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（参考様式３） 

会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２７年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２７年５月２６日（火）午前１０時～午後１２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・生田正平委員・中條基成委

員・今野浩児委員・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・小川良樹委員・高橋袈裟男委員・藤

木仁成委員・島﨑政一委員 

（オブザーバー）西武バス株式会社 平佐良之介 計画課係長 

        警視庁 東村山警察署 須崎裕司 交通規制係長 

 

（市事務局）進藤公共交通課長・島田係長・藤澤主任 

 

●欠席者：関根康洋委員・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 １３名 

会 議 次 第 

１．開会 

２．報告 

 １日乗車券の導入ＰＲ経過 

 地域組織の検討経過 

３．議題 

 利用者サービスに関する検討 

 その他 

４．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 

○委員変更 

東村山市地域公共交通会議条例に基づいて委嘱している委員に変更があった。 

中島和洋（東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 管理課長）→ 藤木仁成（東京都 建

設局 北多摩北部建設事務所長） 

 

○関係者紹介 

事務局員の異動 

 榎本（公共交通係長）→ 島田（同左） 

 

○傍聴希望者の確認 
・会長 
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東村山市地域公共交通会議の開会に際し、本日の傍聴希望者を確認します。 

・事務局 

傍聴希望者は、１３名です。 

・会長 

委員の皆様にお諮りします。傍聴希望者１３名の傍聴について、これを許可したいと

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 

会議に先立ちまして、傍聴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条に基づく遵守事項

をお守りいただき、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。 
それでは次に、委員の出欠を事務局に確認します。 

・事務局 
当会議の委員１６名中、出席１３名、欠席３名となっています。 

・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２７年度 第１回 東

村山市地域公共交通会議を開会します。 
 
２．報告 

・会長 

グリーンバスについて様々な改定をしてきましたが、特に昨年度は、運賃改定等の議

論がありました。今後、新たな路線の検討等を含め、今年度も引き続き、様々な議論を

交わしていきたいと思っています。 

実は、先週の土曜日に、西武バス、銀河鉄道にも協力していただき、小平市で「バス

とタクシーの広場 in小平２０１５」というイベントを開催しました。私は、小平市の地

域公共交通会議の会長もやっています。小平市には、数多くのバス事業者が入っている

ので、一度に集めたら楽しいだろうという発想がスタートで、昨年初めて開催しました。

昨年は、約１０００人の来場者を想定していたところ、約２５００人の来場者があり、

非常に好評だったため、今年もやりましょうという話になり、先週の土曜日に開催しま

した。幸い、天候に恵まれたこともあり、小平市に確認をしましたら、昨年をかなり上

回る約３０００人の来場者で、たくさんの家族連れに、バスやタクシーに触れていただ

きました。 

なぜこの話を紹介するかと言うと、公共交通は、言わば水や空気のような存在で、あ

って当たり前。使う人は使うが、使わない人は無関心のままで、何もしなければ、時が

経っていくだけの存在です。これはもう、公共交通の宿命ですが、公共交通を知っても

らう、あるいは触れてもらうことによって親しんでもらえれば、利用促進につながりま

すし、普段は利用していなくても、何かのときに思い出してもらえるような存在にして

いく必要があると思っています。私は常々、どうせ利用促進をやるなら楽しくやる発想

も大切だと考えていましたので、いろいろなイベントを仕掛けています。そういう意味

で、東村山市でも楽しく利用促進が図れるようなことを考えていければと思っています

ので、今後、この会議の中でアイディアをいただきながら、そんな仕掛けもできればと

思っています。 
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では、今日は、先に報告事項がありますので、事務局からの報告後、質問や意見をい

ただきます。そのあとで、継続的な議題ではありますが、利用者サービスに関すること

について議論したいと思っています。では、事務局から報告事項についてお願いします。 

・事務局 

１点目の報告です。昨年度の交通会議での集約・合意を受けまして、東村山市として、

平成２７年６月１日より、車内のみでの販売となりますが、１日５００円で乗り放題と

いう１日乗車券を実施することとしました。 

平成２７年５月１５日号の市報で、市民・利用者に向けた案内をしています。併せて、

市のホームページでもＰＲしています。また、バス車内と主要なバス停にも案内を掲示

しました。 

・会長 

１日乗車券の導入ＰＲ経過について、もっとこんなことをやったらどうかという意見

も含めて、何か質問等ありますか。 

・委員 

広報の仕方として、よく我々行政は、公報とホームページに載せますが、それ以外に

何かやっていますか。 

・事務局 

１日乗車券に特化した案内は、これだけですが、１日乗車券の案内も含めたグリーン

バスの利用案内を、市内の公共施設等に配架しています。 

・委員 

行政に共通していますが、広報は、やはり民間に比べて圧倒的に不足しています。こ

れはもう、私ども東京都でも一緒なので、どうやったら皆さんに我々の仕事を分かって

いただけるか、東京都も一生懸命考えています。 

特にコミュニティバスであれば、基本的に誰に見てもらいたいかを考えると、当然、

高齢者が一番多いと思います。では、高齢者がいわゆる通り一遍の公報やホームページ

を読むかというと、絶対に見ないですよね。では、どうするかということですが、これ

は私自身にも言い聞かせていることで、ターゲットが誰で、その人たちはどこへ行くの

か、例えば、東村山市の１日乗車券のＰＲのターゲットを高齢者にしぼったとすれば、

高齢者が一番行く施設での広報など、もっと考えたほうが良いと思います。 

・委員 

今の続きで言えば、子育て世代も使うと思うので、保育園や幼稚園に、紙１枚でも配

ってもらう、あるいはグリーンバスの地域組織や自治会で、ポスティングなどをしても

らうやり方も良いと思います。 

市報もホームページも、はっきり言って、見る人が限られています。別の話ですが、

今、東村山市のホームページにも、映画の話が出ています。フェイスブックの中ではす

ごい話題になっていますが、知らない人にとっては、何かあるらしいぐらいまでしか伝

わっていないと思います。 

グリーンバスはとてもデザインも良いし、目立っているので、バスが走っていること

は分かっていても、それがどこまでも５００円で乗れることは、たぶん知らないと思い

ます。私は委員をやっているので、特に５月１５日号の市報は大事にとっていますが、

ほかの人にとっての認識は、１ヶ月に２回来るだけで、パラパラっと見ておしまいだと

思うので、やはり乗ってほしい人にもっとＰＲする。例えば、それが小中学校でも良い。

子どもが家に持って帰ってきたり、自治会で配られたりするものは、捨てるかもしれな

いが、ネットや市報よりも、必ず見る。確実に伝わる方法が、絶対必要だと思います。 

・委員 

ＰＲは、１日乗車券に限る話ではないと思います。前から市も、これからＰＲ頑張り
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ますと話していたので、その後、何をされているのか、結構気になります。 

・会長 

せっかく１日乗車券導入という新たな動きが１つありましたので、これを機に、グリ

ーンバスそのもののＰＲも含めて、何か考えたほうが良いと、私も思っています。 

特に１日乗車券は、事前に知っていないと損した気になります。とにかく４回乗ると

５００円を超えますので、得になるわけですが、グリーンバスの場合は、先に運賃を払

っています。つまり、１回運賃を払ってしまってから、バス車内で初めて１日乗車券の

ＰＲを見ると、あと４回乗らないと得にならない。得にならないと、あまり使いたくな

らないし、普通の行動の中では、なかなか得になるケースがないので、それを考えると、

事前にどうやって知ってもらうかだと思います。 

もう１つは、とにかく４回乗れば得になるので、どういう使い方があるのか。例えば、

久米川町循環の沿線だったら、東村山駅まで出て、多摩北部医療センターまで乗って往

復すれば得になるなど、使い方を含めた案内を、高齢者がよく行く場所や保育園・学校

を通じて、行き渡る方法を考える必要がある気が、私もずっとしていました。 

自分のことを考えてみても、市報は、たまに気になることがあると見る程度ですし、

自分の市のホームページは１回も見たことがありません。そういうことを考えると、や

はり見ない人も多いだろうと思いますので、少し工夫が必要な気がします。 

・事務局 

確かに、行政としては、周知や広報、利用者への効果的な案内は、課題としてずっと

言われていることです。今後、具体的にどういった周知が効果的なのか、きちんと事務

局でも考えながら、より利用者への有効な案内を考えていきたいと思います。 

・会長 

例えば、学校や保育園・幼稚園、病院などに、案内を置いてもらうこと自体は、可能

だと思って良いですか。 

・事務局 

可能です。 

・会長 

では、まずは、そういった工夫をしていくようにお願いします。 

・委員 

少し話がずれますが、全然違うところに住んでいる友人の子どもが、諏訪町循環に乗

って、将軍塚の辺りから八国山の尾根を多摩湖のほうに抜けて、たいけんの里の辺りを

見て、多摩湖の堤防に行って帰ってくるという冒険をしたという話を聞きました。 

学校全体でグリーンバスに乗ることは不可能ですが、例えば、地域の小さな組織で、

グリーンバスに乗ってどこかに行って、こういうルートで帰ってくる、秋津のほうや北

山公園に行くのに、こう使えるといった、グリーンバスを使った、子どもが行けるよう

な遊べるルートみたいな案内が学校などで配られると、バスに乗って行ってみようとな

るかもしれない。 

市がイベントまで立ち上げるのはなかなか難しいが、基本的に、バスに乗る習慣がな

いから乗らないと思うので、こんなルートもある、とりあえず乗ってみようというもの

を作ったり、あるいは逆に、そういう乗り方をした例を市民に応募してもらって、それ

を集めたサイトを作ったり、冊子を作ったり、何かそういう工夫も要るかなと思います。 

・会長 

例えば、諏訪町循環を使って、こんなことができるみたいな話を、久米川町循環や医

療センター・新秋津駅の沿線でできれば、１日乗車券とのＰＲと同時にすることが可能

なわけですね。 

・委員 
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地元以外の地域からの利用者が来てくれれば良いですよね。 

・会長 

ええ。せっかく１日乗車券という新たなものが１つできたわけですから、それがうま

く活用できる使い方をＰＲできれば、効果はある感じがします。 

いろいろ工夫の余地はありそうですので、事務局が検討するのはもちろんですが、皆

さんからもアイディアや、具体的にこうするべきという話も含めて、またいただければ

と思います。 

・事務局 

次に、美住町・富士見町地域の検討状況について報告します。地域組織案の地図の中

で、東村山駅と久米川駅を実線で結んでいる路線が、地域案として固まった運行ルート

です。この実線上に示しているアルファベットは、バス停位置を指しています。 

点線は、路線バスとして運行している路線の位置を示しています。緑色が西武バスで、

東村山駅西口から立川駅に向かう路線と、久米川駅から立川駅に向かう路線です。青色

が銀河鉄道で、新小平駅・小川駅から明法高校までの学校線で、今は休止しています。 

現在、東村山警察署の担当者と現場を回り、おおむねの交通規制や、交通安全の観点

から意見をいただきました。実際のバス停位置の決定については、警察の中でも警視庁

本部が決定しますので、本日の交通会議のあと、私どもが直接、警視庁に出向きまして、

バス停位置の確定に向けて、具体的な協議・調整をしていきます。また、地域組織から

のバス停に関する要望・意見もありますので、それも伝えながら、バス停位置を確定し

ていきたいと思っています。 

今後の予定ですが、警察との協議が確定した段階で、地域組織と協力しながら、実際

にバス停を設置する地域の住民から、同意をいただく作業をやっていきたいと考えてい

ます。その後、沿線住民に対し、需要調査をおこないます。ガイドラインにも、目安と

して収支率４０％とうたっているところですが、その需要調査での収支率なども見た中

で、実証運行に向けての可否の判断を、交通会議に諮っていきたいと考えています。 

当然ながら、行政だけで進めているものではありませんし、地域組織を中心に、地域

住民と、いろいろ協力しながら進めていますので、予定がずれることもあると思います。

また、必要に応じて適宜、この交通会議を開催した中で、委員への報告、実証運行への

可否判断も含めて、協議していただきたいと思っています。 

美住町・富士見町地域は当初から、地域組織が２町全体でルートを考えて進めてきま

したが、ガイドラインにも示していますとおり、当市のコミュニティバスの考え方とし

て、運行経費や収支率も勘案した中で、なるべく３０分程度の時間で完結する形の運行

が、全体的に見ても、収支率の観点からも望ましいこともあり、地域にも理解をいただ

いて、このルート案としています。しかし、ガイドラインの中では、富士見町２丁目周

辺の地域が交通空白地域であるため、まだ具体的なルートまでは至っていませんが、こ

の南側の地域も、引き続き検討していくことになっています。 

続きまして、多摩湖町地域の新規導入に向けた検討の報告です。多摩湖町の地域組織

とは、何回か検討した経過がありますが、道路幅員の関係も含めて、少し狭いところも

あるので、地域住民が希望しているルートが、小型バスやタクシーによる定時定路線を

考えていくことが難しい状況でした。 

地域組織の中でも、定時定路線のコミュニティバス以外で、何かほかの輸送手段、例

えば、福祉的な意味合いの輸送手段も含めて検討されましたが、なかなか現実的に難し

く、市としても、そういった地域輸送に対するサービスが現実的にないため、地域の中

で、改めてコミュニティバスのガイドラインに沿った形で検討していくことになり、運

行ルート案も固まってきたと伺っています。今後は、バス停位置をどの辺りにするか、

交通安全上や交通規制等の課題も含めた中で、多摩湖町の地域組織と検討しながら、新
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規路線の導入に、改めて取り組んでいきたいと考えています。 

次に、久米川町の運行改善です。日曜・祝日のダイヤを設けて、本運行に移行してい

ますが、地域の中では、新たに設けてもらいたいバス停箇所があり、その調整を２月か

ら３月にかけておこなったのですが、バスを待つための人だまりを設ける場所がなかっ

たり、希望したところが、ちょうど事業所の前になっていまして、トラック等の出入り

もあったり、設置が難しい状況になっています。事務局としては、厳しい面はあります

が、引き続き地域組織と協働で取り組んでいくこととしています。 

・会長 

ただいま３地域の地域組織の検討経過に関して、質問や意見ありますか。 

・委員 

２点の確認です。まず、資料に出ている美住町・富士見町、多摩湖町以外の新規導入

の要望が現在、あるのか、ないのか。 

もう１つ。美住町・富士見町がここまで素晴らしく、段取りをされているのを感じま

したが、多摩湖町の新規導入に関しては、どのような形で進まれるのか。 

・事務局 

現在のところ、地域組織を立ち上げた新規導入の検討は、美住町・富士見町地域と、

多摩湖町地域の２箇所となっています。 

また、多摩湖町地域についても、ガイドラインに基づいて検討を進めていくことにな

りますので、やはり、美住町・富士見町地域と同じで、地域と１つずつ課題等をクリア

しながら考えていくことになります。また、収支率４０％程度は期待できることも、き

ちんと含めた中で、検討を進めていくことになります。 

・委員 

ガイドラインにも収支率の話が出てきますが、バスを走らせる場合には、市の補助金

が結構入ります。１月に、美住町・富士見町地域の検討会を傍聴しました。この検討会

の中で、地域組織から住民の皆さんに、収支率なんか１０％でも良いではないかと煽る

ように話をされたので、私としては、すごく残念だったと思いました。 

今とても重要な言葉として協働がありますし、ガイドラインに書いてあること、書い

ていないこともありますが、やはり、まち全体にグリーンバスが走っているわけではな

く、走っているのは、ある特定の地域です。美住町・富士見町、多摩湖町のほかに走る

としても、市民全員が日常的に乗るわけではないですし、走ったことによって、どこか

に財政的なしわ寄せが来るわけです。誰かが払った税金で、誰かが乗っていることは、

民間のバスやタクシーとは違う、コミュニティバスの特徴としてあって、東村山市だけ

の問題ではないですよね。だから地域組織の中心になる人も、これから新しく立ち上げ

る地域も、収支率などについて、きちんと理解して、進めていってほしいと思います。 

・会長 

やはりバスを走らせるには、当然、経費がかかるわけで、収支率は、これをどう分担

をしていくかという話です。 

ガイドラインを立ち上げるに当たって、利用する人、恩恵を受ける地域の人が、どの

くらいまで分担していくべきなのかという議論の中で、市民全体の税金で、６０％はカ

バーをしましょう。その代わり、本当に必要な地域、あるいは実際、利用する人や、恩

恵を受ける人たちにも頑張っていただいて、目安として、おおむね４０％は、地域で負

担するという責任分担をしましょうという話です。 

赤字が非常に大きいまま、すべて税金をつぎ込んで維持していくことになると、おそ

らく将来的に持たないし、例えば、ほかの地域に路線を拡大することもできなくなる中

で、出てきた目安です。そういう役割分担の観点と、将来に続けていける仕組みとは、

どういうことなのかを、特定の地域だけではなく、市民の皆さんに理解していただきな
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がら進めていく必要がありますので、そういう観点からの説明は、市からも、きちんと

していただければと思います。 

・委員 

今の話は、本当に同感です。小平市では、自分の地域にバスを引いてもらいたいとき

には、どこかの人間が乗るだろうではなく、その地域の意見を集めて、できるだけたく

さん乗るようにしようとしていました。要するに、できるだけ良い収支が出る努力をし

ようと運動を盛り上げている地域に、路線ができるという意見が、小平市民のものの考

え方の中心になっている。 

ですから、美住町・富士見町、多摩湖町についても同じことが言えるわけで、多摩湖

町でも、できるだけたくさんの人が乗ろうと、ずいぶん運動が盛り上がっているのだろ

うと思いますし、私もこの間、美住町・富士見町の検討会に出ましたが、今回の路線が

一度でき上がったら、次は富士見町辺りということがセットになっていました。富士見

町は、もっと人が乗る路線に持って行きたいと、もっと頑張って打ち出していかなけれ

ばいけない。そういうこともありますので、今後とも、収支率は、その地域の人が、そ

の分担する仕事として、考えていかなくてはいけないと思います。 

・委員 

そもそも論の話になってしまいますが、行政の基本的な役割は、市も都も一緒だと思

いますが、やはり２０年、３０年先のまちを見て、どうしていくかが大きな役割だと思

います。 

東京都では、３０年後のグランドデザインを作っていますが、その中のキーワードと

しては、２０２０年を境に人口がどんどん減少する。でも実は、多摩地域はもうすでに

減少傾向に入っています。なおかつ、高齢者はものすごく増える中で、都全体を集約型

のまちにしていく。要するに、市で言えば、いくつかの拠点を作って、そこに利便施設

を全部集めてコンパクトにして、住宅地域とネットワークで結ぶというまちづくりをし

ていこうということです。 

東村山市の長期計画を見ていないので、よく分からないですが、まちをコンパクトに

して、ネットワークを集約していくというベースの考え方があって、このルートを設定

しているのか。そうではなくて、今、不便だから、空白地区だから、やらなくてはいけ

ない。その場しのぎでやっているのか、それが非常に気になっています。 

東京都全体の中では、その考え方で今、基本的な取りまとめを進め、近々オープンに

なりますので、市の考えが聞きたいです。 

・委員 

市の総合計画では、市内３つの拠点として、秋津駅と東村山駅、久米川駅を位置付け

ていますが、国全体の方向性としては、コンパクトシティで進んでいると認識していま

す。ただ、地方都市と東京近辺では、状況がかなり違うのではないかと考えていますの

で、東村山市内のある一定のところに施設を集中化させるコンパクトシティ計画は、現

時点では、ない状況です。 

コミュニティバスについて言えば、当然、民間路線で採算が合わないところに引かな

ければいけないので、一定の財政負担もありますが、高齢者だけに限らず、市民の足と

しての利便性の確保、民間路線バスの補完として、交通空白地域に路線を引いていく。

その財政負担と利便性の両方を考えながら、できるだけ市内の不便地域を解消していき

たいという考え方で、ガイドラインを作って、これまで進めています。 

・会長 

基本的には、東村山市のコミュニティバスは、民間バス路線や鉄道でカバーできない、

いわゆる交通空白地域を救済することに、１つの大きな目的があるわけですが、ただ空

白地域をつぶせば良いという話ではありません。準備段階やルートを決めていく段階で、
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その地域の人たちが、どこへ行きたいか、どこに人が集まるのか、いわゆる市民ニーズ

の高いところはどこなのかを検証しながら検討しますので、皆さんにもご理解いただき

ながら、ご検討いただければと思います。 

・委員 

その件に関しては私も、２０年、３０年先を見据える必要はないと思います。１回決

めたら二度と変えられないものではないので、そのときどきの需要に合ったものに、柔

軟にしていくほうが良いと思います。 

１つ疑問ですが、バス停の名前は、いつぐらいに決まっていくものですか。 

・事務局 

警察でバス停位置を協議し、そこで確定してから、バス停設置に向けての地域の皆さ

んに同意をいただく段階で考えていくべきかと思っています。当然、市も考えますが、

市だけで決めるのではなく、実際、多く利用することが予想される沿線住民や、地域組

織を含めた中で、名前を考えていけば良いのではないかと思っています。 

・委員 

先日、バス停の名前に関する本を図書館で借りました。その本は、あくまで、その人

個人の意見で書かれていて、例えば、富士見町四丁目南など、何もワクワクしない名前

では、おもしろくない。土地の名前や歴史、そういったものを継承していくのが、逆に

大切だと書かれていた本でした。 

たまたま東村山市は、歴史をキーワードにしている市でもありますので、何かそうい

う遊び心ではないですが、歴史を感じるバス停の名前があっても良いと思っています。

中学校の目の前で、中学校ではない名前を付けたら、逆にわけが分からなくなってしま

いますが、例えば、地図のＧの辺りに昔、貯水池の開発のときに軽便鉄道が走っていた

ので、そういったことを配慮していただけるとおもしろいと思いました。 

・会長 

東村山市では、市が主体的にやるものに対して、民間企業の名前が付くのはダメなど

の制約は、ありますか。 

・委員 

民間企業名を付けることは、制約があると思いますが、例えば、市の歴史的建造物な

どは制約がないと思います。 

・会長 

バス停名の機能の１つとしては、沿線の人にとっても、外から来た人にとっても、そ

のバス停がどういう場所にあるかが分かりやすいことです。例えば、商店などの民間企

業が、その地域のランドマークとしてあるときに、その名前が付けられないとなると、

やはりバス停名の機能としては、１つ劣ってくる。 

コミュニティバスでよくある話ですが、大きなスーパーの目の前にバス停があるのに、

スーパーの名前が付けられなくて、「○町○丁目」みたいなバス停になる。スーパーに行

きたいのに、そのバス停名を案内しなければならないということがある。目的地がはっ

きり分かると、分かりやすい。 

企業名が付けられないことは分かりますが、それは本当に正しいのだろうかと疑問に

思うことがよくありますので、市でも可能な限り検討して、バス停の名前を考えてもら

えればと思います。それから、夢があるというか、ワクワクするというか、そういう要

素も、やはり必要だと思います。 

・委員 

確かに、市の考え方や方針としては、なかなかバス停まで適用するところまでいって

いないのかもしれませんが、今後のＰＲ収入の方向性として、ネーミングライツがあり

ます。一般の路線でも確か、「何々町何丁目（近くの企業名）」というバス停が結構あり
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ます。逆に、積極的にネーミングライツを使ってしまうという考え方も、１つの方向か

と思います。 

・委員 

そうですね。広告という意味合いであれば、可能かと思います。ただ、分かりやすさ

だけでは、少し制約があると思いますので、広告収入も含めて検討したいと思います。 

・委員 

全く同じ考えです。やはり「あそこのスーパーの角を曲がるとウチだから、あそこの

バス停で降りると良いよ」という話になると思うので、それこそスーパーや大きな会社

があるなら、そちらの名前のほうが誰にとっても分かりやすいと思います。 

・会長 

これは、地域と話をするときに、その辺の工夫を考えていただければと思います。 

今後は、この交通会議の場で、新規路線の実証運行の可否の判断をするわけですが、

可否判断と言っても、これまで一生懸命、地域も検討してきましたし、なるべく否には

したくないと思いますので、皆さんにも、いろいろアイディアを出していただきながら、

今後も事務局できちんと準備を進めていただければと思います。 

 

３．議題 

・会長 

議題については、利用者サービスに関する検討になります。では、事務局から説明を

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 

東村山市コミュニティバス「グリーンバス」の利用者サービスについて、早期の実現

性が高いと考えられるものを事務局で抽出した。 

１０月にある来年度の予算編成までに掲載内容等を固めた上で、予算要求していきた

いので、次回の会議までに、ある程度の掲載内容をほぼ固めたい。 

 

＜資料１＞利用者サービスの検討 

●運賃に直接関係しない利用者サービス 

種類 設定案 課題等 

市内の公共交通 

マップ等 

公共交通に特化したマップ 

自分で記入するマイ時刻表 

各バス停時刻の付録化 

電光掲示板等の設置 

・ベース地図の利用許諾が必要 

・視覚的なバス停の周知方法の検討 

・交通案内検索に、グリーンバスを 

 掲載内容（案） 

  ・大きさはＡ１版程度 両面刷り 折りたたみＡ４版 

・地図に公共施設、スポーツ施設、観光名所等、目的地になり得る場所の表記 

・市内路線のほか、隣接市を通るバス路線で、東村山市に近い路線 

・運行本数によって、線の太さを区別する 

・主要バス停（市内にある起終点）の乗り場案内図 

・バスの利用方法 

・マイ時刻表 （書き込み付録） 
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●運賃に直接関係する利用者サービス 

種類 設定案 課題等 

子どもの 

長期休暇割引 
夏休み中などの運賃割引 

・大人１名につき子ども１名が無料、 

 小学生５０円など、議論を深める 

 検討内容 

  ・冬休み、春休みをどうするか。 

・どういったサービスであれば、市内の子どもたちが利用してくれるか。 

＜資料２＞グリーンバス乗車数と補助金の推移 

乗車数・収入・補助金・収支率について、年度ごとの推移を示したもの。 

乗車数は全路線で、前年度から約９万人、１ヶ月当たり約７５００人の減。 

収入は約８００万円の増、収支率は約３％増の５０．８５％となった。 

補助金増は、導入したＩＣカードの諸経費が影響している。 

＜資料３～６＞グリーンバス乗車数と収入（１月～４月実績比較） 

全路線合計の４ヶ月平均で、乗車数は約２２％減。収入は約３２％増。 

ＩＣカードの利用率は、毎月約６７～８％。おおむね周知されてきた。 

毎月の収支率は、収入計を年間経費の１２分の１で割ったもので、年間とは違ってく

る。 

久米川町循環の３月分は、運行改善の実証運行の影響も多少あると思われる。 

そのほかは、約１０％前後の収支率増となっている。 

例年、１月に落ち込み、３月に向けて回復する傾向があるが、前年度に比べて３月の

乗車数の伸び率が少なかった印象。 

 

●運賃に直接関係しない利用者サービス 

・会長 

利用者サービスの検討そのものは、グリーンバスの乗車数、収支に関する状況を見な

がら、今まで、いろいろ項目出しをしてきましたが、その中で、具体的に進められそう

なものとして、子どもの長期休暇時の割引と、以前から意見も多かった市内の公共交通

マップを、ピックアップしています。公共交通マップは、来年度予算に反映させるため

に、こんな中身がほしい、こういう作りにしたほうが良いといった意見でも、質問等で

も結構です。今回は、この２つの項目に特化した形で意見をお願いします。 

・委員 

市では「みるみる」という市内全図や、公共施設や各種観光名所が記載されている地

図などがすでにありますが、それぞれの出版物のコンセプトを含めた上で、今回、公共

交通マップを考えたと思います。財政的な効率化や、マップを利用する人が何枚も個別

に使わなければならない煩わしさも含めると、例えば、既存のマップの中に路線を作り

込むことも１つ代替案としてありますが、どうお考えですか。 

・事務局 

グリーンバスの案内は、東村山市のくらしのガイドや「みるみる」の中にもあります

が、今までの交通会議の議論の中で、もっとグリーンバスの利用をＰＲしていくことが

必要であり、より利用していただくためのサービスの一環として、何か考えたほうが良

いという意見があったと思います。それを受けまして、今回は、既存のマップとは別に、

バス路線に特化した公共交通マップを、利用者の利用向上のサービスの一環として考え

ていきたいと思っています。 

・委員 
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今の意見、私も全く同感です。見るほうからすると、いろいろな種類の地図があるよ

りは、集約してもらったほうが、見る機会が多くなる気がしますし、一方で、合理化の

一環としても、できるだけ１つのものに集約していければ、具合が良いのではないかと

思います。 

例えば、公共機関、その他の施設の場所が表記されていれば、いろいろな意味で、か

なり効率が良くなると思います。 

・委員 

この「地図に公共施設、スポーツ施設、観光案内所等」は、ものすごく大事だと思い

ます。要は、グリーンバスを利用するとき、こういうところをこうやって回って行くと、

いろいろなところを見られる、そういう観光をしようと考えたときにも利用できる。で

すから、いろいろなものをここに載せていくことは、非常に便利だと思います。 

先程のスーパーの話も、非常に有名なものだったら、そういった場所も載せておくと、

そこに寄って行こうということにもなる。そのためにバスを使おうということにもなる

から、そういうものをできるだけたくさん、地図の中に落としていく、表記していくこ

とが、非常に重要ではないかと思います。 

・事務局 

ほかに、運行本数によってバス路線の太さを変えることや、駅のロータリーにあるバ

ス乗り場の案内図や、主要な公共施設や、スポーツ施設、目的地になるような施設を分

かりやすく表記することが、意見として出ていたと思います。 

・委員 

「ベース地図の利用許諾が必要」とあるが、どういう地図ですか。 

・事務局 

いろいろな情報を載せる、おおもとの基図と言われる地図のことです。その地図を利

用するに当たって、利用許諾が必要になりますが、その許可さえ取れれば、作成は可能

です。合わせて、不特定の第３者に配布する場合、地図の複製の許可が別途必要になり

ます。 

・委員 

「大きさはＡ１版程度 両面刷り」とありますが、それぞれの面に何を掲載するのか、

案はありますか。 

・事務局 

例えば、表面は地図を載せて、裏面は時刻表というイメージもあると思います。 

事務局として、路線図を載せることは考えていますが、Ａ面は何を載せて、Ｂ面は何

を載せるかは、決めていません。 

・委員 

「各バス停時刻の付録化」とありますが、これはＡ面、Ｂ面とあったら、Ｂ面に載っ

ているのか。それとも、別紙にするということですか。 
・会長 

これは、見せ方の問題ですね。 

・委員 

「視覚的なバス停の周知方法」もありますが、これは、歩いていて、バス停がどこに

あるのか分かるようにする、バス停の置き方の話で、紙の上の問題ではなかったと思い

ます。 

・会長 

これは、あまり気にしないで話をしてください。 

・委員 

「マイ時刻表」は、どういうイメージですか。 
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・事務局 

自分が主に利用するバス停の時刻を、自分で書き込める形の時刻表です。地図の端を

切り取る形にしても良いかと思いますが、よく利用するバス停の時刻表を自分で書き込

んで、持ち歩ける形にしたものです。 

・会長 

自分で作る「マイ時刻表」は、何かのイベントのときに、実際に作って、書き込んで

もらったり、学校などに配布することによって、何かの機会で使ってもらったりも考え

られるので、マップの中に入れ込んで切り取る形より、別途、手帳に入るサイズも含め

て考えたほうが良いかと思います。 

・委員 

企業広告の募集は、するのですか。 

・事務局 

考え方の１つとしては、企業広告も、可能性として当然あると思います。ただ仮に、

広告を載せた場合、地図の大きさ、レイアウト、掲載情報の量によって、広告スペース

の確保が可能か不明な点もありますので、今の段階では、広告収入の中でやっていきま

すという判断は、していません。 

・委員 

これができた場合、周知徹底は、どうやる予定ですか。 

・事務局 

市報やホームページでの周知も当然やっていきますが、今のところは、ふれあいセン

ター、図書館、児童館、ふるさと歴史館、スポーツセンターといった、市民が集まる公

共施設を中心に配架していくことを考えています。 

・オブザーバー 

今回、案でお示ししていただいているのは、以前、グリーンバスに特化した路線図を

作っていて、それを公共交通全体に広げて、使いやすい路線図を作りましょうという話

だと思いますが、見本がなくイメージがわかない中で意見を言っても、非常にイメージ

がわきづらいと思います。 

例えば、市内路線のほか、掲載するバス路線が隣接市外に及んだ場合、弊社の路線で

言うと、立川まで載せるのか、東大和まで載せるのかによって、地図の引き具合が違っ

てきますし、見え方や、使いやすさも変わってくると思います。 

事務局のスケジュールイメージとしては、次回の交通会議で、おおむね固めたいとい

う意向を持っているようですが、例えば、「マイ時刻表」も、サンプルがないと非常に分

かりにくいと思いました。他市のルートマップでも、弊社のルートマップでも良いので、

何か案みたいなものを１回提示した上で意見を集約しないと、なかなか次の１回で、最

終的な大枠は決まらないと思います。 

今後の進め方として、近隣他市のルートマップをベースに見本を作成した上で、それ

をもっとバージョンアップさせる形でも良いと思います。 

ちなみに事務局としては、例えば小平市のマップを持ってきて、どうですかという形

で進めるのか、東村山市として、業者を決めてイメージを作って、事前に意見を集約し

て、次の会議に臨むのか。進め方のイメージも含めて、ご教授を願いします。 

・事務局 

準備不足だったかもしれませんが、事務局としては、今までの意見と、今日いただい

た意見を落とし込んだ見本みたいな形を次回にお出しして、また意見をいただいて固め

ていくという考えを持っていました。たたき台的なマップを事前配布して、次回、ご意

見いただくことも可能ですので、考えていきたいと思います。 

・会長 
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流れとしては、今日の段階では、どんな情報が必要か、どんな見せ方が必要か、そう

いった意見をいただく。次の段階は、その意見を反映した、たたき台のマップみたいな

ものが作成されて、また意見をいただくことになると、私はイメージしています。 

・委員 

地図の話は、去年からずっとしていますし、私としては、小平市に、すごく立派な地

図があるから、あんな感じでできると良いとは思っていますが、例えば、今ここから東

村山駅に行きたいとき、スマホのサイトで「チカバス」で調べると、自分を中心にした

時刻表が簡単に手に入ります。 

これから市で作るとしたら、地図だから自分中心ではなくて、まち全体になるわけで

すから、観光名所や施設のほかに、まちの中でどれだけ動けるかというイメージが盛り

込めると、もっと良くなると思います。 

スマホのアプリの世界は、どんどん先に進んでしまっているので、ＱＲコードも要所

に付けて、そこの情報が手に入る、情報を上手に使える地図を作ったら良いと思います。 

・委員 

紙媒体で盛り上がっているときに、インターネットの話は、しにくかったのですが、

東村山市の画面で、「グリーンバス」で検索したときに何が出てくるかというと、全部読

まなければ、何が何だか分からない、とんでもない画面が出てきます。これは、絶対に

良くないと思います。 

１日乗車券もできるし、新規路線が実際、動き始めたら、東村山駅に４路線が集中す

るわけですが、各々、接続が良い・悪いは、時刻表だけだと分かりにくいので、例えば、

４路線のうち、次の東村山駅発が何時かが、グリーンバスの最初の画面１つに収まるよ

うにデザインされていれば、見やすいし便利だと思います。 

紙媒体は紙媒体として、同じ予算組みで、ガイド版のホームページを作っていく。で

も、高齢者がインターネットするのか、ＱＲコード使いこなせるのかと言ったら、なか

なか難しいので、「グリーンバス」という単純なキーワードでアクセスしたときに、一番

必要な情報がまず出てくるインターフェイスを考えられたら良いと思いました。 

・会長 

紙媒体とインターネットの情報とでは、役割が違うところがあって、特に紙のマップ

の場合は、その市全体の中にどんなルートがあるのか、複数の会社のバスが、どう走っ

ているかが一目で一覧できることに、非常に大きなメリットがあります。インターネッ

トでは、できにくい部分です。それと、観光地などを見てもそうなのですが、かなり多

くの人がインターネット情報を得たものを、プリントアウトして持って歩いている。や

はりそれは、一目で複数のものを見比べることの、紙媒体でのメリットを感じたからだ

ろうし、そういう意味で、紙媒体のメリットを十分に活かせるような作りにしていくこ

とも必要だと思います。 

インターネットの情報は、少しでも検索しやすいように、必要な情報になるべく早く

行きつけるような工夫はしていく必要がある。私が検索するのは、交通関係のところば

かりですが、実際、私もいろいろなページを検索して、検索のしやすさ、しにくさは、

ものすごく差を感じます。はっきり言って、バス会社の中でも、よっぽど知識がないと

行き着かない情報を出している、どうしようもないところもあります。 

ですから、インフォメーションは、両面でやっていく必要があると思います。せっか

く紙媒体でマップを作ろうという話になっている以上は、紙媒体として、最もメリット

が活かせる作りにしていく必要があると思います。 

・委員 

せっかく紙媒体で作るのであれば、バスの利用方法があまり分からない、実際にどう

バスに乗ったら良いのだろうと思っている人の中には、インターネットにあまり触れら
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れない人が結構いると思います。今回、せっかく１日乗車券を設けたわけですから、こ

の機会に、バス利用を促進していくためにも、分かりやすいバスの利用方法について、

市のキャラクターを用いながら、紙媒体に落とし込んでいただきたいと思います。 

・会長 

バスの利用方法は、結構、重要な要素だと思います。特に東村山の場合、西武バスは、

普通の路線バスの形態である、後ろ乗りで後払い。それから、グリーンバスと銀河鉄道

は、前乗り前払いといった違いがあります。それが分かりにくい、バスが使いにくいと

言われてしまうと、それまでなのですが、この辺を分かっていただく必要があるし、少

しでも情報がきちんと行き渡ることによって、使えるようにしていく必要があると思い

ますので、マップ面のその反対側の使い方として、大きな要素になりますね。 

小平市のイベントで、去年も今年も、私が講師になって、子どもに対しての乗り方教

室をやりましたが、当然、子どもには親がついて来る。いろいろな説明をすると、親の

ほうが結構、知らなかったことにうなずいているケースがあります。そういう意味では、

バスの乗り方を、もっと多くの人に知ってもらえれば、バスが選択肢に上ってくる可能

性もあると感じています。 

・委員 

それほど気合いを入れて、しっかりしたものを作らなくても、東村山市のホームペー

ジを開くと、普通に路線図も出ますし、元があるわけですから、時間をかけるのではな

く、なるべく早く作って配布していただければと思います。 

東大和市の「ちょこバス」のマップも、以前よりもグレードアップして、ずいぶん良

いものになっていました。小平市の「にじバス」もありますし、同じようなものができ

れば、助かると思います。 

・委員 

せっかく１日乗車券も作りましたし、東村山市は、本当に歴史のある場所で、１００

箇所以上の名所があったと思います。そういった中で、具体的な観光ルートや、１日乗

車券を活用した、外の人も楽しめて、市民も楽しめるような参考ルート、ミニ観光ルー

トみたいなものがあると活用しやすいイメージがあります。それに時期を合わせて入れ

ると、おもしろいと思いました。 

・会長 

この辺は、マップと反対側の面の使い方として、季節も少し工夫していきましょう。 

よろしければ、今いただいた意見を反映させた形で、例えば、グリーンバスの路線図

に西武バスや銀河鉄道の路線を入れ込んだものなど、まずは、今あるものを使って見本

的なものを作ってください。次の交通会議がいつになるかによって、その段階でやるか、

その前に意見をいただく機会を設けるか、考えたいと思います。 

 

●運賃に直接関係する利用者サービス 

・会長 

それでは、運賃に関係する利用者サービスで、子どもの長期休暇割引が、比較的短期

で可能性がありそうだというサービスとして出てきています。 

西武バスで、仮にこういうことをやる場合の課題・留意事項など、ありますか。 

・オブザーバー 

ハードル的な部分より、大局的な見地で見たところの利用促進という部分で、ポジテ

ィブな意見として申し上げると、長期休暇中の小学生の５０円運賃は、利用促進の施策

として、関東一円、いろいろな事業者がやっていますが、歴史も長く、一般的になって

きています。また、小平市がファミリー割引として、休暇中の大人１名と一緒に乗るお

子さん１名を無料にしている施策をやっていまして、これは夏休みに限らず、冬休み、
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春休みも実施されています。 

事務局とも、実務レベルでいろいろ意見交換をしていますが、当然、コミュニティバ

スは、欠損部分が出ていて、やはり税金である公費を投入しているので、収支という部

分ももちろん、とても大事です。一方で、公費を投入しているからこそ、もう１つの指

標として、どれだけのお客さまにご利用いただいたのかという部分もあるかと思います。 

まずは、コミュニティバスの存在を知っていただくこと、また使っていただくことが、

とても重要な部分ですし、特にお子さんは、次世代のグリーンバスのユーザーに育って

くださる可能性があると思いますので、事務的な、また作業的なハードルもないわけで

はないかもしれませんが、こういった施策は、とても重要だと思います。 

・会長 

非常に重要なことは、コミュニティバスは、なるべく多くの人に乗っていただくこと

によって、存在意義が出てくるという面があります。 

それから現状、それほど子どもがたくさん乗っているわけではないので、割引がマイ

ナスに働く要素は、あまりない。つまり、こういう子ども５０円、あるいは同伴の子ど

もが無料になるという割引があることで乗ってくれれば、ゼロがプラスになるほうが多

いとすれば、実施することに、それほど問題はないのではないかと考えられます。 

・委員 

実際やっているのは、現金で５０円ですか。 

・会長 

もちろん、これも実施するなら、現金でという話です。 

・委員 

時々、夕方のバスに乗ると、塾に通っているお子さんを見かけます。実は、思いつき

のところがあり、自分でも詳しく調べていませんが、塾に通うお子さんの割引も考えて

みたらいかがかと思います。 

・会長 

よく利用される人については、回数券での対応がありますが、目的別になると、それ

をどう判断するか、少し難しい面もあるかと思いますが、ご意見として伺っておきます。 

・委員 

夏休みの５０円も、とても良いと思います。子どもだけで乗ることもあるだろうし、

親もついて行けば、乗車率が上がっていくので、良い施策だと思います。 

ただ、身近なようで、身近でないのがグリーンバスだと思いますので、また市報に載

せるだけだと、「そういうのもあったのね」で、夏休みが終わる可能性が、ものすごくあ

ると思います。 

いつだったか、あまりバスに乗っていない市の市長の話で、実は、バス停からの利用

範囲は、５０ｍくらいかもしれないという話がありました。５０ｍだと、バス停が見え

る人でないと乗らないことになりますから、大人に教えるのも大事だが、グリーンバス

が走っている地域の小学校で、グリーンバスの乗り方教室みたいなものを夏休みにやっ

たり、こんなところにも行けると子どもに教えたりするのは、結構、良いと思います。 

５０円だよと言って、ほうっておいても、普段、使っている人は、より一層、乗って

も、新しく使う人は、まずいないですよね。夏休みにスポーツセンターに行くとき、バ

スに乗ってみるとおもしろいと子どもに教えると、子どもプラス親になるので、利用に

つながってくるのではないかと思います。 

・委員 

今までの意見で、マイナスにはならないという考え方、それから、将来のユーザーに

なる人というとらえ方でお子さんと考えると、どこまでやるかはありますが、例えば、

お子さんに、どう使えば良いかを知ってもらって、実際に体験したり、久米川町循環で
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あれば、野際通りや野際神社などは、古の名前が付いていますし、諏訪町循環には公事

道がありますから、そういった歴史を調べたり、学校を通して、お子さんに、グリーン

バスでこんなことができるとＰＲされたらいかがかと思います。 

・会長 

ＰＲの仕方として、いくつか意見が出ていますので、事務局で検討していただきたい

ですが、「冬休み、春休みをどうするか」という話は、別に夏休みと区別する必要はない

と思います。やるなら、３つの長期休暇、全部を同様に考えて良いと思いますが、皆さ

ん、どうですか。 

・委員 

全くそうだと思います。 

・委員 

特に、自転車の事故が本当に多いので、子どもの事故という意味でも、できるだけバ

ス、公共交通機関を使っていただくほうが、親も安心ですし、地域にとっても素晴らし

いことですので、賛成です。 

・委員 

冬休みと春休みは、短いので、その前の週末から、その後の週末みたいな感じに若干

長くしたほうが。 

・会長 

具体的な運用上は、そんなことも考えていければと思います。 

おそらく、いろいろな準備等を考えると、この夏休みからのスタートは厳しいだろう

と思います。そうすると、来年の夏休みからになってしまうので、この冬休みからスタ

ートすることで考えざるを得ない。現実的に、この夏休みからは、難しいですよね。 

・事務局 

そうですね。 

・会長 

この長期休暇割引については、やる上でのマイナス面は、あまり認められないことと、

実施について、既に路線バスでもやっている施策でもあり、運行される西武バスでも、

特に問題なさそうだということもありますので、冬休み、春休みを同列として、今年の

冬休みスタートを念頭に、いただいた意見をベースに、内容・ＰＲの方法等を含め、準

備を進める方向で、具体的に決め込んでいきたいと思います。 

それでは、もし、具体的に思いついたことがありましたら、直接、事務局へご意見を

お寄せいただければと思います。 

 

○その他 

・会長 

その他について、事務局から何かありますか。 
・事務局 

新規路線についても検討が継続しています。また、利用者サービスに対するご意見等

もありますので、次回については、７月下旬から８月上旬辺りを考えていますが、必要

に応じて、柔軟に開催日程を考えていきたいと思います。 

 

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２７年度 第１回 

東村山市地域公共交通会議を閉会します。ご協力ありがとうございました。 
 


