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（参考様式３） 

会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度 第３回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和４年２月２２日（火）午後２時００分～４時００分 

開 催 場 所 東村山市市民ステーション「サンパルネ」２階 コンベンションホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委  員）鈴木文彦会長・関根康洋委員・山本優子委員・米澤暁裕委

員・上坂裕美委員・北山ゆう子委員・藤本義章委員・和田

誠委員・野崎満委員・平岡和富委員・服部浩明委員 

（市事務局）山下まちづくり部長（都市計画担当）・屋代まちづくり部次

長・島﨑交通課長・小宮山交通企画係長・罍交通事業係

長・香西主任・會田事務員 

●欠席者：中條基成委員、小河憲司委員、植木修委員 

 

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 

（１）委嘱状交付（机上配布） 

  （２）副市長挨拶 

  （３）委員自己紹介 

  （４）事務局紹介（まちづくり部交通課職員） 

  （５）会長の選出（互選）・会長による会長職務代理の指名 

 

２．議題 

（１）会長・会長職務代理の選出 

（２）会議の公開と「傍聴に関する定め」について 

（３）子ども長期休暇割引の廃止について 

（４）東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅路線の時刻     

表改正について 

３．報告事項 

（１）諏訪町循環路線上の工事に伴う運行変更について 

（２）新たな移動手段の今後の検討について 

 

４．閉会 

 

問い合わせ先 

まちづくり部 交通課 交通企画係 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３７０７） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過 
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１．開会 

 

資料の確認 

 〇次第 

○東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針 

○東村山市地域公共交通会議の傍聴に関する定め（案） 

○資料１－１ 子ども長期休暇割引制度の廃止について 

〇資料１－２ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が 

調っていることの証明書（案） 

〇資料２－１ 新秋津駅路線の時刻表改正について 

〇資料２－２ 新秋津駅路線の遅延状況 

〇資料２－３ 時刻表案 

〇資料２－４ 新秋津駅路線の乗車実績 

〇資料２－５ 新秋津駅路線の現行ダイヤと改正案との比較 

〇東村山市地域公共交通会議条例 

〇「東村山市地域公共交通会議」委員名簿 

〇諏訪町循環路線上の工事に伴う運行変更について 

〇別紙１ 現在のグリーンバスルート図 

〇別紙２ 工事期間中のグリーンバスルート図（案） 

〇東村山市コミュニティバス「グリーンバス」 諏訪町循環（路線図） 

 

出席状況の確認。東村山市地域公共交通会議条項第５条第２項により、本会議は成立し

ていることを報告（１４名中１１名の出席。欠席者３名。） 

事務局が開会を宣言。 

 

（１）委嘱状交付 

・感染症対策のため机上配布 

 

（２）副市長挨拶  

・本日は大変お忙しい中、また会場であるコンベンションホールまでおいでいただきあ

りがとうございます。委嘱状が配布されましたが、引き続きご協力いただきありがとう

ございます。委員の皆様から様々なご指導をいただきながら、東村山市内の公共交通の

あり方にしっかりと取り組んでいきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（３）委員自己紹介  

 

（４）事務局紹介 

 

２．議題  

（１）会長・会長職務代理の選出 

・委員の互選により、鈴木委員が会長に就任した。 
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・会長の指名により、野崎委員が会長職務代理に就任した。 

 

会長挨拶  

・引き続き東村山市地域公共交通会議の会長を務めることになりました、交通ジャーナ

リストの鈴木でございます。対面の会議もどこでも開催できなくなっており、事業の進

行も思うに任せないコロナの状況であります。収束が見通せない中でありますが、地域

の生活と移動は常にしっかりと考え対応していかなければなりません。その時の状況を

見極めて、地域の交通をより良いものにしていくために議論を続けていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（２）会議の公開と「傍聴に関する定め」について 

≪事務局≫ 

 資料に沿って説明。 

≪会長≫ 

 東村山市地域公共交通会議の傍聴に関する定めを確定したい。 

≪委員≫ 

・・・ 異議なし ・・・ 

 

傍聴希望者：１名 

 傍聴希望者の入室許可について、委員に確認後、傍聴者１名入室。 

 

 

（３）子ども長期休暇割引の廃止について 

≪事務局≫ 

 資料に沿って説明。 

・コミュニティバスの運行事業者である西武バスの子ども長期休暇割引制度の廃止に伴

い、グリーンバスにおいても同割引制度を令和４年の春休みから廃止させていただきた

い。 

・子ども長期休暇割引制度は、春休みや夏休みなどの長期休暇期間に子ども運賃を割引

く制度。通常の子ども運賃９０円が５０円に割引かれる。割引の対象は現金での支払い

に限定。ICカードでは割引が適用されない。グリーンバスでは、平成２７年度の冬休み

から同割引を実施。 

・子ども長期休暇割引の導入経過は、平成２６年６月に実施した運賃改定で、民間路線

バスの初乗り運賃への改定と合わせて、平成２７年の冬休みに子ども長期休暇割引を開

始した。 

・運行事業者である西武バスにおいては、平成１３年から同割引制度を実施しており、

令和３年冬休みから同割引を廃止するとの申入れがあり、現在は同割引制度を廃止して

いる。 

・近隣市及び路線バス事業者の動向は、西武バスが運行している１２区市のコミュニテ

ィバスのうち、同割引を導入していないのが１０区市であり、同割引を導入しているの

が当市と東大和市の２市。東大和市は、同割引を継続予定。 



- 4 - 

・近隣の民間バス事業者では、西武バスと同様に、複数の事業者が割引の廃止をしてい

る。 

・グリーンバスの同割引実績は、初年度は年度途中からの実績のため人数は少ないが、

平成２８年度以降は７００名～９００名程度で推移していた。令和２年度以降は、新型

コロナウイルスの影響により乗車数が減少しており、同割引実績も２００名程度となっ

ている。 

・子ども長期休暇割引の課題は、３点。 

・１点目は新型コロナウイルスの影響によりグリーンバスの乗車数が大きく減少。令和

３年度の乗車数は令和２年度と比較して約１４％増加しているが、子ども長期休暇割引

の冬休みまでの割引実績は約０．１％減少とほぼ横ばいとなっていることから、相対的

に同割引の実績は減少傾向である。 

・２点目は、令和２年度の全体乗車数における子どもの利用割合は実施月１.１４％、未

実施月が１.０３％と大きな差はなく、効果はあまり高くない。 

・３点目は、ICカード決済の普及が進み、グリーンバスにおいても約８２％の方が ICカ

ード決済を利用。感染症対策としても、ICカードを推奨している中、同割引の対象は現

金に限定されていることから、時代と逆行した施策となっている。同割引を ICカード対

応とするには、高額な設備投資が必要となり、費用対効果を考慮すると導入は困難であ

る。 

・グリーンバスの運賃の考え方は、原則路線バスの運賃に準ずることから、消費税率の

改定に伴う運賃の改定、バス利用特典サービスの廃止など、路線バスの運賃やサービス

と整合性を取る形で運行している。この考え方が現在のグリーンバスの基本的な考え方

となっている。 

・以上の課題やグリーンバス運賃の考え方から、子ども長期休暇割引を廃止するという

判断をさせていただいた。 

・廃止する場合のスケジュールは、３月１５日号の市報で周知するとともに、市 HP等を

活用して周知の徹底を図りたい。 

・地域公共交通マップについては、この後の議題である新秋津駅路線の時刻表の変更を

予定しているため、すぐには変更せず、時刻表の改正に併せて、新しい地域公共交通マ

ップを作成したいと考えている。 

≪会長≫ 

・今の事務局の提案について、意見等はあるか。 

≪委員≫  

・西武バスの子ども長期割引運賃の施策について説明させていただきたい。 

・子ども長期休暇割引の導入は平成１３年。その４年前から川越市にある川越水上公園の

定期路線バスで子ども長期休暇割引、現金５０円運賃の実験運行を行い、平成１３年から

全地域に導入した。 

・コロナ前は同割引存続に向けて、ICカード化を検討した経緯もあるが、コロナ前から経

営が厳しい。 

・路線バスは平成９年から約四半世紀、運賃改定をしておらず、設備投資、車両の価格や

燃料費の高騰でバス業界各社とも非常に経営が厳しい状況である。 

・同時期に子ども長期休暇割引の導入を始めた小田急バスは２０２０年に、横浜市交通局

は２０２１年に廃止している。 
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・運賃改定ができない中で、子ども長期休暇割引は子どもを対象としているので、大変心

苦しいが、各社とも色々な施策を取りながら、廃止や中止をしている状況である。京急バ

スは子ども長期休暇割引とは少し違うものだが去年廃止している。東武バスは子ども運賃

割引を実施していない。京王バスは存続の方向と聞いている。 

・西武バスは２０２１年冬休みから廃止している。非常に残念な面もあるが、意外にお客

様からの問い合わせ等はなく、コロナ禍においても運行継続していることで、一定ご理解

いただいていると思っている。 

・川越市の川越水上公園路線バスは全便満杯であっても、８割以上が子どもの利用のため、

採算が取れない状況になっている。それを他の路線の収入でカバーできていたが、他の路

線の収支状況も厳しい状況であるので、割引運賃の継続は厳しい。 

・京王バス、東武バス、色々な地域の公共交通が１００円運賃をやめていたりもする。 

・東村山市ではグリーンバスの運賃を西武バスの運賃に合わせていただき、子ども長期休

暇割引運賃も導入していただいているが、今回廃止の検討とご理解をいただきたい。 

≪委員≫  

・資料１－１の「グリーンバスにおける割引実績の割引利用人数」は延べ人数か。 

・グリーンバスや西武バスを子どもの友達が習い事に行くのに利用していると聞く。普段

から利用されている方は同割引がなくなっても利用するであろう。 

・グリーンバスの同割引導入決定の場にいたが、当時は公平性の面でどうかという意見も

あった。子どもの将来の需要の喚起の点で良いということで、導入されたことを覚えてい

る。 

・時代の流れで、子供も IC カードの使用がほとんどであることから廃止で仕方ないと思

う。また運賃が５０円ほど安くなくても良いとも思う。 

≪事務局≫ 

・割引利用人数は延べ人数である。 

≪会長≫ 

・もしかしたら、一定の方が何回も利用されているかもしれない。 

≪委員≫ 

・一日乗車券の取り扱いは継続するのか。 

・子どもが小学生の時に子ども長期割引を利用していた。それと併用して、普段は一日乗

車券を利用していた。一日乗車券と、長期休暇割引の現金５０円を使用して乗るのとでは、

どちらが得かを計算して利用していた記憶がある。 

≪事務局≫ 

・一日乗車券は継続する。 

≪会長≫ 

・意見がなければ、提案の通り、子ども長期休暇割引運賃、現金５０円は令和４年の春休

みから廃止でよいか。 

≪委員≫ 

・・・ 異議なし ・・・ 

 

（４）東村山駅東口～多摩北部医療センター～新秋津駅路線の時刻表について     

≪事務局≫ 

資料に沿って説明。 

・今回の時刻表の改正においては、「運転手の適切な休憩時間の確保と市民の安全な運行

確保、時刻表の適正化」を目的として行いたいと考えている。 

・資料２－１より、改正に至った経過は、該当路線において遅延が常態化しており、運

転手の適正な休憩が取得できないことが増えている。遅延の発生により、安全な運行に
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支障が出る可能性があり、時刻表通りの運行ができていないことを踏まえ、今回の時刻

表改正に至った。 

・遅延状況を把握するため、令和３年１２月１日から１２月１９日まで集計を行い、平

日と土休日に分け、更に東村山駅から出発する便と、逆に東村山駅に到着する便に分

け、表にまとめている。平均で平日が約３分、土休日で約２分の遅延となっており、最

大の遅延はそれぞれ１０分を超える状況となっている。天気別に見ると、雨の日は若干

遅延が増える結果となっている。平日では約８６％、土休日では７５％で遅延が発生し

ており、平日については、３分以上の遅延が全便のうち約５４％、５分以上の遅延が全

便の約２６％となっており、土休日は若干減り、３分以上の遅延が全便の約３２％、５

分以上の遅延が全便の約１３％を占めている。 

・資料２－２は、表裏の２枚で構成されており、１枚目が平日、２枚目が土休日の遅延

状況となっており、１、２枚目の表面が東村山駅から出発するもの、１、２枚目の裏面

が東村山駅に到着するものになっている。 

・1枚目表面をご確認いただき、表の青で色が付けられているものが、新秋津駅に向かう

便、赤い数字は５分以上の遅延となっている個所を表している。右側の欄は、平均の遅

延分数を表しており、天候別の遅延状況、最大の遅延分数、折返し待ちの分数、一番右

側の欄が折返し待ちの分数から平均の遅延分数を差し引いた時間となっており、黄色で

塗られた部分は、適正な休憩が取れていない個所となっている。 

・１枚目裏面以降も、概ね同じ内容で記載がされているが、一部異なる点として、1枚目

裏面と２枚目裏面は青で色が付けられている部分は、新秋津駅から東村山駅に向かう便

となっている点と、一番左側の欄に記載されている時間は、新秋津駅からの便も含め、

すべて多摩北部医療センターを出発する時間で記載させていただいている。 

・資料２－１に沿って説明。 

・運行における課題については、遅延の発生により適切な休憩がとれていないこと、そ

れに伴い、気持ちに余裕がなくなるなど安全な運行に支障がでていることが挙げられ

る。 

・参考に、バス運転手の労働時間等の改善基準のポイントに記載されている一部を引用

している。図のように連続運転時間は４時間が限度とされており、４時間運転した後

は、３０分以上の休憩を確保する必要がある。この休憩は下の図のように分割して取得

することもできるが、少なくとも 1回につき１０分以上の休憩とする必要がある。 

・この課題の対応について、以下の３案について検討を行った。案 1は現行の運行本数

を維持するために運転手を増員する案、案２は、時刻表の見直しにより遅延を解消し、

減便数を最小限にする案、案３は、遅延の解消とともに、新秋津駅行きの便を増便して

利便性を向上させる案である。 

・各案を検討した結果、まずは現状のサービス内容を維持するために、案 1を検討した

結果、現状の運転手の人数では対応ができないため、運転手の増員が必須となるが、運

転手不足によりこれ以上人員を増やすことは困難であることから、現状の運行本数を維

持することはできないと判断し、案２、案３について比較して検討することとした。 

・資料２－３について。 

・西武バスに時刻表の改正案を作成いただき、１枚目表面の上段が案２の時刻表案で、
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下が現行の時刻表となっており、１枚目裏面が案３の時刻表となっている。 

・資料２－１の２ページの表は、資料２－３の内容を比較した表となる。（ ）内は、現

行と比較した増減数となり、運行本数は、東村山駅発の合計は現行３３本に対し、案２

が２７本、案３が１９本となっており、東村山駅着の本数が現行３４本に対し、案２が

２８本、案３が２１本となり、合計で現行が６７本、案２が５５本、マイナス１２本、

案３が４０本、マイナス２７本である。 

・始発便と最終便は、それぞれ上から、東村山駅から多摩北部医療センター、東村山駅

から新秋津駅、多摩北部医療センターから東村山駅、新秋津駅から東村山駅に向かう便

の時刻を記載している。 

・案２の始発便については、現行の時刻に比べプラスマイナス１０分程度の範囲で変更

がある。案３の始発便には、多摩北部医療センター発着の便については、３０分程度遅

れることとなり、新秋津駅発着の便については１５分程度の変更がある。 

・最終便については、案２で東村山駅発の便については、若干の変更があるが、多摩北

部医療センター発の便については、現行より３０分程度早くなる一方で、新秋津駅発の

便については、１時間遅くまで運行される。案３については、東村山駅発の便が３０分

程度早くなるが、新秋津駅発の便については、２５分遅くまで運行される。 

・走行距離は、それぞれ減便となるので、現行よりは走行距離が減少することとなり、

それぞれ１０％～２０％の範囲内で減少することとなる。 

・収入見込みについては、コロナ前となる令和元年度実績とコロナ後となる令和２年度

の実績に走行距離の比率を乗じて予測を立てている。収支率についても、令和４年度の

単価予測を用いて西武バスに試算をいただいた経費で計算すると、令和元年度実績に基

づく収入予測では、それぞれ４０％を超えるが、令和２年度実績に基づく予測では約３

０％程度の収支率になる。 

・資料２－４について 

・こちらは今年度実施したコミュニティバスの利用状況調査時の乗車数を記載した資料

となり、東村山駅発と記載された欄は、出発時間となっており、黄色で塗られた箇所は

新秋津行きの便となる。また、下の日付の横の欄は、乗車人数と一緒に青色のグラフで

乗車数を表しており、グラフが大きいほど、乗車数が多いことを表している。上半分が

平日、下半分が土休日の実績となっている。 

・資料２－５については、先ほどの乗車実績の平日実績を残し、案２案３の時刻表案を

加えたものである。 

・結論としては、先ほど申し上げた通り、案１については、運転手不足から運転手を増

員することが困難であることから断念し、案２、案３について、比較検討を行った結

果、案３については、多摩北部医療センターから新秋津駅までの利用者にとっては、現

状よりも便数が増加するため、利便性が向上するものの、東村山駅から多摩北部医療セ

ンターまでの利用者にとっては、運行本数が大きく減少することから全体として大きな

影響があると考え、市民へ与える影響がより少なく、今回の目的である運転手の適正な

休憩と運行の安全が確保できる案２を基本として時刻表の改正を行うことで判断した。 

また、土休日のダイヤについても、平日の考え方を基本に改正を行いたいと考えてい

る。 



- 8 - 

・今後のスケジュールについては、改正時期は、令和４年１０月１日を予定しており、

周知については、市 HPや市報での周知に加え、新たな公共交通マップを作成し、周知を

徹底してまいりたいと考えている。 

・当該路線は平成１５年の運行開始以降約２０年が経過して、バス停の老朽化が進み改

修を考えている。この件は公共交通マップの作製と合わせて、コミュニティバス基金の

活用で取り組みたいと考えており、３月の議会の中で審議いただきたいと考えている。 

≪会長≫ 

・今の事務局の提案について、意見等はあるか。 

≪委員≫  

・グリーンバスの遅延がみられるので、西武バスより東村山市に時刻表改正のお願いをし

ていた。 

・資料２－１の参考：「バス運転手の労働時間等の改善基準のポイント」（厚生労働省労働

局より）より、４時間運転したら３０分の休憩もしくは４時間半のなかで１０分以上のま

とまった休憩を３つ位確保しなければならない。会社側にすると非常に厳しい基準を遵守

しなければならない。 

・バスの大体のダイヤ構成は４時間運行したら１時間の休憩を繰り返すのが理想的であ

る。そうすれば、９時間の労働時間の中に１回１時間の休憩がとれるが、そんなに簡単に

いかないところがある。 

・グリーンバスは西武バスの小平営業所で運行をしており、東村山駅まで回送車で約２５

分程度かかるが、自家用軽自動車での引継ぎを駆使しながら、できるだけ車両で休む時間

を少なくして運行本数を多くいれている。その結果、時刻表がきれいな形にならないが、

できる限り運行本数を多くいれる状況下の中で銀河鉄道さんと運行開始した経緯がある。 

・大型店舗の設置や道路事情等の変化の中で、資料２－２でしめされた遅延状況で、一見

遅延が２～３分や０分のところも多く、鉄道と違い道路を走っているので定時運行ができ

るわけがなく当たり前と思うかもしれないが、グリーンバスのダイヤについては４時間半

の運行時間の中に１０分以上の休憩時間を３回取るパターンが多い。２、３分の遅延によ

りまとまった１０分の休憩を取ることができていない状況である。平均値で取れていない

ところが、資料２－２の黄色い部分である。 

・雨天の時だけ突発的に遅延するのであれば、労働基準局に説明がつくが、晴天時や通常

時、集計時の１２月もそんなに混雑していない状況であったが、恒常的に１０分の休憩が

確保できていないのが実情である。 

・現時点で現行の運行は厳しい。案１の運転手の増員をすれば、現状の運行本数に２～３

本の増便もできるが、昨今の経営状況から経費の増加はあまりよろしくない。大型二種免

許の取得困難、運転手の高齢化で、運転手不足は全国的な問題である。バス運転手不足は

現状も苦しいが、３～４年後は更に厳しい状況であろう。 

・案２、案３の時刻表改正案で運行本数の見直しをしているが、あくまでたたき台で示し

ている。細かな調整は今後対応する。 

・ご意見等を賜ればと思う。 

≪会長≫ 

・この件は今会議で最終結論を出すわけではない。次回の会議で確定と事務局から聞いて

いる。詳細な調査資料を読み取っていただき、ご意見、ご質問をいただき今後の調整に生

かしていきたい。 

≪委員≫ 

・収支率が現行４０％から３０％に変わるということだが案２、案３のどちらが変わるの

か。 
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≪事務局≫ 

・資料２－１の２ページの下の欄に記載。収入見込みを立てるのに苦慮したが、走行距離

に対して、案２がマイナス１０.６％、案３がマイナス１８．９％とした。収入見込みにつ

いては、コロナ前の令和元年度の収入３,０００万円程度、令和２年度２,１００万円程度

にそれぞれ走行距離の比率をかけて算出している。収支率については、令和４年度の運行

経費予測を西武バスに出していただき、収入見込みを運行経費で割って、令和元年度程度

の運賃収入があれば、収支率４０％を超える収支予測になっており、令和２年度の収入実

績であれば収支率３０％を若干下回る予測を立てている。 

≪委員≫  

・案２、案３ということではなく、走行距離の比率を用いて収入見込みを予測したという

ことか。お客様の多いところは見込まずに、平均的に算出したということか。 

≪事務局≫ 

・あくまで走行距離の案分である。 

・西武バスから運行本数が 1時間に４本から３本に減っても、乗車数が減るかはわからな

いということで、距離だけで算出した。 

≪委員≫ 

・東村山市は収支率のガイドラインがあったか。 

≪事務局≫ 

・収支率４０％のガイドラインがある。 

・コロナ禍のため現状、収支率は考慮していない。 

≪委員≫ 

・銀河鉄道はコロナ禍で乗車数が減少し、経費を圧縮するために減便をした。それにより、

多少経費は圧縮できたが、ご利用いただいていたお客様が離れてしまった現状がある。減

便するとその可能性があるが、その辺りはどのように考えているか。 

≪事務局≫ 

・目的は経費の圧縮ではなく、運転手の勤務状況の改善を主眼としている。 

・お客様が増加するような施策を考えなければならないが、今回の改正の目的は運行の適

正化である。 

≪委員≫ 

・遅延の要因を把握しているか。近年、渋滞が著しい地域があればお聞きしたい。 

≪事務局≫  

・大型店舗の設置と、都市計画道路ができたことが要因と考える。今後も新所沢街道、府

中街道もできるので、道路状況が変化すると考えられる。 

・遅延がなく時刻表通りにバスが運行でき、それによりバス運転手の労働基準に合った休

憩時間が確保できるようにすることが今回の目的である。 

≪委員≫  

・路線バスは、２～３年に 1度の頻度で時刻表を見直し、改正しているが、グリーンバス

は見直しをしていない。 

・案２と案３のどちらがいいかを検証していただきたいが、案２の東村山市～多摩北部医

療センター路線の運行本数を減らさないようにしてお客様へ与える影響を抑える案と、東

村山駅～新秋津駅路線は増便するものの、東村山駅～多摩北部医療センター路線の運行本

数は減便する等色々な考え方がある。そのあたりのご意見を賜りたい。 

・吉祥寺を運行している西武バスは、片道１時間の運行後に、休憩ではなく遅延を見越し

た５０分のクッションを取っている。東村山市のグリーンバスはそのような措置は取って

おらず、既定の休憩時間が取れていない。道路環境も厳しく、安全運転の観点からもご理

解いただきたい。 
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≪委員≫ 

・富士見町を運行する路線の遅延は大変ではないか。 

≪委員≫ 

・途中に遅延はあるが、最後の停留所で時間をいただいているので、トータルでは遅延解

消できており、運行改善をお願いするほどではない。 

≪委員≫ 

・道路ができたことによって車の動きが変わり、道路状況が変わってくる。大型店舗の建

立も同様である。 

・東村山駅から市役所界隈の鷹の道は意外と混雑している。新秋津駅路線は路線が長いか

ら大変であろうと想像できる。 

・西武バスが同じ区間を路線バスで運行しているからと思うが、多摩北部医療センター～

新秋津駅の区間はあまり乗車していないのではないか。全便、東村山駅～新秋津駅路線が

よいと思うときもあるし、乗車が少なければ東村山駅～多摩北部医療センター路線だけで

も良いと思うが、皆さんの乗り方はどうであるか。 

≪事務局≫ 

・資料２－５より東村山駅～新秋津駅路線、新秋津駅～東村山駅路線の乗降が多い。 

・調査によると多摩北部医療センター入口から久米川町一丁目、青葉町までは乗車数が少

ないが、所沢街道入口から中通り中央までは一定数の利用者がいるという調査結果が出て

いる。 

・はっきりしたことは言えないが、西武バスの久米川駅から出ている新秋津駅までの便を

利用している方もいらっしゃると考えられる。 

≪委員≫ 

・中通り中央バス停では、新秋津駅まで歩くにはちょっと距離があると感じるような方が、

一定数乗車しているということか。 

≪事務局≫ 

・今回の調査結果では、青葉町住宅は団地があるが乗車数が少なく、所沢街道入口を超え

たところから乗車数が増えているという結果であった。新秋津駅周辺に住んでいる方は、

グリーンバスは少し住宅街を入るのでそういう方が新秋津駅に向かって乗降車している

と思う。 

≪委員≫  

・ほぼ同じ見解であるが、多摩北部医療センターの前の通りは、西武バスの久米川駅～新

秋津駅路線、清瀬駅～新秋津駅路線が運行しているので、新秋津駅に行かれる方がご乗車

いただいていると思う。その先のグリーンバスの単独区間で乗られる方が新秋津駅路線の

グリーンバスを利用していると考える。 

・案２、案３のポイントは新秋津駅発路線を 1時間に 1本程度にするか、ほぼ２本にする

のか、多摩北部医療センターから鷹の道入口を通って東村山駅路線を１時間にほぼ２本き

れいに入れていくか、ほぼ３本にするか、どちらがお客様に喜ばれるかについては考える

必要がある。鷹の道入口近辺に住んでいる方は案２が良いであろうし、新秋津駅～多摩北

部医療センター間の方は案３のほうが良いであろう。新秋津駅～多摩北部医療センター間

は西武バスが運行しているので、どちらかというと案２が優勢であると考える。 

・路線バスとグリーンバスの相乗効果から利便性を高めて、自動車に流れずに公共交通を

使っていただければと思う。どのような形が良いかを市や市内の事業社含めいろいろと調

整しながら進めていければと思う。 

≪委員≫ 

・利用者としてダイヤ改正で重視する点は、始発便と最終便の時間である。始発便は早い

方がよく、最終便は遅いほうが安心感につながる。 
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・案２は始発便が早まっているが、最終便の多摩北部医療センター発は１９時１分から１

８時半になり不案を感じる方がいるのではないか。案３は最終便が全体的に早まってい

る。 

・本数も大事であるが、始発便、最終便の時間も大事である。 

・コロナ禍での乗車数減少、バス会社の事情は理解できる。 

≪委員≫ 

・ご指摘の通り、最終便の時刻は重要であるが、グリーンバスは１８時以降の利用者が少

ないので、最終便を繰り上げるようなたたき台になっている。 

・現行の運転手の５人全員が勤務時間１０時間以上、且つ１２時間を超える勤務である。

西武バスの勤務時間は８時間５０分なのでオーバーしている。 

・運転手の勤務時間の適正化から、始発便を遅くするか、最終便を早めるかを検討し、１

８時以降の乗車数が少ないことから、最終便を１９時台から１８時台にして、実質１本減

らしている。 

・案１のように運転手を増員するとコロナ前のような乗車数があったとしても、経費が膨

大し収支率４０％のガイドラインをクリアできない。 

≪委員≫ 

・家の前で最終便を見ているが、最終便はあまり乗車していないのが現実である。最終便

は時間が時間なので、その時間には乗らないのかもしれないし、毎日乗車している方は西

武バスの久米川駅行きのバスに乗車しているのではないかと思う。 

・青葉町住宅は乗車数が少ないと聞いたが、さくら通りの開通で自転車に乗って出かける

という話も聞く。道路が変わり、皆さんの行動が変化したとも思う。 

・諏訪町循環は駅まで少し遠いので、１時間に１～２本あるバスに乗って、駅まで行くの

に便利である。先ほど新秋津町路線は、中通りの周辺の方が乗るという話であったが、新

秋津駅界隈の方にはちょっとそこまで歩くより早く、楽に行けるバスがあってもいいなと

いう話は時々聞く。新路線を作るのは難しいが、もしかしたら新秋津駅路線にこだわらな

くても良いと思う。長く走るバスではなくて、近所をちょっとそこまで行けるバスがいい

とも聞く。将来的にそのようなバスがあっても良いと考える。 

≪委員≫ 

・遅延問題、労働基準の問題、その中でコロナの問題があり、バス事業者にとっては大変

である。ご利用者様の乗車の把握は難しく、本数や時間の見極めは難しい。利便性が悪い

から利用者がいないかもしれないし、利便性が良くなれば利用者が増えることもある。 

・コロナが収束して、乗車数が戻ってきた場合、違う遅延が発生することも考えられる。

さくら通りに大型店舗ができ、渋滞が発生したときに、警察に働きかけ、信号のタイミン

グを１秒変えてもらったことで渋滞が緩和されたことがある。今後コロナが収束し、乗客

が増えたことによる等で遅延が発生した場合は、警察の協力を仰ぐのも一つの手である。 

・現況はやむをえないと思う。 

≪委員≫  

・利便性を確保しながら、労働条件の改善は困難であると感じている。我々の立場からす

ると、運転手の労働条件の悪化が常態化していて安全が脅かされていることが心配であ

る。去年、一昨年は全国でコミュニティバスの重大な事故が立て続けに発生している状況

である。今年はそのような状況を回避したいと考えている。運転手が不足すれば平均年齢

が上がり、運転手が高齢化する。高齢化すれば健康管理がより重要になってくる。利便性

との表裏一体の中で色々な意見があるとは思うが、労務管理上の改善は早急にお願いした

い。 

≪委員≫ 

・営業所から遠いというのは大変であると思うがどうか。 
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・東大和市のコミュニティバスは路線から営業所が近いが、東村山市は新秋津駅から営業

所まで遠く、途中混雑しているところもあり、他の自治体と事情が違うと感じる。 

≪委員≫ 

・西武バスは東京、埼玉の約４０自治体に路線を走らせているが、営業所は１１か所であ

る。すべての自治体に営業所があるわけではない。東村山市は滝山営業所のほうが近いが、

西東京市のコミュニティバスの運行を滝山営業所で行う等の社内事情がある。 

・グリーンバスは東村山駅から小平営業所まで２５分以上かかるので、間は全部自家用引

継ぎで行っている。本来はバスで営業所に戻って、休憩をとるのがベターであるが、運転

手の乗り継ぎを駅で行い、できる限り効率的にやらせていただいている。 

・拠点としては遠いが、全国的に見れば、1 時間かかるところも多い。そのようなところ

は配慮して、できる限り工夫してやらせていただいている。 

・例えば、東村山の路線の周辺でバスを停められて、待機して休憩を取り、ご飯が食べら

れるようなところがあれば、さらに効率的な運行ができるのは間違いないが、そこまで無

理は申し上げられない。 

・与えられた条件のなかで工夫してやらせていただいているのが現状である。コミュニテ

ィバスは各自治体で工夫しながら対応している。 

≪委員≫ 

・その昔、共同運行させていただいていた頃とは状況が違う。その当時は便利であった。 

・銀河鉄道は IC カードを導入していないため、IC カードが必須になってから西武バスに

お任せした経緯がある。 

・近隣の他社の車庫を利用することも含め、乗務員に十分な休憩を取っていただき、安全

運転に努めていただければと思う。 

≪委員≫ 

・西武バスは貸し切りバスを行っていないのか。 

≪委員≫ 

・西武バスは貸し切りバスの事業許可を持っていて、各営業所で１台ずつ貸し切りバスを

持っている。メインは西武観光バスが行っている。 

≪委員≫ 

・今回のダイヤ改正の趣旨は労働時間の改善であるが、一般論で利用者のニーズの把握は

どのようにダイヤ改正に反映するのか。資料の乗車実績をもとに、利用者のニーズの把握

を考えていくであろうとは思うが、例えばＪＲの３月のダイヤ改正はメリットがあって改

正する。バスも色々な事情があって改正すると思うが、一般論として利用者のニーズの把

握はどのような形態で行われているのか。 

≪委員≫ 

・各社まちまちであるが、グリーンバスは運転手が便ごとの乗車人数を数えている。 

・一般の路線バスは４年程前に動向分析システムが入っているので、運賃箱からＩＣカー

ド、現金、定期券の利用が把握できる。データは蓄積されていて、データを抽出して、時

間帯別、区間別の利用が把握できるが、ビッグデータなので、活用の仕方、読み取りで結

果が変わってくるため、使い方が難しい面もある。 

・また、バスロケーションシステムを導入し、路線バスの遅延状況、平均的に混雑する時

間帯が分かるようになっている。 

・シルバーパスの利用状況は分からない。地域別の発行枚数は分かるが利用枚数は分から

ないので、どうしてもという時は現地で見たり、直接お客様に聞いたり、昔ながらの人海

戦術で引き続き調査している。 

・感覚的なものと、IT化のデータを共用して、コロナ禍での合理化や、減便などの経営改

善の指針になっている。 
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≪会長≫ 

・実際に乗車しているが、多摩北部医療センターから先まで直通する方は必ず数人はいる。

ただ増便を考えるほどではない。おそらく１時間に１～２本のダイヤに合わせて乗れる人

だと思う。増便に神経を使うほどではない。 

・減便はバスの時刻に合わせて行動している人が高い比率を考えると、減便しても、それ

がそのまま乗車数につながることはない感触をうける。経験上、バスのダイヤに合わせて

行動している人の感覚からいうと、時刻表通りにバスが来ないほうが信用を無くし乗車が

減ることにつながりかねない。 

・３０分、１時間毎にきれいにダイヤが組まれておらず、非常に半端な時間にダイヤが組

まれていても、時刻表通りに運行したほうが、バスの乗車や継続につながると考える。国

立市のコミュニティバスの運行に携わったときに、車いすの方が乗車しても時刻表通りに

走れるダイヤを運行会社と作り、４７分間隔という大変分かりにくいダイヤになった。だ

が、その代わり時刻表通りにバスが来るので、その時間になると住宅地の中で市民の方が

待っていてくれる。そのため、時刻表通りに走れるかどうかは非常に重要と考える。 

・案２をベースに進めていくのが良い感触がある。 

・今日の意見を参考に事務局で調整いただき、次回の会議で詰めたダイヤを提示して結論

を出していただきたい。 

  

３．報告事項 

（１）諏訪町循環路線上の工事に伴う運行変更について 

≪事務局≫ 

・令和４年度に諏訪町循環の徳蔵寺のバス停付近で大規模な工事を行う予定。その影響

により、車両通行規制がかることから、運行変更を行う予定である。 

・工事箇所は別紙１で示している、諏訪町一丁目、二丁目地内の徳蔵寺橋周辺。 

・通行止めの箇所は小川橋、Ｂ地点から精心幼稚園手前まで、交通規制が出される区域

になるので、この区間は運行ができないことになる。 

・工事の目的は徳蔵寺橋周辺が浸水被害の多い地域であるので、溢水対策のため。 

・工事の予定は７月上旬から順次工事を始めて、交通規制を伴う工事を９月上旬から翌

年３月下旬までの６か月位の期間を予定しており、工事期間中の約５か月間が通行止め

になる。 

・実際のルートは別紙２のＡ地点からＢ地点は通行ができないため、Ｂ地点は日頃左折

して運行しているが、右折して今のルートを逆走するルートで現状調整している。 

・西武バスと担当所管と連携を取って進めている。 

・実際にバスを運行して運行可能であることを確認している。 

・今後３月の議会でご審議いただく予定であるが、工事内容の詳細については改めて当

会議でご報告したいと考えている。 

・長期間のため、ご利用者様、近隣住民の方への影響が大きいと考えている。周知方

法、詳細のルートを詰めて、ご利用者様への影響を少なくするよう周知をはかっていき

たいと思っているので、ご理解ご承知おきいただきたい。 

≪委員≫ 

・道路河川課が所管する工事である。新河岸川流域の柳瀬川の支川である前川は、東大

和市に源を発して、市の北西部地域を流れて、北川、柳瀬川へと流れる川である。市内

で４か所、ボトルネックとわたくしどもが呼んでいる、どうしても水が溢れる箇所があ
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り、そのうちの一か所が徳蔵寺橋周辺である。川の断面そのものを拡げることはできな

いので、橋の前後に並行して走っている市道に、新たな人工の河川を作り、河川断面を

拡げる。徳蔵寺橋をパスすれば、河川の断面が確保できるという検証ができているの

で、この工事を行うことによって、この地域の、浸水は概ね抑えられるという期待を込

めての工事である。それによって、諏訪町循環路線のご利用者様にご迷惑をおかけして

しまうが、事故の無いように、なるべく早期の竣工を目指すものの、川の工事のため、

雨の降らない渇水時期に始めることから、翌年３月までかかってしまう。 

 

（２）新たな移動手段の今後の検討について 

≪事務局≫ 

・資料はないが、口頭のみで説明させていただく。あり方検討会で新たな移動手段の検

討を進めており、３月９日に次回会議を予定している。そこで、運行方針を定めた素案

の策定を目指している。令和４年度に地域公共交通会議で具体的な運行内容を地域公共

交通あり方検討会でまとめた素案をもとにご協議いただく予定になっており、資料が完

成した際には、地域公共交通会議の委員の皆様にも情報提供させていただきながら、次

年度協議を進めて参りたい。 

≪委員≫ 

・報告事項への意見ではないが、ワクチン接種バスのことについて一言申し上げたい。 

・３回目のワクチン接種が始まり、市からの委託により市内５事業者でワクチン接種会

場への送迎バスを運行させていただいている。期間は令和４年２月５日～３月２９日ま

でで、初日が土曜日であったが、事務局が早朝から現場で指揮を取っておられた。初日

に事務局の皆さんのご尽力を垣間見ることができた。運行に際して事務局には細かい詰

めをしていただいた。改めて感謝を申し上げるとともに、最後まで安全運転で運行させ

ていただく。 

≪会長≫ 

・ワクチン接種の送迎バスは多くの自治体で運行していない。全国的に見ても前向きな

取り組みである。 

≪委員≫ 

・雪の日の前日で、「降雪でもワクチン接種バスの運行はやめないようにする」と言って

いたのを NHK のニュースウオッチ９で観た。 

≪委員≫ 

・降雪翌日の運行は、東村山市ではなく小平市だけであったが、我が社が時々取り上げ

られて放映されている。 

・降雪の前は事務局の皆さんも色々準備をされており、大雪にはならなかったが大変で

あっただろうと思う。 

≪会長≫ 

・コロナ禍においてはバスが果たす役割はとても大きいものがある。前から世間に知っ

てもらう必要があると思っていた。 

・送迎バスだけでなくバスを接種会場にするような取り組みを山口県で実施している。

バスができることが色々あるということを、痛感させられており、地域には大変喜んで

いただいている。 

・なかなか伝わらない部分もあるので、マスコミに取り上げられ、アナウンスできるの
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は良い機会である。バスが非常に役に立っていることが皆さんにわかるのは良いことで

ある。  

・以上で、令和３年度第３回地域公共交通会議を閉会する。 

 

４．閉会 

 

 


