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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和２年度 第２回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和２年１０月２３日（金）午後２時００分～４時００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・関根康洋委員・山本優子委員・中條基成委

員・依田修委員・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・長岡浩之委員・間野雅

之委員・粕谷裕司委員・谷伸也委員 

（説 明 員）杉山資産マネジメント課長 

（オブザーバー）ＫＰＭＧコンサルティング株式会社 山中英生氏 

（市事務局）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：小河憲司委員・羽石幸一委員 

 

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 ５名 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議題 

（１）スマートシティ実証実験に伴うデマンド型交通の運行について 

（２）収支率４０％以上を満たせなかった場合の判断について 

３．報告 

（１）令和元年度の実績について 

（２）感染症対策と令和２年度の乗車状況について 

（３）バス停の移動について 

（４）公共交通会議委員の交代について 

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 

会  議  経  過 

１．開会 

資料の確認 

○次第 

○資料１－１ 報告事項１ ―デマンド型バス運行計画（案）― 

○資料１－２ 報告事項２ ―タクシー（市内全域）運行計画（案）― 
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○資料１－３ 報告事項３ ―タクシー（富士見町）運行計画（案）― 

○資料２    運行計画比較表 

○資料３   スマートシティ実証事業に伴う実験運行についての報告（資産マネジ 

メント課） 

○資料４   令和２年度 グリーンバス乗車数 乗車数前年同月比グラフ 

○資料５   ガイドラインに基づく路線別収支率及び乗車数 

 

出席状況の確認。東村山市地域公共交通会議条例第５条例第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。 

 

会長の挨拶。 

 

 

傍聴希望者：５名 

 傍聴希望者の入室許可について、委員に確認後、傍聴者５名入室。 

 

 

２．議題 

（１）スマートシティ実証実験に伴うデマンド型交通の運行について 

≪事務局≫ 

 ・前回、本件について合意形成が必要とお伝えしたが、東京運輸支局にも確認の上で

運行内容を詰めた結果、今回のケースは地域公共交通会議での合意形成を図る必要はな

いという判断に至った。 

・本日は、実証実験に伴うデマンド型交通の運行計画内容についての説明となるが、

運行の可否に関する協議事項ではない。今の段階で計画している内容をご報告の上、実

験に向けての助言やご質問があればお伺いしたい。 

≪説明員≫ 

 ・資料１～３に沿って説明。 

≪会長≫ 

運行の形態としては３通りあるが、全てタクシー事業の範囲内のため改めて許可申請

をする必要がないことから、この会議で合意を取り進める内容ではない。従って、運行

については地域公共交通会議で協議を調える必要はないが、交通事業にかかわる話であ

り担当者も出席しているので、質問等あればお願いする。 

≪委員≫ 

実証実験の期間が２ヶ月と短いが、今回求めている情報は収集できるか？ 

≪説明員≫ 

 地域や対象利用者を限定しており、ビッグデータの様な大きいものではないが相関関

係等を検証できるデータは取得できる。 
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≪委員≫ 

 1月末から２月は人の移動が少ない時期であり、今後のコロナの状況も分からない。有

効なデータの取得は難しいのではないか？ 

≪説明員≫ 

 インセンティブとして無償で乗車できることと、消費の関係ということでは有益なデ

ータとなる。 

≪委員≫   

 根本的な目的を教えてほしい。将来的には市で走らせるのが前提なのか、それとも単

純にデータを取るだけのものなのか。また、そのデータは国土交通省から依頼されて全

国のデータを取るためのものか？東村山市のためのものか？ 

≪説明員≫ 

 東村山市の課題解決ために取得するデータであり、課題のひとつとしては地域経済循

環率の低さがあるので、交通のあり方、手段を直接的に何かするというより、消費と移

動の相関関係を見ることがデータ取得の大きな目的。将来的に地域の消費や交通がよく

なり、市民生活が豊かになる前段の根拠となるデータを集める。 

≪委員≫ 

 対象人数はそれぞれ最大で何人か？ 

≪説明員≫ 

 富士見町の住民を対象として最大 1万人強であり、その内、スマートフォンを持って

いる方が対象。 

≪委員≫ 

 対象人数に上限は求めないか？ 

≪説明員≫ 

 その通りです。 

≪委員≫ 

 ダウンロードで無償のクーポンを配るとのことだが、それは無制限か？ 

≪説明員≫ 

 アプリのダウンロードに関しては、今のところ上限を設けることは想定していない。 

≪委員≫ 

 報告事項にある「運行目的」で、なぜ、報告事項３のタクシー（富士見町）運行計画

（案）だけが、ＭａａＳシステムを活用した実験運行となっているのか？報告事項１や

２はＡＩ配車システムとなっているが何か違うのか？ 

≪説明員≫ 

 実証実験では、ＡＩ配車を行うパターンとそうでないパターンが動くが、その２つの

違いを見ていく実証を兼ねている。報告事項１と２はＭａａＳシステムが入っていない

ように見えているが、報告事項１、２、３は全てＭａａＳシステムが入っており、そこ

にＡＩ配車システムが入っているかどうかである。 

≪委員≫ 

 ＡＩが入っていない配車システムをイメージしにくい。ＡＩが入っていないのはどう

いうものか？ 
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≪説明員≫ 

 資料３の９ページにある通りアルゴリズムが回っているか否かである。 

≪委員≫ 

 報告事項の１、２、３はＭａａＳアプリということですね。 

≪説明員≫ 

 混乱させてしまう表記だが、いずれもＭａａＳシステムを使用している。 

≪委員≫ 

 報告事項１、２、３で使用しているアプリは全て同じものか？違うアプリをダウンロ

ードしなくてはいけないか？ 

≪説明員≫ 

 実証実験期間により少し内容が変わっている。資料１－１と、１－３で配車の仕掛け

やＭａａＳアプリの中身が多少違うが、見た目上は合わせる。 

≪会長≫ 

資料２の運行計画比較表の運行期間で①②とあるが、①と②のそれぞれ２つのものは

同じアプリか？ 

≪説明員≫ 

①②を通してＭａａＳアプリを使うが、ＭａａＳアプリの構成は違う。 

≪委員≫ 

 実証実験まで間がないがアプリはすでにできているか？また、実証実験開始までの流

れをお聞きしたい。対象者は１万人以上いるので、市の広報紙やホームページだけでは

なく、対象地域で説明会等をマンツーマンで実施して、その場でアプリをダウンロード

していただくことが必要。今後のスケジュールをどのように考えているのか。 

≪説明員≫ 

 アプリの開発はこれからである。資料３の１２ページにスケジュールがある。実証実

験のお知らせについては、今後富士見町で説明会を開きＳＮＳでも周知を行いたい。 

≪委員≫  

 アプリをダウンロードしてすぐに利用できる人はほとんどいない。マンツーマンで使

用方法の説明を受け、実際に操作しないと使える人はいない。その点は考えておられる

か？説明ができる人はいるのか？ 

≪説明員≫ 

 アプリの基本機能は各地で実証しているものであるので基本的な使い方の把握はでき

ている。説明会はマンツーマンに近い形で丁寧に行いたい。 

≪委員≫ 

 運行時間が午前８時から午後５時か６時までであり、利用目的をある程度限定してし

まっている。７時位からにすれば通勤に利用できると思う。時間帯の設定について考え

方を知りたい。 

≪説明員≫ 

 本来は幅広い時間帯でデータを取りたいが、運行時間はタクシー協議会や事業者の協

力で現実的に動かせる時間帯である。地域経済の循環率ということで利用目的は絞って

はいるが、日中、都心に行かず地元にいる方の消費活動や移動等条件の設定をしても、
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実証実験のデータは取れると思っている。市民からお受けする悩みやクレーム等に対応

することと、地域経済の循環率のためのデータを取りたいことから、この時間帯として

いる。 

≪委員≫ 

 ニュースによると来年１月１１日までは企業が休みとなる可能性がある。１月１２日

から実証実験をするのであれば、熱心に周知しないと実際に利用することなく終わって

しまう。早くアプリを作り、皆で使い方の練習が必要である。 

≪説明員≫ 

 市報１２月１５日号か１月１日号でお知らせして、地域住民の方の機会をとらえて説

明したい。 

≪委員≫ 

 このような調査が東村山市以外でも行われているのであれば、それらを共有できる横

のつながりはないか？ 

≪説明員≫ 

 各地で実証実験が行われており、オンデマンド交通と絡めたデータを取得している。

データ帰属の問題があるが国の方針もあり横の連携が取れるので、少なくとも当市とし

ては、できる限り情報をひらいていく予定である。 

≪委員≫ 

 他市では事業者の協力が得られず、タクシーの台数が確保できないという事がある

が、今回はいかがか？ 

≪委員≫ 

 東村山市タクシー協議会で今回の話を伺い、地域にお世話になっていることから、市

内事業者全３社が協力をすることになった。思い通りにできるかというと、各社でワン

ボックスカー車両所有の有無もあり、市のご要望に全てお応えできないこともあるが、

精一杯努力したい。 

≪説明員≫ 

 車両の課題等もあり市内全域で実証実験の実施はできないが、できるところから調整

をしている。資料に記載されている想定台数でできればと考える。今後同じような実証

実験をする場合にも車両がハードルになる可能性もある。 

≪委員≫ 

 ワンボックスカーを所有しているところはないと思うが、実際に、資料にある車両台

数はあるのか？ 

≪委員≫ 

 各社お応えしたいと考えているが物理的に用意されていない車もあり、悩んでいる状

況。沢山はないがうちで何とか遣り繰りして回したい。時間帯についても、運行管理者

等事務方がフォローできる時間帯とさせていただいた。市としては夕方まで実験運行を

したい思いであると思うが、ご要望の全てにお応えできず申し訳ない。実証実験の期間

が短いこともご理解いただきたい。 

≪委員≫ 

 アプリ配車を導入していないタクシー事業者はほとんどなく、東村山市の事業者もす
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でに導入している。既存とは別のアプリを入れて、さらに決済システムも違うとなる

と、かなり煩雑で負担となる。具体的に予算はどのくらいと考えているのか？タクシー

会社の負担が大きく大変だと思うが大丈夫か？ 

≪説明員≫ 

 ドライバーにかなり負担が掛かることなので、ドライバーにも操作説明会を行う予

定。既存のタクシー配車アプリとの違いはデジタル決済の仕組みであり、それを市内の

協力店舗で利用できることである。煩雑であるが事業者の協力を得ながら地域課題解決

につなげたい。 

≪委員≫ 

 様々な混乱の可能性があり時期も人の移動が少ない時期にさせていただいている。事

務方がフォローしないと現場に混乱があるかもしれない。ただ、３社が協力して一つの

ことを成し遂げることはなかなかない。データをどこまで取れるか分からないが、協会

として大変面白い取り組みであると考えており努力をしたい。 

≪説明員≫ 

 今までにないデータを取得し次につなげたいと考えているので理解を得たい。 

≪委員≫ 

 アプリのダウンロードは、利用者各自がする必要があるか？例えば親子で乗車する場

合、２人それぞれでダウンロードが必要か？ 

≪説明員≫ 

 基本的に相乗りでありダウンロードはどなたか一人でよい。 

≪委員≫ 

 ２月で実証実験が終了した後ダウンロードしたアプリはどうなるか？その後の実証運

行はあるのか？ 

≪説明員≫ 

 今回は交通施策としてするものではないので、その後の実証運行については別の議論

があると思う。アプリについてはポイントの精算をして閉じることになる。 

≪委員≫ 

 ＭａａＳについて調べたが、本来はタクシーだけでなくあらゆる交通手段で行うもの

であるので、西武バスさんや銀河鉄道さんのバスでもできたらいいと思うが、そういう

実証実験は考えているか？ 

≪説明員≫ 

 現段階では考えていない。資料３の４ページにあるように、ＭａａＳでは交通サービ

スだけで考えても、一体的にできることがもっとある。その先様々なデータと連携させ

る広がりもある。まずはやれることから徐々にやっていき、市民サービスの課題解決で

有用なものは何かを見ながらやっていきたいと考えている。交通の個々の移動手段がど

うあるべきかについては公共交通会議で議論していただくところもある。それぞれの政

策の面で連動できていないが、全体のまちづくりの中で活用することはやっていきた

い。 

≪委員≫ 

 資産マネジメント課が進めることに関して違和感がある。データや東村山市の資産の
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活用ということで理解できるが、ＭａａＳ自体は交通に関することである。公共交通課

はＭａａＳについてどう考えているのか？将来的にやる気はあるのか？ 

≪説明員≫ 

 公共交通課の前に私の方でお答えする。個々の交通のあり方について議論した上で走

らせるのと、スマートシティの実証実験で走らせるのとでは少し時間軸が違う。Ｍａａ

Ｓは定義が定まっておらず、ＭａａＳを資産マネジメント課でするのか公共交通課です

るのかについては、実証実験の経験を得ながら徐々に考える方がいい。今はスマートシ

ティの方で資産マネジメント課が先行している。 

≪会長≫ 

 ＭａａＳは日本が発祥ではなく、言葉自体が定義されていないためイメージも人によ

って異なる。ＭａａＳアプリを作ることがＭａａＳとなっている表現も見かける。様々

な交通機関を包括的に利便性高く使えるか、そういう仕組みを作っていくかを含めた話

のはずである。今回の資料はアプリの部分がＭａａＳとなっているところもあるので、

ＭａａＳという言葉の使い方には注意が必要。この資料ではアプリのことを言っている

と思っていい。本来は、委員もイメージしている通り広く高い目的を持ったものであ

る。いずれ、バス、タクシー、鉄道、さらには、駅やバス停から自宅等までの交通手段

がない所を走る、「ラストマイル」といわれる小さな交通手段等、色々なものに関わって

くる話であるとは思うが、ここでは切り離して考える方がいい。 

≪委員≫ 

 より多くの人に公共交通を便利に使用してもらうことであると思う。アプリで決済す

る利便性もある。他国では、どの交通手段を利用しても定額でしているところがある中

で、東村山市はどこを目指しているのか。東村山市独自で終わらせるのか、作ったアプ

リを活用して広げていくのか考えないと、単にデータを取ることに終わる。資産マネジ

メント課で進めているが、公共交通課としてどう考えているのかお聞きしたい。 

≪事務局≫ 

 新たな移動手段ということで、実態調査が先送りになってはいるが、現状を把握した

上で、どのような移動手段が、市民のニーズに応えられて、持続可能であるかを検討し

始めており、様々な可能性を模索しているところである。会長のお話にある通り、皆様

の移動を便利にできる仕組みを作るところでは同じであり、結果的にＭａａＳといわれ

る形になるかもしれない。ＭａａＳをやる、やらないという選択肢をもって検討してい

くものではないと考えている。 

≪委員≫ 

 アプリは、日本語の他英語、中国語、韓国語等の外国語についてはどうなるか？ 

≪説明員≫ 

 詳細はこれからだが、翻訳アプリ等を組み合わせて使用することになるかと思う。 

≪会長≫ 

 私の感想を２つ述べて要望としたい。 

 ①スマートシティの観点からとは限らないが全国では実証実験がかなりある。いくつ

か見たり関わったりしているが、実用性があるかどうかの検証をあまりせず実験のため

の実験になっている所が多い。せっかく富士見町でするので、将来の移動や行動に結び
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つくデータの取り方をして、今後の具体的な施策や市民の行動に活かしてほしい。 

 ②３つの方式のうち２つを無償で行うが、無償でするものは持続性がない。かかるコ

ストは何らかの形で負担しないともたない。今回の実験では、無償であることで利用に

つながったものがどれ位あるのかデータを取る必要がある。また、今後、「ラストマイ

ル」のような交通手段を選ぶ時、どの仕組みが利用につながるのかについての参考デー

タがほしい。 

 

 ・・・説明員退席・・・ 

 

 （２）収支率４０％以上を満たせなかった場合の判断について 

≪事務局≫ 

 資料４・５に沿って説明。 

 ・グリーンバスの収支率について、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、所管の考え方を整理した。 

・令和３年度についても、運行計画内容は変更せずに運行を継続しながら、新たな生活

様式の定着による影響について、引き続き注視していきたい。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた４月、５月は、前年の約５割の乗車数

となり、緊急事態宣言が解除されて徐々に増加し、６月以降は前年同月比７割前後で推移

している。このまま７割程度の乗車数で推移すると想定しており、令和２年度の収支率は

３０％台前半程度になると見込んでいる。 

・コミュニティバスガイドラインでは、収支率が４０％を切った場合は運行改善を検討

する、ということになっているが、今年度については感染症の影響による一時的な減少で

あることから、このまま特に変更することなく運行を継続していきたい。 

・新たな生活様式の定着による影響、新たな移動手段の導入による人の流れの変化等、

乗車数に影響を与えることが予測される要素がある。 

・令和３年度については、現状のまま運行を継続しつつ、市民の生活様式の変化等によ

る乗客数の動向について注視し、令和４年度以降については、４０%を維持することを基

本としながら、その時々の状況に応じた検討をしてまいりたい。 

≪委員≫ 

 公共交通課の提案通りでいいが、西武バスさんや銀河鉄道さんの現状をお聞きしたい。

また、事務局の今年度の予想である３０％についてはどうであるか知りたい。 

≪委員≫ 

 ・当社の路線バスは、グリーンバスの状況と似ており、１０月は前年対比２０％から２

５％のマイナスである。運行計画でダイヤの本数は、他社に比べるとそれ程落としておら

ず、非常に費用が掛かっている中で収入が２０％から３０％落ちており、会社始まって以

来の危機的な状況。下期、来年度もコロナ禍の中では、採算の良い路線の収支がとんとん

となれば、収支がよくない路線を自前で維持が難しくなる。不採算路線の整理、減便、そ

れから、夜間、深夜帯は鉄道のフィーダーとしての役割を果たせなくなってきており、極

めて厳しい状況。かつてないほどの数字が継続している。 

・収支率４０％については、収支率を判断材料としている他市では、今年度については

収支率からの判断を外して考える市も多く、妥当であると思う。 

≪委員≫ 

 ・この度は、運行事業者緊急支援金の交付に感謝申し上げます。 

・当社もグリーンバス同様であるが、小平国分寺路線は東村山市内の路線より落ち込み

が大きい。この路線は、朝晩の通勤通学の利用客が多く日中の利用が少ない。通勤の利用
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は戻ってきたが、学校の休校やオンライン授業、週に数回の時差登校等の影響が多大にあ

り、非常に減っている。現在は７割程戻ったかどうかである。２年前減便を行ったが今回

も減便を検討している。 

・東村山市内の路線は日中の通院や買い物での利用が多い。小平国分寺路線に比べて影

響は少なく８割に戻っている。西武鉄道の終電が切り上げられるが、これに合わせて深夜

帯の減便もあり得る。 

・コロナ禍で休業する企業もある中、我々の業種は休業できず、運転手の感染のリスク

がある中運行したため、赤字が累積している状況。 

・今月が決算であるが創業２１年で最も厳しい数字である。 

・貸切バスについては、学校行事が動き出したことで通常期の５０％程度が運行してい

る。好調な受注がこのまま続けば盛り返してくると思われる。コロナ禍で自粛されていた

学校行事が１０月以降に集中しており、貸切バスは冬期もフル稼働するのではないかと業

界内で言われている。学校行事では今のところクラスターは発生していない。また、「密」

を回避するためバスの使用台数が増えていることもいい傾向である。 

≪会長≫ 

 東京全体のバスの情報をお願いします。 

≪委員≫ 

 乗合バスは、この３ヶ月７割から８割で、８割を超えることは難しい。貸切については、

銀河鉄道さんが５０％程度とのことであるが、協会全体としてはまだまだいっていない。

また、インバウンドやオリンピック目当てに増車した事業者も多かったことから、９月末

までの実績で稼働率は２割いくかどうかと低い。学校行事については少しずつ動いてきて

いる。 

≪会長≫ 

 タクシー業界の状況をお願いします。 

≪委員≫ 

 ４月、５月は非常に厳しく３０％行けばいい方である。そこからよくはなったが現況は

そこからさらにちょっと落ちており、伸びてきている感じはしない。 

≪会長≫ 

 ・学校行事は県で地域差がある。ある県では県庁所在都市が行事を止めていることに倣

い貸切バスに動きがない。 

・ガイドラインの収支率を判断材料にする自治体は多くあるものの、コロナ禍による減

少を判断に含めることには無理がある。今年度は非常事態であることから、このまま続け

ることで問題ないと思う。今後は状況が見えてきた際、このままの数字でいいかどうか判

断基準の議論が必要になるかもしれない。収支率４０％以上を満たせなかった場合の判断

については事務局の提案通りでよろしいか？ 

 

・・・異議なし・・・ 

 

 

≪会長≫ 

 それでは、次の報告事項に進みます。 

 

３．報告 

≪事務局≫ 

（１）令和元年度の実績について 

資料５に沿って説明。 

・令和元年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が３月の１ヶ月だけであったことか
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ら、全路線が４０％を超えており、２月までは良好な運行状況であった。 

（２）感染症対策と令和２年度の乗車状況について 

・感染症対策については、早い段階から、消毒、換気、なるべく人同士の接触を避ける

よう工夫するなど、３つの密を避けることを中心に事業者が取り組みを進めていた。 

・令和２年度の乗車状況については、国の緊急事態宣言解除を受けて、利用者数は若干

回復はみられるものの、依然として前年比７割程度という状況が続いている。このような

中、国の特別交付金を活用し、交通事業者支援金を交付した。ご案内した事業者の内８割

から申請をいただき、１０月９日に交付を完了した。 

（３）バス停の移動について 

・諏訪町循環の北山緑道入口バス停について、バス停北側の土地が宅地の駐車場出入口

となることから、約７０ｍ東側へ移設することになった。移設予定日は１１月１日。移設

工事完了までは仮バス停で対応している。利用者の方への周知は、現在、ホームページ、

車内ポスター、バス停への掲示によりご案内をしており、１１月１日号の市報にも掲載予

定である。 

（４）公共交通会議委員の交代について 

・令和２年４月１日より副市長が２名体制となり、トップマネージメントの強化を図っ

ている。その一環として、地域公共交通会議において、野崎副市長が会議に出席すること

になった。次回の会議から、市長が指名する市の職員の区分である委員３名の内、粕谷ま

ちづくり部長から野崎副市長へ交代させていただく。 

≪会長≫ 

 ・１０月２０日に長野県バス協会がバスの安全性についてアピールイベントを行った。

バス車内にスモークをたき排煙状況を検証したところ、路線バスで３分から４分、貸切バ

スで５分で排煙が完了した。これを県内全域で報道した。バス会社やメーカーのＨＰでも

すでにＰＲしているが、一般の方があまり見ない。安心して公共交通を利用していただく

ために、市でもホームページ等を活用して安全性をアピールしてほしい。 

≪事務局≫ 

 ・次回の会議は、地域公共交通あり方検討会の設置が半年遅れていることから、予定し

ていた令和３年２月の開催を見送り、今回の実証実験の結果がある程度出ている令和３年

４月下旬頃に開催したいと考えている。 

 

・・・了承・・・ 

 

 

４．閉会 

 

 


