
- 1 - 

（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成２５年度 第６回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２６年２月１８日（火）午前９時３０分～午前１１時３０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・若林淳委員・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・中島和洋委員・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：野﨑元委員・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 ４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 

○傍聴希望者の確認 
・会長 
おはようございます。ここ２週間くらいは、皆さん、大雪でいろいろ影響があった

かと思いますが、ひとつ、ご健康にも気を付けていただきたいと思います。 

それでは、平成２５年度 第６回 東村山市地域公共交通会議の開会に際して、まず

事務局に確認しますが、本日の傍聴希望者は、いらっしゃいますか。 

・事務局 

傍聴希望者は、４名いらっしゃいます。 

・会長 

それでは、委員にお諮りします。本日は、４名の傍聴希望者が待機しているという

ことです。この会議への傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴者のかたに入室していただいてください。 
・ ・ ・ 傍聴者入室 ・ ・ ・ 
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・会長 

傍聴に当たりましては、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をお願いします。 
次に、委員の出欠状況について、事務局から報告をお願いします。 

・事務局 
当会議の委員１６名中、１４名出席、２名欠席となっています。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 
それでは、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６回 東村山市地域公共交通会議を開会します。 
 
２．議題 

・会長 

前回の会議では、運賃改定に当たって、どのようなサービスが必要か、いろいろご

意見をいただきました。最終的なサービスの形について、結論に至りませんでしたの

で、前回に引き続き、コミュニティバスの運賃改定に伴う利用者サービスについて、

検討していきたいと思います。 

前回の議論の中心は、ＩＣカードでした。前回の最後に、市の考え方を整理してい

ただきたいと申し上げましたが、市の考え方が整理されているようであれば、議論に

移る前に、説明をお願いします。 

・委員 

前回の会議を受けまして、理事者を含め、東村山市コミュニティバスの利用者サー

ビスとしてのＩＣカードの必要性について、検討してきました。その結果、首都圏に

おけるＩＣカードの普及・利用状況が、８割を超えている状況がある。また、これま

でワンコイン１００円だった運賃が端数になり、両替等も必要になる。そのようなこ

とを総合的に勘案した中で、東村山市コミュニティバスとして、ＩＣカードは必須で

あろうという結論になりました。 

これまでもＩＣカードを導入していない運行事業者から、この会議の中で、もしそ

ういう決定がされるのであれば、コミュニティバスからの撤退もという話がありまし

た。これまで、市がこういう決定をしてこなかったために、大変ご迷惑をおかけした

部分もありますが、これから具体的に、運行事業者と調整・協議を進めていきたいと

考えています。 

・会長 

分かりました。それでは、説明があったとおり、市の考え方を示していただきまし

たので、ＩＣカードについては、それを１つの前提として、合わせて、ほかのサービ

スも含め、本日の資料について、事務局からお願いしたいと思います。 

 

○資料の説明 

 

・事務局 

＜資料１＞会議で意見のあった利用者サービス 

上半分は、前回の議論を受け、利用者サービスについて、再整理した資料。 

前回の資料と異なる主な点 

●ＩＣカード：市の見解を整理した。 

●グリーンバス乗換割引券：１日乗車券への統合ということで、削除。 
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●回数券：ＩＣカード導入となると、ＩＣカードに利用がシフトして、回数券の 

利用がかなり減る（年間６０冊程度）と小平市から聞いている。 

下半分は、当会議でまとめられたコミュニティバスの運賃の考え方に基づき、平成

２６年４月１日以降、民間路線バスの初乗り運賃として想定される金額を一覧にした。 

 

＜資料２＞高齢者割引シミュレーション 

平成２４年度の実績を基に、運賃を改定した場合の３パターンを想定。 

平成２２年度の乗降調査時に算出した割合と、その当時と今年度の市全体の高齢化

率の差から、利用者のうち３８％を高齢者（６５歳以上）とした。 

平成２６年度に運賃を改定しない場合の予測値から、小平市の運賃改定時の乗車実

績（１３．９％減）から、乗車率を８５％とした。 

項目 説明 
推定補助金額 

（全路線・年間） 
所感 

①割引なし 
高齢者の運賃を割引し

ない場合の収支 
約３１８０万円 

新規路線を確保できる

くらいの金額 

②半額 

高齢者の運賃を現在想

定している子ども・障

害者と同額にした場合

の収支 

約４３２０万円 
平成２４年度の実績と

同額くらいの金額 

③無料 
高齢者の運賃を無料に

した場合の収支 
約５４７０万円 

現在の補助金を超える

金額 

 

＜資料３＞その他の利用者サービス 

本日の会議の参考に、前回までの会議で出た意見に、対応内容として対比意見を載

せた表。市内の公共交通マップ等、広告、運行ダイヤ、サイクル＆ライド、その他と

いう項目に分けて、箇条書きで示した。 

 

・会長 

最終的には、運賃改定と同時にできると考えられる利用者サービスと、同時にはで

きなくても、継続的に検討し、運賃改定後に実現していく利用者サービスに分けた形

で、今日の結論にしていきたいと思います。 

 

＜資料１＞会議で意見のあった利用者サービス 

・委員 

このグリーンバスの運賃改定の数字は、前回、１８０円にすることになったのでし

たか。 

・会長 

民間路線バスの運賃をベースに改定をすることまで合意がされていて、前回の段階

では、明確な金額の明示ができなかった。今回、民間路線バスと同等の改定をすると、

こういう形になるということ。それからＩＣカードを同時導入する場合は、こうなる

ということで示したと理解していただければ。 

・委員 

ＩＣカードについては、簡単にはできないという大きな問題、壁がありましたが。 

・会長 

ＩＣカードを同時導入したいという市の意思表示がありましたので、これに基づい

て、市で運行事業者と協議をすることになります。この会議は、グリーンバスの運行
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事業者をどこにするかを決定する会議ではありませんが、それについて、今後、市と

運行事業者の協議が調った段階で、この会議で最終的な合意をすることになります。 

 

＜資料２＞高齢者割引シミュレーション 

・委員 

例えば、１人の人が、どのくらいの頻度でバスを利用するのでしょうか。 

・事務局 

実際のところ、頻度については、分からない状況です。 

・委員 

どれくらいの頻度で乗るかは、非常に重要なポイントで、それが分からないと、ど

れほどの効果があるのか分からないです。なぜ頻度が必要かと言うと、病院に定期的

に行く、あるいは駅からグリーンバスに乗って、どこかへ行く、恒常的にバスを使っ

ている人が多ければ多いほど、仮に運賃改定をおこなっても、その人たちは利用を変

えないと思います。でも、たまたま乗っている人たちは、値段が上がってしまうと、

もう乗らなくなることにもなってくる。ですから、外出の目的が割と固定化されてい

る人が多ければ多いほど、値段にかかわらず、乗り続けるという見当がつきます。 

高齢者は、病院に行く人が多いと思います。ほかにも買物などに行く割合も含めて

シミュレーションをやったほうが、より精度が高いと思います。 

利用頻度を調べることは、そんなに大変な労力がかかるものでもないと思います。

厳密に毎日、人が張り付いて、乗る人ごとに質問していたら大変な労力ですが、乗る

人に２日くらい聞けば、かなり的確につかめると思います。７割くらい、ある程度の

ことがつかめれば、このシミュレーションも正確なものにより近くなると思います。 

・会長 

そういう面は、あるだろうと思います。実際の高齢者が、どのように利用されてい

て、何を必要とされているかという点は、非常に重要な要素になってくると思います。

これは、利用者に対する調査をかければ良いので、今後は、このようなことをつかん

でいく必要はあるだろうと思います。 

今回の資料は、収支の関係を試算する目的で作った資料ですから、その目的から言

えば、この範囲で良いと思います。現段階では、直近でやった実績はないということ

ですよね。 

・事務局 

そうです。全体の調査では、調査内容に利用頻度の項目を設けていませんでした。

ただし、久米川町循環の運行改善をするときの需要調査では、特化した路線エリアで

はありますが、利用頻度・需要頻度を加味しながら計画を立てています。今後、新規

路線や運行改善で計画を立てる時点では必要だと考えていますので、そういった動

向・意向を参考にしながら、需要と供給のバランスを考えていければと思います。 

また、コミュニティバスだけの話ではなく、民間路線バスの利用者の頻度が確認で

きる手法があれば、ご教授いただき、検討させていただければと思います。 

・委員 

過去に、こういう高齢者の割引制度を検討されたのかどうか分かりませんが、最近、

高齢者が優遇されすぎているという話があって、例えば、一律に６５歳以上、全部無

料だということになるのか、そうではないということになるのか、年齢の確認や、対

象範囲を具体的にしておきませんと、議論の進め方が難しいと思います。現実に近い

シミュレーションでないと、この数字だけが先行してしまう気がしてならないもので

すから、この乗車比率３８％がすべて無料だという資料ができることは、少し乱暴な

気がします。その考え方は、どうなっているのでしょうか。 
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・委員 

高齢者への割引については、市議会に今、高齢者へ何らかの金額的優遇をしたほう

が良いという内容の請願が出ています。まず、市として申し上げているのは、民間路

線バスで使える、東京都の制度であるシルバーパスについては、コミュニティバスに

該当しないということで、利用することはできません。また、民間路線バスのサービ

スには、障害者や子どもの割引はありますが、高齢者の割引はありません。 

東村山市として、東京都がおこなっているシルバーパスのような高齢者福祉施策と

してのサービスは、市の財政的体力からは難しいと、はっきり申し上げていて、それ

が現実なところです。それを踏まえた上で、さらに何らかの高齢者のサービスができ

る方法があるかどうかがポイントだと思っていますし、何歳から高齢者なのかもあり

ます。資料では、６５歳ですし、シルバーパスは７０歳、後期高齢は７５歳です。何

歳からを対象とするのかが難しいところで、市とすれば、基本的には、民間路線バス

が独自におこなっている金額的なサービスは必要ではないかと考えているところで

す。 

・会長 

この資料は、議論の材料として出していますので、こういうことをやりたいという

意味での提示ではないということは、ご理解ください。 

・委員 

仮にでも「無料」が出てくるのが怖いです。自分の立場からすると、市が負担して

走らせているコミュニティバス自体が高齢者サービスです。それに高齢者がお金を払

わないと想定すること自体が異常だと思っていますので、どこから半額・無料が出て

きたのか。正直なところ、せめて１割引、２割引で表を作ってほしかったです。 

・委員 

私の基本的な考えは、高齢者はどこにでも住んでいるので、市内の特定のところだ

けにバスが通るよりも、できる限りいろいろな人が使える状況に持っていくのが、最

終的にコミュニティバスの一番良い方法だと思います。そのときに、予算の天井が決

まっていたら、ある路線の周辺に住んでいる人だけが、いつもサービスを享受できる

ことになるので、マズイと思います。 

例えば、市役所から新秋津駅までタクシーに乗ったら、１，５００円前後かかりま

すよね。それが、時間が多少かかるとはいえ、１７０円で行けることこそがサービス

だと思うので、私はそんなに割引はいらないと思っています。ただし、どれだけの頻

度で乗るのかもあるし、とても困っている人がたくさん乗るなら、必要と考える場合

もあります。１００円から１７０円にと聞いたときは、確かに７０％ＵＰということ

で、ありえないと一瞬思いますが、そんなに特別高い金額ではないので、半額・無料

は、あまり考える必要はないとは思います。 

・会長 

個人的な意見は差し控えていましたが、私も無料はないと思っています。ただし、

この議論のスタートは、シルバーパスを適用できないかという話から高齢者の話が出

てきたので、無料が出てきています。もちろん、シルバーパスも完全に無料で配布さ

れているものではありませんが、乗るときには見せるだけですから、シルバーパスが

コミュニティバスに適用できないので、仮に独自の制度として、直接お金を払うこと

なく乗れる形態にした場合のシミュレーションです。 

ですから、皆さんが望ましい形にしていく話ですので、いろいろとご意見いただけ

ればと思います。 

それから、全国的には、コミュニティバスなどで、高齢者専用の回数券などを設定

しているケースがあります。これは回数券ですので、一般の回数券よりも、若干割引
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率の高い、２割引程度の範囲の回数券を設定しているケースは見られます。 

・委員 

高齢者割引の発想が出てくる原点は、何ですか。なぜ高齢者ばかり安くするのか。

お金がないからなのか。それとも、病気があって、高齢で歩いて病院に行けないとき

に、運賃が安ければ行く動機になるからですか。要するに、運賃改定の問題が、一番

大きなポイントになっていると思います。その中で、一部の対象者の運賃を下げると

いうことで、シルバーパスが出てきましたが、この下げる原点が、よく分からない。 

・委員 

私も聞きたいです。 

・会長 

ここでの議論の原点は、シルバーパスが出発点だったということです。ただ、シル

バーパスそのものは、東京都の高齢者福祉という観点から出てきているわけです。 

・委員 

まず、以前この会議の中で、高齢者に対して割引をすべきだという委員の意見があ

りました。それで今、こういう議論になっています。 

市とすれば、東京都がおこなっている高齢者サービスとして、高齢者を優遇する、

東京都と同じようなことができないことは、はっきりしていまして、やはり民間路線

バス事業者が独自でやっている運賃体系を基本としたいと思っています。 

それと、例えば、そのときに減額になる補助金の差額分、いわゆる増収分について

は、ほかの行政サービスに使わず、コミュニティバスの新規路線などに使うための費

用としてストックをしていきたいという思いもあります。仮に、このシミュレーショ

ンで、半額にしますと、今の補助金額とほとんど同じなので、そのストックするお金

ができないということになってしまいますので、この辺りの難しさがあります。 

・委員 

東京都の福祉関係、シルバーパスの件ですが、福祉保健局としては、引きこもりが

ちになってしまう高齢者の外出支援をおこなうために、シルバーパスを出すことで、

いろいろなところに出て行っていただいて、寝たきりにならないといった、在宅支援

という考え方から、おこなっていると聞いたことがあります。高齢者が年金生活にな

って、なかなか家計が厳しいといったところも、一端はあるようですが、そこを補い

つつ、在宅で、ご自身でいろいろ身体を動かすことで、施設に入ってしまうことがな

いようにするための支援策という話も聞いたことがありました。 

現行の運賃を改定して、乗車率が１５％減ということでした。高齢者の試算の乗車

人数ですが、今の運賃より安くなるのであれば、１５％減ではなく、むしろそのまま

の水準か、伸びるのではないかと思います。平成２４年度実績の新秋津駅の約７１０

万円が、そのまま維持できる数字なのかと思ったのですが。 

・委員 

この表は全部、高齢者の金額が変わっただけなので、おっしゃるように、半額にな

る、無料になる、あるいは割引が増えてくれば、当然、乗る人数が増えてくるという

シミュレーションも、同時におこなえなくてはいけない。それがまったく無視されて、

単にお金だけが減りましたと言うだけの、実に単純で簡単な表ですよね。 

・委員 

新秋津路線に関して言えば、もし半額だとしたら、西武バスと路線が重なっている

ので、私ならグリーンバスに乗ります。そういうことを考えると、片や１８０円で、

片や９０円でバスに乗れることは、どうだろうと思います。 

・会長 

シミュレーションの中では、そこまできめ細かく見なかったということですね。 
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・事務局 

そうですね。逆に言うと、１５％の乗車減は、近隣市の実績を基に数字を出しまし

た。そういう意味では、半額・無料は、近隣市でも実績がありません。個々に細かく

見れば、おっしゃるとおりかもしれないですが、今回のシミュレーションについては、

シルバーパスと比較をしてというところで見ていただければと思います。 

・委員 

電車は、割り引かないですよね。 

・会長 

そうですね。地方の民間鉄道では、いわゆる高齢者定期券みたいなものを出してい

るケースはあります。いずれにしても、コミュニティバスだけということではなく、

いろいろな路線バスも含めて、実績があるのは、半年・年間の高齢者専用の定期券み

たいなものを購入していただく形のものです。 

・委員 

議会の議決も当然あるのでしょうが、元々のスタートは、値上げをする。それに対

して、値上げだけではなくて、サービスも良くしようと。そこにシルバーパスという

問題が出てきたのだとすると、値上げだけを一方通行でいって、サービスはこれから

考えるという話も受け入れられにくいと思います。 

・会長 

同時にできるものと、なかなか同時には実施が難しいものとがあります。そういう

中での判断になると思います。これまでの議論の中で、運賃改定をするに当たって、

ＩＣカードを使えるようにしてほしいという声が一番強かったわけです。それについ

ては、先程、市の考え方で、ＩＣカードを使えるようにする方向で行きたいというこ

とでしたので、運賃改定と同時のサービス改善策の１つとして、ＩＣカードは、同時

に行けるだろうということだと思います。そのほかの点について、どれがどの程度、

同時にできるかは、事前の議論の問題と、手続等の実際の時期の問題がありますので、

それで切り分けをしていくということです。 

・委員 

もし高齢者サービスをするのであれば、時々しか乗らない人に、そんなにサービス

をする必要はないと思います。例えば、確実に週４～５回乗る人には、週４回ペース

ぐらいの割引定期券みたいなものを作るのは、ありかもしれないですが、１回ごとに

運賃を割り引く必要は、特にないと思います。 

委員になってから、グリーンバスに一通り乗ってみました。高齢者と言っても、や

はり基本は、バス停まできちんと歩いて来て、バスに乗って、その先も歩いて行く人

がほとんどでした。元気に歩いている人もいらっしゃるし、杖を持っている人も割と

多いと思います。駅まで歩いて行くのは大変でも、バスを使って行けば、十分行ける

という感じの人が多い。もちろん、３０～５０代、若い人も乗っていますが、確実に

地域の足になっていると感じました。 

久米川町循環に乗ったとき、全部チェックしてみたのですが、東村山駅から出て、

府中街道を回る少し手前、私たちだったらグルグル回っていかなくても、駅まで歩い

て行くか、自転車で行ったほうが早いと思うところから乗って、やはり東村山駅や、

その１つ手前で降りたので、そこから買物・病院に行くのだと思います。その人たち

が毎日乗るかというと、私はそういう感じの乗り方ではないと思ったので、とても多

く使う人であれば、それなりの割引は必要なのかもしれない。でも、それなりの回数

だったら、特別、割引はいらない感じです。それと割引は、予算との関係を良く考え

て慎重にしていかないと、市全体の向上にはつながっていかないと思います。 

バスが通っているところでも、通っていないところでも、年を取って足腰は少し弱
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いが、自分の足で動ける人には、やはりバスが必需品なのだと思います。少し遠くて

も、遠回りでも乗る理由は、ものすごくよく分かって、面白かったです。自分の身体

を自分で動かせる人が乗るのがバスで、本当に動けなかったら、たぶんお金かかって

もタクシーです。だから、そういう意味では、バスは、できれば市内全体に走っても

らいたいのが、私の基本的な希望です。 

・委員 

どういう人が非常によく乗る人かと言うと、高齢であっても、東村山駅に行って、

そこから電車に乗ってどこかに行く人か、あるいは、週２～３回、病院に行かなくて

はいけない人だろうと思います。あと、そんなに毎日、週に３回も、同じ場所に買物

に行く６５歳以上の人は、そんなにいないのではないか。だから電車を利用する人、

駅を利用する人、それから病院に行く人が、主たる利用者ではないかと思います。 

・委員 

バスの利用頻度は、地域によっても違いますし、路線の質によっても違うので、西

武バスで、いわゆる採算が成り立つような、駅と駅を南北に結ぶ路線は、やはり高頻

度で通勤・通学者が多いですが、そうでないところで例えば病院のある路線ですと、

週に１度の利用や、月に１～２回の利用ということも結構多いと思います。 

コミュニティバスの場合は、やはりどういうコンセプトでやるかが、非常に大きい

ところがあります。東京都では、シルバーパスがあるので、高齢者の１つのラインと

して７０歳があると思いますが、埼玉県では、同様の施策がありませんので、各コミ

ュニティバスでいろいろな施策をもってやっています。例えば、７０歳から８０歳ま

では割引、８０歳以上は無料や、秩父の奥のほうの地域では、民間に補助を出して、

路線バスに乗る７７歳以上を無料にするなどの施策があります。逆に、東村山市は、

かなり都市部のほうですし、やはりこの北多摩地域は、路線バスとコミュニティバス

が一緒になって地域交通網を守っていく地域なので、各地域で、できるだけ多くの人

がサービスを受けられるように、近隣市を見ても交通空白地域などをなくすというコ

ンセプトのところが意外と多いです。 

そういった視点で、元々のコンセプトは、できる限り民間路線バス運賃に合わせた、

適切な受益者負担を目指すところにあるのだと思います。もちろん問題とは言い切れ

ない部分もありますが、この北多摩地域で、路線バスが走っている地域は、１７０円・

９０円なのに、コミュニティバスが走っている地域は、１００円だということで、新

たな市民格差が少し生じているところに問題があります。 

高齢者に対して割り引かなければいけない根本は、ここは東京都で、シルバーパス

という制度があるので、７０歳以上には、少し考えなければいけない余地があるとい

う点がありますが、やはりコミュニティバスと路線バスが一緒にある中では、確かに

頻度、早朝・深夜に運行する分、ＩＣが使える・使えない、シルバーパスが使える・

使えないなど、いろいろ差はありますが、ある程度、皆さんに不公平感を生じさせな

いサービスの提供が必要なのだと思っています。高齢者に対するサービスは、コミュ

ニティバスだけは、市の考え次第ですし、議会で請願が出されたという話もあるので、

この会議でも意見をいろいろと言って、また市の中でいろいろと検討してもらって、

議員にも理解してもらいながら、どう進めるかということに尽きると思います。たま

たま今、市民委員の皆さんは、高齢者の割引はあまり必要ない、それほど考えなくて

も良いのではないかという意見ですので、また市でいろいろな検討してもらえれば良

いのではないかと思います。 

・委員 

高齢者でも、何回もバスに乗るなら割引があったほうが良いのか。よく考えると、

仕事に行く人もいるかもしれませんが、大抵の人は、バスを乗った先、例えば、病院
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でお金使って帰ってくるわけですよね。もちろん、ほとんどの人は、毎日のように病

院に行かないので、意外にバスに乗って出かける人は、お金を持っているということ

になるわけだから、あまり割引いらないですね。 

・委員 

まったく逆の視点で、西武バスは独自で、近隣の大手バス事業者とも全然違う、学

トク定期券という、通学者に対する割引を設けています。これは、通学者であれば、

１年間に４万円で、西武バスのどの運賃区間でも乗り放題かつ、ほかの地域にお出か

けしても、土日も使えるものです。これは高頻度であるということと、通学にバスを

使っていただきたいということ、それから家計の負担も少しでも救えたら良いという

独自の施策です。高頻度ですと、やはり交通費がかさんできて、非常に負担も重いの

で、高頻度割引は確かに考えたほうが良いのですが、そうすると定期券という話にな

ってしまうかもしれませんので、その辺をどう考えていくかになると思います。週１

回、月２回程度の利用であれば、それほど交通費の負担はありませんが、どうしても

通勤で必要だったり、通院も高頻度で必要だったり、週４～５回乗られると、往復で

１０回、それが月１万円になってしまうと、かなり負担が高いので、そういった高頻

度の利用に対する割引は、民間の視点からすると、必要だろうと考えています。 

・委員 

先日、川越市の会議に出席しました。川越市は、一般路線と同じ運賃体系を取って

いて、「川越シャトル」で、学トクもある定期券を発行することを決定し、進めている

ような状況です。 

・委員 

学トクは、毎日乗るわけですから、何となく納得ができます。 

・委員 

税負担としては、例えば、１８０円にしたとしても、コミュニティバスの場合は、

その中に税金が投入されている。利用回数の多い人は、その投入されている税金をた

くさん享受できるということもあると思いますので、コミュニティバスは、いろいろ

と考えるところがある気がします。 

・会長 

これまでの議論の中で、皆さんのご意見を大きく集約しますと、割引自体の課題も

非常に大きく、果たして割引自体が必要なのかという、疑問が多かったように思いま

す。やはり高齢者ということによる割引の必然性は、それほどないであろう。ただし、

高頻度利用者に対する何らかの負担の問題や課題、手当てが必要であれば、それに向

けた方法を考える余地があるだろうという形で集約できるかと思います。また、議会

からの検討の要請がある場合もあるでしょうから、本当にそれが必要なことであるな

らば、今後、どのような方法が考えられるのか議論をする。いずれにしても、この議

論は、すぐに結論が出せるものでもないと思いますので、運賃改定の時期とは別に議

論をするしかないと思います。 

したがって、今回の運賃改定に関して、高齢者対応の割引制度は、おこなわないの

が適当であろう。回数券等については、金額の体系等は、運賃改定によって少し変わ

るとしても、従来からの継続があるだろうということと、ＩＣカードを利用していた

だくことで、スタートをする。 

この会議として、そういう集約で、よろしいですか。 

・委員 

１００％あり得ないということではなく、引きこもってしまう人を引き出すとか、

人工透析で、毎日のように通わなくてはいけない、あるいは、高齢者であっても、ど

こかに勤めている人がいるかもしれませんから、そういう人たちにはという文言は残
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しておいたほうが良いと思います。 

・会長 

ですから、高頻度の場合の議論の余地、それから実際に運用した中で、やはり高齢

者に対して何らかの措置が必要だと、市から出てきたときに、それを切り捨てるとい

う意味ではないです。議論の必要があれば、議論を続ける形になると思います。 

ＩＣカードについては、運賃改定と同時にやっていきたいということと、回数券は、

従来の形になると思います。それから、その他の利用者サービス、１日乗車券、高齢

者については、今後の議論の余地は残すとして、この運賃改定の時点での割引措置の

導入は必要ないであろうということで、まとめたいと思います。 

そのほかのことについては、制度的な問題、それから仕組みを検討する必要のある

こともありますので、すぐに検討に入れるものと、少し時間をかけないといけないも

のもあると思いますが、運賃改定とは別に、議論を続けていくことで、まとめさせて

いただきます。 

・ ・ ・ 全会一致（合意） ・ ・ ・ 

・会長 

地域公共交通会議として、そういう形で進めたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

＜資料３＞その他の利用者サービス 

・委員 

基本的に、会議の意見と、対応内容の中身が議論された結果ではなくて、個人の意

見で集約されてしまっているところが見受けられるので、そこがスルーされずに議論

されればと思いました。 

・事務局 

前回、特に結論は出ていませんし、それぞれに出たアイディアを、会議の意見に入

れて、会議の中でそれに対して出た意見を、対として、対応内容にまとめただけです

ので、会議の集約として、まとめたつもりはなかったのですが、少し表現方法が良く

なかったのかと思います。 

・委員 

できるものとできないもの、当然あるかもしれませんが、今後もコミュニティバス

を継続していくためにご意見をいただきながら検討いただいて、対応していくという

ことで、代えさせていただきます。 

・委員 

市内の公共交通マップ等で、前回の会議でも、いろいろ意見が出まして、会長から

も、非常に重要なことだという意見があったと思います。実は、この委員になる前に、

東村山市の地図はないかと思って、市役所に来て、いろいろと探してみたら、ご存知

かと思いますが、「みるみる」という地図がありました。これは市内の地図を見るため

に買ったものですが、そこに市全体の公共交通網が全部載っていることが分かりまし

た。この中には、グリーンバスの路線図・全停留所が載っています。この間は、こう

いうものは、小平市にはあって当市にはないので、検討しようということだったと思

います。ですから、これをもっと見やすいようにやっていくか、新しいものを作るの

であれば、非常に参考になると思います。 

・会長 

前回は、公共交通に特化したマップを作れないかということだったかと思いますが、

既存のものを改良して活用する方法もあると思います。 

・事務局 
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前回の会議で、公共交通に特化してという部分で話をしたつもりです。東村山市の

「市民のしおり」の冊子の中にあるのですが、いろいろデータの著作の関係、データ

の重さの関係で、すぐ展開できる状況ではないので、そこを少しうまく改良して、公

共交通に特化した形で、何か工夫できないか、検討していきたいと考えています。 

・会長 

小平市の公共交通マップと合わせて、回して見ていただいて。 

・委員 

すごく似ていますね。 

・委員 

小平は、６つのバス会社が走っているので、バス路線もたくさんあって、ホームペ

ージも資料を分割して載っていて、大きな地図になっています。大きい地図なら、壁

に貼っても良いと思うし、何時にバスが来るか、どの路線が来るかが分かって、すご

く良いと思います。 

私は本町に住んでいますが、秋津から来る人は、最初は、電車で来ていました。や

はり電車で来ると、乗換で３０分かかりますが、雨になると、それぞれの駅から歩く

のが大変で、同じ３０分かけてもバスに乗ってくれば、今は１００円なので、１００

円で着くという話をすると、「どこに載っているの？」という話になって、「ここに載

っているよ」と言えるので、だんだん周知されてくる。 

昔だったら、地図や時刻表を家に貼っておいたと思いますが、最近は、だんだんス

マートフォンになってきているので、やはり地図も必要ですが、パッと見て、今どの

にバス乗れるのか、すぐチェックできる形が一番良いと思うので、ホームページにぜ

ひ、スマートフォン版で載せてほしいと思います。 

・会長 

小平市は、高齢者も多いし、やはり一覧で見られるものが必要だろうということで、

ＷＥＢ情報を含め、地図として表す企画をしています。よくパンフレットなどで、コ

ミュニティバスの路線だけ略図で書くことがありますが、それだと位置関係も分かり

にくいので、地図に落としたということと、それから、コミュニティバスと民間路線

バスを含めて、とにかく、どう移動できるのかを見られるようにしようということで

作ったわけです。もちろん紙ベースの地図には、各バス停の時刻表を出すスペースが

ないので、比較的高頻度で走っているもの、それほど待たずに乗れるものは、太いラ

インにして、需要の関係等で、それほど本数の多くないところは、細いラインで表し

ています。ラインの太さを変えることによって、すぐに乗れるということがイメージ

で分かってもらえれば、かなり使ってもらえるだろうということで、２回ぐらい改良

を加えて、今の形になりました。 

市民にも非常に好評なようですので、そのほかの情報をメインにしたマップの中に

入れ込む方法もあると思いますが、公共交通のマップ、つまり市民が出かける、移動

をするときに使うためのマップは、やはり考慮に値すると思っています。 

・委員 

少し大きい気がします。 

・会長 

１つの理由は、壁貼りを考えた結果です。 

・委員 

壁に貼りますかね。 

・委員 

たぶん引っ越したときに、地図などをもらうと思いますが、例えば、私の祖母の代

くらいまでだと、田舎なので、壁に時刻表や地図を貼って、場所や時間を確認するよ
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うな時代だと思いますが、確かに壁は、だんだん貼れなくなってきているので、とっ

ておこうという感じで引出し入れて、そのうち忘れる場合もあると思います。 

ただ、大きさはいろいろだと思いますが、どのような交通機関があって、どこをど

のように走っているのかを、すぐ分かるように、太い線だったり、色を変えたりして

書いてあることは、やはり大事だと思うし、もしかすると、これからバス路線が増え

ていくかもしれないときに、市民が考えるきっかけにはなると思うので、それなりの

地図は、必要だと思います。 

・会長 

携帯から確認できる形が良いのか、家に置いておく形が良いのかは、いろいろな意

見の中で決めていけば良いことだと思います。 

・委員 

昔、新聞の折り込みか何かで、周りに広告が入ったコミュニティバスの時刻と路線

図を見たことがある気がするのですが、すべてのバス停の時刻が書いてあっても、そ

れを必要とする人はあまりいないと思うので、例えば、各バス停のダイヤを付録でつ

けて、必要なところ以外は切り捨てるほうが、シンプルで良いと思いました。 

・会長 

これは最初からできているものではなくて、自分で最寄りのバス停の時刻を記入す

るものですが、マイ時刻表みたいな欄を作っているケースはあります。やれれば、ぜ

ひやりたいわけですが、いかがでしょうか。 

・事務局 

新聞の折り込みの話ですが、市が公でお配りしている時刻表等は、確か、路線の変

更があったときの市報の折り込み等でお配りしているものと、「みるみる」や「市民の

しおり」など、市で発行しているマップや刊行物等々があります。民間が独自でやっ

ていただけるものは民間でというところもありますし、民間の広告会社が、広告の営

業関係でそういった情報を載せて配布されたことも伺っています。ただ、こちらから

お願いしたものではないので、どれだけのものが、どれだけの範囲で配られたのか把

握していませんが、そのような状況もあります。 

公共交通としてのマップデータは、私共も持っているのですが、それをどう積極的

に展開するか。例えば、市報、公共交通マップ印刷、ホームページ、いろいろなツー

ルがあると思います。おそらく、市報だけ、地図だけ、ホームページだけでは網羅で

きない、いろいろなメニューが必要なのかなと考えています。また、市ではスマート

フォン対応のホームページをやっていませんが、データ量の問題や、費用対効果等々

も考慮しながら検討し、何らかの形で実現できるよう努めていきたいと考えています。 

・会長 

どちらにしても、少し時間が必要になると思いますので、この運賃改定の問題が落

ち着いたあとの検討課題の１つとして、今後、進めていければと思います。 

・委員 

広告を車内に貼った場合、あるいは、バスの外側に貼った場合の料金など、そうい

った市でやっている公のものにやるのはどうかというニュアンスの意見も出ていまし

たが、要するに、これを安く運用して、それで少しでも収入が上がっていくのであれ

ば、一般の会社の広告を載せても、私は何ら差し支えないのではないかと思います。

でも一般のバスのように、サイズが大きく料金が高い、しかも期間も長いというもの

ではなく、もう少し安くして期間も短くして、コロコロ変えられるのであれば、結構

利用者も多いのではないかと思います。 

・会長 

広告について、何か制約はありましたか。 
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・委員 

いいえ。よっぽどのものでなければ、制約はありません。バスのラッピングも、公

募していますが、現実には、なかなか手を挙げてくれる広告主が現れないのが現状で

す。もしかしたら金額面があるのかもしれませんが、市とすれば、広告収入を得てい

きたいというスタンスです。 

・委員 

私も何回もグリーンバス乗りましたが、最初は、こういうところを走っているのか

と思って外の景色を見ていましたが、２回目、３回目になると、中に貼ってあると見

ますよね。宣伝さえ出せば、そこに広告を出そうという人も結構いる感じがします。 

・会長 

コミュニティバスですので、地域広告的なものを掲載する場を安く提供する方法も、

たぶんあるだろうと思います。外部ラッピング等になりますと、やはり相場みたいな

ものもありますから、あまり安くするわけにもいかないでしょうし、実際に、ラッピ

ングする作業の費用もあります。これがそんなに安くなるわけではないということも

あります。それと、外部ラッピングについては、せっかく今回、車両を変えた段階で、

路線ごとにデザインを変えてやっていますので、これが消えてしまうのも、もったい

ないということもありますので、車内の広告などについては、どのような方法で広告

が取れるか、少し考えても良いかもしれませんね。それと、バス停への広告掲出は、

今どの程度やっていましたか。 

・事務局 

今現在のメニューとしては、車体のほかは、車内の窓上に掲示するもの、チラシを

車内に置いて自由に取っていくもの、バス停自体に広告を出すもの、バス停の案内を

車内放送するときの、そのバス停とバス停の間に、広告枠があります。コミュニティ

バスの特徴として、バス停とバス停の間が短いものですから、車内放送も、広告を入

れられる場所が非常に限られていて、本当に広告を出したい場所でできないこともあ

り、なかなか現実的に結び付いていません。バス停については、すべてのバス停への

掲出はできませんが、やはり駅など、人がたくさん待っている場所が、非常に効果が

あるかと思います。合わせて、民間路線バスが車体の外にラッピングとは別に設置し

ている広告枠と同様の枠を、コミュニティバスに取り付ける作業をしています。実は、

都内のコミュニティバスでも、今まで事例がありませんが、東村山市でも、経費をあ

まりかけずに広告を出していただけるメニューを設ける取り組みをしています。 

ただ、コミュニティバスが民間路線バスと違うところは、走る場所・地域がある程

度限られていることで、事業者もその費用対効果も含めて、積極的に働きかけたとし

ても、契約に至らなかったり、応募が少なかったりしています。広告については、コ

ミュニティバスだけではなく、民間路線バスでも非常に苦慮していると伺っています。

広告のメニューは設けてありますので、ぜひ活用していただきたいと思っています。 

・委員 

やはりグリーンバスが通っていても、必要な人以外、車あるし、自転車あるし、別

にどうでも良いと思っている人は、なかなか乗る機会がないと思います。とにかく、

１回乗ってみる機会をどこかで作らないと、乗らないですよね。私も、子どもが幼稚

園に行っているときは、秋津の路線を時々使っていましたが、そういう時期から離れ

てしまうと、なかなか乗る機会もないです。 

この間、市内の小学校の作品展を公民館でやっていました。まとめて展示するのは

良いですが、例えば、久米川町循環なら、久米川小学校など、何年生でも良いので、

工作は無理ですが、四季ごとに、ある一定時期、広告のところに絵・作文などを貼る

と、子どもの家族は、必ず１回は乗りますよね。公開授業のときに見る絵でも、小さ
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なお話を書いた文章でも良いと思います。そうすると、あのバスに乗れば、自分の子

どもの作品が見られるというような、楽しい企画を何か作って、とにかく１回乗って

みる機会を作らないと、なかなか利用者の増加は難しいと思います。 

・会長 

ギャラリーバスみたいな形は、結構あちこちで取り組みがあって、おっしゃるよう

な効果を上げています。小平市の「にじバス」では今年度、１つのバス停ごとに、年

長の子どもが１人ずつ、バス停の案内を吹き込んで、それを流しています。 

・委員 

子どもたちがその場でいるのではなくて。 

・会長 

子どもたちが吹き込んだ録音を車内の停留所案内で流しています。 

聞いてみると、当然、お父さん・お母さんは、聞かないわけにはいかないので、１

回は乗りますよね。面白いもので、おじいちゃん・おばあちゃんは、うちの孫がこう

いうことをやっていると、友だちを誘って、結構乗りに来てくれます。そういう人た

ちが増えてくると、非常に効果があります。手間は多少かかりますが、ものすごくお

金がかかることではないので、来年度からでも、そういった取り組みができればと思

いますので、ぜひ、企画をやりましょう。 

・委員 

まったく大事ですね。小平市にいる私の知人も、バスについて実に詳しいですよ。

まずは知ること、それから慣れることなのでしょうね。 

・会長 

１回乗ってみる機会を作ることは、本当に大切なことで、そのきっかけは、やはり

楽しいことだと思います。 

・事務局 

地域にいろいろな特性が設けられると思いました。今、コミュニティバスの新規導

入や運行改善に当たっては、市民に参加していただきながら、地域組織を作って、そ

の中でアイディアを出したり、ヒントを出したりして、運行計画を作っていく取り組

みをしています。その地域組織の中に、例えば、ＰＴＡ関係者に入っていただくこと

や、地域の特性に合わせた取り組みができる働きがけ・声かけといったところで、そ

の路線の特色、必要な盛り上げのアイディアを出して、それを実現できるように、と

もに協力・支援していきたいと感じました。 

・委員 

実際に、新規路線を検討している地域組織と話をしたことがありますが、やはりバ

ス停を設ける場所が難しいところがあって、要請があった地域から近いところにバス

停が置けない。置ける場所が、その地域から少し離れてしまったときに、サイクル＆

ライドがあったら良いなと、個人的に思いました。 

・会長 

サイクル＆ライドは、最初から形を作っても、必ずしも定着するとは限らないので、

例えば、至近の場所にバス停は作れないが、あの辺にバス停があるのなら、自転車で

行けるようなイメージを持っている人が多い地域や、あるいは現行の路線の中で、勝

手に自転車を置いているバス停が見受けられるケースなどは、たぶん自然発生的にサ

イクル＆ライドができる場所です。そういうことを考えると、実態調査もする必要が

あるので、どこが適切か、すぐに言えませんが、サイクル＆ライドを効果的にできる

場所を選べば、利用促進につながると思うし、利便性も高まるだろうということは考

えられます。うまく使い分けができる場所を選べば良いだけなので、必ずしも競合す

るから疑問だとは言い切れないが、今後の検討に入れていければ良い。ただし、実施
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する場合、議論が必要なところが出てくるので、すぐに決められることでもありませ

んが、新規路線を検討される地域では、最初から議論することも十分可能です。 

・委員 

今、自転車置場は、どこも料金を取って、勝手に置いたらダメなところが多いです

から、なかなか難しい話ですよね。 

・会長 

全国的なバスのサイクル＆ライドの傾向で言いますと、料金を取っているところは

少ないです。一定の自転車を置けるスペースを取れるところに自転車置場を作って、

そこに自転車を置くだけになっているところが多いです。料金を取っているところも

ありますが、その場合には、ラックをつけるなど、設備が必要になってきます。 

・委員 

うまくコミュニティバスの利用と合わせる形で、利用促進できる施策があればとい

うことで、武蔵野市で、パーク＆バスライドをやっている事例がありまして、この場

合は、自転車ではなく駐車場で、コミュニティバスに利用を促進するためにやってい

る施策です。東村山市と少し事情が違って、特に吉祥寺の観光地を、自家用車ではな

く、コミュニティバスで回ってもらいたいということで、自家用車から乗換えます。

この場合は、駐車場とうまく提携して、駐車場を利用した人には、コミュニティバス

の運賃を割り引く形でやっているので、うまくタイアップして、割引や利用促進でき

る形ができれば良いと思いました。 

・会長 

武蔵野市の場合ですと、駐車場の後背地は、実は練馬区まで入ります。練馬区の人

がそこまで来て、ムーバスに乗って吉祥寺へという動きが結構つかめる、割と良いロ

ケーションに民間駐車場があって、そこでのタイアップでやっている、割と効果を上

げている事例です。吉祥寺くらいの規模の市街地になりますと、そこへ車で入ってき

て駐車をすること自体が、渋滞の問題などもあって、結構大変なこともあります。だ

から車とコミュニティバスが成立する面もあると思いますが、なかなか車を置いて、

コミュニティバスへの乗換が成立するかどうかは、非常に疑問があります。 

自転車は、かなり可能性はあると思います。そういう場所を上手に選んで、仕組み

を作っていくということは、今後、十分考えられる話だとは思います。 

・委員 

路線バスでも、いろいろなところでサイクル＆バスライドを進めています。道路整

備の残地や、民間の畑の一部を自治体が借り上げて、バス停の近くに自転車場を整備

しているところもありますし、当社の折り返し所でも、そこからバス路線がなくなっ

てしまうお客様が、そこまで自転車で来て、そこからバスに乗って駅まで行く場合も

あります。駅前の放置自転車が問題な地域や、吉祥寺みたいに渋滞したり、駐車料金

が高かったりするところは、非常に効果的だと思っています。 

確かにグリーンバスは、それほど距離が長い路線も少ないので、適した地域が少な

いと思いますが、逆に言うと、この北多摩地域は、道が狭くてバス路線が引けないと

ころがたくさんありますので、そういう後背地の人口があるところのバス路線の停留

所に、そういった整備をすれば、そこまでは何とか自転車で出てきて、乗り換えて駅

まで出るといった施策は、非常に効果的だと思うので、試験的でも良いので、ぜひ、

やったほうが良いと思います。 

・会長 

現実に、グリーンバスのバス停の近くに自転車が止められて、どうもバスに乗って

いるのではないかという場所はないですか。 

・事務局 
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ないですね。やはり市内の道路事情もある程度の施策があって、大きなターミナル

は、広い歩道の一部の邪魔にならないところに自転車スペースがある自治体もありま

すが、東村山市の場合、なかなか道路上、バス路線の途中、駅前でさえも、そういっ

たものをやるのは、非常に難しいと思います。そういったスペースも、提供・協力い

ただける場所があれば、そういった条件も出てくると思いますが、なかなか行政、バ

ス事業者が一方的に設けられるものではないと感じています。 

合わせて、１７.１７k ㎡の中に、９つの鉄道駅、近隣を含めると、１２の鉄道駅が

利用できる特性がある中で、高低差の関係などもあるので、一概には言えませんが、

バス停に出ていくのか、駅に行くのか、地域と連携を図りながら、関係者の皆さんと

考えていければ良いと思いました。 

・委員 

例えば、親しみがわくように、路線ごとにサブの愛称みたいなものを設けて、分か

りやすくしている地域、コミュニティバスの事例は、ありますか。 

・委員 

ありますよ。ルートに愛称をつけることはありますし、アルファベットと数字を組

み合わせたものを方向幕みたいな形で一緒につけて、外国人にも分かりやすくしてい

るところもあります。例えば、久米川町循環に何か愛称をつけることは、可能だと思

いますが、まずは地名から路線名を決めている段階かと思います。そういう声があれ

ば、どんどん取り組んでもらって良いと思います。 

・会長 

比較的近いところで典型的なのが、杉並区にコミュニティバス路線が３つあります

が、その走っている地域の主な並木道・街路樹に、ほぼ合わせて名称を付けているケ

ースがあります。ですから、沿線住民も納得するような愛称を付けることは、可能だ

と思いますし、それを地域の人たちが考えて付けるケースもあります。山口市では、

市民が中心になって、コミュニティタクシーを走らせていますので、その人たちが、

どのような名前にしようかと考えて、何々号という名前を付けたり、しゃれっ気のあ

るところでは「みんなでＧＯ」という名称を付けたり、いろいろなやり方があると思

います。 

・委員 

市の鳥や、市の花の名前にする、すごいところは、市の「ゆるキャラ」みたいなの

をそのまま名称にしたところもありますので、いろいろな考え方があると思います。 

・委員 

有名な道路であれば良いですが、やはり、どこに行くバスなのか、そのイメージが

ほしいわけでしょう。だから、何か面白い名前を付ける話ではなくて、このバスはど

こへ行くのに便利なバスだという、名前がそのまま、きちんと内実のある、走ってい

る地域が大体イメージできるような名前・愛称であってしかるべきだと思います。 

・会長 

名前には、イメージの部分と、情報発信の部分があります。だからこそ、地域の人

たちが、両方を兼ね備えたものは、どういうものなのかを議論して決めるのが一番良

いと思います。もちろん今は、おおむね、その地名で付けているわけですが、サブタ

イトルみたいな形で付ける方法もあると思いますし、逆に、今の名前をサブタイトル

にしても良いわけです。むしろそういう提案をいろいろしていただいて、方法を考え

ていくほうが良い気がします。 

・委員 

バスのデザインは、久米川町循環は桜の木ですが、路線ごとに違う絵が入ってくる

感じでしょうか。 
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・会長 

今のところ、それぞれのルートごとの車両になっています。今の話からすると、バ

ス車両のイメージのほうが先行して、桜バスと呼ばれそうな気もしますね。 

・委員 

それも良いと思いますね。 

・委員 

バスの絵の中に地図が載っていれば、バスの姿を見ただけで分かって良いのでは。 

・会長 

そういうデザインをしているケースも実際にありますから、いろいろな提案をして

いただいたほうが、良いと思います。 

 

○その他 

・会長 

では、議題の２つ目、その他について、事務局お願いします。 
・事務局 

それでは、３点ほど、報告します。 

まず１点目が、３月１日からの久米川町循環の運行改善について、２月１日号の市

報に掲載をしました。新しい時刻表とルート図については、久米川町は自治会を経由

して、全戸配布をしています。それと、秋津町３丁目の一部地域には、ポスティング

をもって、周知をしています。 

２点目が、銀河鉄道の小平学校線（新小平駅～小川駅東口～明治学院～桜華女学院

～明法中学・高等学校）が、この４月１日から、１年の休止と伺っています。 

３点目が、美住町、富士見町の新規路線に関する地域組織の関係です。「富士見町・

美住町に循環バスを走らせる会」が、１月２６日（日曜）に、市も参加した第１回の

検討会を実施しました。その内容としては、地域組織が考えている今後の行程表や、

運行ルート案などを、当日参加された自治会等の代表者に提示し、次回までに自治会

等の内部で検討するということで、検討会を終了しました。第２回については、３月

１６日（日曜）に予定されています。 

・委員 

久米川町循環の乗り越し制度は、要するに、自分が乗ったところで、運転手に、自

分はさらに先まで行きたいと言えば、東村山駅で降りずに、余分なお金も払う必要も

なく、そのまま乗り越して、その路線の先まで行けるということですよね。 

・事務局 

時刻表に▲で、乗り越し制度利用可能便と示した便では、その意思表示をしていた

だければ、そのように乗ることが可能です。 

・委員 

銀河鉄道の小平学校線が、休止になってしまいますか。 

・委員 

朝２本、夕方４本だけ走っている小平学校線は、休止です。 

・委員 

走らせる会は、どのようなメンバーで構成されているのでしょうか。商店街や、正

式な自治会は、まだ正式に入っていないのでしょうか。 

・事務局 

美住町、富士見町の住民が立ち上げて活動している地域組織です。ほかにも同地域

から２つの地域組織が立ち上がっています。今後、３つの地域組織と同期を取るよう

に調整をしていきます。 
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検討会を開催した地域組織は、昨年から継続的に、地域の自治会に声かけをして、

その検討会への参加をお願いしています。今後、いろいろな意見をいただいた中で、

最終的には、通過路線のすべての自治会にお声をおかけして、ご理解をいただければ、

地域の声として、ルートの集約ができるだろうと思っています。 

・会長 

自治会の代表のかたは、参加されているということですね。 

・事務局 

はい。 

・会長 

この地域組織のメンバーは、何名ぐらいですか。 

・事務局 

５名が主軸として活動しています。 

・会長 

第１回は、どれくらいの参加人数がありましたか。 

・事務局 

第１回は、主軸関係の６人と、他に自治会等から、２５人が参加をしています。 

 

３．閉会 

・会長 

以上で、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６回 東

村山市地域公共交通会議を閉会します。今後も、よろしくお願いします。本日はお忙

しい中、どうもありがとうございました。 
 

 


