委員 

観光バスは、朝早くから夜遅くまで１人の運転手が乗っていることもありますが、

路線バスは、１人の運転手で１日中、走るわけにもいかないですし、そこが普通の人

が疑問に思うところでしょう。現在、１日１人の運転手で済んでいたのが、２人の運

転手が必要になることで、その膨らんだ経費に対して、収支率や必要な税金が実証運

行で分かると思います。その結果、その運行をそれだけの税金投入を継続してまで続

けるのか、それとも１人の運転手で運行できるダイヤに戻すのかが、次の問題になる

でしょう。最初に経費がかなり増えてしまうことを唱えると、次の可能性が出てこな
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いから、可能性を実証するための運行をどこまでやって、どこを我慢するかの選択と

なるでしょう。 

・会長 

ガイドラインに沿っていく中では、収支率の予想も立てなければならない中で、経

費を大幅に増やせない事情もあったことから、遅い時間帯については、今回の実証運

行に入れていませんが、今後、もう少し短い期間の中でやってみるなどの方法も考え

てみてはどうかと思います。 

今回は、実証運行ですので、最終決定ではありません。実証運行をやりながら、実

際利用されているかた、地域のかた、それから皆さんの意見なども含めて改善を重

ね、どうしていくのが良いのかを判断をしていくという位置付けになります。 

特になければ、この内容で実証運行をスタートすることについて、皆さんよろしい

でしょうか。 

・ ・ ・ 全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、特に反対がありませんので、この内容で実証運行をスタートし、検証す

る中でまた、地域や利用者の意見などを吸い上げながら改善をしていくこととしま

す。今後は、実際の実証運行の準備に入っていただくことで、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

○その他 

・会長 

それでは、最後に事務局から何かあれば、お願いしたいと思います。 

・事務局 

ただいま、新規導入ガイドラインに沿って、地域の検討が進んでいるところがあり

ますので、ご報告します。地域は、美住町・富士見町で、２つのグループが話し合い

を進めているところです。１つのグループについては、９月の終わりに説明会を開催

し、地域組織としての申請について、調整をされています。もう１つのグループは、

地域組織として動き始めていまして、１１月に、さらに地域の皆さまに広くお声がけ

をした中で、新規導入に向けて検討を進めていく形です。ただし、同じ地域から２つ

のグループが地域組織として動き出しているので、新規導入に向けて大きなグループ

として、１つの動きになれば良いと考えています。 

それと１１月半ばで任期が終わるということで、市民委員の皆さん、本当に２年間

ありがとうございました。１人ずつ、簡単なごあいさつをいただければと思います。 

・委員 

廻田町への新規バス導入に向けて希望があったのですが、実際バスが走れないとこ

ろも多いので、希望をかなり打ち砕かれてしまいました。これからは、ぜひ皆さんに

お力になっていただいて、走らないような困難地域をどうしていくか、ぜひ考えてい

ただきたいと思いましたので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

・委員 

意外にも進み方がゆっくりだと思ったところもあったのですが、会議を通して、す

ごく勉強させていただきました。ありがとうございました。 

・委員 

私が今まで経験した会議の中で、こんなに活発な意見が出る会議はありません。会

議録も、基本的に時系列ですが、項目ごとに分けられて、すごく読みやすく書いてあ

り、こんな会議録ないですよ。９月議会の一般質問では、ほとんど誰も会議録を読ん

でいないような質問でした。逆に考えれば、議員ですら読んでない。まして一般市民
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は、ガイドラインも読みませんよね。こんなに開けているのに、実は密室会議な感じ

になっています。できるだけ議員には、こちらから会議録を渡してください。市民の

皆さんにも、どんどん情報提供をしてほしいですし、続けてほしいと思います。２年

間ありがとうございました。 

・委員 

最初から最後まで素人のままで、このような、そうそうたるメンバーのところに加

われて、恐れ多かったです。ガイドラインを決めていくところなど、難しいことが多

かったですが、いろいろご説明いただけて、ありがたかったです。これから、もし利

用者として思ったことが何かあれば、市長へのメールや、タウンミーティングなどに

参加して、お伝えしていければ良いと思いました。２年間お世話になりました。あり

がとうございました。 

・事務局 

今後とも、ぜひご意見・ご指導いただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。本当にありがとうございました。 

次回の会議も、今日の経過や、今後の予定も踏まえて、また運行計画案を示すこと

になると思います。具体的な日程等については、新しい体制で調整させていただきな

がら、委員にお知らせをしていきたいと思いますので、今後とも引き続き、ご協力の

程、よろしくお願いします。 

 

３．閉会 

・会長 

以上で、本日の議題は、すべて終了しました。これをもちまして、平成２５年度 

第４回 東村山市地域公共交通会議を閉会します。市民委員の皆さん、本当にどうも

ありがとうございました。 
 

 


