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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和３年度 第２回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和３年１０月２７日（水）午後２時００分～４時００分 

開 催 場 所 市民センター２階 第２、第３会議室 

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）１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 1名 

会 議 次 第 

 

１．開会 

（１）会長挨拶 

 

２．議題 

（１）令和４年度におけるコミュニティバスの運行について 

 

３．報告事項 

（１）新たな移動手段の検討状況について 

（２）交通事業者緊急支援金について 

 

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 

１．開会 

 

資料の確認 

○次第 

○資料１－１ コミュニティバス「グリーンバス」の令和４年度の運行について 

○資料１－２ 令和元年度から令和３年度における「総事業費」「ランニングコスト」 



- 2 - 

「運賃収入」のグラフ 

 ○資料１－３ ガイドラインに基づく路線別収支率及び乗車数 

 また、本日机上に配布させていただきました当日配布資料として、 

○資料２－１ コミュニティバス「グリーンバス」の利用状況調査結果 

〇資料２－２ 東村山市 移動手段や交通手段に関するアンケート調査結果 

〇資料２－３ 市内の送迎車両等の活用可能性調査結果 

〇資料３－１ 東村山市における移動手段確保の現状 

〇資料３－２ 地域別の現状整理 

〇資料４   検討地域での移動手段確保に向けた課題 

〇資料５   東村山市における新たな移動手段の運行方法について 

〇資料６   第３回東村山市地域公共交通あり方検討会でのご意見 

 

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）会長挨拶 

コロナも少し落ち着きを見せておりますが、まだ先が見えない状況には変わりません

ので、今後に向けては情報を得ながら考えていかなければいけません。幸いにして、緊

急事態宣言があけたが、急激な人流増加も見られない状況なので、仮に第 6波があった

としても大きな波にはならないことを期待している。昨年１年で収まることを基に観測

していたが、公共交通全般の厳しい状況は変わらない。コロナがおさまっても人の動き

が変化しているため、どのような影響があるかについても今後考えていく必要がある。

委員の皆さんの意見もお伺いしながら東村山市の公共交通について考えていきたいと思

いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

≪事務局≫ 

 ここからは、会議の進行を会長にお願いしたいと思います。 

≪会長≫ 

 議事に入る前に事務局に確認します。本日の会議に傍聴希望者はいますか。 

≪事務局≫ 

傍聴希望者は、０名です。 

≪会長≫ 

 傍聴者希望者がいないため、議事を進行いたします。 

 

２.議題 

（１）令和４年度におけるグリーンバスの運行について 

≪事務局≫ 

 資料１－１に沿って説明。 

 

「現状分析１」について。 

・令和３年度は８割まで戻る途中の段階と認めて、令和４年度についても現状のまま運行
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を継続することについて、交通会議からご意見をいただきたい。 

・乗車数の推移を折れ線グラフで、コロナの感染者数の推移を棒グラフで表した。 

・令和元年度までの乗車数の傾向は、概ね毎年４月から８月にかけ上昇し、２月に向け下

降している傾向。 

・令和２年度の乗車数の推移は、増減を繰り返しているが、コロナの感染者が増えると乗

車数は減少し、逆にコロナの感染者が減少すると乗車数が増加する。 

・令和３年度の乗車数は、令和２年度と比較し、高い位置で推移しているが、コロナの感

染者が増えると乗車数は減少し、逆にコロナの感染者が減少すると乗車数が増加する傾向

は令和２年度同様である。 

≪事務局≫ 

議事の途中ですが、傍聴希望者が１名いらっしゃいました。 

≪会長≫ 

事務局からの報告で、本日の会議に１名の傍聴者が待機しています。この会議への傍

聴について許可いたしますが、ご異議ございますか。 

≪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、傍聴者名入室。 

 

 

≪会長≫ 

 傍聴者の方にお願い申し上げます。当会議を傍聴されるにあたっては、「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

ますようお願いいたします。 

≪事務局≫ 

「現状分析２」について。 

・バス利用特典サービスのポイント付与終了前後における客単価の推移について。 

・令和元年度までの推移は、４月から１２月まで横ばい傾向で、１月から３月は若干高く

なる傾向にある。 

・バス利用特典のポイント付与終了後は、終了前と比べ約７～８円の上昇。 

・バス利用特典サービスを開始する前の平成２８年度実績が、１５４．８円となっており、

令和３年度はその水準まで戻ってきている。 

 

「令和３年度における収支率等予測」について。 

・実績を基にした今後の予測値を計算し、令和３年度収支率を予測した。 

・増加率、一人当たりの運賃収入については、記載の計算方法で算出。 

・この数字を活用し、乗車数や運賃収入などを予測し、令和３年度収支率予測を算出。 

・令和３年度予測収支率は、表の黄色で示している。 

・コロナ前の８割まで戻ることを想定して、令和元年度実績の８割の乗車数とした場合の

収支率を表の黄色の下に記載。新秋津路線４０％を下回るものの概ね４０％まで回復する

見込み。 

・令和２年度で収支率は、大きく減少したが、令和３年度は回復傾向にあり、コロナ前の

８割まで回復する途中の段階といえる。 

・以上のことから、令和３年度はコロナ前の８割まで回復する途中と認め、令和４年度に
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おいても、現状のまま引き続き運行を継続することについて、交通会議からご意見をいた

だきたい。 

 

資料１－２に沿って説明。 

・令和元年度から令和３年度における「総事業費」「ランニングコスト」「運賃収入」を年

度ごとにグラフで表した。 

・この結果、収支率は令和元年度の数字から大きく減少し、３０％台となっており、補助

金額も令和元年度の約５，５００万円から令和２年度には約３，０００万円増加し、約８，

４００万円、令和３年度の予測でも、約８，３００万円となっている。 

・総事業費、ランニングコストは毎年増加傾向にあり、一方で、運賃収入については、新

型コロナウイルスの影響から令和２年度以降、大きく減少している。 

・補助金額は、令和元年度の８割となった場合の運賃収入で、収支率が４０％を超える場

合でも、補助金額は８，０００万円台となっており、当時５，０００万円程度だったもの

が、６，０００万円台となり、現在では８，０００万円台まで上昇している。 

・コミュニティバスの維持でも多額の経費が必要となっており、新たな移動手段を検討す

る上での課題となっている。 

・このような状況を踏まえて、コミュニティバス基金の活用方法について、新規路線に限

定せずに、コミュニティバスの運行に関して活用できるよう予算編成作業の中で、検討し

ていきたい。 

 

資料１－３に沿って説明。 

・例年、地域公共交通会議で提供している各年度における乗車数と収支率の表になります

ので、こちらは後ほどご確認ください。  

・説明は以上となりますので、ご協議の程、よろしくお願いいたします。 

 

≪会長≫ 

「令和４年度におけるグリーンバスの運行について」協議をお願いしたい。 

≪委員≫   

・資料１－１の感染者数は、日本全体なのか東京都なのか。コミュニティバスに関するこ

となので、東村山市の感染者数に関する情報があると分かりやすい。 

・資料１－１の結論に「バスの安全性」を敢えて記載した理由を教えてほしい。 

・コミュニティバス基金の新しい活用方法について、事務局に具体的な考えがあれば教え

てほしい。 

≪事務局≫  

・１点目の感染者数については、東京都の感染者数を記載している。 

≪委員≫ 

・補足になるが、感染者数の増減推移については東村山市と東京都は似た傾向である。 

≪事務局≫ 

・２点目のバスの安全性については、今後、車内換気性能をＨＰで公開する等、取り組ん

でいきたい。 

・３点目のコミュニティバス基金の新たな活用方法については、利用促進に繋がる施策等

も検討していきたいと考えている。予算要求段階のため、詳細は未確定であるが、バス巡

りのような企画を模索している。 

≪委員≫ 

・バスツアーを行うには、改めて免許や許可等が必要か。それとも、現状でも可能か。 

≪事務局≫ 
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・予算要求の段階だが、スタンプラリーを考えている。一日乗車券を購入いただき、全路

線の各バス停のスタンプを集めたら景品がもらえる企画である。また、幼児や子供が喜ぶ

ようなバスの乗り方教室の企画も考えている。 

≪委員≫ 

・鉄道で行っているようなスタンプラリーのイメージか。 

≪事務局≫ 

・その通りである。 

≪委員≫ 

・利用促進に関連して、市は誰に乗ってほしいか具体的にイメージできているか。コミュ

ニティバスの運賃が値上げされた当時、高校生対象のタウンミーティングにおいて「運賃

を１００円に戻してほしい」と伝えた高校生に対して、当時の市長が「コミュニティバス

は高校生ためのバスではない。高校生は主に歩きなさい」という趣旨の話をしていた記憶

がある。実際は、自分の子供も通学でコミュニティバスを利用していたので、高校生が利

用することも十分に想定される。また、先日の地域公共交通あり方検討会では、委員から

「どこにバス停がありどこに向かうのか知らない若い人が多い」という話があり、まだコ

ミュニティバスの認知度は低いと感じる。バスのイベント等も必要ではあるが、利用可能

性の高い潜在的な利用者への認知度を向上させる利用促進施策が特に必要であると感じ

る。また、東村山市は市域が小さいので、徒歩もしくは自転車でも移動できるのではとい

う議論になることも多いが、徒歩や自転車で移動すると道路が狭く危険を感じることもあ

るので、安全性という意味も含めて、上手にバスを利用する方法を市から伝えてほしい。

安全性には空気循環も含まれるが、徒歩や自転車移動における安全性についても上手に伝

えてほしい。 

≪会長≫ 

・利用促進施策としては、公共交通マップを転入者に配布することも手段の一つである。 

≪事務局≫ 

・転入者への公共交通マップ配布を実施している。公共交通マップを活用した更なる利用

促進施策を検討していきたい。 

≪委員≫ 

・資料内に「コロナの終息後」という記載があるが、公共交通の安全性は証明されている

ので、コロナ終息にこだわらず、総合的に判断する方が適切であると考えるが事務局の見

解はいかがか。 

≪事務局≫ 

・通勤通学利用は感染症流行前の水準には戻っていないため、利用実績を考慮すると、コ

ロナの公共交通への影響は、今後も十分に検討する必要があると考えている。 

≪委員≫ 

・コロナ終息はまだよくわからないので、事務局の８割予測はやむを得ないように思う。

テレワークも定着してきており、コロナが終息した場合に以前の水準まで利用者が戻るの

か、事務局も読み切れないと思うので、このような見込みでやっていくしかないと思う。 

・いま住んでいるところや出身地にもコミュニティバスがあるが、利用したことはない。

運行本数が少ないため、コミュニティバスに関心がない人にとっては、普段の生活の中で

利用するハードルは高いように感じる。 

≪会長≫ 

・なにをもって終息とするかは難しい判断になると思うが、終息後は、コロナ以前とは状

況が変わることになると見据えて考えていくことになると思う。 

≪委員≫ 

・テレワークの普及により生活様式が変化しているため、コロナの終息にこだわらず、そ



- 6 - 

ろそろ何らかの結論を出す必要があるように思う。できるだけ多くの情報を集めて、総合

的に判断する必要がある。 

≪会長≫ 

・コロナの影響は考慮すべきであると思うが、コロナという言葉にこだわりすぎないほう

がよいという意見も理解できる。 

≪委員≫ 

・当社は、東村山路線と、小平・国分寺路線の２路線運行しているが、現在の状況は、乗

客数はコロナ前と比べて６５％、売上は７５％程度である。乗客数と売上の１０％の差は

何かといえば、リモート等で通勤通学を控えていた方が、定期券を購入し始めたため、客

単価が上がっている。東村山路線は、小平・国分寺路線と比べて落ち込みが少ない。東村

山路線の方が生活路線として定着しており、ベテランの方が日常的に利用されている。小

平・国分寺路線は学生の通学利用が多いため、乗客数が５１％程度までしか戻っていない。

ようやく周辺の学校が時差登校を始めたため、少しずつ戻ってきている。先ほど、事務局

から通勤通学客が戻っていないとお話しがあったが、当社では少しずつ通勤通学客が戻っ

てきている傾向がある。定期券や回数券が売れ始めており、毎日の売上統計でも東村山路

線ではその傾向がある。時差登校から一斉登校に戻った場合でも、やはりコロナ以前の８

割程度と想定している。 

・歩くよりもバスに乗る方がより安全ではないかというお話があったが、是非そういった

お話を広めていただきたい。日本経済新聞（１０月１３日）に日本バス協会が意見広告を

出されているが、当社も同様に一人でも多くの方にご利用いただきたいと思っている。他

社路線へ乗り継ぎ可能な停留所の設置を行う等、利用者の利便性向上に努めている。市か

らもバスの利便性について周知をお願いしたい。 

≪委員≫ 

・当社では、１０月第２週頃から利用者数が戻り始めている。中央線沿線発着は、夜２０

時以降や深夜バスの利用が増え始めているが、西武線沿線の夜間利用者数はまだ戻ってい

ない。８月は感染者数増加やオリンピックがあり、コロナ前と比べ６０％程度まで落ち込

んだが、９月は若干戻り７５％程度であった。 

・生活様式が変化したことは間違いないので、都心部においてはテレワークにより公共交

通利用者数が減少することも想定されるが、北多摩地域や埼玉県南西部地域は、工場勤務

の方やエッセンシャルワーカーも多いので、しばらくは現状のまま推移していくことが予

測される。数年かけてテレワークが定着した場合、更に利用者が減少する可能性があるた

め、新たな需要を創出しなければ生き残れないと感じている。 

・東村山市はガイドラインで収支率４０％を設定しているが、ガイドラインに収支率の基

準を設けている他の自治体でも、次年度ぐらいまでは様子をみる、収支率に囚われないと

いった形で議論をしているところもある。運行事業者としても、人件費の低減や働き方改

革等で課せられる課題も多く、燃料費も上がっており、経営努力はしているが、経営は苦

しい状況である。コミュニティバスのガイドラインに収支率の基準を設けている自治体は

多く存在するが、ガイドラインに設けた収支率基準の見直しを行うターニングポイントの

一つでもあるように思う。 

≪委員≫ 

・タクシー業界は非常に厳しい。夜の需要が戻らず、８月の感染者数増等により更に大き

く落ち込んだ。なんとかやりくりしている状況であるが、コロナについては明るい兆しが

見え始めている状況でもあるので、経営努力をして頑張っていきたい。 

≪会長≫ 

・事務局より、令和４年度は現状のまま引き続き運行を続ける点についてご提案いただい

たが、質問や意見はあるか。 
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・他市の事例を含めた全体の傾向としては、大きく分けて二つある。一つは、コロナはイ

レギュラーな状況であるため様子をみるという判断。二つ目は、コロナの影響を何らかの

形で数値化し、ガイドラインに当てはめて判断する、という二つの方法がある。 

東村山市は前者のやり方であるが、みなさんからご意見いただいた上で、結論を出したい。 

≪委員≫ 

・事務局から提案いただいた、令和４年度は現状のまま引き続き運行を継続するという判

断で問題ないと思う。 

≪委員≫ 

・事業者の立場で言えば、一度始めたものはやり通す覚悟を持って、できる限り運行継続

していただきたい。 

≪委員≫ 

・話が戻るが、バス利用促進について。目的地までスマートフォンで検索した際に、バス

路線は正確な情報が表示されないことがある。路線の存在を知っていても、どう使えばい

いかわからないという声もあるので、バスの上手な使い方について、市から知らせてほし

い。 

≪会長≫ 

・この便で、ここで用事を済ませて、帰りはここのバス停からこの便で帰ることができま

すよ、という行動プランを示した利用ガイドは効果がある。利用に直結するとまでは言え

ないが、利用者にとっては安心感がある。今日も東村山駅からコミュニティバスを利用し

たが、帰りもバスはあるのか、どこから乗るのかを運転手に尋ねている人がいた。バス利

用に不安を感じる方でも、安心して乗れるような知らせ方を考える必要がある。 

≪委員≫ 

・事務局ではバスイベントの開催は検討しているか。 

≪事務局≫ 

・イベント開催もバス利用促進施策の検討案の一つであるが、詳細は未確定である。 

≪委員≫ 

・志村けんさんの銅像が建てられたこともあり市外から訪れる人も増えている。志村けん

さんゆかりの地を巡る行動プランを示した利用ガイドがあってもいいと思う。 

≪会長≫ 

・東村山市の場合、例えば公共交通マップに掲載する内容を工夫することで、利用者増に

繋がるかもしれない。 

≪委員≫ 

・コロナ前から利用者数は減少傾向にあったので、利用促進に繋がる施策は必要であるよ

うに思う。 

≪委員≫ 

・当社でも、検索エンジンの会社やグーグルマップ等で活用可能なオープンデータの充実、

紙媒体のマップの配布方法の工夫等、利用者の手元に正確な情報が届くように今後も努め

ていきたい。 

≪会長≫ 

・他に質問や意見はあるか。 

≪委員≫ 

・総事業費の内訳について教えてほしい。 

≪事務局≫ 

・ランニングコストに加えて、車両の減価償却費や運行改善費が含まれる。 

≪会長≫ 

・事務局からの提案通り、令和４年度も現状のまま、引き続き運行継続するということ
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でよろしいか。 

 

・・・異議なし・・・ 

 

≪会長≫ 

・「報告事項」を事務局より説明をお願いしたい。報告いただくことは、本日結論を出すと

いう事ではない。委員の皆様から、感想・意見をいただいて、次に繋げていきたいと思っ

ている。 

≪事務局≫ 

・「新たな移動手段の検討状況」と「交通事業者緊急支援金について」２点報告する。 

 

「新たな移動手段の検討状況」について。 

・１０月２１日に地域公共交通あり方検討会を開催し、６月と７月に実施した基礎調査結

果の報告や新たな移動手段の素案について協議を行った。 

・この地域公共交通会議では、今後、地域公共交通あり方検討会でまとまった新たな移動

手段の素案を基に、市内での実験運行に向けた合意形成を図るため、改めて会議を開催す

る予定であるので、現時点での内容について、報告させていただく。 

・この後の説明内容や資料について、事前にご確認いただく時間がなかったので、ご不明

な点等あれば、１１月１０日頃までに事務局に電話またはメール等でお問い合わせいただ

きたい。会議当日使用した資料については、本日配布させていただいた資料２－１から資

料５までとなる。 

 

資料２－１「コミュニティバス利用実態調査結果」について。 

・６月３日から６月６日までの４日間、全路線・全便を対象にビンゴカード形式の調査票

を活用し、調査を行った結果をまとめたものである。４日間の乗車人員３，１２４人中、

アンケート回収３，１０３人、うち有効票２，８１０人と、９０％以上の方から回答をい

ただくことができた。 

・２ページに調査結果の詳細が記載されており、調査当日の天候やワクチン接種実施日な

どを記載している。 

・６ページでは、支払い方法については、ＩＣカードによる支払いが８割以上となってい

る。 

・７ページでは、利用者の年代について、６５歳以上が４５％、学生を除く６４歳以下が

５０％となっている。これらをクロス集計した、１１ページの右下のグラフを確認すると、

８０歳以上の方の現金支払いの割合が他の年代と比較して１０％増加するものの、全体の

２０％程度とＩＣカードによる支払いが幅広い年代で普及している。 

・１３ページの、年代ごとの利用目的の結果は、右下のグラフをご確認いただくと、学生

や６４歳以下では通勤・通学、その他私事による利用が多くなっているが、６５歳以上で

は、通勤・通学の割合が減り、買い物や通院による利用割合が増加している。 

・１５ページ以降、各路線におけるバス停ごとの乗降者数などを取りまとめており、どの

路線も極端に利用が少ないバス停が続く区間がないことが確認され、効率的な運行ができ

ていることが確認できた。 

 

資料２－２「移動手段や交通手段に関するアンケート調査結果」について。 

・７月２１日に、市内在住の１５歳以上の市民を対象に、２，５００世帯に調査票を発送

し、調査票は１世帯に対し２枚同封して調査を行った結果をまとめたものである。回答数

は、８０９世帯１，２７７票の回答をいただき、回収率は３２％であった。 



- 9 - 

・詳細については、後程この調査結果を整理した資料があるので、ここでの説明は割愛す

る。 

 

資料２－３「市内の送迎車両等の活用可能性調査結果」について 

・市内で送迎業務を行っていると思われる高齢者施設や医療機関など６０施設を対象に、

送迎内容や車両台数、新たな移動手段への協力意向等について調査を行った結果をまとめ

たものである。 

・２ページにある回収状況は、２６事業者から回答をいただき、３ページ（６）にある新

たな移動手段としての活用については、１事業者が協力または検討可能、６事業者が詳細

を聞いてから判断したい、１７事業者が困難または不可能と回答。なお、（８）では、可能

性が残る７事業者のうち、６事業者が補助金等の行政支援が必要と回答されており、法律

上の制約などから支援内容が限られるなど課題も多くある。 

 

資料３－１「東村山市における移動手段確保の現状」について 

・１ページには点在する検討地域をオレンジ色で示した上で、１３の地域に分け、地図上

に表している。 

・２ページには、コロナ禍での公共交通利用について、全国的な利用状況の推移をまとめ、

より当市に近い状況として、西武鉄道、グリーンバス、多摩地区のタクシーの状況を下の

グラフにまとめている。その結果、鉄道・グリーンバスが約２５％、タクシーで５０％以

上減少していることがわかる。 

・３ページには、コロナ禍での外出機会の変化として、先ほどご説明したアンケート結果

から、移動の頻度が減少したと回答した方が多かったのは、その他の用事が７３％、買い

物が４７％と移動の頻度が大きく減少している。 

・４ページでは、都市構造、施設立地として、まず上の図は、都市計画マスタープランの

将来都市像で、主要鉄道駅である東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅の周辺を中心核と

位置づけ、都市機能の集積を図っている。また、市内のバス路線網は、この主要鉄道駅を

中心に成り立っており、各地域からの移動をこの中心核に集約することで、交通結節点と

しての機能を発揮し、市内各方面への移動を可能とするだけでなく、まちの賑わいも生ま

れる。 

・下の図は、日常生活に必要な買い物施設や病院施設を地図上に落とし込んだ図であり、

これらの施設はバス路線付近に点在していることから、バスを活用することで、これらの

目的地まで移動が可能となっている。 

・５ページでは、道路整備状況、道路幅員として、まず、上の都市計画道路の計画状況の

図となるが、茶色の点線の矢印を赤色で囲んでいる道路が現在事業中の区間であり、市内

でも徐々に都市計画道路の整備が進められている。 

・下の図が既存道路の道路幅員状況であるが、地図上の青い線が５．５ｍ以上の道路幅員

となっており、逆に、灰色で示されている道路は、５．５ｍ未満の道路となっている。市

内のほとんどのエリアで、灰色の道路幅員となっていることから、定路線の運行が困難な

状況にある。 

 

資料３－２「地域別の現状整理」について 

・資料は各町ごとに、利用圏域と検討地域に分け、人口や面積などの基礎情報に加え、ア

ンケート調査結果から、現在の移動の満足度や将来における不安、新たな移動手段の利用

意向をまとめている。 

・全体的な特徴として、表の一番下にある合計の欄は、利用圏域と検討地域のいずれも、

概ね現在の移動に対する満足度は、オレンジ色で示す満足度が高く、青色で示す不満を持
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つ方の割合が低い結果となっており、市内全域の満足度は総じて高いことがわかる。 

・将来の不安については緑色で表しているが、検討地域が利用圏域よりも１０％以上高く

なっており、検討地域では、高齢化や免許証の返納による不安が、より大きいことがわか

る。 

・新たな移動手段の利用意向は赤色で示しているが、鉄道駅までの利用意向が最も高く、

次いで買い物、通院、最寄りバス停となっている。 

・それぞれの内容を個別にみていくと、久米川町、恩多町、廻田町、諏訪町、野口町の現

在の移動の満足度は、満足よりも不満と回答している割合が高い箇所があり、利用圏域の

場合は濃い紺色で、検討地域の場合は赤で該当箇所を囲んでいる。このことから、検討地

域内で不満の割合が高く、赤色で囲われた部分を有する「恩多町」「廻田町」「野口町」の

検討地域の優先度が高いと判断し、今後予定している地域や期限を区切った実験運行は、

この地域を候補地として、考えている。 

 

資料４「検討地域での移動手段確保に向けた課題」について 

・資料３－１でもご説明した通り、現状の道路状況では、検討地域内のほとんどの道路が

５．５ｍ未満の道路となっており定路線運行を行うには、困難な状況である。 

・高齢化の進展は、市の人口ビジョンでは、今後緩やかに高齢者の割合が増加し、１０年

後の令和１２年には、６５歳以上の割合が３０％となり、７５歳以上の割合は１８％まで

上昇することが予測されており、高齢者の割合が増えることで、公共交通に対する需要が

高まる可能性がある。 

・２ページ 公共交通の利用減、財政面への影響として、コミュニティバスの利用者数は、

平成２８年９月の東村山駅西口～久米川駅南口路線の実証運行開始後、徐々に乗車数が伸

びていたが、新型コロナウイルスの影響から、令和元年度実績からマイナスへ転じ、令和

２年度においては、前年度比で１０万人を超える減少となった。 

・グリーンバスの補助額は、オレンジ色の棒グラフの通り、コロナ前となる平成３０年度

までは５，０００万円から６，０００万円程度となっていたが、令和２年度の補助金額は、

車両入替による減価償却費の増もあるが、コロナ禍の影響で約８，０００万円まで増加し

ており、コミュニティバス自体の維持にも課題があることがわかる。 

・これらの課題を踏まえ、新たな移動手段の検討においては、当市の道路状況や高齢化に

よる影響、財政面の影響などを考慮しながら、持続可能性を確保した運行内容とする必要

があると考えている。 

 

資料５「東村山市における新たな移動手段の運行方法」について 

・資料３－１から資料４までの内容を踏まえ、運行方法や内容についてまとめている。 

・１ページにはこれまでの現状分析結果として、現在運行しているグリーンバスは効率的

な運行がなされていること、現状の道路幅員では、定路線運行が困難なこと、新たな移動

手段ではバスよりも輸送密度が小さい、ワゴン車両やセダン型の車両が対象となることな

どが整理されている。 

・２ページでは、各地域で運行されている移動手段が、どのような方法で運行されている

のかなど、一般的な移動パターンを整理した資料である。今回は資料の通り、７つのパタ

ーンにおける運行方法や利用方法、車両や対象者などの項目について、整理している。 

・３ページでは、これらの７パターンの移動手段から、先ほど説明した道路幅員などの市

内の課題整理からと資料２－２と３－２でご説明したアンケート調査結果を踏まえて、当

市の現状に即した移動手段の候補として、②予約型乗合タクシー、③タクシー利用補助を

候補として絞り込みを行った。 

・４ページで、絞り込んだ２つの候補について、比較・検討がしやすいよう、運行の詳細
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を９つの項目に分けて記載している。 

・予約型乗合タクシーとタクシー利用時の料金補助を項目ごとに比較してもらいながら、

また、予約型の乗合タクシーにおいては、「乗り降りする場所」や「出発時間の指定」、「運

行日数」などを選択しながら、市民ニーズや資料に基づいてご説明してきた現状や課題を

踏まえ、当市の実情に即した新たな移動手段についてご協議をいただいた。 

・会議では、各委員から多くのご質問やご意見をいただき、今回の会議で具体的な運行内

容の協議には至らず、次回の会議で改めて協議を行うこととなっている。 

・当日いただいたご意見等については、主な内容を資料６にまとめている。 

 

資料６について 

・「〇新たな移動手段に関すること」で挙げられた意見について説明。 

・新たな移動手段を走らせることが目的となっている傾向にあるので、走らせた結果どう

なるのか、各委員ともイメージを共有するため、市の考え方を明確にすることが重要。 

・各種調査結果の表示方法については、地域によって回答数が違うので、意見の数だけで

なく、場合によっては、割合（％表示）で比較することも必要であり、調査結果が適切に

伝わるよう工夫した方が良い。 

・市民への意見収集や送迎車両を保有する事業者への聞き取り、交通事業者への意向確認

をすることも必要ではないか。 

 

・「〇公共交通全般に関すること」で挙げられた意見について説明。 

・バスの利用方法など不安に思っている市民に対し、ソフト施策であるモビリティマネジ

メントとして、使用時の不安解消や利用促進につながる施策を検討することも必要ではな

いか。 

・免許返納後の公共交通利用を促進するため、割引等の施策や屋根やベンチの設置などバ

ス待ち環境の改善を検討することも必要ではないか。 

・隣接市との広域連携や路線バスへの連結など、既存の公共交通との接続を検討すること

も必要ではないか。 

・このようなご意見をいただき、市としては、新たな移動手段の導入により、「日常生活に

必要な移動ができ、いきいきと暮らしていける持続可能なまちづくり」を目指し、地域公

共交通あり方検討会でいただいたご意見の内容について、次回の会議までに市の考え方等

を整理し、改めて、素案策定に向けた協議を行う予定である。 

 

「交通事業者緊急支援金事業」について。 

・昨年度も実施した交通事業者緊急支援金事業であるが、新型コロナウイルスの影響を受

けている交通事業者に対し、支援金を交付することで、事業者の事業継続の一助となり、

市民の日常生活における移動手段の維持・確保を目的に、今年度も７月３０日から実施し

ている。 

・現時点では、対象事業者の６割以上の事業者からご申請をいただいている。 

・申請期限は、来年１月末までとしていることから、今後、申請企業数は増える見込みで

ある。 

・市としては、このような施策を通じて、市民の日常生活における移動手段の維持・確保

に努めてまいりたい。 

以上が事務局からの報告である。 

≪会長≫ 

・新たな移動手段の説明について、質問、意見はあるか。 

≪委員≫ 
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・新たな移動手段を運行するかどうかの議論であるが、一度運行するとやめるのは非常に

難しい。グリーンバスに市から８，０００万円の補助金を投入する現状の中、さらに多額

の補助金を投入して新たな移動手段を運行するのか。 

≪事務局≫ 

・東西２地域で実証運行を行い、ご利用いただいた市民の皆様の意見や要望を集めたい。

いただいた意見や要望をもとに、どのような運行がよいかを研究したいと考えている。新

たな移動手段を持続するためには、市民の皆様のニーズを把握することが必要であると考

えている。 

≪委員≫ 

・市内で公共交通不便地域が数多あり、その中で何か足となるような公共交通がないのか

という声がある。もし有効な手立てがあるとするならば、どれくらいの予算が掛けられる

かは、全体の予算の中で考えなければいけない。有効な手段を考える必要があるというこ

とで、あり方検討会で手段を検討している状況である。 

≪委員≫ 

・東村山市の行財政運営のことなので、私がいうことではないが、おそらく交通不便地域

の方は新たな移動手段が欲しいであろう。交通の利便性により、家賃や固定資産税に差が

ある。交通不便地域と東村山駅前では家賃や固定資産税に差があるにも関わらず、税金を

使い公共交通を通すことを不平等だとお思いになる方もいらっしゃるだろう。 

≪委員≫ 

・おっしゃる通り、様々な意見があると思う。公共交通を利用していない方も大勢いらっ

しゃる。そのような方のご意見を総合的に考えて判断していくことになると思う。 

≪委員≫ 

・とてもよくできたアンケートであると思った。以前、新規路線を通した際に実施したア

ンケートとは、同じ地域でも異なった結果となった。コロナ禍ではあるが、市全体に無作

為でアンケートを実施したことで、現在の状況がわかり、とてもよかった。 

≪会長≫ 

・アンケート結果を見た時に全く同じように思った。交通不便地域に住んでいる人は、自

分たちで何らかの移動手段を持っている。そのような人にアンケートを取った時に、意外

と満足度が高かった。このようなことから、本当に必要なものとは何なのか、的確なもの

が見えてくる。今回のアンケート結果は貴重なものであった。 

≪委員≫ 

・もう一点、新たな移動手段の導入を含め、公共交通事業全体でどれ位の予算を考えてい

るのか。当時委員ではなかったが、以前コミュニティバスにかけられる予算の上限は５，

０００万円位と聞いたことがある。今の時点で、全体でどれ位の予算をかけるのか決まっ

ているか。 

≪委員≫ 

・現時点では上限額は決めていない。グリーンバスが始まったころ、おっしゃる通り５，

０００万円位であったと記憶しているが、その後に新規路線ができた関係で、若干市の負

担は増えている。 

≪会長≫ 

・私のほうから今後の要望を申し上げたい。１３の検討地域があるが、地域によりニーズ

はそれぞれである。資料６の意見で「新たな移動手段を走らせることが目的になっている

傾向にあるので」と良いことを言った委員の方がいた。目的は新たな移動手段を走らせる

のではなく、移動に困っている交通不便地域をいかにカバーするかである。２地域での実

証運行の手法が、他の地域で通用するとは限らない。そのようなことを含めた議論をきち

んとしていただきたい。 
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≪委員≫ 

・移動というと、おそらく大きな施設や駅に行きたいという話になるが、近いスーパーに

歩いていくのも大変だという高齢者が結構いらっしゃる。高齢化が進んだ場合には、自宅

から近いスーパーへ行くことに困る高齢者が増えるだろう。新たな移動手段の交通はバス

やタクシーに乗るような長い距離を移動するイメージになると思うが、もう少し狭い範囲

の移動も考えていただきたい。 

≪会長≫ 

・議論の中ではそのようなことも視野に入れての議論になってくると思う。 

・交通事業者緊急支援金については、なにか意見、質問はあるか。 

≪委員≫ 

・昨年に引き続き交付していただき、私ども中小企業にとってはありがたく有効に活用さ

せていただいた。改めて御礼を申し上げる。 

≪会長≫ 

・その他、事務局から連絡事項はあるか。 

≪事務局≫ 

・次回の会議については、また改めて日程を調整させていただきたい。 

≪会長≫ 

・大まかでいつ頃になるか。 

≪事務局≫ 

・あり方検討会の結果次第である。 

≪会長≫ 

以上で、本日の議題は全て終了した。 

これをもちまして、令和３年度第２回東村山市地域公共交通会議を閉会する。 

 

４．閉会 

 

 

 


