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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第５回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２５年１２月６日（金） 午後２時３０分～午後４時４５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・大橋昇委

員・中條基成委員・加藤安信委員・上坂裕美委員・松原久

寿委員・高橋眞理雄委員・土屋隆志委員・高橋袈裟男委員・

野﨑元委員・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 

 

●欠席者：若林淳委員・中島和洋委員・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 １名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 コミュニティバスの運賃改定に伴う利用者サービス 

 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 

○委嘱状交付式（委員の委嘱） 
○都市環境部 交通課 職員紹介 

○委員自己紹介 

○会長・会長職務代理の選出 
本会議の会長は、東村山市地域公共交通会議条例 第４条 第２項に基づき、委員の

互選により、鈴木委員となった。 
本会議の会長職務代理は、東村山市地域公共交通会議条例 第４条 第４項に基づ

き、会長の指名により、野崎委員となった。 

 
○会議・名簿の公開（傍聴に関する定め） 
東村山市では、付属機関等の会議を公開することにより、市政の透明性・公平性の

向上に努めているため、庁内の統一ルール「東村山市付属機関等の会議の公開に関す

る指針」を定めている。東村山市地域公共交通会議についても、この指針に沿った会

議運営をおこなっていく。会議公開に関する内容の確認と、「東村山市地域公共交通会

議の傍聴に関する定め（案）」を決定する。 
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【東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針】 

●会議開催の周知：委員への通知とは別に、おおむね２週間前に、本庁舎１階の 
情報コーナー及び図書館に、お知らせを配架 
市ホームページ「東村山市カレンダー」へ会議開催の掲示 

●会 議 の 公 開：指針の趣旨に基づき、原則公開のため、承認された傍聴に 

関する定めを運用 
●会議録の作成：会議資料と合わせて情報コーナー及び図書館に配架 

市ホームページ「東村山市地域公共交通会議」への掲載 
発言者の表記は、「会長」「委員」「事務局」等々と表記 
（わかりやすい内容にすることに配慮） 

●会議録の公開：事務局にて案を作成し、各委員が発言内容を確認し、確定 
●委員名簿の公開：市ホームページ「東村山市地域公共交通会議」に、「区分」 

「氏名」「就任日」と「備考」に会議の役職名を追記して掲載 
 

【東村山市地域公共交通会議の傍聴に関する定め（案）】 
●傍聴希望者対応：会議当日、先着順に受付し、定員を１０名以内 

傍聴者多数の場合、会議室の規模や傍聴席の配置状況を踏まえ、

会長が認めた場合は、可能な範囲で傍聴可能 
●傍 聴 者 対 応：傍聴者の遵守事項、秩序の維持等、定めに沿って運営 
 

・会長 

それでは、傍聴に関する定めは、この形でよろしければ案を取り、決定します。 

・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 
それでは、本日の日付をもって、決定とさせていただきます。 

 
○傍聴希望者の確認 
・会長 
それでは、これから会議に入ります。開会に際して、事務局に確認します。本日の

会議に傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

・事務局 

傍聴希望者は、１名です。 

・会長 

それでは、委員の皆様にお諮りします。事務局からの報告で、本日の傍聴について、

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。 
皆さん、お入りになるまで、少々お待ちください。 

・ ・ ・ 傍聴者入室 ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、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 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、よろしくお願いします。 
次に、委員の出欠席について、事務局に確認です。 
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・事務局 
本日の委員の出席は、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 
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５

回 東村山市地域公共交通会議を開会します。 

 
○市長あいさつ 
改めまして、皆さん、こんにちは。委員の皆様には、大変公私ともお忙しいところ、

東村山市地域公共交通会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。ま

た、日頃は、当市の公共交通行政をはじめ、市政全般にわたりまして、ご理解ご協力

をいただいていますことに、この場をお借りして御礼感謝を申し上げます。 

東村山市地域公共交通会議は、任意の協議体である東村山市公共交通を考える会の

議論を踏まえて、道路運送法に基づく地域公共交通会議を立ち上げ、丸２年が経過し

たところです。今回、前委員の任期満了に伴いまして、先程、新たな任期で委嘱状を

交付させていただきました。再任のかたがほとんどですが、新委員としてご就任いた

だいたかたもいらっしゃいます。これまでの会議での議論を踏まえつつ、市民サービ

スの向上に資するように、さらに発展させた有意義な会議をよろしくお願いします。 

ご案内のとおり、東村山市では、現状、東村山駅を起点として、コミュニティバス

「グリーンバス」を３路線、運行しています。しかし、これらについては、これまで

行政がルートの選定等をおこなってきたもので、市民や事業者と協議をしてルート等

を設定してきたものではありませんでした。このコミュニティバス事業については、

市民の関心が非常に高く、市内各地から走らせてほしいと要請をいただいています。

ただ、財源にも限りがありますので、課題でした新規路線の設定・既存路線の見直し

等について、運行していくためのルールを定めたほうが良いということで、これまで

の交通会議でご議論いただき、ガイドラインを策定いただきました。 

現在、既存路線の久米川町循環の見直し等については、このガイドラインに沿って

地元の自治会等から地域組織が立ち上がりましたので、協議をさせていただいていま

す。それから、まだ具体な取り組みにはなっていませんが、美住町や富士見町で地域

組織が立ち上がりまして、今後、ガイドラインに沿った手順に基づいて、導入するの

かしないのか検討をしていく運びとなっています。 

また、税金を投入して運行しているコミュニティバスが、民間路線バスよりかなり

低額で運行しているのは、逆に税の使い方として不公平ではないかという議論があり、

前回の交通会議において、運賃については、民間路線バスの初乗り運賃に合わせるべ

きであるという意見集約をいただきましたので、市議会９月定例会でその旨、報告さ

せていただいています。ただし、運賃値上げについては、市民の負担が増えることに

なりますから、一定のサービスを付加すべきだという付帯意見もありますので、その

兼ね合いを見ながら、最終判断をしていかなければならないと思っています。 

東村山市は、１７．１７㎢に鉄道駅が９つありますが、高齢化が進む中で、日常生

活上、バス等を利用しないと病院への通院・買物等で、非常に不便な地域があること

も事実ですので、いかにそうした公共交通空白・不便地域を埋めつつ、過大な財政負

担にならない、効率的で効果的な運行としていくかが大きな課題と認識しています。 

その点を皆さまにご検討・ご協議いただき、良いお知恵を出していただきたいと考

えていますので、会長を中心に、また実りあるご議論をいただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 
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○会長あいさつ 

改めまして、前期に引き続きまして、会長を務めさせていただくことになりました。 

私は、東村山市公共交通を考える会から、かかわっていました。特にグリーンバス

などのいわゆる生活交通としてのコミュニティバスの話題が中心ではありましたが、

これまで東村山市の公共交通の運行方法について、議論してきました。 

昨年までの間に、それぞれの関係者がどのようにかかわって、どういう手順で進め

ていくのかをガイドラインの形でまとめさせていただいて、今、そのガイドラインに

沿った形で、コミュニティバスを新たに導入する場合、既存のコミュニティバスを見

直していく場合について、進み始めたところです。 

これからもガイドラインに沿った形で様々な議論が続けられていくことになります

が、当面の課題として、前期の会議の中で最終的な結論までには至らなかった、運賃

改定に伴うサービスの問題について、詰めていきたいと思います。これまでの会議で

も活発なご意見をいただき、非常にありがたく思っています。これからも忌憚のない

ご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

２．議題 

○資料の説明 

・会長 
それでは、本日の議題、コミュニティバスの運賃改定に伴う利用者サービスです。

前回の会議で、東村山市コミュニティバス「グリーンバス」の運賃については、民間

路線バスの初乗り運賃ベースで改定するところまで合意しました。ただ、それに伴っ

て、新たな利用者サービスを付加させていくべきであるという、いわば条件付きの合

意でした。従いまして、今回は、その利用者サービスについて、検討していきたいと

思います。では、事務局から、資料の内容について、説明をお願いします。 

・事務局 

今回は、東村山市コミュニティバス「グリーンバス」の運賃改定をした場合の利用

者サービスについて、整理していく。運賃改定と同時にできる利用者サービスは、改

定案に記載した。 

なお、運賃や回数券などの収入は、すべて運行事業者の収入としているため、公共

施設等での販売は、おこなっていない。 

 

＜資料１＞会議で意見のあった利用者サービス 

運賃改定と同時に導入可能な利用者サービスと、継続して検討する利用者サービス

に分け、実現に向けて検討していく。 

●種類：利用者サービスの種類 

①会議のまとめ：前回までにこの会議でまとめられた内容 

②現 在：グリーンバスの現況利用者サービス内容 

③区 分：運賃改定と同時導入の可否 

④利用方法・課題：改定案がある場合、利用方法 

改定案がない場合、導入に関する課題 

⑤検 討 案：グリーンバスに導入できる可能性のある参考例 

（導入する場合は、課題も含め、条件の整理が必要） 

⑥改 定 案：運賃改定と同時に導入できる利用者サービスの改定案 

（検討案が整理されれば、改定案にもできる） 
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●回数券 

（偽造防止対応） 

①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 

②1,000 円（100 円×11 枚） 

③同時可 

④バス車内か営業所で購入 

⑤継続導入 

⑥一般用：2,000 円（例 170 円×13 枚） 

割引用：1,000 円（例 90円×12枚） 

●ＩＣカード ①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、検討を続ける 

②未対応 

③一部同時可 

④乗車時に精算 

⑤可能な車両から導入 

⑥東村山駅東口～多摩北部医療センター系統を除き導入 

（車両の乗車口付近への表示と、運行時刻表に掲載） 

●高齢者 ①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 

②未対応 

③継続検討 

④当市の高齢者施策との検討必須 

●免許返納制度 ①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 

②未対応 

③継続検討 

④返納時１人１回をどこでどう判断するのか等の整理が必要 

⑤専用回数券など 

●グリーンバス 

乗換割引 

①前回の会議での提案事項 

②未対応 

③継続検討 

④乗換券などの発行・１日乗車券との重複（路線の横断利用） 

⑤別のグリーンバス路線に乗り換えたときに運賃を割り引く 

など 

●１日乗車券 ①前回の会議での提案事項 

②未対応 

③継続検討 

④１日乗車券の発行・乗換割引との重複（路線の横断利用） 

⑤購入当日に限りグリーンバス乗り放題など 

 

運転手が取り扱う回数券等の種類が増えれば、今まで以上に煩雑になることから、

運行時間等に影響が出ることが予想されるので、まずは、２種類の回数券とＩＣカー

ドの一部導入でまとめました。改定案の内容を運賃改定と同時に導入することについ

て、また、検討案を参考に、改定案の内容等についてご協議いただき、運賃改定と同

時に導入できる利用者サービスを整理していただきたいと考えています。 
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・会長 

現状では、まず運賃改定をするところまでは、これまでに合意をいただいていると

ころです。これと同時でできるとすれば、回数券と、ＩＣカードのうち、西武バスが

担当している路線については、対応が可能だということ。それから、具体的には、も

う少し検討の必要がありますので、若干のタイムラグは出るかもしれませんが、１日

乗車券などについては、導入に結び付けられる話になってくるだろうと思います。 

ご質問やご意見があれば、お願いします。 

・委員 

利用者サービスに入るのか分かりませんが、たまたまこの前、東村山駅からバスに

乗る人で、バスの時刻表がどこにあるか分からなくて調べていた市民を見ました。今

のところ、ほとんどのバスが東村山駅発着になりますので、例えば、コンコース辺り

に、小さい電光掲示板で次のグリーンバスの時刻が表示されていたら、アピールにも

なると思います。 

・会長 

インフォメーションは、非常に重要な問題です。確かに現状、分かりにくい部分も

あります。例えば、私の場合は、市外にいますので、電車で東村山駅に着きますが、

バス停まで行かないと、すぐグリーンバスがあるのかどうかが分からない。それから

久米川町循環のバス停は、別の場所にありますから、そこまで行かないと分からない

といった問題があります。そういったインフォメーションボードみたいなものが、集

約される駅にあったほうが良いのは、私も賛成するところです。 

これは、運賃とまた別の話になりますが、事務局はどうですか。 

・事務局 

ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、東村山駅東口から階段を上がりきった

右側と、改札を入った先にある通路の左側の壁に、市の広報ボードがあります。そこ

には、毎月１日・１５日に発行している市報や、市の行事、市民向けの案内等をして

います。電光掲示板はありませんが、既存のボードを使って、グリーンバスの時刻や、

路線の案内は、当然、考えられることではないかと思っています。 

・委員 

今のところ運賃が違うので区別できますが、将来的に一緒になると、私たち利用者

にとっては、西武バスも、銀河鉄道も、グリーンバスも、みんなバスですし、ＪＲも、

西武線も、みんな電車ですから、グリーンバスだけ表示するよりも、全部同じように

表示してほしいと思います。 

小平市のホームページを見ると、路線バスと市のコミュニティバス・コミュニティ

タクシーが全部載っている地図があります。すごく良い地図ですから、そういう地図

や時刻表を、まずホームページに作ってほしいと思います。 

・委員 

やはり東村山駅に時刻表と路線図は、あったほうが良いと思います。要するに、駅

にグリーンバスがあって、少し行ったところに、銀河鉄道のバス停がありますよね。

この両方の路線が１箇所で見ることができれば、どちらのバスで行ったほうが良いの

か、近いところに行けるのかが分かります。 

それから、ホームページを見られない人のために、印刷されたものも、ぜひ必要だ

と思います。 

・委員 

おっしゃるとおりだと思います。現状の表示の仕方は、先程のとおりなのですが、

どうしても分かりにくいことは、ぬぐえませんので、やはり分かりやすさは、民間バ

スとのアクセスも含めて検討していかなくてはいけないことだと思います。 
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・会長 

非常に大切な提案をいただいたと思っています。 

小平市は、ホームページもそうですが、配布用に印刷した路線図も作っています。

民間のバス路線、コミュニティバス・コミュニティタクシーが全部入って、運行本数

によって２段階に分けてあります。つまり、たくさん走っている路線は、太い線にな

っています。それを縮尺図に落としていますので、位置関係も分かるようになってい

ます。私が市内総合交通的な地図を作ろうと言って作りましたが、私は東村山市にも

必要かと思いますので、ぜひそれは、やりたいと思います。 

・委員 

インフォメーションは大事だと思います。弊社は、東村山でも、所沢市に近い場所

にあります。コミュニティバスのバス停がとても近いので、お客様が他市から来られ

るときにも、ぜひコミュニティバスを使ってくださいと案内をしていますが、分から

なくて歩いて来られたり、ほかの手法で来られたりしているかたが多いです。 

印刷物ももちろん大事ですが、若者はスマートフォン、タブレットなどで検索する

ので、例えば、携帯から検索できる交通案内で、コミュニティバスがピックアップさ

れるのでしょうか。特に私、あまり電車の使い方がうまくないので、徒歩何分まで書

いてありますから、すごく頼りにしています。そういった機能が使えれば良いという

意見と、できるのか・できないのかという質問です。 

・事務局 

これまでの会議でも、運行・運営改善の前にＰＲ、特に、分かりやすく乗りやすい

環境づくりが必要だというご意見がありました。また、グリーンバスの運行事業と、

市内の公共交通に関する必要な事項を協議していくのが、この交通会議の所掌事項で

すから、民間バスも、コミュニティバスも、同じ公共交通の１つであるという認識は、

行政の担当として痛感していますので、少しずつ改善していかなければいけないと思

っています。 

近隣市ということで、行政間で情報交換・共有をしているので、小平市がマップを

作成していることは認識しています。単独の地図はありませんが、転居してきたとき

や、作成したときに全戸配布している「市民のしおり」に、簡易な地図を掲載してい

ます。ホームページ含めて、それをデータ化できるか、関係所管とも調整をしました

が、データの大きさや、印刷・製本した著作など、条件が合わず、単独の地図として

の配布に至っていません。以前からご意見いただいている、駅からすぐ利用できる・

分かりやすい環境も、今後の重要な課題ですので、新たに別立てのものは難しいかも

しれませんが、今ある施設・条件の中で、検討する余地が十分あると考えています。 

・委員 

免許の返納は、どういう根拠から出た意見でしょうか。免許を返納するきっかけと

して一定期間を割引する関連と、利用者サービスとのつながりが少し分からないので

すが、免許を返納することは、個人の責任でやることであって、それに力を貸そうと

いうのは、少しやりすぎではないかという気がします。 

・事務局 

免許返納制度は、警察庁が全国的な高齢者の交通対策として取り組んでいます。全

国的には、公共交通をさらに利用しつつ、自身での運転を控えて事故防止に努めてい

くことを、行政として支援・誘導している自治体もあります。そういった事例や、東

京都内の利用可能な公共交通部分をうまく組み合わせて展開できれば、交通事故防止

の視点でも効果があると考えています。 

今まで車両を所有・運転し、利用されていたかたすべてが、行政サービスによって

転嫁されることはいかがなものか。また、そのきっかけ・期間などを十分に考慮し、
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公共交通だけでなく、高齢者対策・交通安全対策と合わせて、十分に精査する必要が

あると思います。それによって、導入すべきなのか否か、税の公平性という視点も加

味して総合的に考えますと、この運賃改定と同時は、難しいと認識しています。 

・委員 

前回出てきた乗換割引と１日乗車券ですが、乗換が片道必要なかたでも合計で４回

乗ると、値段の設定によっては、１つで良いのではないかと考えました。例えば、１

日乗車券を５００円・６００円で設定した場合は、特に乗換割引に関する発券をしな

くても、同様のサービスができるのではないかと思いました。 

・会長 

どちらかで良いだろうという考え方は、皆さんどうお考えですか。 

・委員 

大抵のかたは、乗って行ったら、また同じ路線に乗って帰ってきますから、どちら

か１つにまとめたほうが、手続きなども煩雑でないでしょうし、例えば、１７０円×

４回＝６８０円かかりますから、それが５００円・６００円のほうが、みんなが分か

りやすいと思います。 

・委員 

運行側から考えますと、乗換割引の場合、乗り換える人に券を渡す作業が発生しま

す。また、実際に乗り換えずに、帰りに使っても分からないという問題も出てくると

思います。その線引きができないので、もし１日乗車券ができるのであれば、それを

見せれば良いだけですから、そのほうが運行側にとっても良いと思います。 

・会長 

西武バスで運行しているコミュニティバスの中で、１日乗車券のような対応をして

いるところはありますか。 

・委員 

あります。 

・委員 

西武バスの一般路線で実際に対応しているのは、ＩＣカードの中で１日乗車券を購

入する仕組みですね。 
・会長 

皆さんの意見・思いからしますと、この１日乗車券で集約したほうが良さそうな感

じですが、その意見集約でよろしいですか。 

・委員 

１日乗車券は、それを使えば、１日何回でも乗れるというものですよね。例えば、

東村山駅東口～新秋津駅路線で考えたとき、東村山駅から乗って、途中の病院で降り

て、それから秋津町のほうに行って用事を済ませて帰ってくると、今なら３００円か

かります。それを途中で何回降りても、１日乗車券で全部できるということですか。 

・会長 

１日乗車券とは、そういうものです。つまり、乗る回数にかかわらず、一定金額の

グリーンバスの１日乗車券を持っていれば、その日付の中であれば、グリーンバスの

どの路線、どの区間を回数乗っても、それ１枚で乗れるというものになります。 

・委員 

先程の例でかかる運賃と１日乗車券の金額を比べた場合、どっちが高いですか。 

・会長 

通常設定されている一般的な事例で言いますと、１日乗車券の金額は、１回往復す

るより、つまり２回乗るよりは、少し高めの金額になっています。 

・委員 
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１日乗車券で集約するという意味は、１回しか降りないかたも、乗り換えていくか

たも、１日乗車券を買わなければいけない、１日乗車券で乗るということですか。 

・委員 

買っても買わなくても良い。 

・委員 

乗る側が選択をします。 

・会長 

買わなければいけないということではないです。確かに、１つのバスから別のバス

に乗り換えるだけですと、乗換割引を利用するほうが割安になるでしょう。ただ、通

常利用される場合、最終的に１日乗車券を利用したほうが、たぶんお得になるだろう

し、現場での手続き的にも煩雑さを解消できるという意見です。 

・委員 

確かに運転する側としては、そのほうが簡単ですね。 

・委員 

乗換割引と１日乗車券、どちらかであれば、１日に３～４回乗る場合、東村山駅拠

点でほかのルートに接続し、乗り換える場合、１日乗車券という対応が東村山市とも

合うと思いますし、お客様にとっても一番望ましいと思います。 

前期の委員から、例えば、今１００円の運賃が初乗り運賃に上がったときに、家族

２～４人でバスに２～４回乗ると、値上げ幅が大きいですねという話がありました。

そういった中では、４回乗っても、ある一定の上限で支払いが止まる１日乗車券を設

定することも検討したらどうですかという話でした。 

西武バスでは、ＩＣカードで６００円西武バス全線１日乗り放題をやっていますが、

東村山市も、まちの賑わいや流動の活性化などの視点がある中では、より工夫された

乗車券があれば、いろいろな用途で、バスでお出かけいただける可能性も十分あると

思いますので、設定して決して悪いものではないと思っています。 

・委員 

久米川町循環で東村山駅に出て、乗り換えて病院に行く場合は、必ず行きに２本、

帰りに２本使うことになる。そういう人にとっては、１日乗車券のほうが乗りやすい

ですし、そういう感じで使うということですよね。例えば、お休みの日には、東村山

駅から新秋津駅まで、途中で何箇所か降りて遊びながら行く人もいるでしょうが、生

活の手段として考えた場合は、諏訪町循環や久米川町循環、あるいは、できるかもし

れない美住町・富士見町の路線から、東村山駅で乗り換えて病院へ行くことを基本的

に想定されているのですよね。 

・会長 

それが、案が出たときの一番の想定です。複数のグリーンバス路線を乗り換えて出

かけるときに、今の形だと割高になるので、グリーンバス同士を乗り換えることに対

して、割引をしたらどうかという意見と、行き帰りで４回乗るとしたら、１日乗車券

みたいなものが良いのではないかという意見が、今日の段階では、並列して出てきて

いるということです。乗り換えは、２回が限界だと思いますから、グリーンバスに２

回乗ることを優先した考え方にするのか、もう少し広い利用形態を考えて、１日乗車

券みたいな形にするのかという議論になると思います。対象者が重なってきますので、

両方やるのは厳しい感じもしますし、実施することで券種が増え、事務的な手間、現

場の手間も出てくると思いますので、どちらかのほうが、利用する側としても、選択

肢として分かりやすい気がします。 

・委員 

東村山版のシルバーパスがあれば、乗り換えなども含めて、現金を扱わなくて済み
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ますから良いと思います。 

・会長 

東京都にはシルバーパスがありますから、なかなか事例がありませんが、全国的に

は、高齢者パス的なものを実施している市もありますので、検討の余地はあると思い

ます。ただし、かなり大きな市の問題になってくると思いますので、相当な議論を交

わした末での話になると思いますから、早急に実現することは、難しいと思います。 

・委員 

よく理解できます。付け加えさせていただきますと、都の場合は、１，０００円と

２万円という大きな分類になっていますが、私は、１，０００円という低い価格では

なく、５，０００円、１万円の設定も視野に入れるべきだと思います。それによって

経費をカバーすることも含めて、十分に議論・検討いただければと思います。 

・会長 

バス会社によっては、一定額を支払うことで１年間乗り放題になる、あるいは、最

初に払う金額を少し安くして、１年間、１回１００円を払って乗るといった高齢者定

期券的なものを出している事業者もあります。 

単独でそういう制度を作ることも可能性としてはありますので、手法は、いろいろ

出てくると思います。いろいろな案を出していただきながら、今後の課題にさせてい

ただくことになると思います。 

・委員 

運賃は上がりますが、子どもや障害者・介助者に関しては、幸いなことに、１０円

安い９０円になるので良いと思いましたが、そういうかたこそ、たぶんＩＣカードの

ほうが良いというかたが多いと思います。本意ではないですし、安くできれば安くし

たほうが良いと思いますが、もし一緒にできないのであれば、例えば、１００円のま

まにすることができるのか。実際に、切りの良い数字なら良いですが、細かいお金で

煩雑になると、私自身、結構モタモタしてしまって、ほかのかたを気にしてしまうと

きがあるので、いかがかという気がしました。 

・会長 

つまり半額ではなく、１００円で良いのではないかというご意見ですね。あまり例

がない話ですが、コミュニティバスの運賃は、この地域公共交通会議で協議が調えば、

その金額でできます。事務局は、その辺どうですか。 

・事務局 

確かに運賃設定は、運行者側で考え方を整理した中で協議が進められることが原則

であり、今回、案として提示した部分は、この地域の民間路線バスの初乗り運賃を基

準として考えていくという、この会議でまとめていただいた意見を踏まえて、現行の

路線バスの初乗りに合わせて、子ども・障害者を半額で示させていただいています。 

今後、全体的な運賃改定や消費税の関係で、民間路線バスの運賃の考え方が整理さ

れる中で、金額的な変動があるかもしれませんが、現在は、初乗り１７０円・９０円

となっていますので、それに合わせて運賃を設定していくことになると思います。 

・委員 

東村山市の場合は、久米川小学校に「わかたけ学級」という、情緒障害のお子さん

が週１～２日通級する通級指導学級があります。保護者が送迎する場合もありますし、

通学バスを使うかたも結構いらっしゃいます。例えば、もし高齢者にシルバーパスの

ようなものがあるなら、そういうところに通うお子さんにも、それなりの補助制度、

無料制度があっても良いと考えたのですが、どうなのでしょうか。 

・事務局 

コミュニティバスは、公共交通機関・民間路線バスを補完しながら、市内の公共交
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通空白・不便地域を埋めていく移動手段の１つとして、また、｢賑わい・活気のある街

づくりに貢献する｣をコンセプトに、地域に愛されながら進めたいと考えています。 

障害を持った子どもの通学については、今回、初めて示された意見だと思います。

地域の特性も含め、先程の市独自の高齢者パスや、定期券など、これまでいただいて

きた意見も相対的に考えると、当然、市の施策の中で、非常に幅広いものになると思

います。公共交通の部分だけで、いろいろなメニューが考えられると思いますが、や

はり税負担の公平性や、市民が望む施策の部分でいくと、高齢者施策の部分、障害者

施策の部分すべてが、この公共交通で埋められるのか、免許の返納の話も含めた交通

安全など、いろいろな施策とうまく連携を取り、融合させながらできるのか。財源的

な面からは、移動手段としての税負担なのか、高齢者施策、障害者施策としての税負

担なのか、そこを行政として、きちんと考え整理していく必要があると考えています。 

・委員 

障害をお持ちの子ども運賃については、ほかの市でも、検討いただきたいと思いま

すが、路線バスでは、子どもは小児運賃になりまして、大人の半額の１０円単位切り

上げです。障害をお持ちのかたは、さらに半分になるので、子どもの運賃を９０円に

した場合、さらに障害をお持ちのかたは、５０円になるという表記を加えないと、そ

ういった対応になりません。また、そういったかたの無料乗車という形では、教育・

福祉施策の部分で、別途そういった乗車券の配布などを考えられたら良いと思います

ので、基本的には、障害をお持ちのかたの子ども運賃をどうするかということは、お

決めいただけたらというところです。細かい点も含めて、この会議での承認が必要に

なると思いますので、その点もご留意いただければと思います。 

・会長 

市の施策として幅広く考えていかなければいけないことについては、やはり早急に

結論を出そうというのは、難しいことだと思います。そういう割引のケースや、高齢

者向けの新たな制度を作ることは、もちろん検討に値することではありますが、すぐ

の結論はなかなか難しいということですので、これについては、今後も継続して検討

していく話にさせていただくことになると思います。 

・委員 

市民側から見ますと、従来の１００円がベースにありますから、それが仮に１７０

円としても、ほぼ倍増に近い値上げ率になります。これは値上げ反対という意味では

なくて、４月から消費税が３％値上げという部分もありますし、理屈・理由は分かっ

たとしても、納得できる説明ができないと、難しい気がします。 

・委員 

大抵１００円玉は、持っているので、今は１００円玉を１枚入れれば良いですが、

１７０円・１８０円になったときに、ＩＣカードが使えることは、定時発車にも、も

のすごく良いと思います。私は、ＩＣカードが最初出てきたとき、必要ないと思って

いましたが、１回使ってみて、時々３，０００円・５，０００円を入れておけば、な

くなるまで使えるので、なんて便利なものだろうと思いました。 

小学生でも使うようになってきて、例えば、学校の行事で西武園まで電車に乗って

行くときに、子どもが「ＰＡＳＭＯで良いですか」と言うと、先生は「切符買いなさ

い」とよく言います。ＩＣカードのチャージは知っていても、切符の買い方を知らな

い子どもも結構いるので、ＩＣカードの導入は、ぜひ一緒にやってほしいと思います。 

何のためのバスかというと、市民のための、便利さを追求するバスだから、やはり

ＩＣカードは、全部に導入してほしいと思います。 

・会長 

この辺は、前回までの会議でも確認されていることで、一部同時可としてあるのは、
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既に一般路線でＩＣカードを導入している西武バスの場合は、すぐに対応が可能です

が、銀河鉄道は、すぐに対応できないということで、すぐに全部はできそうもないと

いう意味です。運賃改定と同時に全部ということにこだわると、たぶん少しあとにな

ってしまうことになるということです。 

・委員 

前回の会議録に「ＩＣカードは導入できません」という内容の発言がありました。

結局、どのくらいのタイムラグになるのでしょうか。例えば、学校の授業でバスに乗

る場合は、教育部門に関係することで、高齢者施策は、福祉部門に関係することなの

で、この会議では全部言えないと思いますが、少なくともこの会議は、基本的な路線

をどれだけの運賃で、どれだけのサービスをつけて運行させるかを話し合うところだ

と思います。その中で、個人的には、今の時代でＩＣカードは必須だと思いますが、

ある程度のタイムラグが、どのくらいなのかと思うし、「うちはやめても良い」みたい

なことが会議録に記載されているので、どう解釈すれば良いのでしょうか。 

・事務局 

これまでの会議の中でも、以前の考える会でも、消費税等々の関連でも、ＩＣカー

ドの利用について、社会の中でも注目されていると考えています。確かに、東村山市

コミュニティバス「グリーンバス」のサービスとして必要なのか、考えを詰めていき

たいと思います。 

まず、ＩＣカードがあるから乗るのか、最悪ＩＣカードがなくても利用していただ

けるのか、利用者側の選択もあるのではないかという考えがあります。また、ＩＣカ

ードの機器・システムを導入するハードル・条件が厳しいこともあり、すぐに対応で

きないという発言があったと思います。 

ただ、現状の可能な範囲の中で考えられる選択肢として、導入できる車両から導入

する、導入できる路線ごとに導入する、すべての車両が可能になるまで導入を見送る

といった３つがあります。その中で考えた結果、今の内容を提案している状況です。 

・会長 

現時点では、はっきり言って、時期が分からないと思います。少なくとも、すぐに

できるのは、一部車両を除く対応だろうということです。 

・委員 

仮に電車に乗るときに、ＩＣカードがあるから乗る・乗らないということは、誰も

思っていませんし、ＩＣカードがなくても電車に乗ります。歩いたら１～２時間かか

るところを、バスに乗れば１５～２０分で着くから、やはり便利でみんな乗ります。

だからＩＣカードがないから乗る・乗らないということは、もちろんありませんし、

そのようなこと言われてしまうと、全然違う話になってしまうと思います。 

私は、グリーンバスが今の世の中のレベルについていかないといけないと思います。

もちろん、ＩＣカードがなくても良いです。例えば、東村山駅から新秋津駅、多摩北

部医療センターなど、たくさんの人が乗る路線で、今１００円玉を入れれば良いとこ

ろを、２００円入れてお釣りをもらっていては、ものすごい時間のロスが生まれます。

それが当たり前の時代だったら良いですが、今はＩＣカードですから、使えないと、

なんとなく面倒くさく感じます。面倒くさいから乗らないわけではないですが、今は

ＩＣカードが普通レベルのサービスだと思います。 

それと、この会議での発言は、とても重要だと思います。そこで、「やめても良い」

みたいな発言をされたり、市が「それなりの時期に」みたいに言ったりするのは、ど

うなのかと思うので、もう少しお互いに発言を大事にしたほうが良いと思いました。 

・委員 

今のご意見に全く賛成です。乗らないと、どうしようもないわけですから、ＩＣカ
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ードが使えなくても乗りますよ。言葉尻とらえるわけではありませんが、元々コミュ

ニティバスができた原点は、利便性です。最近は、外部のかたも招致しようというこ

とで、外部のかたと乗り合わせることもありますが、実際利用してみますと、「ＩＣカ

ードは使えないのか」と運転手に言うかたが、ずいぶんいらっしゃいます。こだわっ

ているわけではありませんが、ぜひ公共という立場と、利便性という立場と、更なる

発展で利用者を増やそうという観点から、ぜひ前向きに、この交通会議で検討する必

要があるのではないかと思います。素人考えですから、時期的・物理的な問題や、機

械装置などの費用的な問題もあると思いますが、４月から運賃改定が実行されれば、

あまり時間もありませんので、例えば、１７０円になったとすると、いちいち小銭を

探したり、お釣りが出たりは、かなり面倒な話ですから、ＩＣカードでパッとできれ

ば、運転手も楽になる気もしますので、提案したいと思います。 

・会長 

難しい問題とは少し違いますが、＜資料１＞に書かれている形で導入することは、

間違いなく可能です。当面、とりあえずのスタートを切るかどうかですね。 

・委員 

当然、値上げを発表するときには、サービスの付加と同時進行になりますよね。そ

のことを書く・説明するなどの方法があると思いますが、なかなか市民・利用者は、

納得しにくいと思うので、ぜひスムーズに行くように、お願いしたいと思います。 

・委員 

私たち市民にとっては、西武バスも、グリーンバスも、銀河鉄道も、全部一緒です。

ましてや、グリーンバスは、どの路線も市のバスだと、みんな思っているわけです。

だから、ＩＣカードが使えるらしいと聞いてＩＣカードを持って行ったら、使えなか

ったという話が必ず出てきます。ましてや多摩北部医療センター行きのバスは、市内

外の人が乗る頻度がものすごく高い路線だと思います。だから、ここで使えないと、

なんだか東村山市がガラパゴスになってしまった感じがして、個人的にも嫌だと思い

ますし、この路線だけが違うことは、やはり承知しかねます。 

・会長 

もちろん、よく分かりますし、今まで、そういうご意見が主力だったわけですが、

そこに現実問題を加えたとき、すぐにできる方法が、東村山駅東口～多摩北部医療セ

ンター系統を除くことです。逆に、混乱の元になるかもしれませんが、多摩北部医療

センターまで行く分には、新秋津駅系統も同じように走るわけですから、新秋津駅系

統の場合は、使えるという話になるわけです。 

・委員 

つまり１本乗り遅れたら使えないという話ですよね。 

・会長 

そういうことです。それであれば、早期のスタートができるという話ですね。 

・委員 

ＩＣカードが使える車両と使えない車両が混在することは、問題だと思いますので、

やめておいたほうが良いと思います。使える・使えないで統一するほうが良いと思い

ます。絶対、最初に乗ったときに「ＩＣカードが使える」という認識が生まれますよ。

この次、小銭を持ってこなかったら、どうするのかという話になります。今まで使え

なかったのが使えるようになることは、当たり前の話ですが、乗るタイミングによっ

ては、逆になってしまうわけですから。それはあまり好ましくない気がします。 

・委員 

帰りのバスがＩＣカードで乗れないかもしれないですし、前回は「全部使えるバス

に変えるべきだ」という意見もあったし、「うちはやめます｣と言っていた事業者もい
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ました。もし、本当に一部同時可とするなら、いつまでに全部入ると、きちんと明示

して実施しないといけないと思うし、そもそも同じ路線のバスで扱いが違うことは、

まずいのではないかと思います。こういうのは、東村山市だけなのですか。 

・会長 

この近隣では、東村山市だけです。 

・委員 

ＩＣカードを使えるバスは、バスそのものを別のバスにしなければ、使えるように

ならないのでしょうか。 

・会長 

バスそのものの問題、車両の違いではありません。 

ＰＡＳＭＯは、ＰＡＳＭＯ協議会が統括をしていて、そこに加盟することによって

ＩＣカードが導入される形になると思いますが、当然、ＩＣカードを活用するための

機器を導入することに対して、資金が必要になりますので、ここで各社の判断があり

ます。ですから、ＰＡＳＭＯ協議会に加盟している事業者と、加盟していない事業者

の違いだと思っていただければと思います。 

・委員 

市民のためのバスという原点に立ち返ると、もう答えは１つだと思います。 

・委員 

前回、「やめても良い」と言ったのは、もし交通会議で、ＩＣカードが入っていない

ことによって、東村山市民に大きく迷惑をかけるという決定が出るのであれば、やめ

ても良いということです。それは、やけになってやめても良いと言っているのではな

くて、要するに、市民から、「銀河鉄道がいるから東村山はダメだ」と言われるのなら、

このグリーンバスをやめますということです。 

その発言に至った経緯として、まず、日本全国の事業者の７０％は、ＩＣカードが

入っていません。ＩＣカードの機器をバスに導入することは、そんなにかかりません

が、会社としてＩＣカードを入れると、億以上のお金がかかります。つまり、大手し

か入れられないのです。銀河鉄道は、東京都で路線バスをきちんと走らせている会社

ですが、やらないと言うより、やれないのです。例えば、その資金を市が出してくれ

るなら、当然、喜んでやりますが、これを自社資金で導入しなければいけない場合、

損益を考えると、できないのです。北総電鉄は、ものすごく高い運賃を取っています。

公共交通機関でも、採算が合わなければ値上げをしてもかまわないからです。今、恩

多町のほうに走らせているバスには、年間で約３０万人以上の利用者がいます。恩多

町には、今は銀河鉄道のバスしか走っていません。その利用者から、運賃４００円を

取ってまでＩＣカードの導入を考えていないということです。 

もし、この会議で、グリーンバスには絶対ＩＣカードが必要だという決定を打ち出

すのであれば、弊社は、グリーンバスにしがみつくことはないということです。 

・委員 

銀河鉄道のバスが、東村山駅から運行していて、東村山市民だけではなく、東久留

米市の東村山市寄りの人から、東村山駅に出るほうが楽だという話は、私も聞いたこ

とがあるので、ものすごく便利なバスだと思っています。でも、ＩＣカードを導入で

きないことは、銀河鉄道の事情であって、銀河鉄道のためにグリーンバスがあるので

はなく、基本は、市民が便利になるためのバスですよね。事前の説明会でも、市民の

生活を支える基盤として重要であるという文面をいただきました。誰のためのバスか

ということからスタートして、きちんと話をしていかないといけないと思います。 

もちろんＩＣカードがなくても乗ります。自分の家から少し歩いたところにバス停

があって、駅・病院・買物に行けて、ものすごく便利だと思います。日本全国で比べ
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るのではなく、私たちの日常生活の中での移動は、関東近辺です。基本的にその地域

で判断していくと、私は、標準装備として必要だと思います。 

・委員 

実は、西武バスにおいても、来年度の消費税率改定においては、現金とＩＣカード

の運賃が異なる可能性があります。もしグリーンバスがＩＣカードを導入する場合、

その運賃をどうするかも決めて、この会議で運賃改定を承認し、国土交通省に申請を

することになると思います。 

・委員 

今日ここに来るのに、最近入ったグリーンバスの新車とすれ違いましたが、その車

がＩＣ化されていないことは、さびしい現実ですよね。 

・委員 

ホームページに新車が載っていましたが、さびしいですね、それは。 

・事務局 

今まで久米川町循環で使っていた車両が古くなったので、新しく入れ替えたところ

です。本日から、新車両のバスで運行しています。久米川町循環は、通称「さくら通

り」を走ることもあって、桜をモチーフ・イメージした絵にしています。 

・委員 

桜のデザインのバスは、ずっと久米川町循環を運行することになりますか。 

・事務局 

平成１５年からコミュニティバスを運行して、ここで１０年程が経ちました。２年

前から、当時に購入し老朽化したバスを計画的に１台ずつ入れ替えています。今年度

の対象となったバスが、久米川町循環を運行していた車両です。沿道の地域住民にも

注目していただけるように、それぞれの路線の地域性・特性を活かしたイメージとし

ています。２年前の諏訪町循環には、花菖蒲をモチーフにした車両を、昨年の多摩北

部医療センター系統の車両には、けやきや空堀川などをイメージし、今年度の久米川

町循環には、走行する「さくら通り」の桜をベースとして、車両をデザインしました。

点検等で車両が代わる場合もあるかもしれませんが、基本的には、その路線で運行す

ることを前提として、車両デザインをイメージしています。 

・会長 

今までの意見を伺っていると、今日の段階で、利用者サービスを確定しましょうと

は言えません。それと、実際に許可を受けるに当たって、整理の必要な部分がありま

すので、もう一度、利用者サービスに関連した議論をしたいと思います。 

それに当たって、事務局では、特にＩＣカードについての考え方を整理していただ

ければと思います。例えば、ＩＣカードの考え方を決めるところまでは、この会議の

範疇ですが、全部にＩＣカードを導入することを前提に、この会議で銀河鉄道にやめ

てくださいという話は、この会議のやるべきことではありませんし、その結果につい

ては、市が決めることです。その整理をして、次回に提示していただきたい。最終的

に、この会議で運賃をこうしますという合意を得てから申請する形になります。 

もう一度、会議を開いて決めると、４月１日のスタートは、難しいですか。 

・委員 

かなり難しいと思います。 

・会長 

消費税率の変わる４月１日現在の改定ではなく、少しあとにずれた形での運賃改定

になると思います。そういうことをご了解いただいた上で、次回継続して、この問題

を審議したいと思います。 
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○その他 

・会長 

それでは、議題のその他についてです。 
・事務局 

前回の会議で合意をいただきました「久米川町循環」の運行改善については、現在、

平成２６年３月１日から、変更内容で運行を開始できるように事務を進めています。 

次に、平成１４年度に購入した３台のコミュニティバスの老朽化に伴い、平成２３

年度から３ヵ年かけて、バス車両を１台ずつ買い替えています。今年度が、最後の買

い替え年度です。平成２３年度は、諏訪町循環。平成２４年度は、東村山駅東口～多

摩北部医療センター系統。そして本日から運行している久米川町循環となっています。 

「コミュニティバス新規導入ガイドライン」に従い、美住町・富士見町の地域組織

が設立したことは、前回の会議で報告しました。現在、この地域には、３つの地域組

織が設立しています。そのうちの１つが、地域住民を対象にした説明会を１１月３０

日に開催しました。事務局も参加して、地域組織の役割や活動内容等を改めて説明し

ました。この地域は、複数の地域が設立していますので、地域組織同士で協力し合っ

て新規路線を考えていくことを地域組織にお願いしています。今後、複数の地域組織

を１つの大きな組織として、検討を進めていきたいと考えています。 

最後に、事務局としては、次回の開催を１月下旬ぐらいに考えたいと思います。日

程が正式に決定しましたら、改めてお知らせします。 

・会長 

何かご質問等ありますか。 

・委員 

４月１日の運賃改定は、次回１月下旬にやれば、２月の承認で時期的に間に合いま

すよね。 

・委員 

届出は、１ヶ月前で済みますので、例えば、１月下旬で合意すると、その後、市の

いろいろな手続き等あるかと思いますが、そのまま手続き申請ということでしたら、

十分に間に合う時期です。 

・委員 

やはり市民にお知らせする期間が必要だと思いますので、現時点では、４月１日は

難しいと考えています。 

・委員 

分かりました。 

・会長 

最終決定をする市が、そう考えるのであれば、そういうことになると思います。 

 

３．閉会 

・会長 

それでは、以上で、本日の議題が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５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します。 
 

 


