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（参考様式３） 

会  議  録 

会 議 の 名 称 令和２年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和２年７月１６日（木）午後１時３０分～２時４５分 

開 催 場 所 本庁舎６階 第２委員会室 

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・伊藤鉄雄委員・上坂裕美委員・薄井政美委員・廣田佳郎

委員・藤本義章委員・小河憲司委員・羽石幸一委員・長岡

浩之委員・間野雅之委員・粕谷裕司委員 

（オブザーバー）一般社団法人 東京バス協会 地宗知子 乗合業務部係長 

（市事務局）野崎副市長・平岡環境安全部長・高柳環境安全部次長・屋

代公共交通課長・小宮山係長・香西主任・柴田事務員 

●欠席者：依田修委員、谷伸也委員 

 

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 ３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（環境安全部公共交通課職員） 

  （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）東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便要望について 

（４）今後の検討の流れについて 

 

３．報告事項 

（１）グリーンバスの令和元年度乗車数実績・収支率・新型コロナウ

イルス感染症の影響による今後の見通しについて 

（２）東村山市データ利活用型スマートシティ推進事業について 

 

４．閉会 

 

問い合わせ先 

環境安全部 公共交通課 公共交通係 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２４９２） 

ＦＡＸ番号 ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過 

１．開会 

 

資料の確認 

○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） 

○バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント（厚生労働省労働基準局） 

〇資料 1 東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便要望について 

〇資料 2 東村山駅西口～久米川駅南口路線 運行時刻表（改定案） 

〇資料 3 運行時刻表（改定案）運転時間 

〇資料 4 東村山駅西口～久米川駅南口路線の改善案についての見解 

〇資料 5 今後の検討の流れについて（スケジュール） 

〇資料 6 ガイドラインに基づく路線別収支率及び乗車数 

〇資料 7 乗車数前年比較表 

〇資料 8 東村山市データ利活用型スマートシティ推進事業について 

〇令和２年度 グリーンバス乗車数 

〇「東村山市地域公共交通会議」委員名簿 

〇会長説明資料『コロナウイルス感染拡大と日本のバス』 

 

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（１６名中１４名の出席。欠席者２名、オブザーバー１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 

 

（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。 

 ・会長の指名により、間野委員が会長職務代理に就任した。 

（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。 

≪委員≫ 

 会議の公開に関する指針第７第４項について、「会議録等のホームページ掲載期間は会
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議開催日の属する会計年度の翌年度から起算して３年を原則」とあるが、平成２３年度

以降継続して掲載されている。引き続き維持されるか。 

≪事務局≫ 

維持する方向で考えている。 

≪委員≫ 

「傍聴に関する定め」に関して、マスク着用等の感染症対策を案内したほうが良いの

ではないか。 

≪事務局≫ 

 「傍聴に関する定め」に記載はないが、本日も事前に感染症対策をお願いしており、

今後も同様な形式をとる。 

≪会長≫ 

 東村山市地域公共交通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

関する定めを確定したい。 

≪委員≫ 

・・・ 異議なし ・・・ 

 

傍聴希望者：３名 

 傍聴希望者の入室許可について、委員に確認後、傍聴者３名入室。 

 

 

（３）東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便要望について 

≪事務局≫ 

 資料１～４に沿って説明。 

 ・東村山駅西口～久米川駅南口路線は、平成２９年９月に本格運行。平成３０年４月に

地域組織からガイドラインに基づいた増便要望をいただく。 

・経費について試算した結果、収支率４０％を超えるには増便１便当たり７名以上の新

規乗客が必要。運行事業者と実現に向けた協議に入ったが、直接的な運行経費の他に、交

代ドライバーが移動するための自家用車、駐車場といった経費が掛かること。また、乗務

員不足の深刻度が増してきており人員確保が難しいこと。乗務員不足については、すぐに

解消できる見通しが立たないことから、増便の検討を終了させていただく結論に至る。 

・コミュニティバスに関する検討は終了するが、地域の需要に応えるための検討の道を

すべて断ってしまうということではなく、他の路線のダイヤ改正の機会や今後の新たな移

動手段の検討の際には、富士見町地域のご要望も踏まえて検討をしていく。 

・以上のことから、バスの増便についての検討は終了させていただくこととし、付帯条

件として、今後の新たな移動手段の検討については市内全域を対象に、また、ダイヤ改正

の際には、各地域で増便、時間延長のご要望があることを考慮し、全路線を対象として、

検討することにさせていただくことで、合意いただきたい。 

≪委員≫ 

具体的にできるかという部分で、できないという判断であれば、東村山駅西口～久米

川駅南口路線に限らず市内全路線で増便・新規路線検討しないという意思表示か。 

≪事務局≫ 

 今回の判断はあくまでも、東村山駅西口～久米川駅南口路線についてである。道路の

整備状況等、今後の状況をみて判断する。一切増便や新規路線を考えないということで
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はない。 

≪委員≫ 

 運転手不足が理由であれば、他路線の増便や新規路線も通行できる道路の有無によら

ず難しいということになる。運転手の問題が解消できれば実証運行してもよいのではな

いか。絶対にクリアできない問題であれば、今後この路線に限らず市内全路線について

増便や新規路線検討しないということか。検討終了はあくまでこの路線だけか。 

≪事務局≫ 

 今回の判断はこの路線についてである。運転手不足に関しては、この路線や当市に限

ったことではなく社会全体の課題である。その状況が変われば増便・新規路線検討の可

能性はあるが、現状で他の路線で要望があった場合は、運行事業者に相談させていただ

きながら検討する。 

≪委員≫ 

 一般論だが、新型コロナウイルスの影響で貸切バスの運転手が余っており、今は運転

手不足は緩和されている。今後は需要が戻らないことを含め、人が移動しなくなるなど

生活様式の変化を考えると、これまでほど運転手不足は起こらないのでは。 

≪委員≫ 

 特殊な状況であるので実証運行のタイミングではないと思うが、終了ではなく一旦打

ち切るという表現がよいのではないか。 

≪事務局≫ 

 状況を見据えて検討する可能性はあるが、当面検討は打ち切らせていただきたい。 

≪委員≫ 

 この路線の試算をした当時は、運転要員不足の解消は将来的にも困難であるとみてい

た。現状は貸切バスの運転手が余っており、運転手不足は解消されているが、地域組織

が提示された資料２の状況では、労働改善基準を満たすことが非常に厳しい。また、車

両を増やさないと大幅に増改できないのであるが、車庫が限られており、市から照会を

受けた時点で増便はお受けづらいと回答させていただいた。コミュニティバスの他、市

全体の公共交通のあり方を並行して検討していくことが望ましい。東村山駅西口～久米

川駅南口路線については、コミュニティバス以外のモードも組み合わせて再検討でいい

のではないか。 

≪委員≫ 

 美住町富士見町の地域組織の皆様に対し、路線の開設及びその後の維持に対し敬意を

表したい。東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便については、打ち切りではなく、ち

ょうどいい時期にまた検討すればいい。 

≪会長≫ 

 利用様態が大きく変わっている。路線バスについては、緊急事態宣言中は５０～６

０％減が多い。貸切バスは２月終わりから仕事がゼロ。高速バスは８０～９５％減。こ

のままでは事業者の存続が危ない状況であったが、７月以降は若干回復傾向にあり、２

０～３０％減となっている。マイカーや自転車への移動手段の変更もみられる。以前の

状況に需要が戻らないのであれば、いまある資源でできることをバス事業者からも提案

すべきであると考える。本当に需要があるところにいかに資源をもっていくか考える必
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要があるので、改めて議論の余地を残した言い方への変更が必要であると考える。 

≪事務局≫ 

 増便については、一時中断へ文言を修正させていただく。新たな移動手段検討、生活

様式変更も含めて、しかるべき時期に検討再開させていただくこととしたい。 

≪会長≫ 

東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便については、一時検討を中断する。今後につ

いては状況を踏まえつつ、時期をみて検討することとさせていただく。 

 

（４）今後の検討の流れについて 

≪事務局≫ 

 資料５に沿って説明。 

地域公共交通あり方検討会は、コロナ禍で市民生活が大きく変化していることを考慮

し、スケジュールを半年から１年、後ろ倒しさせていただきたい。 

≪委員≫ 

 開始が遅れることにより全体スケジュールに影響がでるのか。また、スケジュールを

調整することがあるのか。 

≪事務局≫ 

 開始が遅れることにより、終了も半年から１年遅れる予定である。 

≪委員≫ 

 東村山市内の公共交通課題とその優先順位について、事務局の見解を伺いたい。 

≪事務局≫ 

 コミュニティバスについては、道路整備状況などの課題によりこれ以上の導入が困難

な点が課題であると考える。そこでまずは、点在する公共交通空白・不便地域解消のた

めに、持続可能な新たな移動手段を皆様と検討していくことが今後の課題と考えてい

る。 

≪会長≫ 

 今後の地域公共交通あり方検討会、調査・分析の流れやスケジュールがあるとわかり

やすい。 

≪事務局≫ 

 議事録送付の際に一緒に送付する。 

≪委員≫ 

 地域公共交通あり方検討会は、半年後に再開予定とのことだが、事態が収束している

可能性もあれば、その逆も考えられる。状況が落ち着くかわからないのであれば、今か

らでも地域公共交通あり方検討会を始めるべきではないか。遅らせるメリットよりデメ

リットのほうが大きいのではないか。 

≪事務局≫ 

 コミュニティバスの利用状況調査を含んでいるため、意識については変わらない可能

性があるが、使い方についてはこれから変化がみられると考えているため、状況をみな

がらタイミングを考えていきたい。 

≪委員≫ 
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 コミュニティバスの利用実態調査については、後にすればよい。コミュニティバス以

外の方法検討はすぐにでもよいのではないか。 

≪事務局≫ 

 今頃に調査をする予定でいたが、現時点ですでにスケジュールに遅れが出ている。緊

急事態宣言中のプロポーザルでは、判断が難しいため凍結し、全体のスケジュールを後

ろ倒しした。本年度に実施可能な部分から実施する予定である。 

≪会長≫ 

 地域公共交通あり方検討会は、当初の目論見よりも遅れた分、全体のスケジュールを

後ろ倒しとさせていただく。スケジュール等、情報は事務局から後日ご連絡いただきた

い。 

 

３．報告事項 

（１）グリーンバスの令和元年度実績・収支率・新型コロナウイルス感染症の影響によ

る今後の見通しについて 

≪事務局≫ 

 資料６・７をもとに説明。 

・令和元年度乗車実績について、令和２年２月までは前年度と比べプラスで乗車数も

推移していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、緊急事態宣言・移動自粛もご

ざいまして、令和２年３月実績が前年同月比でマイナス３０．９％と大幅に減少したこ

とが大きく影響し、最終的な実績は前年比マイナス２％。収支率は、決算確定後に開催

される会議において改めてお知らせする。 

・今後の見通しについて、４月・５月は前年同月比マイナス５０％を超え、６月はマ

イナス３０％まで回復したが、以前のような乗車実績には戻っていない。令和２年度

は、運行継続基準である収支率４０％以上の確保は大変厳しい状況であるが、新型コロ

ナウイルスの感染状況を注視しつつ、コミュニティバス事業に取り組んでいきたい。 

 

（２）東村山市データ利活用型スマートシティ推進事業について 

≪事務局≫ 

 資料８をもとに説明。 

・民間事業者提案制度により現在事業化に向けて協議中のご提案として、「Society５.0

（データ利活用型スマートシティ）の具現化に向けた実証実験を行う提案」がある。こ

れは、データの利活用により、まちの困りごとを解決し、暮らしの質の向上を目指すも

ので、現在、国の補助金を申請している段階である。こちらの実験の内容には、AI を活

用した配車システムで移動データを収集し、様々な分野の施策検討に活用するというこ

とで、これまでにない形式での移動方法の実施も含まれている。 

 ・運行区域など、具体的な運行計画については、国の補助金の対象事業として採択さ

れてから検討に入るが、あくまでもこの実験は、スマートシティの実験の一環として行

うものである。従って、実験結果については公共交通課でも共有させてもらい、今後の

参考にしていきたいと考えてはいるが、公共交通施策の検討としては、基礎データを収

集する調査を実施し、その結果を基に仮説を立て、実験運行をするという一連の流れに
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変更はない。 

・補助金の対象事業として採択された場合には、令和 3 年 1 月ごろに実験運行を行う

ような流れになる予定である。その場合には、11 月ごろまでにこの地域公共交通会議で

合意をいただくことが必要になると想定しているため、次回の地域公共交通会議では、

スマートシティ推進事業の担当者から具体的にご説明し、合意に向けた協議をお願いし

たいと考えている。 

≪委員≫ 

 スマートシティ推進事業について。AI を活用した配車システムは、人を運ぶこと（旅

客輸送）を目的としたものか。 

≪事務局≫ 

 人を運ぶこと（旅客輸送）を目的としている。 

≪会長≫ 

 本当は、地域公共交通あり方検討会とうまくリンクできるよう進めるほうが良いとい

う気がする。 

 今年度のグリーンバス利用状況は厳しい状況であり、今後も昨年度並に戻らない可能

性が高い。ガイドラインに照らしてどういう判断をするか問われる時期が来る。市でも

議論していただき、最終判断はこの地域公共交通会議になる。ガイドラインに基づきな

がら、この異常事態をどう判断するかという考え方はもっておいていただきたい。 

≪事務局≫ 

承知した。 

 

４．閉会 

 

 


