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（参考様式３） 

会  議  録   

会 議 の 名 称 令和３年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和３年５月１４日（金）午前１０時００分～正午 

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・関根康洋委員・山本優子委員・中條基成委

員・米澤暁裕委員・伊藤鉄雄委員・上坂裕美委員・廣田佳郎

委員・藤本義章委員・小河憲司委員・植木修委員・和田誠

委員・野崎満委員・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・小宮山係長・罍係長・香西主任・會田

事務員・八千代エンジニヤリング（株）２名 

●欠席者：薄井政美委員、平岡和富委員 

 

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 ２名 

会 議 次 第 

 

１．開会 

（１）委嘱状交付 

  （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）八千代エンジニヤリング（株）紹介 

  （６）会長挨拶 

 

２．議題 

（１）今後のグリーンバスの運行について 

（２）公共交通に関する市民意識調査について 

 

３．報告事項 

（１）コミュニティバス利用実態調査について 

（２）公共交通マップについて 

 

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２７３２） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 

会  議  経  過 
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１．開会 

 

資料の確認 

○次第 

〇資料１－１ 今後のグリーンバスの運行について 

〇資料１－２ コミュニティバス提案者別検討フロー 

〇資料１－３ 令和２年度 グリーンバス乗車数 

〇資料１－４ ガイドラインに基づく路線別収支率及び乗車数 

〇資料２－１ 公共交通に関する市民意識調査について 

〇資料２－２ 東村山市・移動実態や公共交通に関するアンケート調査 

〇「東村山市地域公共交通会議」委員名簿 

〇東村山市グリーンバス利用者アンケート 

〇会長説明資料『コロナ禍に対応した新たなバスの動き』 

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

ていることを報告（１６名中１４名の出席。欠席者２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 

皆さんおはようございます。副市長の野崎でございます。  

本日は大変お忙しい中、また緊急事態宣言発令中の中でございますけれども、本年度

第１回目になります地域公共交通会議にご出席いただきましてありがとうございます。   

緊急事態宣言の中ということでございましたけれども、今後この会議の中で審議いただ

く内容を考えますと、なかなか後ろ倒しができないというような状況がございまして、

感染対策を取りながらの開催となりました。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

また、ただいま新たに５名の委員の皆さんに、委嘱状を交付させていただきました。

任期までよろしくお願いいたします。市の方も４月に組織改正と人事異動がございまし

た。後程紹介があろうかと思いますが、これまで地域公共交通会議を主管しておりまし

た環境安全部 公共交通課でございますが、公共交通と都市基盤整備は密接に関係がござ

いますので、今年度から都市基盤整備を所掌するまちづくり部に移管させていただき、

名称を交通課に改めさせていただきましたので、引き続きご指導の程よろしくお願いい

たします。本日も、コロナ禍でのグリーンバスの今後をどう考えるかといった重要案件

がございますが、限られた時間の中でございますけれども、ご審議、ご指導のほどをよ

ろしくお願いします。 

  

（３）委員自己紹介 

 

（４）事務局紹介 
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（５）八千代エンジニヤリング（株）紹介 

 

（６）会長挨拶 

おはようございます。先ほど副市長からもありましたように緊急事態宣言が出ている

中でございますけれども、どのような状況のなかでも公共交通は、生活の移動手段を守

るため続けているわけですよね。課題ももちろん先に延ばせるものと、そうでないもの

がありますので、こうした会議をある程度の間隔でやっていかないと、物事が停滞して

しまいます。やはり感染対策をした上での会議の開催をするのは必要だというふうに考

えております。  

昨年の今頃は１年ぐらい経ったら、少しは収まっているかなと考えていたところです

けれども、残念ながらまだ今のところは先が見えにくい状況です。ようやくワクチンの

接種が、高齢者から始まりましたので、もう少しこれが普及してくると、先がみえるよ

うな期待をするところですけれども、この場合もやはり丸 1年以上こういった状態が続

いている中で、公共交通の状況もかなり厳しくなっております。後ほど報告等もあると

思いますけれども、東村山市のグリーンバスをはじめ各公共交通機関、いわゆる生活交

通に利用されるような公共交通機関は、1年前の状況は平常時の２割や３割まで落ちた中

で、昨年の秋ぐらいからは、２割減、あるいは３割減ぐらいのところで、落ち着きを見

せている状況であります。ただこれが戻るかというと、どうも戻りそうもないという観

測も一般的になっております。その中で、人の行動も変わってきますし、今後のあり方

を考えていかなければならないという時期が来ているかと思います。  

いろいろ皆さんの意見をいただきながら、今後どういうふうに進めていくか考えてい

きたいと思いますので、活発な議論をお願いしたいと思います。  

 

≪会長≫ 

 傍聴希望者の確認。 

 

 

傍聴希望者：２名 

 傍聴希望者の入室許可について、委員に確認後、傍聴者２名入室。 

 

 

２.議題 

（１）今後のグリーンバスの運行について 

≪事務局≫ 

 資料１－１～１－４に沿って説明。 

・資料１－１、令和２年度におけるグリーンバス運行実績について。令和２年度の乗車実

績は、２６万３千７４５人となり、令和元年度と比べ、マイナス１１万５千１７１人、マ

イナス３０．４％の減となっている。収支率については、乗車人数の減少を受け、約３５％

程度となる見込みである。 

・資料１－３、令和２年度の乗車実績の詳細について。令和２年３月から新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響を受けて乗車人数が大きく減少しはじめ、１回目の緊急事態宣言（４

月７日～５月２５日）の発令があった４月５月は前年同月比でマイナス５０％超える減少
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となった。 

その後、感染者数の減少に伴い、徐々に乗車人数は改善し、前年同月のマイナス２０％

程度まで回復したが、冬にかけて、再度感染者数が増加し、２回目の緊急事態宣言（１月

７日～３月２１日）の発令があった１月、２月は再びマイナス３０％～４０％程度の減少

となった。 

３月については、令和２年の３月の時点で既に影響が出ていたことから、前年度比で比

較するとプラスとなっているが、平成３１年３月と比べるとマイナス２４．９％となって

おり、令和２年度は１年を通じて、大きく乗車人数が減少する結果となった。 

・資料１－４、ガイドラインに基づく収支率について。平成２７年度から令和元年度の実

績が記載されている。全路線合計及び各路線の収支率は、令和元年度まで運行継続基準で

ある収支率４０％を大きく超える実績で推移していたが、先ほどご報告した令和２年度の

収支率は、約３５％程度の見込みとなるので、令和２年度の全路線合計収支率は前年度比

でマイナス１５％程度の減少となっている。 

・資料１－１に戻り説明。「２．コミュニティバスガイドラインの記載内容について」だが、

運行継続基準として、収支率４０％以上を満たすこととされている。この運行継続基準を

満たさない場合の判断として、その下に書かれている通り、運行改善の意思の有無により

対応が異なっており、運行改善を行う意思がある場合は、運行改善の検討を行い、意思が

ない場合は、２年続けて運行継続要件を満たさなければ、廃止を検討することとなる。 

・資料１－２について。ここで一度、コミュニティバス提案者別検討フローをご確認いた

だき、運行改善を行う場合の提案者別の流れについて整理する。コミュニティバスの運行

改善を行う場合、運行改善の提案者としては、市民・行政（市）・民間事業者（西武バス）

の３者が想定される。 

まず、市民が運行改善を提案する場合は、地域住民が運行改善を行いたい場合の手引書

であるコミュニティバスガイドラインに沿って、検討・運行改善を実施することとなる。 

次に、行政（市）が運行改善提案する場合は、地域組織の有無によって異なり、地域組

織がある場合は、地域組織と行政が連携を図りながら、ガイドラインに沿って検討・運行

改善を行うことになる。一方、地域組織がない場合は、総合計画や都市計画マスタープラ

ン等を踏まえ、地域公共交通会議のご意見を伺いながら、市がガイドラインに準ずる形で

検討・運行改善を行うこととなる。 

最後に、民間事業者（西武バス）が運行改善を提案する場合は、市の施策と合致するか

により異なり、市の施策と合致する場合は、先ほど申し上げたのと同様に市がガイドライ

ンに準ずる形で検討・運行改善を行い、合致しない場合は、運行改善は見合わせることと

なる。 

今回の場合、新型コロナウイルスの影響なので、個別の路線ではなく、グリーンバス全

体に関わる内容になる。ついては、路線により地域組織の有るところと無いところがある

が、全体としては、地域組織と連携を図りながら、地域公共交通会議の意見を伺い、市が、

ガイドラインに準じて検討・改善を行うことになる。 

・資料１－１に戻り説明。公共交通会議での協議内容は、令和２年度第２回地域公共交通

会議において、令和２年度は収支率４０％を満たすことが難しいと見込まれることから、

今後の対応について、協議させていただいた。その結果、記載のとおり集約されている。 

・最後に、今後の乗車数の推移予測についてだが、新型コロナウイルスの感染が落ち着い

た場合でも、乗車数は従前の８割程度までしか戻らないと言われている。参考に申し上げ

ると、運賃収入を令和元年度の８割だった場合のグリーンバスの収支率について試算を行

った結果、３９．５５％となり、運行継続要件である収支率４０％には若干満たないもの

の、概ね４０％程度となると試算結果が出ている。 

また、４月に入り３回目の緊急事態宣言（４月２５日から５月３１日までの予定）が発
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令され、東京の感染者数は１千人前後で推移している状況である。一方で、東村山市も明

日５月１５日から高齢者を対象にしたワクチン接種が開始される予定で、順調にワクチン

接種が進めば、感染者数の減少も見込まれる状況である。市民生活も新たな生活様式を取

り入れ、テレワークやリモート会議、宅配サービスの活用など、移動を必要としない生活

様式が定着しつつある。このように市民の生活が大きく変化している状況にある中では、

今後の予測を立てることは困難な状況である。 

・このような状況だが、令和２年度実績を踏まえ、令和４年度以降の運行に関して、地域

交通会議委員の皆さまからご意見を伺えればと考えている。令和３年度の運行実績もまだ

出ていない状況なので、この会議では意見集約まで至らない可能性が高いと考えている。

その場合、令和３年度実績が半年程度確認できる１０月～１１月頃に再度会議を開催し、

意見集約を行いたいと考えている。 

ご協議の程、よろしくお願いしたい。 

≪会長≫ 

「今後のグリーンバスの運行について」協議をお願いしたい。 

事務局から説明がありました通り、グリーンバスについて、今の段階で３年度の運行実

績が良い状況ではないので、将来的な進め方について、結論は先になるかもしれないが、

今後どういうふうにしていくべきなのか、皆さんからご意見を伺って、今後参考にさせて

いただきたいと考えている。 

ご意見はあるか。 

≪委員≫   

・グリーンバスの減少が大きいという話、近隣市のコミュニティバスと比較してどうなの

か。近隣市と比較して、東村山市だけ減少が大きいのか、そうではないのか伺いたい。 

≪事務局≫  

・根拠となるようなデータは今のところ持ち合わせていない。今後の利用実態調査で確認

をさせていただきたいと考えている。以前近隣市へコミュニティバスについてお話をお伺

いした際は、当市同様に減少が大きくなっていると報告を受けている。 

≪会長≫ 

・バス事業者の現状はどうか。  

≪委員≫ 

・西武バスの路線バスの令和２年度は、前年度と比べて、おおむね２５％の減少。１２の

自治体で運行しているコミュニティバスについても、おおむね同じように推移している。 

≪委員≫ 

・銀河鉄道も、大体同じくらいの減少になっている。 

・資料１－３の令和２年度 グリーンバス乗車数で諏訪町循環が他のルートに比べて減少

しているようだが何故か。 

≪事務局≫ 

・根拠となるデータは持ち合わせていないが、諏訪町循環は病院への移動を目的としたご

利用者が多いと推察されるので、コロナの影響による通院回数の減少が、グリーンバス乗

車数の減少に繋がっている可能性もあると捉えている。 

≪会長≫  

・私の得ている情報でも全国のコミュニティバス、路線バスはほぼグリーンバスの減少率

と同じような状況である。  

≪委員≫  

・実際に利用されている方の属性、例えば東村山駅東口から北部医療センターに向かう路

線については、もともとの人数が他の路線に比べてとても多い、車椅子を使用している方

がとても多いという特徴がある。そういうところも検討の切り口にしなければいけない。
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４０％を割ったから運行をしないというのは、やや乱暴というか危険というかふさわしく

ないと考えるがいかがだろうか。 

≪事務局≫ 

・属性については、６月にコミュニティバスの利用状況調査を行い、その結果を反映した

いと考えている。 

≪委員≫  

・もう少し細かいところまで踏まえて検討するということなのか。 

≪事務局≫ 

・利用状況調査の結果を報告させていただき、会議で検討したいと考えている。 

≪会長≫   

・ガイドラインの４０％は、単純な足切りの数字ではない。４０％割ったから即運行中止

するということではないので、誤解しないでいただきたい。 

≪委員≫  

・資料１－１の４番について。令和３年度の試算は、参考ということでよいか。 

≪事務局≫ 

・あくまで参考までである。 

≪委員≫ 

・例えば、経費に対して収入が１００％の路線で乗車数が３０％落ちると収支率も３０％

落ちるが、グリーンバスは経費に対する収入の割合が５０％なので、乗車数が３０％落ち

ると、収入は３５％になり、収支率が１５％くらいの落ち込みになる。今の試算でいけば、

８割保てば収支率が４０％だが、路線により収支率が異なるため注意が必要である。運行

事業者としても経費の圧縮に努めていくが、収支率だけにこだわるのではなく全体で考え

ていただきたい。 

≪委員≫   

・市民の方から、グリーンバスの継続について市役所の方にお問い合わせはあるか。 

≪事務局≫  

・現在のところきていない。 

≪委員≫  

・資料１－１の２.運行改善の意思について。「改善の意思があるか」というのは、誰にと

っての改善の意思なのか。市なのか、地域組織なのか、主語は誰なのかを確認したい。 

・「２年間続けて要件を満たさなければ」というのは、改善を始めたときからなのか、今か

らなのか、具体的にいつからなのか。 

≪事務局≫  

・コミュニティバスガイドラインは住民がコミュニティバスを新規運行したいとか、改善

したいといった場合の手引書として作られたものなので、基本的には、「改善の意思」の主

語は地域組織の方ということになる。市もそれに準じた形で検討していくので、資料１－

２に記載がある通り検討を進めていくことになる。 

・「２年続けて要件を満たさない場合」というのは、運行改善しないという判断をしてから

２年間である。運行改善をする意思があればその都度考えていきたい。 

≪会長≫ 

・まだなんとも言えない部分があるかとは思うが、前回この会議で決めていただいた、バ

ス特の廃止については、その後のデータや実際に数字として出ているものはあるか。 

≪事務局≫   

・３月３１日の運行をもって終了した段階なので、それが運賃収入に対してどのぐらいか

というところが、データとしては出ていない。次回の会議で資料として提示できたらと考

えている。  
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≪委員≫ 

・かなり先のことになると思うが、ガイドラインの運行継続要件に沿って、継続について

話し合ったときに、やはりいらないのではないかということも、もしかすると出てくるか

もしれない。そうなると交通空白不便地域が自動的に増える。そのときの違う手段など市

は何か考えているか。 

≪事務局≫ 

・交通空白不便地域に対しては、あり方検討会で新たな交通手段を検討している。 

・グリーンバスもそれに伴い、新たな交通手段の方が適切かどうか、ある程度考えるよう

になると思うが、あり方検討会では、まだ新たな移動手段の具体策は出ていないので、今

後も検討していきたい。 

≪会長≫  

・事務局としては、令和３年度の状況は出ていないので、今日はその先を決めることはで

きないが、当面、現状のまま運行を続けながら、状況をみて判断していくということでよ

いか。 

≪事務局≫  

・前回の会議で令和３年度については、現行のままやるということで同意をいただいてい

る。令和４年度はどうしていくかを今後検討し、１０月には令和３年度半年分の数字も出

るので、１０月には皆さんに資料としてお示しできるかと考えている。 

≪会長≫  

・今年度の実績が見えてくるのはもう少し先になるかと思うが、前回の会議で今年度につ

いては現行のまま、それから、今後についてはそういった傾向が見えてきたところで、皆

さんでご審議をいただくことになると思うが、まとめのところで現状維持しながら、状況

を見ていくというようなことで事務局も考えているようである。  

・今日の段階では、事務局では今年度以降のより先のことについての意見集約がまだでき

る状況ではないが、そういった心づもりで進めているということでよろしいか。 

≪事務局≫ 

・そのつもりで考えている。  

≪会長≫ 

・次回は秋ぐらいになると思うが、今年度上半期の状況を見ながら、この報告についてま

た議論させていただければと考えている。 

 

（２）公共交通に関する市民意識調査について  

資料２－１について。 

・令和３年度末までの新たな移動手段の素案策定に向け、当市の公共交通に関する課題

や望ましい公共交通のあり方を明らかにするための基礎調査として、「コミュニティバス

利用実態調査」と、「公共交通に関する市民意識調査」を行うこととしている。 

・後ほど、八千代エンジニヤリング株式会社から調査内容に関する詳しい説明があるが、

素案策定に向けた基礎調査の一環として、１５歳以上の市民を対象に、２，５００世帯に

調査票を配布し、公共交通に関する市民意識調査を行う予定である。 

・４月の地域公共交通あり方検討会において、学識経験者からは「コロナ禍での調査で、

それを今後のニーズであると捉えない工夫が必要」、市民委員からは、「公共施設はあまり

行く機会がないので、普段の日常生活に必要な買い物や病院への移動手段を考えてほし

い」等のご意見をいただき、資料２－２の調査票案を作成したので、今回はこの調査票案

を基にご意見をいただければと考えている。 

・例えば、設問６、問１７の利用運賃に関する質問になるが、市民の方からすればできれ

ば安い運賃のほうがいいと考えるので、３番の回答に集中してしまう可能性もある。記入
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式への変更やタクシーの初乗り運賃も参考に入れるなど、現在も様々な検討を進めてい

る。今回、地域公共交通会議でいただいた意見を踏まえ、この調査票案を修正し、６月の

地域公共交通あり方検討会で調査票の内容を確定したいと考えている。有益な調査となる

ようご意見をいただきたいと思うので、宜しくお願いしたい。 

≪八千代エンジニヤリング（株）説明≫ 

資料２－１、２－２に沿って説明 

・調査目的は、移動実態の把握、コロナ禍での外出状況・変化の把握、今後の公共交通に

求める内容を把握し地域別に分析する。 

・地域配布数の設定について。路線バス、コミュニティバスの運行状況や、地域により特

性が異なるので、市内を９地域に分類し傾向を把握する。 

・実施スケジュールは、今回の議論を踏まえて調査票を確定させ、調査を７月～８月に実

施予定。 

・資料２－１調査項目（案）に沿ってまとめているのが、資料２－２になる。 

・資料２－２設問１で、個人の属性を把握する。マイカーの有無や最寄り駅またはバス停

までの徒歩距離によって状況が違うので個人の属性を把握する。 

・資料２－２設問２で日常の移動状況を把握する。対象期間を緊急事態宣言期間外の令和

２年６月～１２月に期間を設定した。移動目的別に頻度、行先、交通手段、移動の時間帯

を把握する。 

・設問３で公共交通の利用状況や新型コロナウイルス感染拡大による外出の影響を把握す

る。 

・設問４で公共交通の満足度と将来の不安を把握し、今後の必要となる取組について課題

を出していく。今後の利用可能性については、新たな移動手段を想定した場合の利用意向

を把握する。新たな移動手段として求められている内容、必要性、実現可能性を検証する。 

・設問５で今後の公共交通に求める内容として、路線バス、グリーンバス、それ以外で求

める内容を把握し、対応された場合に公共交通の利用意向があるかを把握する。 

・設問６では新たな交通手段を考える上で参考にするための調査になっている。 

・最後に自由意見で市民の皆様の意見を聞く。 

・合計２０の問で、市民の意向実態、今後の公共交通のあり方、コロナ禍での変化を把握

する。 

≪会長≫ 

・市民意識調査について意見はあるか。 

≪委員≫  

・配布対象が地域別で約２，５００通だが、年齢層を加味されているかどうかを知りたい。

幅広い層からの意見収集したほうがよいと思う。 

・アンケートの収集方法で、スマホで通知してネットでの回答を得る方法や、バスに備え

付けて、バスを利用されている方から多く意見を収集するのはどうか。従来は４０％のア

ンケート回収率とのことだが、より多く回収する方法もあると思う。もっと回収率を上げ

るために検討してはどうか。 

≪事務局≫ 

・調査票の配布は、ランダムで行うので偏ってしまう可能性もある。１世帯当たり２票送

付するので、親子で答えて頂き若年層の回答を得る。 

≪八千代エンジニヤリング≫ 

・ネットについても検討している。調整して最適な方法を考えていく。 

≪委員≫ 

・市にはデータベースがあると思うので、ある程度の年代層は把握できるのではないか。

ランダムも良いが、年齢層を考慮して配布をしたほうが市民の意見はあまり偏らないので
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はないか。 

・バスへの備え付けは効果があると思うがどうか。 

≪事務局≫ 

・コミュニティバス利用者へのアンケートについては、後程報告で説明するが、ビンゴカ

ード形式の利用アンケートを行う。  

≪委員≫ 

・ネットのアンケートも検討しているという話だが、近所のお年寄りの話を聞くと、携帯

電話は持ってないという方も意外に多くいらっしゃる。ネットアンケートと郵送アンケー

トを一緒にすると、自由記述では色々な意見が出てくると思うが、方式によって回答割合

がずれる可能性があるので、別にした方がいいのではと思う。 

≪事務局≫  

・回答者がネットか郵送か選択できるような形にしたい。ネットアンケートでも紙でも回

答できるなど、いろいろな回答方法を検討したい。 

・調査票の回収が少なければ、対面で話を伺うなど今後検討していきたいと考えている。 

≪委員≫ 

・設問５の問１１～問１４だか、これは複数回答にしてしまうと、皆さん全部丸をつける

可能性がある。当然運行本数が多い方がいいし、バス停の待合環境や高齢者の移動支援の

充実はして欲しいと思う。複数回答にするのではなく、優先順位や希望の順位を１,２,３

とつけてもらう方式にしてはどうか。  

・同様に設問６も、「交通手段を導入する取り組みは必要だと思いますか」の問も、いらな

いという人はおそらくいないと思う。 

・問１７の利用運賃も、安い運賃のほうに回答が集まってしまう。 

・回答が偏ってしまうと思うので、回答が散らばるような選択肢を検討してはどうか。 

≪事務局≫ 

・ご指摘の通りである。事務局と委託事業者で相談し修正する。 

・回答を絞る工夫等を今後検討していく。 

≪委員≫  

・資料２－１の各地域の人口数と配布数だが、人口数で分けていると思うが、本町と栄町、

富士見町と美住町を一緒にしているが理由はあるのか。 

≪八千代エンジニヤリング≫ 

 市の上位計画の分類に合わせている。 

≪委員≫ 

・富士見町の南側は交通の便がよいのでコミュニティバスの利用者は少ないと思う。交通

の便が割とよくなく、コミュニティバスの利用者が多いいであろう美住町を一緒にしてし

まうと正確なデータがとれないのではないか。 

≪八千代エンジニヤリング≫ 

・個人の属性で町名がわかるようにしているので、分析する時に分けて考えるようにした

い。 

≪委員≫   

・最寄りのバス停とバス停までの距離というところで、最寄りのバス停名が「（   駅）」

と書いてあるが、駅はない方がわかりやすいのではないか。 

・バス停までの距離に、５分以内、１０分以内、１５分以内と書いてあるが、東村山市は

東京の多摩地区の結構人口密度が高いところなので、そもそも５分以内の人がバスに乗る

のがほとんどだと思う。５分以内のところをもうちょっと細かく分けた方が、わかりやす

いと思う。 

・最寄りのバス停から５分以内、１０分以内であればコミュ二ティバスならば次の駅まで
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行けてしまう。２０分以上はいらないのではないか。  

・おそらく駅に対する意識とバス停に対する意識の違いだと思うので、質問の仕方を変え

てはどうか。 

≪八千代エンジニヤリング≫ 

・バス停の駅という表記についてはその通りである。修正する。 

・駅までの距離とバス停までの距離への意識は違うと思うので検討したい。ただ、駅から

遠い地域があるのも事実である。最寄りバス停までの時間については、細かい設定を検討

する。 

≪委員≫ 

・グリーンバス利用者アンケートの利用頻度と選択肢を合わせなくてよいか。 

・問１１、１２はバスの遅れの情報だけでよいのか。他の情報は必要ではないか。 

・問１３のタクシーの運賃割引や定額パスは、利用者にとっては良いが、民間事業者にと

っては、別で広告収入で賄う等、補填込みでなければなかなか実施は難しいのではないか。 

・新たな交通手段はイメージしづらいのではないか。「コミュ二ティバスより小さいコミ

ュニティタクシー」など、具体的に例示してはどうか。 

≪会長≫ 

・設問６について確認したい。新たな交通手段について何らかの説明文は付けるのか。新

たな交通手段導入について新たな交通手段のイメージがつくか。 

・「地域の皆さんの理解や協力、支援が必要だと考えています」とあるが、理解や協力、支

援がどういうものなのかイメージできるかどうか。 

・自分たちがどんな負担だとか、責任の持ち方だとか、そういうのはどういう状況のもの

を想定して設問されているのかというのが、この設問だけを見るとわからない。 

≪事務局≫  

・案内はつけさせていただく予定である。案内の内容についてはご指摘いただいた内容を

踏まえて検討したい。 

・ご指摘いただいた各設問は、おっしゃる通りだと思う。回答する側の立場に立ってイメ

ージできるものかどうかというところも視点として加えさせていただいて、設問の仕方と

説明の文章を、改めて考えていきたい。 

・問１２のグリーンバスの情報発信や、定額パス等についても、もう一度内容を精査して

調査項目として整理したい。 

≪委員≫ 

・設問２、問４通院の交通手段の中にタクシーとあるが、車いすの方もいらっしゃるので

タクシーだけでなく、福祉タクシーも必要ではないか。 

≪事務局≫ 

・回答枠の制限はあるが、福祉タクシーの利用は一定数あるので、調整したい。 

≪委員≫ 

・設問２の通勤・通学と通院について。通勤・通学あるいは通院をしていない人の項目を

作って、行先、交通手段、時間帯は次の項目にいってくださいというような案内にしては

どうか。 

・設問２の買い物、通院の具体の店舗名、病院名、市区町村よりも、よく行く店舗名、病

院名、市区町村にしたほうが分かりやすいのではないか。 

・問５について。その他の用事（趣味、遊び、その他）で主なもの一つというよりも、行

き先によって交通手段も変わってくるので、具体的な行先と交通機関を複数回答にして具

体的に回答してもらったほうが良いのではないか。 

≪事務局≫ 

・回答の必要がない場合の案内については、検討する。 
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・具体の部分は分かりやすい表現方法を考える。 

・その他の部分は回答者にとって回答しやすい方法を検討して修正する。 

≪委員≫ 

・休日の利用率を確かめたほうが良いと考える。 

・設問２の頻度に休日にどれ位使いますかという項目を入れてはどうか。 

≪事務局≫ 

・休日利用の回答項目を設けたいと考えているが、回答欄に限りがある。 

・回答者が煩雑になる可能性がある。 

・皆様からいただいた意見を反映できるよう検討したい。 

≪委員≫ 

・今回のアンケートは、皆さんが日頃どんなことを感じているかを一斉に調査するいい機

会である。量が多くても、具体的に細かく質問を作ってもらいたい。 

・小平市アンケートの、「バスを利用する際に不便を感じている点があれば、次の１３項目

から３つ選んでください」のような回答の仕方もあるのではないか。 

・バスが不自由だと感じている具体的な理由や、気持ちが聞ける項目があってもよいので

はないか。 

≪事務局≫ 

・委員から以前も、小平市のアンケートはよくできているとご紹介を受けており、あり方

検討会でもご紹介させていただいた。内容を踏まえて検討したいと考えている。 

≪会長≫  

・設問５は市にやってもらうという書き方になっている。 

・受け身の回答しかないので検討して欲しい。 

≪委員≫ 

・問１６に、交通手段として鉄道、路線バス、グリーンバス、タクシー等を具体的に記入

してはどうか。 

・将来的に必要かを聞くのは、今は利用していないが将来的には利用するというニーズの

変化を聞きたい項目なのか。 

≪事務局≫ 

・ご指摘の通り将来的なニーズを踏まえた質問である。 

≪委員≫ 

・質問の仕方として、今は使っていないけれども将来的に使う必要を感じる交通手段は何

でしょうかという具体的な聞き方はどうか。 

≪事務局≫ 

ご指摘いただいた内容について、検討したい。 

≪委員≫ 

・以前、多摩湖町にバス路線を新規導入するときにアンケートを行った際、「バス路線は必

要である」「バスを走らせて欲しい」という意見が多いので走らせてみたが、結果的に皆さ

ん利用しなかった。その後、市民の皆さんに聞いたら、今は使わないけれども将来的には

欲しいと思ったので必要に○をしたという人が多くいた。質問の数は多くなるが具体的に

聞いたほうが良いと思う。 

・会長がおっしゃったように、誰が主体、担い手になるのかを、回答する人も、質問する

人もお互いにぼやけた感じで質問している。 

・バスも公共交通の一つなので、将来的には自分たちで考えないと、続けていけませんよ

ねということを、アンケートの最初のところで言わないと、何でも欲しいよという回答で

終わってしまう。 

・問１８で、「地域の皆さんの支援が必要だと思っている」というところから始まって、問
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１９で、「地域公共交通手段の検討を進めていくときに、あなたの参加意向について教えて

ください」と突然言われても、参加したいと思う人は、おそらく前から参加したいと思っ

ていて、そうでない方はよくわからないというようになってしまうと思う。  

・自由記述欄について。公共交通という言葉を一般に生活しているときにあまり使わない

と思う。質問の仕方を変えて、自分が移動するときに困っていることや、こうあったらい

いなと思うようなことがあれば書いてくださいや、なんとなくみんなが思っていることを

自然に書けるような質問の仕方に変えてはどうか。  

・お年寄りは体が不自由でなければ買い物はできるが、荷物を運ぶことに不自由を感じて

いると思う。具体的に何か困っていることを書いてくださいという表現にした方がニーズ

ももっと広がると思うので検討をお願いしたい。 

≪会長≫ 

・自由欄は結構書いてくれる方が多い。非常に興味深い意見も多いので大切にしたほうが

よい。 

・休日のニーズは大切だと思う。問５の「その他の用事」を回答者は何を書けばよいのか

わからないと思う。この項目で休日の動きについて聞いてはどうか。 

・コロナの影響の調査も兼ねているならば、属性の学生を高校生までと、大学生で分けた

方が良いのではないか。コロナ禍で大学はほぼ一年間通学できていないが、高校生以下は

緊急事態宣言解除後は通常の通学に切り替えているケースが多い。大学ではリモートも普

及している。高校生以下と大学生では生活が違うので、属性を分けたほうが正確に分析で

きると思うので検討してほしい。 

≪事務局≫  

・皆さんからいただいた意見を事業者とも検討して修正したいと考えている。 

≪会長≫ 

・たくさん注文が出たので、調査票の修正案ができたところで、修正案を送っていただけ

るとありがたい。またご意見あれば、直接事務局へご意見を言っていただきたい。 

≪事務局≫ 

・また貴重なご意見いただければと思っているのでよろしくお願いしたい。  

≪会長≫ 

よろしいでしょうか。 

それでは、次の「報告事項」に進みます。事務局より説明をお願いします。 

   

３．報告事項 

・報告事項につては２点。 

・１点目はコミュニティバス利用実態調査について。地域公共交通会議の皆さまからも

ご意見をいただき、別紙のとおり内容を確定させていただいた。交通会議の委員さんか

ら４件のご意見をいただき、なるべくいただいたご意見を反映したいと考えていたが、

性別の調査や年齢区分の分け方など調査票の枠に限度があることから、ご意見を反映さ

せることはできなかった。これらの項目に関しては、公共交通に関する市民意識調査の

方で取り入れられるよう検討を進めさせていただきたいと思う。 

・調査に関しては、緊急事態宣言の期限が切れる６月１日以降に平日２日、土日各１日

の４日間実施する予定。仮に６月１日以降も緊急事態宣言が延長された場合でも、今後

の検討スケジュールの都合上、調査は予定通り実施する予定。調査の周知としては、市

報５月１５日号にも調査に関する記事が掲載されている。基礎調査結果については、９

月頃に集計・分析を終える予定なので、改めて、ご報告させていただく。 
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・２点目は公共交通マップについて。令和３年４月現在の内容に更新した。主な修正内

容は、西武鉄道の「西武園ゆうえんち駅」「多摩湖駅」への駅名変更、バス利用特典サー

ビスの内容変更、銀河鉄道さんの「新向台」バス停の新設、グリーンバス、西武バスさ

ん、三幸交通さんの表紙車両の写真変更等。各公共施設の他、イトーヨーカドー東村山

店、市内セブンイレブン各店舗、西友等でもお配りいただいている。 

事務局からは以上。 

 

４．閉会 

 

 


