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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和２年度 第３回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和３年２月２５日（木）午後１時３０分～３時３０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・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・野崎満委員・間野雅之委員・谷伸也

委員 

（委員委嘱に関する事務手続き中）警視庁 東村山警察署 和田誠 

（オブザーバー）一般社団法人 東京バス協会 地宗知子 

         

（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：依田修委員・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 ２名 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．議題 

（１）「市長が指名する委員」の交代に伴う職務代理の変更について 

（２）サービス内容の見直しについて 

３．報告 

（１）地域公共交通あり方検討会の進捗状況について 

（２）グリーンバスの令和２年度の乗車状況について 

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 

資料確認 

〇次第 

〇資料１   グリーンバス割引制度の見直しについて  

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） 
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○資料２    バス利用特典サービス（バス特）について 

○資料３   「グリーンバス」バス利用特典サービスについて 

〇資料４   令和２年度グリーンバス乗車数  

 

出席状況確認 

委員１５名中、出席者１２名、欠席者３名、オブザーバー１名 

東村山市地域公共交通会議条例 第５条 第２項の過半数の出席という成立要件を満たす

ことを報告 

※東村山警察署長が指名する交通担当長岡浩之委員の異動により和田誠課長が出席。 

和田誠課長は後任委員委嘱に関する事務手続き中であることから、委員人数は１５名で

ある。 

 

 開会宣言 

 

会長挨拶 

 

 

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）「市長が指名する委員」の交代に伴う職務代理の変更について 

≪事務局≫ 

令和３年２月２５日付けで、副市長の野崎をまちづくり部長の粕谷に代わり、地域公

共交通会議の「市長が指名する委員」として委嘱。 

これに伴い東村山市地域公共交通会議条例 第４条 第４項により、会長から指名いた

だく職務代理について、経営政策部長の間野から副市長の野崎へ変更願いたい。 

≪会長≫ 

間野経営政策部長から野崎副市長へ職務代理の指名を変更する。 

 

(２) サービス内容の見直しについて 

≪事務局≫ 

西武バスの「バス利用特典サービス」廃止に伴い、グリーンバスに於いても、「バス利用

特典サービス」のポイント及び特典バスチケットの付与を終了することについて協議をお

願いしたい。（以下バス利用特典サービスをバス特、特典バスチケットをチケットと表記す

る。） 

・バス特は同じ月の間に頻繁に利用するＩＣカード決済のお客様ほど、割引額が高くなる

サービス。 

・チケット付与の廃止後も、すでに付与されたチケットは１０年間有効のため、割引運賃

で乗車が可能。 

・グリーンバスではバス特を平成２９年９月１日から導入。 
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・割引額の実績は多い年で年間３５０万円程度。 

・西武バスから、バス特を４月１日から廃止する方向で検討を始めており、グリーンバス

についても検討願いたい旨申し出があった。 

・西武バスがバス特を廃止する理由は、ＩＣカード決済が９０％に達しており、バス特導

入当初の目的を達成できたということと、新型コロナウイルス感染症の影響で運賃収入が

減少した分を運賃の値上げではなく、割引減収分の回復で対応することで様子をみたいと

いうことの２点である。 

・バス事業各社共同で運用しているバス特のシステムは、事業者により若干構成が異なり、

グリーンバスのバス特のシステムは、路線バスと切り分けて設定可能。 

・路線バスとコミュニティバスを切り分けるシステム改修は、西武バスの精算関係システ 

ムだけではなく、ＰＡＳＭＯ側のシステムにも影響があることから、他の事業者との調整

が必要であり、すぐに見積額を示せない。概算で数百万円の範囲。 

・清瀬市、小平市は廃止の方向で進めており、西東京市、東大和市はもともとバス特を実

施していない。 

・西武バス以外の事業者では、国際興業バスが２月２８日、西東京バスが３月１２日を 

もって終了する（各社ホームページによる）。その他の都内バス事業者も、時期の違いはあ

るが、今後同様の動きになる可能性がある。 

・運賃を１８０円に値上げ後、減少した利用者を増やすために、実施計画事業に位置づけ、

高頻度利用者へのサービスとしてバス特を実施してきた。廃止は利用者の負担増になり苦

しい選択である。 

・市がバス特廃止を判断した理由３点について 

①グリーンバスの運賃の考え方の基本は、路線バスの運賃に準じている。これまでも、

消費税率の改定に伴う運賃の改定、障害者手帳の提示に代わるミライロＩＤの導入など、

路線バスの運賃やサービスと整合性を取ってきた。  

②感染症の影響により、収支率４０％を満たすことができないことは明らかであり、シ

ステム改修費用を負担してサービスを続けることは、赤字幅の拡大になりグリーンバスの 

存続そのものが難しい状況に置かれかねない。 

③グリーンバスが単独でサービスを継続することによる効果が見えない。周辺のバス路

線がバス特を終了し、ポイントの加算がグリーンバスを利用した時のみとなった場合に、

チケットが付与されて割引が適用される人数や、割引額変化の程度を予測することが困難

である。効果が見えない中で費用負担をすることは難しい。 

・廃止する場合、国土交通省への割引廃止の届け出は、２月下旬の予定と西武バスから伺

っている。グリーンバスは協議運賃であることから、地域公共交通会議で合意形成をお願

いしたい。路線バスと切り離して、サービスの継続が可能であることや、利用者の負担増

になることから、担当として逡巡したが、グリーンバスの運賃は路線バスの運賃に準ずる

ことが基本であるので、令和３年３月３１日をもって、グリーンバスについて、バス特の

ポイント及びチケットの付与を終了する結論に至った。 

≪会長≫ 

市から説明があったが、西武バスの路線バスに合わせて、グリーンバスについてもバス

特のポイント及びチケットの付与を終了するということである。 
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≪委員≫ 

本日は、西武バスの申し出に対しこのような場を設けていただき感謝する。また、本

日合意をいただければ、お願いしている方向で同調していただけることと考えている。

西武バスの路線バスに於けるバス特の廃止について説明する。 

・バス特は、ＰＡＳＭＯサービスを２００７年３月に始めた際、ＩＣカードの普及促進

策として、普通券、所謂現金やバスカードなどの支払い方法の転換を早期に図るため、

営業政策としての高頻度利用割引として導入。サービス開始後２００８年の夏までに全

てのＩＣ対応を完了し、以後十数年にわたり維持してきた。 

・西武バスに於いては、ＩＣカードの普及は、当初２、３年はシルバーパスを除く収入

の構成比で５０％行かなかったが、２００７年導入から５年経た２０１２年度には７

０％を超えて、２０１５年度に８５％、翌２０１６年度に９１％となり、５年ほど前か

ら９０％を超えており、２０１９年度は９３％と高い比率でＩＣカードの利用が図られ

た。この間ＩＣ定期券や、１日乗車券等のお得なものなどＩＣ化したことの要因もある

が、キャッシュレスという時代の流れの中で、交通系ＩＣカードのＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉ

ｃａは関東圏内でも非常に大きな役割を果たしてきた。また、社会的なインフラとし

て、認知度が高く、利用者も多いＩＣカードとして育ってきたと自負している。 

・バスの運賃は、平成９年、１０年位に東京２３区地域、多摩地域、埼玉県で、運賃改

定を行って以来、消費税率の改定時に転嫁改定は行ったがバスの本質的な運賃の改定は

行っていない。 

・ＩＣカードの利用率が期待していた水準に達したこと、コロナ禍における今年度の経

営状況が非常に厳しく、今後も、コロナ以前の数字に路線バス利用は戻ることはないと

いうタイミングがあいまったこと等から、割引サービス部分の付与の終了を判断した。 

・西武バスに於いては、バス特を適用している自治体のコミュニティバスが多いが、清

瀬市、所沢市、さいたま市、川越市、秩父市なども、ほぼ書面開催や調整にて廃止の合

意等が調っている。 

・他社については分からない部分があるが、国際興業や西東京バスはすでに発表段階

で、３月１日や１３日から終了する。西武バスが聞き及んでいる中では、近隣の民営バ

スで、一部６月終了するところもあるが、概ね３月下旬から４月終了の方向で検討して

いると聞いている。 

・西武バスは国土交通省関東運輸局への届出等は済んでおらず、一般向けの情報の告知

等も３月１日以降になると思うので、情報管理についてはご配慮いただきたい。 

・バスロケーションシステムやノンステップバス等、バスに係る設備投資等を十数年来

かなり行っており、それらのサービスの導入や維持、更新を今後も続けたい。何より根

幹となる路線バスネットワークのサービスや運行本数のできる限りの維持など、根本と

なるバスサービスの維持に努めたい。 

・１月は前年対比７０％をきっている。元々路線バス事業は非常に収支が厳しい中で、

不採算路線を含めて維持している。前年対比５％程収入が落ちるとほぼ赤字に転落する

が、今期、前年度対比３０％程収入が落ち込んでおり非常に厳しい。先が見えない中、

できる限りの路線バスサービスの品質維持につなげたいのでご理解願いたい。 
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≪会長≫ 

西武バスの路線バスに合わせて、グリーンバスもバス特のポイント及びチケットの付

与を終了するということについて合意形成を願いたいとのことである。質問意見があれ

ばお願いする。 

≪委員≫ 

この状況なので終了ということは致し方ない。西武バス以外の事業者で付与されたチ

ケットも今後１０年間は利用できるという認識でよいか。 

≪委員≫ 

１００円単位に付与されたものは、東京都交通局や他社で付与されたものも付与され

た月から１０年間利用可能である。 

≪委員≫ 

以前プレミアムがついていた交通カードというものがあり、その時はプレミアムに対

する補填があったように思う。今回その点は議論に上がったか？ 

≪委員≫ 

・車両価格は１５年前に比べて１.５倍以上となり、ＩＴ機器の設備投資にコストが膨大

にかかる中、バス事業業界全体で人件費の軽減によって経営努力だけで何とか維持して

きた。バスカードや、共通回数券の時代の割引率をほぼ踏襲しＩＣカードのプレミアム

を引きずってきた。バス特開始時に、ポイントの蓄積を１か月単位にして、翌月ゼロか

らにしたことで高頻度利用割引という営業政策に切り替えている。利用者からは旧来の

回数券等の割引と同じようにみえるが質としては変わっている。 

・バス特がなくなると、特に中頻度、高頻度利用者にとって、実質負担額が増加するの

で心苦しい。その中、ＩＣの一日乗車券の他、学生定期や通勤定期は他社に比べていい

メニューを編み出し提供している。今後はバスだけの割引というより、鉄道と一体とな

ったＭａａＳ、観光ＭａａＳ、地域ＭａａＳ等、一体型の割引サービスや運賃組み込み

型のサービス等を目指す判断もあり、今回バスだけのサービスを終了する判断に至っ

た。 

≪委員≫ 

公表しているのは国際興業と西東京バスか？ 

≪委員≫ 

現時点でそうであると思う。西武バスは滞りなければ３月１日から公表し４月１日か

らサービスアウトしたい。 

≪委員≫ 

現時点で２社ということだが、なぜ３０社の足並みがそろわなかったのか。今のお話

ではどこも廃止を考えているとのことだが、継続を考えているところは、実際は多いの

か少ないのか？ 

≪委員≫ 

存続・廃止、実施時期を含めて各社の経営判断によるものであり、足並みが揃うよう

なものではない。ただ、聞くところによると、多摩地区や埼玉エリアでは、多くの民営

バス会社は終了に向けた検討をしているようである。 
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≪委員≫ 

公表が少し遅れるのは、コミュニティバスを運行する事業者などが、地域公共交通会

議で廃止の承認を得ることを含めて公表したいためなのか？ 

≪委員≫ 

そこは、地域、事業各社やコミュニティバスの自治体によって違う部分がある。例え

ば武蔵野市や杉並区、国分寺市、小金井市などは運賃が１００円であり、元々バス特を

適用していないところも多い。西武バスが委託を受けている埼玉地域では、路線バスと

同じ対キロ区間制の運賃体系でバス特を適用しているところが多い。他も概ね東村山市

と同じ時期に申し入れを行い、本日までに複数の自治体でコミュニティバスのバス特を

やめる方向で検討いただいており、既に決議が調っているところもある。 

≪委員≫ 

事務局と西武バスさんの説明で概ね分かった。私は東村山市にバス特を導入する時に

委員として公共交通会議に出席していた。その当時はバス特を導入すれば回数券はいら

ないとも思っていたが、廃止ということであれば、市として回数券が得であることを広

報してほしい。 

≪会長≫ 

今の件について事務局として何かあるか？ 

≪事務局≫ 

回数券は継続するので併せて周知する。 

≪会長≫ 

バス特をどうしても継続するべきという意見は出ていないが、事務局からの提案通り

終了するということでよろしいか？ 

 

・・・異議なし・・・ 

 

≪会長≫ 

バス特は高頻度利用者に対するサービスとして正しい考え方であるが、導入している

全ての事業者に共通でポイントが付与される仕組みであり、他社でついたポイントをほ

とんど利用しない別の会社で使用することにもなることを、利用者が理解していたか気

になるところもあった。 

 

 

西武バスのバス特の廃止に合わせて、                      

グリーンバスはバス特のポイント及びチケットの付与を終了する。 

 

 

≪会長≫ 

議題については以上の２点です。次の「報告事項」について、事務局より説明をお願い

する。 
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３．報告 

≪事務局≫ 

報告事項２点。 

①地域公共交通あり方検討会の進捗状況について 

・本来であれば令和２年度当初からの事業を予定していた「新たな移動手段の検討業

務」は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い事業の凍結を行った。 

・感染状況が一旦落ち着いた秋ごろ事業を再開し、令和２年１０月９日に第１回地域公

共交通あり方検討会を開催した。 

・会議では、会長・副会長の選出や傍聴の定めなど会議に関することの他、これまでの公

共交通に関する取り組み状況、各委員が現在地域公共交通に関して感じていることなど意

見交換を行った。 

・第２回の会議は、令和３年２月５日を予定していたが、令和３年１月７日に緊急事態宣

言が発令されたことに伴い会議開催を延期した。 

・次回の会議日程は、現在のところ未定であるが、感染拡大状況を考慮しながらなるべく

早く開催できるように調整する。 

・新たな移動手段の検討事業について、専門的な分析などを進めるため、新たな移動手段

の検討支援業務委託の事業者選定に向けて公募型プロポーザルを実施。１月２５日の最終

審査を経て、受託候補者として八千代エンジニヤリング株式会社が選定され、契約に向け

た協議を進めている。 

・５月中下旬にコミュニティバスの利用実態調査を行う予定であり、地域公共交通あり方

検討会に於いて、調査方法や調査内容等の調査概要について協議を行いたい。地域公共交

通あり方検討会で決定した調査概要については、地域公共交通会議委員の皆さまに書面等

で共有するので、内容をご確認いただき、意見等あれば事務局まで連絡をお願いしたい。

コミュニティバス利用実態調査は、質問事項が限られるため、意見すべてを反映すること

ができない可能性がある。 

・次回以降の地域公共交通会議に、委託事業者として八千代エンジニヤリング株式会社が

出席する。 

②グリーンバスの令和２年度の乗車状況について 

・１月実績までを報告する。１０月の乗車実績では前年度比でマイナス２０％を切るまで

に回復したが、その後の感染者数は増加傾向にあったため、グリーンバスの利用は再び減

少傾向となっている。また、１月７日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、乗車数も

大きく減少し、１月実績はマイナス４０％程度まで落ち込んだ。４月から１月までの通期

では、全体で２１万９千８９１人、前年度比マイナス３３．２％となっている。 

≪会長≫ 

 報告事項について質問はあるか？ 

≪委員≫ 

利用者が落ちて収支が悪化しているが、今後グリーンバスをどうなさろうと思っている

か？収支率４０％を超えることが前提だが、それを超えているかどうかを含めて差し障り

のない範囲で教えていただきたい。 

≪事務局≫ 

令和２年度の収支率に関しては４０％を満たせないと思っている。今後については前回
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の地域公共交通会議の時に、このような状況の中であるので、令和３年度については、そ

のままの運行計画で運行していくということで皆さんにご確認いただいている。令和３年

度は今まで通りの運行計画で、運行しながら感染状況をみて、令和４年度以降について会

議の中でお諮りしたい。 

≪委員≫ 

・生活様式自体が変わっており、１００％には戻らないと思う。どの位戻るのかを次の年

度でみていくとのことであると思う。 

・以前は、一番優先する課題は交通空白地帯をなくすことのことであったが、今ある路線

を維持できるかが、非常に優先的な課題になってきている。コロナが始まってから一年以

上経つので、色々なシミュレーションをしていると思うし、私共民間を含め東村山市内の

交通をどうするかということを考えていると思うが、私共は何も聞かれていない。一年程

前、コロナが始まってすぐ、公共交通課に伺い、「私共の経営が非常に厳しく、経営状況が

悪化しており撤退することになるかもしれない。そうなった時はどうされるのか。」という

話をさせていただいた。準備をしていただいた方がこちらも負担が軽くなると伝えたが、

その後特に私共にヒアリングなどはなかった。私共が仮に撤退した場合を含めて、公共交

通をどうしようとしているのか、どのようにシミュレーションしたのかもう少し詳しくお

聞きしたい。 

≪会長≫ 

今の段階で事務局からお伝えできることはあるか。 

≪事務局≫ 

一年近く前、そのような話を伺った。今の段階では、交通事業者緊急支援金を交付させ

ていただき、市民の生活の足を確保、維持するということで対策を取らせていただいた。

それ以降については今のところ状況をみている。今後の公共交通のあり方については市も

色々考えなくてはならないと思うが、公共交通会議の中でそれぞれの立場からご意見をい

ただき協議をしていただくことになる。 

≪委員≫ 

先日、私共が朝日新聞の記事に取り上げられ、その中で非常に誤解を生む表現があった。

私共の社長が『コミュニティバスとしての運行を検討してもらえないかというふうに自治

体に掛け合いました。』と書いてある。確かにこれは申し上げたが、私共に税金を投入して

ほしいとは言っていないつもりである。私共ではなく、グリーンバスとして運行すること

を検討していただけないかという趣旨で、記者にも話したが、あたかも私共に税金をくだ

さいと言っている感じだがそれはない。あくまでも自力でなんとか頑張り、貸切の方で利

益を上げて今まで通り維持したいが、先行きが見えず非常に不安である。今は資金を確保

できているが、３か月以内にどうなるか分からない状況である。その辺りのリスクを踏ま

えて考えていただきたい。 

≪会長≫ 

今は何か月先にどうなっているかが見えない状況なので、どういうタイミングでどうい

う議論を始めるかというのが難しい。ただ、非常に厳しい状況であるのは、東村山市だけ

ではなくどこも同じである。今後どのように市民の足を確保するか、変化しつつある人の

動き等をみながら議論をしなくてはならない。タイミング等については、東村山市と相談
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しながら、どういうネットワークを作り維持するのか議論ができる場を考えていきたい。 

≪委員≫ 

この状況で税収も落ちて財源が足りなくなってくると思われる。令和３年は今のままで

運行すると思うが、財源も心配になってくる。恐らく、国土交通省から社会整備に関する

交付金もおりてきて今後も活用すると思うが、民間の自助努力では如何ともしがたい部分

があるので、公共交通網を維持するための税金の使い方活かし方を考えていただきたい。 

≪会長≫ 

では、今後については事務局と私とで相談する。 

≪委員≫ 

バス停の新設について報告させていただく。西武バスさんが久米川駅と清瀬駅間を運行

しているが、それを突っ切るように私共が運行している。以前からお客様より、西武バス

に乗り換えをしたいとの要望があったことから、西武バスさんに相談の上「新向台」バス

停を新設した。民間事業ではあるが市民のためになることであるので、何らかの形でアナ

ウンスにご協力いただきたい。 

≪会長≫ 

そういう広報は公共交通の利用促進の観点があるので、市の方でできる範囲でお願いし

たい。 

≪委員≫ 

グリーンバスに限らずバスの乗車率が落ちている。電車に関しては通勤利用の割合が大

きいのでテレワークが原因であることは分かるが、グリーンバスや市内を走る路線バスに

関しては通勤が理由ではないと思うがなぜ減っているのか？自分なりに思うことはある

が皆さんはどうお思いかお聞きしたい。どういう人が利用を控えているのか。 

≪会長≫ 

何かご意見はあるか？ 

≪委員≫ 

直接バスに関わるか分からないが、近所のスーパーの買い物の様子をみると、私は毎日

のように行くが、少し年配の方は夫婦で来てまとめて買い物をする。今まで週に２、３回

来ていた人が、週に 1 回や十日に 1回しか行かないということはあると思う。昼間の混ま

ない早い時間にかなりの量を、まとめて買い物をしてすぐに帰っているのかもしれない。

テレワークでは、上に着る服だけに気を使うのでクリーニングもあまり必要ではないし、

衣服の購入に出かけることもあまりなく外出する回数が少なくなる。テイクアウトで買い

には行くが、家でいいというのが一般的な人のこの一年の行動と思われる。 

≪会長≫ 

買い物だけではなく、高齢者の通院や薬の受け取りも、週に複数回行っていたのが、週

に１回で済ませても生活が成り立ち、次回からそれが定着し、その積み重ねで外出が減る。

この辺りは東京なのでテレワークの比率がそれなりにあると思うが、地方はテレワークの

比率はそれ程高くない。ただ、大きな大学がある地域周辺で、大学生がリモート授業のた

めほとんど出歩かないとよく聞く。外出頻度は間違いなく減少している。 

≪委員≫ 

外出頻度の減少は分かるが、外出にそんなに路線バスを使っていたとは思えない。例え
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ば近くの買い物にバスに乗って行くであろうか？ 

≪会長≫ 

買い物では、バスに乗る人もそうでない人も様々であるが、駅周辺に出るという流れは

それなりにある。それがどれくらいの比率かということは何とも言えない。 

≪委員≫ 

私共の路線は、朝夕は通勤通学で、日中はお買い物や通院の他、親族の家に行くのに使

う人が多い。 

≪委員≫ 

まんべんなく減少しているか？ 

≪委員≫ 

まんべんなく減っているが、一番減少しているのは通勤です。昨年は学校が休みとなり

通学が減少した。路線バスの経営状況が悪いのはどこも同じで、大きな収入源である定期

券の売り上げが少なくなっており回数券も売れていない。今まで週５日通勤していたのが

週２日になるなどしていると思われる。 

≪委員≫ 

そうなのかもしれないが、それだけで減るものなのか。 

≪委員≫ 

買い物だけではなく、友人と誘い合って電車で外出することもなくなっており、駅まで

バスに乗る必要がなくなっている。 

≪委員≫ 

引き続きバスに乗車していた６６％程の人は、不要不急ではなく絶対必要であるから乗

っていたということですね。 

≪会長≫ 

不要不急ではない移動をしているということですね。 

≪委員≫ 

通勤や通学に関しては自宅で、また、施設などでは入口で消毒や検温などがある。しか

し鉄道などの交通機関に乗る時にはそれがない。コミュニティバスの乗客は高齢者が多

く、報道で密にならないようにとかなり言われていることで外出を自粛してしまうことも

要因ではないか。 

≪委員≫ 

バスの方が危険だからと、バス以外の交通機関で移動はしているということか？ 

≪委員≫ 

移動自体が圧倒的に減っている。 

≪委員≫ 

通勤に関して言えば、電車の利用者は減っているが、自家用車等車の移動は増えている。 

≪会長≫ 

密になるというイメージだけで公共交通を敬遠する方はある程度いる。東京でマイカー

通勤が増えており、多少無理な距離でも自転車で移動するなど、他の移動手段への転換も

一定の割合はある。 

≪委員≫ 

休日は自家用車転用が多い。比率としては平日の減りより休日の減りが大きい。立川な

どの郊外型のショッピングセンターがあるところは、渋滞がひどくなる現象が１１月や１

２月に多く見られた。 
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≪会長≫ 

公共交通は密であるから、密になりそうだから危ないというイメージは全く根拠がな

い。公共交通は安全であることを様々な場面でアナウンスすることが必要。バス会社やバ

ス協会、タクシー協会から発信はしているが、一般の人はその情報をそれ程見ない。もっ

と一般の人がアクセスする場で発信する必要があると思い、私も色々なところで呼びかけ

ている。私が副委員長をしている山梨県の交通政策会議でその話をすると、会議のメンバ

ーの高校の校長会会長から学校で発信すると言っていただいた。色々なところで公共交通

の安心安全についてアピールすると状況も少しは改善する。 

≪委員≫ 

１月２３日の週刊ダイヤモンドで、バスの特集が２ページ程あり、全国の地方交通が特

に厳しく１年以内に事業者の半分は潰れるという悲観的な記事が出ていた。会長は色々な

ところをご覧になっているが、どのようになっていくとお考えか？ 

≪会長≫ 

先が見えずなかなか難しい。ただ、今年度の状況が来年度同様に続くと、それなりに盤

石な経営基盤を持っているところでも持たないだろうという気はする。 

≪委員≫ 

五月雨式に路線の廃止や便数が減ったと聞くが、かなりそれは進んでいるのか？ 

≪会長≫ 

ある程度は進んでくるが、今の段階でだけでいうと、一生懸命持ちこたえているところ

だと思う。東村山市も取り組んでいただいたような事業者に対する支援金や、それら制度

を色々なところで実施しているので何とか今年度は持ちこたえても、来年度同じような状

況が続くと次々に事業者が倒れる恐れもある。 

≪委員≫ 

国土交通省も大丈夫かと頻繁に連絡をくださり、補助金を活用してくださいとのこと

で、第２次補正予算に関しては申請し決定通知をいただいた。今完了報告書を書いている

が、事業者に入金されるタイミングはかなり先になるので、そこが持ちこたえられないと

いうのを実感している。第３次補正予算でも、また申請させていただくが、実際に入金さ

れるのが、半年以上先のことであると思うので、そこを持ちこたえることを目標に考えて

いるが、やはり第３波がきつい。 

≪会長≫ 

地方事業者と話すと、今年度についてはどこもみな緊急の状況であると分かっているの

で、金融機関が即融資をしてくれるところが実際にあったが、来年は見込めないであろう

ということが話に出る。 

≪委員≫ 

それは感じている。 

≪会長≫ 

早く先が見える状況になるのが一番ありがたいが、ワクチンの状況がどうなるか、あと

数か月で見えてくるのかどうかである。 

≪委員≫ 

タクシーの状況もお聞きしたい。 

≪委員≫ 

・まさに厳しく、第一波ほどではないが、それにかなり近づいている。前回の地域公共交

通会議では７割ぐらいまで回復したと言ったが、今、おそらく５割ぐらいに引き戻されて

おり、５割も切ってしまうのではないかというのが実感としてある。 

・日中は事務所の電話は鳴るが、雇用を守るために全社で稼働台数を減らしている。運転

手の入りを削り出勤を７割くらいにカットしても、給与は何とか１００％に近い形で払う
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ようにしている。補助金のお陰もあるがなんとかやらせてもらっている。 

・コロナが収束せずしばらく続くと見越しながら、様々なものを調整して、今まで何十年

かかけて蓄財したものを現金化して、どこの会社も何とか維持している。タクシー会社が

潰れることはそれ程ないのだが、国分寺で現実に出てきているし、田無のタクシー会社は

全部統合して行政が面倒を見て運営しているところが多い。 

・私が預かっている福祉に関しては、バスにも乗れないような方を、ベッドトゥーベッド

で運んでいるが、そういう方々はコロナ禍であろうが何であろうが移動しなくてはならな

い。 

・夜８時以降の利用はばったりとなく、そうではない人も稀にはいるがほとんどの人はず

っと辛抱しており、今年はコロナに打ち勝つ年にしたいと希望を持ち、がんばっている状

況。 

≪会長≫ 

先が見えない中での話で非常に難しいが、公共交通、バス、タクシー、鉄道も社会生活

の基盤であるので、これをどのように維持し、地域の役に立てるようにしていくかという

のは、色々な立場から皆で考えなくてはならない。事業者は自社の継続のために当然努力

されていると思うが、これは地域全体の問題として議論していく必要がある。今後とも皆

さんにご協力いただくことになると思うのでよろしくお願いしたい。私も各地で関わって

いる中でお伝えできる情報を提供する。 

≪委員≫ 

会長や事業者の方もおっしゃっており、私も薄々感じているが、コロナが収束しても 

１００％元通りにはならないと予想される。なぜ戻らないのであろうか。今まで利用して

いた人が利用しなくなるということだと思うがなぜ利用しなくなるのか。その理由を聞き

たい。ウーバーイーツ等が流行っていること等も関係しているのか…。 

≪会長≫ 

そういうことを様々含めて、生活様式自体が変化する中で、移動の必然性や、自発的な

移動の必要がなくなっている部分が出てきている。全体的な生活の変化の中での移動のボ

リュームが、コロナ前とは変わってくるという予想である。 

≪委員≫ 

従来の公共交通のあり方が変わらざるを得ない…。 

≪会長≫ 

それを前提とした考え方をせざるを得なくなるであろう。 

≪委員≫ 

前回の公共交通会議で、令和３年度は、収支率４０％は置いておき、様子を見るという

ことであったと思うが、その先を今から考えなくてはいけないのではないか。令和４年度

も４０％をきることも現実として考えられる。そうなった時に、ガイドラインに沿ってや

るのか。そうではなく、今からガイドラインの一部見直しを検討した方がいいのではない

か。 

≪会長≫ 

おっしゃる通りだと思う。ガイドラインをどのようにみていくのか、或いはグリーンバ

スの実際の運行やサービスの提供の仕方をどうするのかを、新たな前提の下で考えざるを

得なくなる。そのタイミングが難しく、どこで、どういう見極めをして進めるのか判断が

難しい。来年度は現状を継続することで合意をいただいているので、来年度のうちにその

先をどうしていくか、なるべく早く議論をスタートさせる必要はある。 

≪委員≫ 

例えば民間事業者が運営できなくなり撤退し、その後、行政がやることになった場合、

交通空白地域ができると住民の生活が成り立たなくなるので、早め早めにやっていただき
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たいと当事者として思う。 

≪会長≫ 

それは先程も申し上げた通り、事務局と相談しながら、どの時点でどういうタイミング

で議論を始めていくか相談はしておきたい。 

≪委員≫ 

相談というのは、どなたとどなたでするのか？ 

≪会長≫ 

この会議そのものでどのように議論を進めるかというのは会長の責任であり、今言った

相談というのは、どういう内容でどういう会議をしていくかということを、私が事務局と

相談するという意味である。 

≪委員≫ 

ガイドラインを見直すのであれば見直しをする。そうでなければ極端な話、路線が廃止

になってしまうかもしれない。どこまで路線を維持できるのか、どこまでの収支率であれ

ば維持できるのか。できれば収支率は高い方がいいという話であり、その最低限が４０％

であった。最低限は下げていかざるを得ない。 

≪会長≫ 

どのあたりが適切かという判断も今後していかなくてはならない。 

≪委員≫ 

そのためにも、なぜ利用がなくなっていったのか、生活様式が変わったというが乗らな

くなった理由は人それぞれである。少しの改善、例えば、バスは安全であると広報するこ

とによってバスを利用するかもしれない。何が原因で乗らなくなったのかを知りたい。バ

スに乗車した６６％の人の利用する理由も知りたい。 

≪会長≫ 

八千代エンジニヤリングはその辺りを調査するか。 

≪事務局≫ 

コミュニティバスの利用実態調査と、市民に対して公共交通に関する市民意識調査を実

施するので、質問の内容については協議いただきながら考えていきたい。 

≪会長≫ 

乗らなくなった原因を知ることは大切である。このような変化の中で、実際に移動する

時の意識がどう変化しているのか、実際の調査の前に議論をさせていただきたい。 

≪委員≫ 

事業者の方も色々考えており、貨物を混載していく話も出てきている。皆さんが乗らな

いのであれば、走っているバスを利用してお届けする発想も当然出てくる。それが収益改

善の一助になるかもしれない。生活様式が変わったという前提で考えられることは色々あ

る。 

≪委員≫ 

西武バスさんはそういう考えはあるか。 

≪委員≫ 

西武鉄道でも特急がかなり空いており、秩父から池袋へいちごを運び、百貨店ですぐ並

ぶようなサービスも始めている。電車と一体となったＭａａＳ的な取り組みとして、観光

で、アナログだったところをモバイルを使うなど、業界で盛んに研究している。東急さん

も色々とされており小田急さんも先駆事例がある。乗り遅れないようにしたい。 

≪委員≫ 

西武バスさんは幹線道路を走っておられるが、私共のように小さい車両で走っていると

ころは、結節点の停留所までお客様をお連れすることを今後はもっと考えていきたい。私

共が駅まで入るということではなく、西武バスさんのバス停までお連れして、そこから目
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的地へ行っていただく。 

≪委員≫ 

減ったとはいえ、前年比７０％～７５％の人に引き続きお乗りいただいていることを、

路線バスとしては非常に大事に思っている。エッセンシャルワーカーは東村山市も多く、

病院や自治体の方など、テレワークを実施しにくい事業も沢山あり、そういう方々がバス

を必要としている。テレワークの環境は進んでおり、テレワークがきくような会社がある

路線は著しく減っている。一方、お弁当を作る等の実業の工場がある路線は、減り方が２

０％前後で止まっており路線のカラーが出ている。 

・夜は、多摩地区ではかなり減少した。今、深夜時間帯は休便しており、緊急事態宣言に

合わせて鉄道も運休している。今後、夜は出歩かなくなることが続くのか元に戻るのか読

めない。営業や打ち合わせ、会議等がリモートで済むことが増えており、大学のリモート

授業もなくならない。その見極めを今後１、２年はしていかなくてはならない。 

・東村山市では銀河鉄道さんや私共も利用していただけているので、他の地域の状況をご

存じない方もいらっしゃるかもしれないが、西武バスはほかの会社よりはあまり減便して

いない。東京都内や神奈川県などで、他の地域の民営バスは大幅に減便している路線がか

なりある。西武バスは、ここまでは減らさないように頑張ってきたが、グリーンバス実績

とも同じような数字で動いており、１２月は大変利用者が減っている。３月のＪＲや西武

の鉄道改正時期に減便の計画もある。経営状況や路線質や時間帯等を検証しながらやって

いきたいし、できる限りのサービスを維持したいが、収入の減少が桁違いのレベルである。 

・路線バスで１０％数字が減少すると、経営としてはとてつもない打撃である。元々、民

間路線バスの運賃が、それ程の利益を生まない制度の形で認可を受けており、元からそれ

程儲かっていないところに加え、前年対比で１０％変わると経営として成り立たない。そ

ういう中でやっているので、皆様にもぜひご利用いただきたい。 

・通販やデリバリー等も多くなっており、イベントもなくなり外出機会が減っている。自

粛を守られている方は外出も少ない。貸切バスも９割減で殆ど稼働していない。銀河鉄道

さんは営業努力で動いているが、西武の観光バスはほとんど休ませており非常に厳しい。

貸切バスに比べれば数字的にはまだ持ちこたえているが、全般的に公共交通は極めて厳し

い状況である。 

≪委員≫ 

この緊急事態宣言下でも貸切バスは学校行事で動いている。社会科見学ではなく、何と

しても３月までにやらなくてはならない語学の学習であるため行事が強行されている。た

だ、東京都や国が管理する駐車場が全部休みであり、バスを停めるところがなく道路上に

待機するしかない。教育機関は昨年ずっとやってこなかったのでこの１月から行事が集中

しており、特に緊急事態宣言が明けた後の予約数はあふれているが、ずれ込んでキャンセ

ルになっていくと思われる。 

≪委員≫ 

２月半ばで集中してキャンセルになると厳しい。 

≪委員≫ 

１２月中旬からキャンセルが増え、トータルで５千万円くらいがなくなった。もっと大

きな会社はさらに大変であろうと思う。 

≪会長≫ 

貸切バスの場合は見込んで予約をしており、緊急事態宣言が出たり、ＧｏＴｏトラベル

の中止で、電話一本でキャンセルとなる。もう少ししないと状況が見えてこないので、先

をみながら議論していきたい。予定された議事は以上です。 

≪事務局≫ 

以上で、令和２年度第３回地域公共交通会議を閉会する。 
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次回の会議は５月下旬を考えており、近いうちに日程を調整させていただく。 

 

４．閉会 

 

 


