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（参考様式３） 

会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２６年度 第２回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２６年８月４日（月）午前９時３０分～午前１１時３５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 

（オブザーバー）警視庁 東村山警察署 池田義文 交通規制係長 

 

（市事務局）肥沼まちづくり部次長・進藤公共交通課長・榎本係長・藤澤

主事 

 

●欠席者：若林淳委員・眞島信彦委員・小林俊治委員 

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 １８名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．議題 

 利用者サービスに関する検討 

 コミュニティバスのガイドラインに基づく協議 

 その他 

３．閉会 

問い合わせ先 

まちづくり部 公共交通課 公共交通係 

担当者名 藤澤 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２７６２） 

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、事務局に傍聴希望者を確認します。 

・事務局 

傍聴希望者は、１８名です。 

・会長 

それでは、委員の皆さんにお諮りします。１８名の傍聴希望者について、傍聴を許可

したいと思います。 
・ ・ ・ 異議なし ・ ・ ・ 

・会長 

それでは、傍聴希望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 ・ ・ ・ 
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・会長 

会議に先立ちまして、傍聴者にお願いします。当会議を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条の傍聴者の遵守事項等をお守り

いただき、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、事務局に確認します。 

・事務局 
委員１６名中、出席者１３名、欠席者３名です。出席者は、過半数以上になっていま

すので、会議の成立要件を満たしています。 
なお、眞島信彦委員（東村山警察署 交通課長）が公務のため出席できないことから、
オブザーバーとして、東村山警察署 交通課 交通規制係 池田義文 統括係長が出席して
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２６年度 第２回 東

村山市地域公共交通会議を開会します。 
 
２．議題 

・会長 

本日の議題は、前回に引き続き、１つは、利用者サービスに関する検討、もう１つは、

コミュニティバスのガイドラインに基づいて、実際に検討されている部分に関する協議

事項と、その他、報告事項があるようです。 

まずは、利用者サービスに関する検討です。前回の会議では、継続検討になった利用

者サービスについて、仮に実現するとしたら、どのような設定が考えられるのか、どの

ような課題があるのかを整理していくことで、まとめました。今回は、実現に向けて、

少し具体的な検討をして、整理したいと思います。それでは、事務局から資料の説明を

お願いします。 

 

○資料の説明＜利用者サービスに関する検討＞ 

・事務局 

どのような利用者サービスを取り入れていくか、継続検討する。 

 

＜資料１＞利用者サービスを仮に実現する場合 

●運賃に直接関係する利用者サービス 
早期：比較的早く実現が可能なもの…１日乗車券、子どもの長期休暇割引 

長期：時間をかけて協議したほうが良いもの…高頻度利用者に対する割引、 

高齢者割引、免許返納制度 

 

●運賃に直接関係しない利用者サービス 
広告、市内の公共交通マップ等、バス停の屋根、サイクル＆ライド 
 
＜資料２＞グリーンバス乗車数と収入（６月実績比較） 

平成２６年６月１日から実施した運賃改定の１ヶ月分の結果（乗車数・収入・収支率）

を、昨年度の６月と比較した。 
乗車数：全路線合計で、約２４．３％減。 

収 入：全路線合計で、約３２．８％増。ＩＣカードの利用数がかなり多い。 

収支率：全路線合計で、約１２．６％増。収入計÷年間の経費の１２分の１で算出。 
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＜資料３＞多摩地域コミュニティバス実施市の割引制度 

他市の割引制度の実施状況を抜粋してまとめた参考資料。 
回 数 券：武蔵野市、調布市、八王子市、多摩市、東村山市、国立市、 

武蔵村山市、小平市、清瀬市、西東京市、立川市、府中市、 
昭島市、小金井市、国分寺市、東大和市、羽村市、あきる野市 

１日乗車券：稲城市、武蔵村山市、小平市、立川市、昭島市 

定 期 券：三鷹市、調布市、狛江市、日野市、多摩市、町田市、稲城市 

乗継制度：三鷹市、狛江市、多摩市、府中市、羽村市 

その他（子ども関連）：日野市、小平市 

 
＜資料４＞コミュニティバス広告事業 

当市のコミュニティバスで実施している広告事業を一表にまとめた。 
・車内額面：窓と天井の間にある広告 

・車内チラシ：車内に配置し、利用者が自由に持って行く広告 

・車体外側枠：バスの外側に取り付ける広告 

・路線図・時刻表：紙ベースに広告枠を配置した、配布型の広告 

・停留所標識：コミュニティバスの停留所に掲載する広告 

・車内放送：停留所案内後、車内で放送する広告 

・車体ラッピング：バスの外側にラッピングをして掲載する広告 

 ※昨年、東村山でも会場として開催した、国体のラッピングを対応した。 

 

本日は、特に１日乗車券について、協議いただきたいと考えている。金額設定につい

ては、回数券等々の関係、整合性も含めた協議をお願いしたい。 

 

●運賃に直接関係する利用者サービス 

・会長 

実現に至るまで、かなりいろいろな観点から、ある程度時間をかけて検討しないと難

しいであろうということが、「長期」として、まとめられています。これに関しては、す

ぐに結論が出る問題でもありません。今日のところは、「早期」を中心に、議論したいと

思います。運賃改定をした１ヶ月間の結果なども出てきましたので、質問も含めて、意

見をいただければと思います。 

・委員 

＜資料１＞の高齢者割引の課題等で、「対象範囲を具体的にしないと難しい」という表

現は、どういう意味でしょうか。 

・事務局 

一般的な定義の話になるかもしれませんが、今、おおむね６５歳以上が高齢者として、

いろいろな福祉的サービスなどが受けられる部分が多いと思います。市のコミュニティ

バスに、東京都シルバーパスの制度を受けることが難しい中で、例えば、すべての６５

歳以上を高齢者と定義して対象にすると、市の予算も厳しい状況であるため、年齢的な

範囲を限定した中で、何か考えていければと、この一文を入れています。 

・委員 

＜資料２＞の平成２６年６月と昨年６月との比較で、運賃を上げたことが原因で乗車

数が大幅に減っているが、一方で、運賃が１８０円に上がったことによる収入増が、収

入計でプラスになっている。これが、運賃が上がったことによるプラスと考えて良いの

でしょうか。 
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・事務局 

そうです。各路線と全路線合計があり、やはり運賃改定によって、乗車数は減になり

ましたが、収入は増になりました。 

・委員 

乗車数減は、運賃が上がったことが原因で、間違いないだろうということですね。 

・事務局 

結果として、その影響だと考えています。過去に、小平市の例を示しましたが、やは

り運賃改定後の乗車数は、１５％程度の減があったと聞いていますので、直近１ヶ月間

の結果ではありますが、しばらくは、この減の状況が続くのではないかと考えています。 

・委員 

ＩＣカードの導入によって、ＩＣカードによる収入が増えていますが、ＰＡＳＭＯや

Ｓｕｉｃａで西武バスに乗車して、利用運賃１，０００円を超えたらポイントが自動的

に付いてくるバス利用特典サービスは、グリーンバスでも使えますか。 

・事務局 

一般的に言われています、バス特チケットのことだと思いますが、東村山市のコミュ

ニティバスには、導入していません。 

・委員 

市によって、導入状況は違いますか。 

・会長 

一般的には、バス会社が営業路線としてやっている路線以外には、適用されてないも

のですが、コミュニティバスで適用しているところは、ありますか。 

・委員 

バス特チケットは、いろいろな兼ね合いがありまして、当社の路線バスではないとこ

ろで使った分が付いたり、逆に使われたり、お互いでやりとりをしている分もあります。 

それとは違う仕組みで成り立つのがコミュニティバスなので、通常は付けない場合が

多いです。市の判断が大きいですが、路線バスと全く同じコンセプトで、路線バスの肩

代わりでやっている場合は、バス特チケットを付けているコミュニティバスもあります。 

東村山市の場合は、路線バスの初乗り運賃と同等の水準にしましたが、バス特チケッ

トは導入していません。その代わりに、９０円回数券といった、従来からの非常に割引

率の高い、路線バスにはない回数券を導入しています。 

・委員 

個人的には、導入した割には、意外と現金が多い、ＩＣカードの利用率がまだ少ない

印象を受けました。比べようがないですが、実際、鉄道に比べると、バスは現金のほう

が多いのでしょうか。 

・会長 

難しい質問です。感想でしか言いようのない面もありますが、私は、ＩＣカードを導

入した６月の段階で、これだけの結果になっていることは、割と周知されたということ

と、ＩＣカードの利便性が評価されたのだろうという見方をしています。 

実は、ここに来るときに、暑い中、歩くのが嫌だったので、グリーンバスで来ました

が、座席が全部埋まって、４人ぐらいが立っている感じでした。私が見ている限りでは、

その便の運賃支払いは、１人を除いて、全員ＩＣカードでした。そういう意味では、た

ぶん今後の実績を見ていくと、ＩＣカードが定着し、もっとＩＣカードの比率が高まる

のではないかという印象があります。 

・委員 

分かるかどうか分かりませんが、もし分かっているのであれば、例えば、ＩＣカード

を使っている近隣市の実績での比率の比較は、どうなのでしょうか。 
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・会長 

ＩＣカードを使えるようにしたところは、まだそんなに多くはないので、比較できる

データになるかどうかは分かりません。 

・委員 

路線バスでは、現金と定期券、ＩＣカードがありまして、平成２６年６月の収入比率

は、ＩＣカードが約７３％、現金が約１１％となっています。それに比べると、６月の

グリーンバス全路線合計では、まだ現金が３割以上いて、ＩＣカードが約５割ですから、

出だしとしては、いきなりこれだけの人がＩＣカードを利用されているので、非常に多

いと思います。逆に、４月以降、路線バスのＩＣカードの比率も高まっていますから、

今後さらに、ＩＣカードの比率が間違いなく伸びてくると思います。良い傾向ですよね。

私も今日、グリーンバスで来ましたが、ほとんどがＩＣカードでした。 

・委員 

私は、この６月のデータだけだと、まだ確定した数字ではないと思っています。６月

の段階では、知らなかった、乗ってみたら使えたという人がとても多かったのと、やは

り雨の日だと、傘を差さなくていいから、すごく便利だったと言う人もいたので、もっ

と増えると思っています。 

・委員 

全系統でＩＣカードが使えるようになりましたという宣伝は、おこないましたか。 

・事務局 

ホームページもですが、４月１日号、５月１５日号の市報、それから、車内と各停留

所に、ＩＣカードの利用もできるということも含めて、ご案内をしました。 

・会長 

周知するまでに少し時間がかかりますが、この数字を見る限りでは、出だしは非常に

良いので、もうすでに、ある程度の定着・周知がされている気はしますから、今後に期

待していく感じです。 

乗車数の減少も、当初、予想の数字をいろいろ検討してきましたが、大体、想定内ぐ

らいの感じという気がします。 

・委員 

利用しないという、声なき声があるかもしれませんが、お客様の声として、直接、事

務局に、値上げに対するクレームは、多かったですか。 

・事務局 

４月から６月にかけて、電話や市長への手紙・Ｅメール等で、値上げに対するご意見・

苦情も含めて、いただいています。件数は、詳しい数字ではありませんが、合わせて約

１５件程度だったと思います。ただ、市民の気持ちとして、心の中では当然、いろいろ

意見があると思います。 

・委員 

運賃を上げたことへの市民からの不満で、例えば、１８０円は、あまりにも高すぎる。

１５０円くらいだったら良いのではないかとか、具体的な内容も含めたものもありまし

たか。 

・事務局 

おそらく近隣市が１５０円だからだと思いますが、１８０円ではなく１５０円にとい

う意見は、これも詳しい数字ではありませんが、１～２件程度あったと思います。 

・委員 

＜資料３＞で、例えば、日野市は、平成２６年４月１日が運賃改定日になっています

が、大人運賃「１００円～３３０円」は、今まで１００円だったのが３３０円になった

のではなく、距離によって金額が変わっていくということなのですか。 
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・事務局 

そうです。初乗り１００円から始まり、乗った距離によって段階的に運賃が変わって

くるという、民間の路線バスと同じような運賃体系を取られているのだと思います。 

 

【１日乗車券】 

・会長 

１日乗車券について、こんなふうにしたらどうだとか、この課題等に関することだと

か、何かご意見ありますでしょうか。 

・委員 

夏休みなどに子どもたちを連れて、市内を少し回ってみようという使い方ではなくて、

普通の日に１日乗車券を使ってみようという人は、どういう目的で使う人が多いのでし

ょうか。子どもたちが学校休みで、あちこち行くところもあるから、家族みんなで、ど

こか遊びに行ってみようというような使い方なのでしょうか。 

・会長 

これまでの議論の中では、東村山市の３路線を乗り継いで利用する人、例えば、諏訪

町循環や久米川町循環を使って、多摩北部医療センターに行きたい人が、結局、帰るま

でに４回使うことが想定されるので、こういう乗車券があったほうが便利ではないかと

いう話がありました。 

・委員 

逆に、これがあると、いろいろな場面で非常にマイナスになるということは、あまり

考えられないということですか。 
・会長 

特に、１日乗車券を導入することに対してのマイナスは、ありますか。 
・事務局 

事務局として考えられる範囲では、もちろん運賃割引になりますので、その分、運賃

収入が減ります。一般的には、その部分を補助金で補てんすることになると思いますが、

その金額がどのぐらいになるのか。また、実際にチケットの種類が増えることで、乗り

降りの手間や、運転手の負担、販売方法などの影響があると考えていますので、事業者

と仕組みを相談していくことが大切だと思っています。 

・会長 

今までに１日乗車券を導入した実績から、考えておいたほうが良い課題は、何かあり

ますか。 

・委員 

課題等にもありますが、市内の行事、沿線の見どころＰＲと連携した施策など、見に

行ってみようという広がりが出てくると思いますので、特に、それほど大きな問題はな

いと思います。事務的には、どのような取り扱いにするのか、どこで発売・入手できる

のかを詰めていけば、間違いなく良いサービスの１つになると思います。 

・委員 

発売場所は、おそらく車内になる気がしますが、個人的には、そんなに負担にはなら

ないと思っています。 

・委員 

ＩＣカードで１日乗車券の利用は、技術的に難しいですか。 

・会長 

路線バスでは、やっていますが、どうですか。 
・委員 

導入時、少しだけ費用がかかりますが、できます。ただ、西武バスにも全線６００円
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の１日乗車券がありますが、それと他社の路線バスとの同日での二重登録ができない、

同じサービスができないという問題があります。 

・委員 

その場合は、カードそのものが違いますか。 

・委員 

いえ、お持ちのＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａでできます。 

・委員 

ＩＣカードの１日乗車券の場合、乗るたびに、どんどんチャージ金額が引かれていく

ということには、ならないですか。 

・委員 

１回目に乗車されたときに、ＩＣ１日乗車券の登録と運転手に言っていただければ、

チャージ金額から、１日乗車券の金額を引き落として、カードに記録しますので、その

当日は、一定の路線が乗り放題ですし、その日はもう、お金は引かないです。 

・委員 

バスの運転手に頼むと、運転手がＩＣカードに設定するという事務をやるわけですね。

使うほうは便利ですが、それを設定するほうが、ひと手間かかってしまう。１日経つと、

その情報は、消えてしまいますか。 

・委員 

消えます。あとは、昔ながらの、日付の記載をした紙の券が、よくあります。 

・会長 

別途、紙の１日乗車券を用意しておいて、それを車内で発売する形でやっているとこ

ろもありますよね。車内発売については、どうですか。 

・委員 

普通に金額設定して引くので、あまり手間はかからないですね。 

・委員 

紙であっても、ＩＣカードであっても、どちらも大差ないですか。 

・委員 

紙は、運賃箱に入れてもらうので、手間はかからないです。 

一番良いのは、ＰＡＳＭＯなどのＩＣカードで引いてもらうことです。そのままＩＣ

カードの中で読み込めるわけですから、楽は楽ですよ。 

・委員 

利便性から言うと、やはりＩＣカードも利用できるほうが良いですね。 

・委員 

比率から見て、ＩＣカードが１００％ではないので、ＩＣカードだけでやってしまう

と、ＩＣカードがないと利用できなくなる。だから、もう少しＩＣカードの比率が高ま

って、７割８割を超えてくれば、ＩＣカードだけの形もできます。 

紙との併用もできますが、それだと少し事務作業など、いろいろ制作の手間がありま

すので、最初は紙で導入しておくのも、手としてあります。 

・会長 

確かに、ＩＣカードで乗ることを前提にしている人には、別途、現金で１日乗車券を

買うという作業が入ることになります。特にＩＣカードは、若干の制約があるようです

から、実際に、それがどの程度できるかどうかはともかくとして、また検討する形で。

紙ベースの１日乗車券については、そんな難しい問題はないと思います。 

・委員 

片方だけの検討は、利用者サービスに対して不便だと思いますから、両建てでお願い

したいと思います。 
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・委員 

そういうことなら、あとはもう、金額の問題だけですか。 

・会長 

今日、決定するわけではありませんが、意見ありますか。 

・委員 

都営地下鉄などで設定している値段も、３回乗るよりは安いことが基準にされている

と思っています。他市を見てみますと、１７０円のところで５００円。１８０円のとこ

ろで５１０円とあるので、大体５００円くらいが妥当なラインで、現金での支払いを考

えると、あまり端数が出ないほうが良いという意見です。 

そもそも１８０円を４回払うことは、路線の都合上、離れてしまっているだけで、乗

る側としては、なんでこんなに払わなければいけないのかという思いがあると思います。 

・会長 

確かに、１回往復するより、もう少し乗るようであれば、１日乗車券を買ったほうが

得だという感覚で、均一運賃の場合、３回乗るよりも少し安いぐらいの金額が多いと思

います。 

確認していませんが、おそらく稲城市の５１０円は、消費税の関係で、元々の５００

円に１０円がプラスされたのではないかと思います。 

・委員 

それが本当に妥当かどうかとなると、少し難しいと思いますが、ＩＣカードで落ちる

なら、別にいくらでも良いと思いますし、紙の乗車券と一緒だったら、ピッタリという

意味で、５００円が良いです。 

レジャーや病院、日常のことに関しても、４回１８０円ずつ払うよりも、５００円で

使えることが便利だと思うので、例えば、多摩北部医療センターに行こうと思ったとき

に、その路線に住んでいる人にとっては、行って帰っての往復ですが、それ以外の路線

の人にとっては、往復で４回乗る。それを５００円にした場合、今まで使ってなかった

人が逆に使うことになるので、収入としては、減りはしない。あるいは若干、増える気

がするので、これは積極的に導入したほうが良いと思います。 

・委員 

やはり１日４回乗る人、６回乗る人もいると思いますので、そういう人が割と低廉な

運賃で移動できると、逆に、外出機会の創出や、バス利用機会の創出に必ずつながると

思いますので、私もどちらかというと、少し増えると思います。 

・委員 

今、現金とＩＣカードだけを比べていますが、回数券も大分減っています。鉄道に関

しては、ＩＣカードになってから回数券を買わなくなってしまいましたが、バスもＩＣ

カードがどんどん増えてくるので、その場で精算しなくても良いからと回数券を買って

いた人が減るだろうから、できるだけＩＣカードをすべてに導入する形で検討するほう

が良いのではないかと思います。 

・会長 

１日乗車券については、今日までの意見の中でも、早期に実現を図りたいということ、

導入に向けての課題が比較的少なそうだということがありますので、西武バスにもご協

力いただいて、想定される金額や、どのような形が可能か、実現に向けて、ある程度具

体的な原案を次回までに作って、具体的に進めていけるようにしたいと思います。 

 

【子どもの長期休暇割引】 

・会長 

同じく「早期」に入っている、子どもの長期休暇割引ですが、いずれにしても、届出
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が必要なことから、この夏休みは間に合わないので、次の夏休み、あるいは冬休みから

スタートすることも可能になると思います。路線バスでの実績、傾向みたいなものは何

かありますか。 

・委員 

他社では、やってないところもありますし、実績は取っていませんが、路線バスでは、

子どものみ現金５０円です。プールに行くような路線などで、結構使っています。 

たぶん日野市は、路線バスに合わせた形でやっているのではないでしょうか。 

・委員 

あくまで子どもが対象なのでしょうか。小学生は５０円で、中学生は少し上がります

か。 

・委員 

中学生は、大人運賃なので、割引もないです。 

・会長 

通常は、大人運賃の半額のところ、夏休み期間は、現金に限り５０円で乗れる形です

ね。 

・委員 

子どもにもっとグリーンバスに乗ってもらいたい、家族と一緒に乗って、運賃を安く

移動していくことを目指すのであれば、導入する意義があると思います。それほどでは

ないということであれば、別にやる必要もないことです。逆に言うと、市や、市民の判

断で良いと思います。 

・委員 

私、子どもがいないので、想像力が少し乏しいのですが、今のグリーンバス路線で、

子どもが行くような場所ってありますか。 

・委員 

ないです。 
・会長 

ないですか。 
・委員 

八国山には行けないですか。 

・委員 

八国山や北山公園は、バスが通っていないし、バスが通っているところに何かあるか

と言ったら、図書館とか。例えば、ふるさと歴史館は、東村山駅からバスに乗れば着き

ますが、中学生になる私の子どもが、ふるさと歴史館に行ったのは、１～２回しかない。

全生園は、何回か行きました。図書館には、雨が降った日に、バスで行けたら便利かも

しれません。 

バスに乗ったら安全に行ける施設があれば、また別なのかもしれませんが、そういう

施設とバスとの連動性、関係性が、今まで取り上げられていなかった。子どもだけで行

くときに、例えば、夏休みだと恩多町のプールが子ども５０円で入れて、バスも５０円

で行けたら、往復で１５０円あればＯＫという見方もあるかもしれません。 

子ども割引をいつ使うのかと言われたときに、いつ使うのか、とても疑問。割り引か

れても、きっと親子で駅まで行くとかになってしまうと思います。 

・事務局 

コミュニティバスのルート設定をするときに、例えば、公共施設や医療機関、駅や商

業施設等々をキーワードとして路線を設定しているのは、すでにご案内のとおりです。 

非常に大事なキーワードだと思ったのが、公共施設の前を通っても、そこを利用する

かどうかは、そこで何をやっているのかが非常に大切だということです。なかなか施設
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があっても、その中のイベント・行事も、いろいろ情報提供・情報発信をしながら、行

政側としても、利用していただけるきっかけを作っていく必要があると思いました。 

例えば、久米川町循環であれば、神社や民間の事業所であるとか、諏訪町循環であれ

ば、八国山緑地があります。行政でも、夏休みに各児童館で、様々な子ども向けのイベ

ントをやって、そこに子どもたちがどうやって行くかも大切です。 

今、地域住民にかかわっていただきながら、運行路線を検討していますが、当然その

地域の中で人が集まったり、賑わいを持ったりするイベントなども、今後、一緒に考え

ていって、子どもだけではなく大人も、１日乗車券をたくさん利用していただけるよう

な仕組み作りができると非常に良いと思いました。 

・会長 

子どもの割引については、夏休みを想定すると、ごく短期間の話ではないので、今い

ただいた意見等を加味しながら、「中期」くらいのつもりで、もう少し議論させていくこ

とにしたいと思います。 

 

●運賃に直接関係しない利用者サービス 

・会長 

これまでにも、いろいろな話が出ていますが、次回に向けて、できることがあれば、

やっていきたいと思います。 

 

【広告】 

・委員 

＜資料４＞コミュニティバス広告事業で、車内チラシは、平成２２年度の以降の記載

がありませんが、やめたのですか。 

・事務局 

契約する事業者・団体がいなかったということです。金額は、実績のあった年度のみ

となっています。 

・委員 

車内チラシは、３０枚で２，０００円ということなのでしょうか。 

・事務局 

そうです。掲載期間２週間で、１台３０枚、２，０００円です。 

・委員 

それだと、１枚当たり７０円近くコストがかかるので、一般的ではない気がします。 

車内チラシは、すごく効果的だと思うので、結構、広告収入が取れると思ったのです

が、平成２３年度以降、利用がない。高齢者が乗るのならターゲットもしぼられるし、

バス路線沿線の商業施設とうまく連携して、例えば、クーポン券など、もっと置きやす

い形で営業をかけて、もう少し収支率の助けになるようにしていきたいと感じました。 

・委員 

路線図・時刻表は、平成１９年度の１回だけ金額がありますが、この路線図・時刻表

を作ったのが、この年だけということですか。それ以降は、作っていないのですか。 

・事務局 

はい、平成１９年度だけです。 

・委員 

停留所標識も、平成２４年度で終わっていますが、広告を出した会社が、その後やめ

てしまったということでしょうか。 

・事務局 

はい、そういう状況ではないかと思います。 
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・委員 

いろいろな種類の広告があるのに、なぜ使われていないのか。その理由について、今

までほとんど検討されていないのではないかと思います。 

例えば、１年間５万円の車内放送は、別に運転手が放送するわけではなくて、ボタン

を押すと放送するもので、バス停で、ここには何がありますと言うのかもしれないし、

どういう車内放送が可能であるのかをもっと宣伝したほうが良いだろうし、停留所標識

も、終わってしまっていることは、やはり何か魅力がなかったのだろうと思います。路

線図・時刻表も、平成１９年に作られただけで、次の機会のときに、こういう広告もあ

ると宣伝することも必要でしょう。 

特に平成１９～２２年度は、ものすごい勢いで増えています。このときは、何かやっ

たのか。何もしなくても自然に増えていったのか。あるいは、民間のどこかを使ってや

ったのかは、分かりませんが、実績がゼロである、１回も使われなかった広告は、よほ

ど魅力がなかったのではないか。 

要するに、魅力あるものにしていかないと、これに乗ってくる人間は全然いないわけ

なので、もっと研究が必要だと思います。 

・委員 

簡単に言いますが、営業をかけると営業経費がかかるわけです。例えば、市の職員が、

今の仕事をやりながら広告を取りに回るとしたら、経費がかからないだろうからプラス

になると思いますが、それをだれか雇って取りに回ったら、おそらく、かなり難しい数

字が出てくると思います。ですから、今ここで、広告を取りましょうと言っても、業者

を選定するなりしてプロに任せないと、まず取れないと思います。例えば、料金の半分

を業者に渡して、やるほうが、前向きではないかと考えます。 

・委員 

できるだけ経費かけずにできるほうが良いので、どうしても無理であるならば、そう

いう方法を使ってやることも必要でしょう。 

・委員 

まず、企業も広告があることを知らないのではないかと思います。私も見て、意外に

安いと思いましたし、最短で１年ですから短いし、単価を高くしても良いから、市から

業者・法人会・商工会等へ、そういった広報をしっかりすれば、飛びつくと思います。 

・事務局 

詳しい分析ではありませんが、東村山市コミュニティバスの広告事業については、今、

委託契約をしていて、そちら経由で募集をしています。併せて、商工会にも、行政とし

て、過去にお声がけをさせていただいた経緯はあります。 

平成２０年度前後に、比較的大きな金額が車内額面であったのは、マンションなど、

一時期に広告が必要な事業者が、広告主として契約をしていた時期でもあります。また、

駅前でお店を営業していた広告主もいましたが、残念ながら、そこのお店も今はなくな

ってしまったので、契約が切れてしまっている傾向があるのも事実です。今、継続的に

は、市内の事業者中心に載せています。 

大手の路線バスと大きく違うところは、走っているエリアが限られているところで、

なかなか大手の広告主が集まりにくいと考えています。１００％枠が埋まっているわけ

ではありませんので、研究しながら努力していかなければいけないと考えています。 

・会長 

これまで、広告事業をそういう形で研究してこなかったこともありますので、すべて

魅力がないということではありませんし、前回も車体ラッピングについては、せっかく

グリーンバスとしてのカラーがあるところなので、あまり積極的には考えていないとい

う話もありました。 
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いずれにしても、この広告事業は、今後、どれをどのように、どの部分で拡大してい

こうと考えていくかという市の考え方を次回、示していただけますか。 

 

【市内の公共交通マップ等】 

・委員 

その後のマップの進捗状況はいかがですか。全然進んでいないのではないですか。 
・事務局 

すみません。著作権の関係があって、あの地図をベースに利用することが難しいとい

うことなので、少し違う手立てを考えないといけないと思っています。 

・委員 

別に同じ地図を使わなくても、作れば良いわけで。そんな大手間ではないと思います。 
・事務局 

あそこまで作り込んだものですから、あの地図をベースにすると非常に分かりやすく

て、作りやすいと思っていました。ただ、マップの話は、この会議の中でも、非常に意

見としてありますので、何とか手立てを考えて進めなくてはいけないと思っています。 
・委員 

プールなどのポイントも地図に出ていれば、非常に使いやすいですよね。 
・委員 

そもそも昔と違って、今は、車を運転すると、普通にナビがあるので、行きたい場所

の住所なり、電話番号なりを設定すれば、そこまでの経路が出て、右曲がれ、左曲がれ

と案内して連れて行ってくれるので、結局は競争ですよね。 

車よりもバスだと言ったときに、どこで乗り換えたら良いか分からないとか、何時に

バスが来るか分からないとか、そういう話に必ずなってしまうので、やはり乗ってもら

うには、分かりやすい地図と、分かりやすい時刻にバスが来ることが、一番大事なこと

だと思うので、ぜひ、分かりやすいものを早くお願いします。 

・委員 

非常に長い間、検討していながら今日まで何もできていませんから、検討をこれから

進めていくのも結構ですが、いつまでも引っ張っていると、いつまで経ってもできない

感じなので、もうそろそろ、いつまでに作るという期限を決めておく時期ではないかと

思います。 

・委員 

以前、アプリの話が出たと思いますが、たまたまテレビで、バスがどの辺を走ってい

るのかが携帯で分かるシステムについて放送していて、バスに端末を１個置くぐらいで、

思ったより簡単にできる印象を受けました。そういったロケーションシステムを運賃に

直接関係しない利用者サービスとして、継続的に検討していけたら良いと思います。 

・会長 

マップについては、なるべく早く取り組みたいと思いますので、もし過去のものが、

いろいろ制約があるようであれば、当然、新たにデザインすることも考えられるので、

次回には、この先の目途が立てる指針の仕方をしていければと思います。 

次回までに、広告の件と、マップの件について、少し具体的な話に進めていけるベー

スを、事務局に作成していただくことにしたいと思います。 

 

○資料の説明＜コミュニティバスのガイドラインに基づく協議＞ 

・会長 

前回、ガイドラインを運用していくに当たって、どう解釈したら良いのだろう、どう

進めていったら良いのだろうという、いくつかの出ている課題について、実際に地域組
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織が検討している具体的なルート案をベースに、どこにどういう課題があって、交通会

議として、このようなことが考えられるといった意見が出てくれば、次の段階へ進める

に当たって有意義であろうということで、今日は、検討段階の具体的なルート案を示し

ています。このルート案を見ながら、意見をいただきたいと思います。 

念のために申し上げておきますが、今日は、示されたルート案に対して、決定を左右

する結論を出すわけではありません。あくまで、そのルート案等を見ながら、ガイドラ

インに基づく課題等の整理をする意味での意見をいただくということで、ご理解いただ

きたいと思います。それでは、事務局から資料の説明をお願いします。 

・事務局 

実際の運行ルート案等を具体的に示してもらえれば、交通会議として協議しやすいこ

ともあり、検討が進んだ内容を基に、交通会議から意見をいただきたい。 
 
＜資料５＞ガイドラインの運用（前回まとめ） 

前回の意見等をまとめたもの。 

・地域組織との取り組み…地域住民が動きやすく、議論しやすい組織作りが必要 

・民間バス路線との競合…競合の判断基準、競合した場合の中長期的な流れ 

・ルート設計のポイント…交通サービスの特性 

 
短いルート 長いルート 

運行本数 多い 少ない 

所要時間 短い 長い 

目的地 少ない 多い 

輸送効率 良い 悪い 

利便性 高い 低い 

運行経費 低い 高い 

全体の路線数 多くなる 少なくなる 

 

＜資料６＞美住町・富士見町ルート地域組織案 

美住・富士見の地域組織で、現在まとまっているルート案。 

車両制限令との関係で、車道幅員が確保できない狭い場所（明治学院の南側、小平側

の道路）があり、それを回避する別ルート（明治学院の北側の道路）も検討している。 

 
左回り案 右回り案 

距離 約１１．４キロ 約１１．４キロ 

所要時間 約６０分 約６０分 

バス停数 ３３基 ３４基 

補足事項：緑色…西武バスが運行しているルート 

青色…銀河鉄道が運行していて、平成２６年度中は、休止になっている 

東京都のコミュニティバス補助の主な条件 

・高齢者や障害者の配慮がおこなわれている小型バス車両。 

・運行経費は、１路線当たり３６ヶ月まで。 

・車両購入は、１路線１回限り単年度のみ。 

 

＜資料７＞今までの地域組織の検討の流れ 

平成２６年１月２６日から４回、地域組織の検討・協議経過をまとめた。 

 

・会長 

美住町・富士見町ルート地域組織案は、これまでの検討の結果、車両制限令等の技術
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的な制約に基づいて修正をしているという流れになると思います。 

今までの議論の中で、ガイドラインの運用に当たって、民間バス路線との競合の問題

や、ルート設計において、様々なメリット・デメリット等の検討の問題などが出てきて

いますが、何かお気付きの点や、ガイドラインの中で課題になっているところは、こう

考えたら良いのではないかという意見があれば出していただいて、今後の議論の参考に

できればと考えています。 

・委員 

地域でいろいろと検討されて、出てきている案だと思いますが、この案では、東村山

駅や久米川駅から展開ができることがコアになっていて、市役所があるところは、どこ

も通らない。市役所に行きたい人は、はっきり言って使えないことになっています。 

今の路線は全部、東村山駅よりも北側を走っていて、南側には、走っていません。こ

の案は全部、肝心の市役所や、南北を結ぶという考えが、あまりない感じを受けます。

昔から言われている話ですが、東村山市は、南北がつながっていない感じが非常にあり

ます。やはり南北をつなげる意味からも、久米川駅と東村山駅の間にもう１本、府中街

道を通らずに市役所を通る短いバス路線があれば、非常に便利な感じがします。 

・会長 

そのことだけに答えを要するものではないと思いますが、今までの検討の中で、何か

コメントできることがありますか。 
・事務局 

まずは、地域の交通の足を確保していく形で考えていきたいということと、ガイドラ

インに示されている、必要とされている地域を効率的に、コンパクトにといったところ

も踏まえて考えていきたいという話をしました。確かに、地域からは、久米川駅・市役

所・東村山駅のシャトルや、市役所・スポーツセンターまで行けると良いという話もあ

りましたが、やはり、この西武鉄道を挟んだ西側の地域から、ターミナルとなる久米川

駅・東村山駅までの路線として、検討を始めていただきました。 

・委員 

すごく良く検討されたと思います。市役所に行けないという話は、諏訪町循環なども

同じことですし、行きたい場所すべてを満足させる案は、まずできないと思います。一

番大事なことは、起点となる東村山駅・久米川駅に出られることで、そこから先は、１

日乗車券みたいなものが設定されていれば、大体のところには行けますから、あまり考

え出すと、交通空白地域を埋めることと、かけ離れた話になってしまうと思います。 

既存路線を見ると、４～８キロくらいなので、この１１．４キロ、６０分は、普通な

のでしょうか。鷹の道は、結構すごく混むし、混みだすとなかなか動かなくなるので、

安定して運行できるのか疑問です。 
・事務局 

既存路線との単純な比較という話になってしまいますが、例えば、久米川町循環の距

離は、約５．３キロで、１周２５分くらいです。諏訪町循環も、約５キロを、３０分程

度で回る形になっていますので、やはり６０分で１１キロ程度の距離は、長いという考

えを持っています。 

・会長 

確かに、いくつもの交通空白地域をカバーしているバス路線ができるというメリット

はありますが、やはり１周６０分は、かなり長いルートになりますので、この辺は、工

夫が必要な部分もあると思います。 

実際にコミュニティバスを走らせたときの利用度を考えたときに、６０分に及ぶ、あ

まりにも長いルートを回ることになりますと、なかなか利用に結びつかないケースも多

くなってくることは事実だと思います。 
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ただ、この地図を見て、非常に難しいと思うのは、真ん中に西武鉄道が斜めにド～ン

と走っていて、これをまたぐ場所がなかなかないという問題、施設の配置を見たときに、

コンパクトなルートがうまく組みにくい場所だという印象があります。だからその中で、

どう工夫していくかということになってくるだろうと思います。 

・委員 

秋津町に行く路線と比較した場合、どっちが長いですか。同じぐらいですか。 

・事務局 

東村山駅東口～新秋津駅の距離は、約８キロです。 

・委員 

このルート案は、ずいぶん長いですね。 

鉄道と新青梅街道、この２つの大きな壁をまたいで、２つの町が１路線でやろうとい

う案でしょうから、本当に大変という感じがします。例えば、番号の若いところで乗っ

て東村山駅に行くときは、歩いたほうが早いぐらいの距離感です。 

ところで、久米川駅に向かっていく場所で、山なりに点々になっているところは、ど

ういう意味でしょうか。そっちにも行き得るということですか。 

・事務局 

久米川駅から栄町三丁目の点線のところも、バスが通れる道路です。緑色の点線が、

現在、西武バスが路線バスとして営業されているルートになりますので、重複回避も含

めて、この点線を通るルートも考えているということです。 

・会長 

ガイドラインを運用する上での課題の中で、民間バス路線との競合ということの判断

基準で、すみ分けの問題と、民間バス路線のニーズを取ってしまう形にならないかどう

かということが示されています。当然、どこの地域で検討するに当たっても、路線バス

の役割と、バス路線との競合を回避して走ることは、考慮されると思いますが、事業者

の立場から、どのようなことに注意したら良いのか、検討のポイントは、ありますか。 

・委員 

ここの考え方は、個別の部分もありますが、全く同じ道路を通らなければ競合ではな

いということはなくて、もう少し南側の市では、当社の停留所から２００ｍくらいのと

ころに、全然違う道だからといって、特に協議・調整なく、１００円のコミュニティバ

スを引かれたこともあります。 

グリーンバスの場合は、今回、運賃を路線バスに近い水準に上げているので、１００

円の時代に比べれば、競合の観点では、ハードルはかなり下がっていると思っています。

ガイドラインでも、地域組織の検討の中でも、結構ご配慮いただいている感じがありま

す。ただ、久米川駅と八坂駅の先、徳島診療所や明法の辺りは、バス路線として同じ目

的地があるので、全く競合がないかと言うと、ゼロではないというように見えますが、

調整の範囲内であるとも思います。 

逆に、今の段階で、両周りをやるのか。時間帯は、どの辺を考えているのか。車両は、

グリーンバスと同じ車両でやるのか、コミュニティタクシーも視野に入れた車両なのか。

この案は、車両制限令が完全にクリアされているか、お伺いしたかった。 

・事務局 

地域組織と詰めていない部分ですので、詳細は、今後になると思いますが、車両は、

現在のグリーンバスのタイプを考えていますから、車両制限令の中で、通行が可能であ

ると思われる場所がルートとなっています。地域組織の希望としては、２台のバスを使

って、東村山駅・久米川駅を、左右で回る形です。本数は、運行ルートが長くなれば、

本数も必要になってくるかもしれませんが、久米川町循環、諏訪町循環の本数を考えた

中で、１５本程度かと思います。 
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・委員 

印象としては、少し長いと思いますが、ほかに道もない。需要は、うまく埋めていた

だいて、よく検討された案ではないかと思いますが、所要時間６０分だと、運行時間は、

大体８０分間隔くらいです。距離が長ければ、運行本数は少なくなるし、所要時間も長

くなるし、運行経費も高くなるのは、当然のことなので、間も休憩ないと、非常に経費

が高くなっていく。 

もし必要であれば、私ども事業者を使っていただいて、市を通じての意見交換をやら

せていただきながら、地域組織に伝えていくことで、詰めていければ良いと思います。 

・委員 

距離がかなり長くなってしまうので、経費等が余計にかかってしまう可能性が出てく

るのと、なかなか収益も難しくなってしまいますが、運賃は、同じで良いのでしょうか。 

・会長 

基本的には、ほかのルートと同じ、現金ベース１８０円の均一ということで進んでい

ると思って良いですね。 

・事務局 

はい。事務局としては、運賃１８０円と考えているところです。 

・委員 

右路線、左路線合わせて、８０分間隔ということですか。 

・会長 

片方で８０分です。 
・委員 

片方で８０分というと、両方で４０分間隔ぐらいですね。 
＜資料７＞検討の流れの中に、「生活圏なら久米川駅、乗り換えなら東村山駅」とあり

ますが、例えば、富士見町にお住まいの人が東村山駅に出られれば、もちろん乗り換え

として使えるし、病院に行く人には、とても便利だとは思いますが、実際、今、生活し

ていて、東村山駅を使っているのか、東村山駅に向かって使うのか、すごく疑問です。 

たぶん、富士見町にお住まいの人は、きっと新小平駅に行く人、西武線の駅が多いと

思いますが、このバス路線ができることによって、日々の生活で、自分の使う路線を大

きく変えるのか、どれだけ需要が喚起できるのかという素朴な疑問があります。 
・委員 

私は、富士見町ですから、頻繁に新小平駅を使っていますが、そういう人もいるだろ

うし、あまりそっちには行かないという人もいるでしょう。 

東村山駅から所沢に行きましょうという利用の仕方をする人もいるかもしれません

が、東村山駅の近辺の商店街であるとか、東村山駅から今度はコミュニティバスに乗っ

て病院に行くという形で、この路線を使うと思います。ですから、頻繁に富士見町から

東村山駅に行って、そこで要件を済ますことは、あまり多くないという気がします。 

・委員 

私は、例えば、東村山西高校そばの富士見町の人が、循環に乗るのは、ただ単に、帰

り道に利用すると思っていたのと、この路線が廻田町辺りに来ると、やっと東村山駅を

使う需要が出てくると思っていました。 

・会長 

当然、その地域・目的によって、需要の違いが出てきますので、一概に、このルート

案の場合にどうだと言えない部分がありますので、これからの検討の中で、そういった

ニーズとすり合わせをしていただければと思います。 

極端なことを言いますと、左右１台ずつ、２台で１路線としたいという希望で動いて

いるわけですが、諏訪町循環・久米川町循環が今、１台ずつで運行していますよね。ル
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ートを組むのに、西武線など制約が非常に大きいので、できるかどうか分かりませんが、

うまくルートが組めるのであれば、例えば、１台ずつ２路線という手法も考えられます

し、これからの検討をまたさらに進めていただきたいと思います。 

いずれにしても、やはり距離と、距離に伴う所要時間の問題が、指摘されていますの

で、実際に利用する人のニーズもありますが、例えば、既存路線の地域から見たときの

新規路線がどうかなど、少し幅広い目で市域全体からの考えもあると思いますので、今

後、その辺もいかに整合しながら良いルートを組めるかという議論も、深めていければ

と思います。 

競合に関しては、東村山市の場合、ガイドラインそのものが、競合を考えていくこと

によって、実質的な競合を避けていく流れで作られていますので、ガイドラインを中心

に考えながら、細かいところは、すり合わせをしていく形で進めていければ良いと思っ

ています。今日、ここで出てきた意見が、これからの地域検討会に制約を与えるもので

はありませんので、参考にしながら、これからの議論を進めていければと思います。 

 

○その他 

・会長 

その他について、事務局からお願いします。 
・事務局 

前回も報告しましたが、コミュニティバスの新規路線を導入するための確実な原資と

して、基金条例を検討しています。７月にパブリックコメントを実施し、現在、条例案

の作成等を進めています。９月市議会で、基金条例を制定できればと考えています。 

久米川町循環は、３月からダイヤ変更で実証運行をしていますが、８月で半年になり

ます。ガイドラインでも、半年間の利用状況・運行状況等を整理して、次の運行改善等

につなげていくとありますので、次回の交通会議でお示ししたいと考えています。 

多摩湖町の新規導入の件は、バスを使った定時定路線では、車両制限令など、道路の

関係が厳しく、地域が必要とし、考えるルートを組むことが困難な現状があり、話が進

んでいない状況です。事務局としては、ガイドラインに基づいた検討ということで進ん

でいますが、それ以外の交通手段、交通サービスの確保を考えていかなくてはいけない

と認識し、何か良い手立てがないか模索している状況です。多摩湖町地域の利便性を考

えて、今後も研究・検討をしていきたいと考えています。 

次回のスケジュールは、１０月下旬を予定しています。余談ではありますが、１０月

２６日には、市政５０周年記念事業として、職員もかなり総出の記念式典等を実施する

ため難しい面もありますが、１０月下旬に開催したいと思います。詳しい日時について

は、後日、ご案内します。 

・会長 

多摩湖町の関係については、今後、ガイドラインの部分的な見直しが必要になる可能

性がありますので、交通会議で議論をして、次へ進めたいと思います。 

 

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２６年度 第２回 

東村山市地域公共交通会議を閉会します。本日は暑い中、ありがとうございました。 
 

 


