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No.
移動手段
の種別

現状把握・分析 理想の姿・目標とするあり方 課題抽出・整理

1 コミバス

・起終点の待機場所やバス停留所施設の上
屋や旅客待ちスペースの改善余地あり

・公共交通マップは良い取り組みである、
バスロケーションシステム等は未整備

・より利用しやすいコミュニティバス ・駅前広場の改修やバス停留所及び付帯設
備の充実

・リアルタイム運行情報の提供

2 コミバス

東村山駅を起点に、シャトル２路線(東村
山駅～新秋津駅、東村山駅～久米川駅）、
循環２路線（久米川町循環、諏訪町循環）
が運行されている。

市内道路の整備状況では現行路線がほぼ目
一杯だろう。

①定期的な利用状況の調査に基づく停留所
の改廃

3 コミバス

東村山駅を起点に、シャトル２路線(東村
山駅～新秋津駅、東村山駅～久米川駅）、
循環２路線（久米川町循環、諏訪町循環）
が運行されている。

市内道路の整備状況では現行路線がほぼ目
一杯だろう。

②循環路線の延長検討

4 コミバス

東村山駅を起点に、シャトル２路線(東村
山駅～新秋津駅、東村山駅～久米川駅）、
循環２路線（久米川町循環、諏訪町循環）
が運行されている。

内道路の整備状況では現行路線がほぼ目一
杯だろう。

③東村山駅における乗り継ぎ割引運賃の設
定。

【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（ご意見一覧）



令和元年度第3回　資料１-2

No.
移動手段
の種別

現状把握・分析 理想の姿・目標とするあり方 課題抽出・整理

【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（ご意見一覧）

5 コミバス

東村山市内でのコミュニティーバスは、現
状が適切

より狭い道での乗降やエリアへの対策が必
要であり税負担の平等性からも、必要と思
われる。

コミュニティータクシー等ワンボックスを
利用した、幹のコミュニティーバスを補完
する車両運送手段が必要と思われます。企
業の人材不足から運送関係者が少ない時代
ではあるが、協力的な会社を選定し、運行
を委託するべきかと考えます。地域の人を
地域の企業の人々が協力する、いい循環が
できる姿が望ましいと考えます。

6 コミバス

4路線が市内を走っていて、それぞれ収支
率40%以上を維持している。

収支率のさらなる向上。広告やちょっとし
た伝言板的な情報発信機能を持たせ、文字
通り「コミュニティ」の場となるようにす
る。コミュニティバス同士はもちろん、路
線バスや鉄道との接続の良さをさらに追求
していく。

①富士見町路線の増便

7 コミバス

4路線が市内を走っていて、それぞれ収支
率40%以上を維持している。

収支率のさらなる向上。広告やちょっとし
た伝言板的な情報発信機能を持たせ、文字
通り「コミュニティ」の場となるようにす
る。コミュニティバス同士はもちろん、路
線バスや鉄道との接続の良さをさらに追求
していく。

②15分くらいで回れる路線の実証実験…
…例えば萩山駅南口－久米川駅。短時間で
回ることがてきれば、バス1台でも便数を
増やすことが可能になる。便数が多ければ
コミバスを利用するのかということを一度
検証してみたい。

8 コミバス

・安価な料金で市内を便利に移動できる。
・自宅の近くのバス停で乗降できる。
・交通空白地域は依然として残っている。

・交通空白地域が解消されている。
・最終的には、自動運転が導入されてい
る。それまでの間は、デマンド交通でカ
バーされている。

・収支の安定
・運転手さんの労働力不足
・道路整備の促進
・バス停までのアクセス改善（バリアフ
リー化）
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9 コミバス

当社に限らず、現在バス会社では人員不足
が深刻化しています。更に、働き方改革な
どの進行により、労働時間の管理を監督官
庁から強く求められており、以前よりも多
くの要員が必要となっています。大型２種
免許取得者の減少による求人難が発生して
いるので、各社採用方法を工夫して対応し
ています。

既存の路線バスとの共存を原則とし、市民
の移動手段の充実を図る。バス以外の移動
手段の導入についても、路線バスの利用客
減少につながる要素は避ける。

運行本数には限度がある。

10 コミバス

・４路線５系統の運行であるが、交通空
白・不便地域の解消には至っていない。
・基本的に赤字運行。運行本数を増やせば
利便性は増す一方で赤字の拡大につなが
る。

・都市計画道路の整備と併せて運行経路の
見直しによる路線網の充実。
・近隣市との連携による路線網の再構築。

・市内道路でコミュニティバスが通行でき
る幅員の道路整備がなされていない。
・ところバスを除き、基本的に市内完結路
線。

11 コミバス

環境安全部公共交通課が所管するコミュニ
ティバス事業の収益追求。

現行のコミュニティバスのダイヤに東村山
東口⇔新秋津ダイレクト路線を加え、現行
ダイヤを修正変更可能な回数から実施

運用の回数収益と経費のバランス

12 コミバス

所沢市のコミュニティバスの多摩湖町乗り
入れは利用者数が少なく残念な結果に終
わったがメリットを掲げることでの解決方
法を探りたいものである。
これは都市計画の達成には費用と時間がか
かるためだが、お互いの市のメリットがあ
れば実現可能な方法である。

・ 隣接市のコミュニティバスの活用
隣接市（東大和市、小平市、東久留米市、
清瀬市）と協議して当市への乗り入れを図
りたい。

その際隣市のお店、駅を利用することにな
るが、経費増加分の負担は相互の利用状況
を勘案して決める。
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13 コミバス

東村山駅東口は、ロータリー内に横断歩道
があり、そこを駅乗降客が横断するため、
車両が横断歩道を通過するのに時間がかか
る。グリーンバス、路線バスの遅延の原因
になるだけでなく、歩行者も危険。

ロータリー内の横断歩道を撤去し、歩車分
離にする。たとえば、歩行者が駅２階部分
からデッキで直接歩道に降りられる構造に
するなど。

駅ロータリーが、歩行者、車両双方にとっ
て安全かつ機能的な導線・構造ではない。
→現状を検証する必要があるのではない
か。

14 コミバス

東村山東口交差点において、通勤通学時間
帯に駅へ向かう人および自転車の波が途切
れず、車両の右左折を妨げ、路線バスの定
時運行を困難にしている。また、信号が赤
になっても渡る歩行者・自転車が後を絶た
ず、危険。

歩車分離信号にする 駅前交差点の実態調査をする（時間帯別通
行量、歩行者数等）

15 コミバス

桜通りの東村山東口～スポーツセンター区
間において、桜の枝が大きく垂れ下がって
いる箇所が多々ある。そのため、運転士の
視点・注意力が上部に注がれ、歩行者、自
転車、他の車両への注意がおろそかになる
傾向がある。たとえば、東村山東口交差点
の信号手前（駅へ向かう方面）は、大型車
両の運転席から信号機が見えないほど枝が
垂れ下がっている。また、府中街道への左
折時には枝による車体への傷を避けるた
め、右折レーンにまで侵入してハンドルを
切らなければならない。同様に、府中街道
から桜通りへ進入する際も、対向車線（右
折レーン）に進入しないと通行できない。

道路法等で規定されている「車高3.8ｍ」
の車両が安全に走行できるよう、街路樹の
維持、管理をする。

街路樹の管理が適切でない。
→道路管理者（=市役所）に適切な管理を
求める。
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16 タクシー

東村山市の人口は、微減傾向であるが、６
５歳以上の人口は、増加が続いている。

市内では、多摩湖、萩山町地域は、バス路
線が通っていない。

高齢者の運転による事故が多いとの報道も
あり、免許証返納者が増えている。

高齢者が、病院、買物、公共施設に移動で
きる手段としての「乗合タクシー」による
不便解消。

自宅から「登録施設」または、「登録施
設」から自宅までの輸送。

「ところバス」を実施した時のように、運
行開始したら、見込みよりも利用実態が少
なくなってしまわないか不安。
運行台数と予約のわずらわしさのバラン
ス。
公平性を保つための運賃設定（タクシーよ
りも安く、バスよりも高い）
登録できる方の条件設定（年齢、住所、障
害等級etc）

17 タクシー

東村山駅、久米川駅、新秋津駅の３つの主
要駅にタクシー乗り場が設置されており、
三幸交通、東京交通西武ハイヤー、個人タ
クシーなどが運行している。

誰もがいつでも手軽に利用できる環境の整
備。
需給バランスの確保。

①早朝時間帯において迎車の手配がほとん
どできない状況。

18 タクシー

東村山駅、久米川駅、新秋津駅の３つの主
要駅にタクシー乗り場が設置されており、
三幸交通、東京交通西武ハイヤー、個人タ
クシーなどが運行している。

誰もがいつでも手軽に利用できる環境の整
備。
需給バランスの確保。

②東京２３区や武蔵野・三鷹市で実施され
ている近距離運賃の導入が望まれる。

19 タクシー

東村山市では、労働人口の減少とともに、
地域のタクシー会社への労働力が不足して
います。
また、住民の高齢化、都心への就労移動が
減少してきている状況であるが、市民の移
動への要求は、変化していると思う。

どのような人でも、移動の自由が適切に対
応されている事は、住みたい街の条件の一
つと思われます。地域移動産業の育成を含
めた、選択肢の多様化が求められてると思
います。

労働人口の減少による、税収の今後の減少
の可能性を考えると、民間の活力である鉄
道、路線バス、タクシー等の移動手段を育
成し、その可能性を広げる事が必要でると
考えます。移動の不便と思われている、地
域の方々が住みやすいと思える街づくりの
為、個別交通不便地域の設定や運送手段の
適切化（バス⇒ワンボックス）が必要。
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20 タクシー

・東村山駅、久米川駅、新秋津駅、萩山駅
にタクシープール、乗り場があり、乗換え
の利便性は良い。
・乗り場のバリアフリーが一部残ってい
る。
・市内で３社＋個人タクシー業者が営業。
・きめ細かい送迎ができる。

・全てへの乗降場のバリアフリー化。
・運賃の低廉化による利便性の向上。

・運転手の高齢化、なり手の不足。
・運賃が高い。

21 タクシー

東村山市では3つのタクシー会社が電話に
よる送迎に対応している。

歩けるものの、足腰の弱くなった高齢者に
とっては玄関先まで迎えに来てくれるタク
シーはありがたい存在。呼びやすくするの
はもちろん、料金的にも利用しやすくして
いく。

①高齢者でも使える配車アプリの共同開発
……市内3つのタクシー会社が共同して使
える配車アプリを開発する。

22 タクシー

東村山市では3つのタクシー会社が電話に
よる送迎に対応している。

歩けるものの、足腰の弱くなった高齢者に
とっては玄関先まで迎えに来てくれるタク
シーはありがたい存在。呼びやすくするの
はもちろん、料金的にも利用しやすくして
いく。

②タクシー定期券……市内の利用限定に
し、月額制にする。行先を限定するパター
ンや、運賃を決めて月額を決めるパターン
などいろいろあるが、できれば、市内3つ
のタクシー会社共通で使えるようにして欲
しい。

23 タクシー

東村山市では3つのタクシー会社が電話に
よる送迎に対応している。

歩けるものの、足腰の弱くなった高齢者に
とっては玄関先まで迎えに来てくれるタク
シーはありがたい存在。呼びやすくするの
はもちろん、料金的にも利用しやすくして
いく。

③23区と武蔵野市・三鷹市では初乗り料
金が410円なのだが、多摩地域ではまだ
730円。これを市内のタクシー会社だけで
も安くして利用しやすくして欲しい。



令和元年度第3回　資料１-2

No.
移動手段
の種別

現状把握・分析 理想の姿・目標とするあり方 課題抽出・整理

【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（ご意見一覧）

24 タクシー

・一部の駅等を除いて、呼ばないと利用で
きない。
・一番利便性は高いが、料金も高い。

・待ち時間のストレス無く利用できる。
・より安い料金で利用できる。

・運転手さんの労働力不足
・需要と供給のマッチングのためのシステ
ム構築
・利用者以外からの収入の確保

25 タクシー

高齢者が運転免許証を自主返納した際に申
請できる「運転経歴証明書」の提示によ
り、タクシー乗車料金１０％割引や論戦バ
スの無料定期券進呈等の勇退が受けられる
サポート制度がある。

高齢化が進む地域において、利用者それぞ
れの希望時間帯乗降場所などの要望に応
え、タクシーの利便さをバス並みの料金で
提供できるようなタクシー利用制度が導入
されれば、自主返納した高齢者の買い物や
通院のニーズに応えることが出来る。

26 タクシー

 
小型タクシーの導入
取り敢えずの手段としての、乗り合いタク
シーの導入を検討せざるを得ないのではな
いか。
この小型自動車の未来の姿は全自動運転車
が今の“レンタサイクル”につながるよう
になる。こうなると高齢者の利用が容易に
なり交通事故の減少にも貢献するのではな
いか。

相乗りで、費用は乗客に割り振る。これは
ルートを決め、乗客の乗り降りは安全な場
所で行う。ただこれは特殊なケースになり
そうだ。

27 鉄道

・市内９駅８路線で鉄道網は充実している
一方で、未整備の駅前広場（新秋津駅南
口、萩山駅北口）や駅広計画が無い駅もあ
り車両でのアクセス性が悪い。
・鉄道網が充実している一方で踏切が多
い。
・武蔵野線や国分寺線により中央線への連
絡性は良い。

・都市計画道路の整備により駅へのアクセ
ス性の向上を図る。
・連続立体交差事業による踏切の除却。
・都心へのアクセス性の向上。

・秋津、新秋津駅周辺のまちづくりに併せ
た道路網の整備
・連続立体交差事業の推進
・西武新宿線の東京メトロへの乗り入れ
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28 鉄道

西武線とJRで、合計9駅ある。このため
「1市に9駅は多い」という認識を持つ人
が多く、公共交通を考える際、最初から
「駅を増やす」という選択肢を外す、もし
くは想定していない人が多い。

鉄道駅間距離は西武線の場合、東京都を走
る部分に関しては平均して1.0～1.5km、
ＪＲ武蔵野線に関しては2.0～3.0kmと
なっている。その平均駅間より長い駅間が
東村山市内にはいくつか存在する。その駅
間に新駅をつくれば地域が活性化し、交通
不便地域は残るかもしれないが、生活不便
地域は解消されるかもしれない。

①八坂－武蔵大和駅間（2.5km）……八坂
－萩山駅間が1.0km、武蔵大和－西武遊園
地駅間が1.1km、さらに萩山－小平駅間が
1.1kmであることを考えれば明らかに長
い。中央公園から東村山西高校あたりが八
坂駅から1kmぐらいであり、ここに新駅
ができれば、新築マンションが増えている
富士見町の人たちにも対応できるし、中央
公園への市民のアクセスもよくなる。

29 鉄道

西武線とJRで、合計9駅ある。このため
「1市に9駅は多い」という認識を持つ人
が多く、公共交通を考える際、最初から
「駅を増やす」という選択肢を外す、もし
くは想定していない人が多い。

鉄道駅間距離は西武線の場合、東京都を走
る部分に関しては平均して1.0～1.5km、
ＪＲ武蔵野線に関しては2.0～3.0kmと
なっている。その平均駅間より長い駅間が
東村山市内にはいくつか存在する。その駅
間に新駅をつくれば地域が活性化し、交通
不便地域は残るかもしれないが、生活不便
地域は解消されるかもしれない。

②東村山－西武園駅間（2.4km）……保生
橋から北山公園にかけて新駅ができれば、
東村山駅から新山手病院や白十字病院への
アクセスがよくなるし、東村山市の観光地
として力を入れている北山公園や正福寺へ
のアクセスも格段によくなる。

30 鉄道

西武線とJRで、合計9駅ある。このため
「1市に9駅は多い」という認識を持つ人
が多く、公共交通を考える際、最初から
「駅を増やす」という選択肢を外す、もし
くは想定していない人が多い。

鉄道駅間距離は西武線の場合、東京都を走
る部分に関しては平均して1.0～1.5km、
ＪＲ武蔵野線に関しては2.0～3.0kmと
なっている。その平均駅間より長い駅間が
東村山市内にはいくつか存在する。その駅
間に新駅をつくれば地域が活性化し、交通
不便地域は残るかもしれないが、生活不便
地域は解消されるかもしれない。

③東村山－所沢駅間（2.9km）……あまり
知られていないけど、西武新宿駅から所沢
駅までの駅間で一番長い。長いと感じる小
平－花小金井駅間でも2.7km。熊野公園あ
たりに新駅ができれば、久米川町と諏訪町
の交通不便が一気に解消できる。
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31 鉄道

西武線とJRで、合計9駅ある。このため
「1市に9駅は多い」という認識を持つ人
が多く、公共交通を考える際、最初から
「駅を増やす」という選択肢を外す、もし
くは想定していない人が多い。

鉄道駅間距離は西武線の場合、東京都を走
る部分に関しては平均して1.0～1.5km、
ＪＲ武蔵野線に関しては2.0～3.0kmと
なっている。その平均駅間より長い駅間が
東村山市内にはいくつか存在する。その駅
間に新駅をつくれば地域が活性化し、交通
不便地域は残るかもしれないが、生活不便
地域は解消されるかもしれない。

④新秋津－新小平駅間（5.6km）……JR
武蔵野線の駅間で最も長い区間。以前から
新久米川駅の話があり、現在は頓挫してし
まっている。費用はかかるが、地上部分を
地下鉄のように出入り口だけにして、地下
駅にすれば現在でも可能と思われる。新久
米川駅の場合は地域の活性化が主眼になる
が、交通不便の解消を考えるなら新萩山駅
の方がいいかもしれない。

32 鉄道

・私鉄（西武鉄道）の駅は沢山ある。
・都心方面への移動は便利であるが、市内
や近隣市への移動は不便である。

・JRの駅（武蔵野線）も新規に開業して
いる。
・駅を結節点として他の公共交通を利用し
て市内、近隣市への移動が便利である。

・予算の確保、JRの協力
・他の公共交通の担い手不足
・駅周辺の整備が必要
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33 鉄道

市民は鉄道により他所の場所（都区内）と
の繋がりに重きを置く。当市の七つの鉄道
駅は隣市との境にある。これでは効率が悪
い。
住民や企業（遊園地なども含め）も大量輸
送が出来る鉄道駅の付近が有利である。
都区内の地下鉄との乗り入れがない西武新
宿線は不利である。都心に行くのに乗り換
えるのでは時間がかかる。
当市の人口は減り止まりの感があるが、市
民の不満の大きい理由は交通の不便と買い
物不便である。
当市の公共バスの経路は少なく、それも立
川市などを通過する。
企業側も鉄道駅からの徒歩の位置にあるの
は、客、従業員にとり好都合である。
今後増えるであろう外国人にも日本のやや
こしい住所をカバーするのに役立つ。

西武多摩湖線の複線箇所（都中央公園付
近）「及びJR武蔵野線の西武新宿線久米
川駅付近に新駅が設置されている。

34 鉄道

当市は西武鉄道とＪＲ東日本の２社が路線
を持っている。西武新宿線（久米川駅、東
村山駅）西武多摩湖線（萩山、八坂、武蔵
大和、西武遊園地）西武園線（西武園）西
武池袋線（秋津）ＪＲ武蔵野線（新秋津）
の９駅がある。

東村山駅の高架化により、乗り換えの利便
性の向上が期待できる。

①現在の西武新宿線は池袋線に比べ、都心
部への速達の観点から見劣りがする。西武
鉄道の今後の改良工事に期待したい。４つ
の駅を持つ多摩湖線は都心への直通運転が
少なく、朝３本の西武新宿直通電車はすべ
て各駅停車。また日中の萩山駅での乗り換
えは跨線橋を通らなければ成らない。今後
高齢化が進むとますます利用しづらくなる
ことが予測される。
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35 鉄道

当市は西武鉄道とＪＲ東日本の２社が路線
を持っている。西武新宿線（久米川駅、東
村山駅）西武多摩湖線（萩山、八坂、武蔵
大和、西武遊園地）西武園線（西武園）西
武池袋線（秋津）ＪＲ武蔵野線（新秋津）
の９駅がある。

東村山駅の高架化により、乗り換えの利便
性の向上が期待できる。

②武蔵野線新小平～新秋津間は武蔵野線の
なかで最も駅間の長い区間。新駅の設置が
求められる。

36 路線バス

・起終点の待機場所やバス停留所施設の上
屋や旅客待ちスペースの改善余地あり

・より安全なバス運行 ・走行環境の整備（例：道路幅員狭い東村
山駅西口～金山神社付近等ほか）
・自転車走行環境整備（自転車起因の事故
が多い）

37 路線バス

・起終点の待機場所や乗降場所、バス停留
所施設の上屋や旅客待ちスペースの改善余
地あり

・より利用しやすい路線バス ・駅前広場の改修やバス停留所及び付帯設
備の充実（インフラ整備により運行ダイ
ヤ・時刻等の改善にもつながる）
・サイクル＆バスライドの駐輪場整備

38 路線バス ・運転要員不足 ・働き方の見直しができるような要員確保 ・大型二種免許取得者数の高齢化や減少

39 路線バス

西武バスと銀河鉄道の２社が路線を持って
いる。西武バスは主に鉄道駅を起点に市内
の主要道路を走り市外の鉄道駅とを結んで
いる。
東村山～武蔵大和～立川、久米川～八坂～
立川、久米川～清瀬、久米川～新秋津。
銀河鉄道は東村山駅から恩多町地域を循環
する路線を概ね１５分間隔で運行してい
る。

幹線ともいえる立川路線については、早朝
時間帯から２３時台までかなりの便数が設
定されており、現在の乗客数を見ると需要
を満たしていると思う。

①立川地区の交通混雑時にはダイヤが乱
れ、所要時間が読めないケースが多発して
いる。
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40 路線バス

西武バスと銀河鉄道の２社が路線を持って
いる。西武バスは主に鉄道駅を起点に市内
の主要道路を走り市外の鉄道駅とを結んで
いる。
東村山～武蔵大和～立川、久米川～八坂～
立川、久米川～清瀬、久米川～新秋津。
銀河鉄道は東村山駅から恩多町地域を循環
する路線を概ね１５分間隔で運行してい
る。

幹線ともいえる立川路線については、早朝
時間帯から２３時台までかなりの便数が設
定されており、現在の乗客数を見ると需要
を満たしていると思う。

②市内停留所付近の環境の整備（ベンチや
雨よけ）

41 路線バス

・市内に鉄道駅が９駅あることから、概ね
徒歩圏内に駅があると言える。
・どこに住んでも駅まで歩ける東村山市の
特性は他市にはない優れた点だと考える。
・このような状況において路線バスの需要
は市民にあるのか気になる。なお、他市か
ら東村山市内に通勤に来ている方は、路線
バスに対する需要はあると考える。
・市内在勤者の意向を確認できると施策検
討の参考になるかもしれません。

・「路線バスが充実した利便性のあるま
ち」＝「働く場所があるまち」なのかもし
れません。
・事業所を誘致することで、自ずとバス需
要は増えることが考えられます。

・路線バスが運行できる幹線道路が限られ
ている。
・路線バスの運行ルート増や本数増を市民
が望んでいるのであれば、実現するために
必要な施策を展開すべきと考える。
・市内在勤者、市内事業所の意向調査を実
施すると違う視点でまちづくりができるよ
うな気がします。

42 路線バス

・久米川駅をハブとした路線網の整備が図
られている。
・都道を中心にバス路線が設定されている
が、新青梅街道を走るバスが廃止されたま
ま。
・東村山駅東口発着路線が無い

・東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅市
内３極の路線網の充実。

・運転手の高齢化、なり手の不足。
・各市のコミュニティバスの導入により運
転手不足。
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43 路線バス

東村山駅西口から西武バスが立川駅行きな
ど2路線、東口から銀河鉄道の循環バス。
久米川駅南口から立川駅行きなど3路線、
北口から新秋津駅行きなど3路線が出てい
る。東村山市は東村山、久米川、秋津・新
秋津を3極としているが、3極のつながり
は弱い。特に東村山と秋津・新秋津間が弱
い。

3極のつながりの強化。免許返納する高齢
者の買い物支援のためにもスーパーや
ショッピングモールへのアクセス強化。新
府中街道など新たな都市計画道路が完成し
た際、積極的に路線バスルートとして活用
していく。

①東村山－新秋津間の新規路線……3極の
つながりで一番弱い東村山と秋津・新秋津
を強化するためにも、大型の民間路線バス
をこのほどつながったさくら通りに走らせ
て欲しい。

44 路線バス

東村山駅西口から西武バスが立川駅行きな
ど2路線、東口から銀河鉄道の循環バス。
久米川駅南口から立川駅行きなど3路線、
北口から新秋津駅行きなど3路線が出てい
る。東村山市は東村山、久米川、秋津・新
秋津を3極としているが、3極のつながり
は弱い。特に東村山と秋津・新秋津間が弱
い。

3極のつながりの強化。免許返納する高齢
者の買い物支援のためにもスーパーや
ショッピングモールへのアクセス強化。新
府中街道など新たな都市計画道路が完成し
た際、積極的に路線バスルートとして活用
していく。

②秋津駅前のロータリー整備……新秋津駅
前の整備てもいいのですが、計画では秋津
駅南口にロータリーをつくる予定になって
いると思います。ぜひ民間路線バスを走ら
せて欲しいと思います。例えば秋津駅から
小平駅に行く路線ができれば、青葉町や恩
多町の交通不便が解消されます。

45 路線バス

東村山駅西口から西武バスが立川駅行きな
ど2路線、東口から銀河鉄道の循環バス。
久米川駅南口から立川駅行きなど3路線、
北口から新秋津駅行きなど3路線が出てい
る。東村山市は東村山、久米川、秋津・新
秋津を3極としているが、3極のつながり
は弱い。特に東村山と秋津・新秋津間が弱
い。

3極のつながりの強化。免許返納する高齢
者の買い物支援のためにもスーパーや
ショッピングモールへのアクセス強化。新
府中街道など新たな都市計画道路が完成し
た際、積極的に路線バスルートとして活用
していく。

③萩山駅南口のロータリー活用……割と立
派なロータリーがあるのですが、バス路線
はありません。市内向けでなくてもいいの
で、新小平や西国分寺に行く路線ができれ
ばと思います。

46 路線バス

・昔からの街道沿いに路線があり、便数も
ある程度確保されている。
・料金も近距離なら安い。
・渋滞により定時運行されない場合があ
る。

・新設の道路にも路線が発達している。
・定時運行が確保されている。

・道路整備の促進
・道路ネットワークの完成による渋滞解消
・運転手さんの労働力不足
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47 その他

東村山駅東口は、ロータリー内に横断歩道
があり、そこを駅乗降客が横断するため、
車両が横断歩道を通過するのに時間がかか
る。グリーンバス、路線バスの遅延の原因
になるだけでなく、歩行者も危険。

ロータリー内の横断歩道を撤去し、歩車分
離にする。たとえば、歩行者が駅２階部分
からデッキで直接歩道に降りられる構造に
するなど。

駅ロータリーが、歩行者、車両双方にとっ
て安全かつ機能的な導線・構造ではない。
→現状を検証する必要があるのではない
か。

48 その他

東村山東口交差点において、通勤通学時間
帯に駅へ向かう人および自転車の波が途切
れず、車両の右左折を妨げ、路線バスの定
時運行を困難にしている。また、信号が赤
になっても渡る歩行者・自転車が後を絶た
ず、危険。

歩車分離信号にする 駅前交差点の実態調査をする（時間帯別通
行量、歩行者数等）

49 その他

桜通りの東村山東口～スポーツセンター区
間において、桜の枝が大きく垂れ下がって
いる箇所が多々ある。そのため、運転士の
視点・注意力が上部に注がれ、歩行者、自
転車、他の車両への注意がおろそかになる
傾向がある。たとえば、東村山東口交差点
の信号手前（駅へ向かう方面）は、大型車
両の運転席から信号機が見えないほど枝が
垂れ下がっている。また、府中街道への左
折時には枝による車体への傷を避けるた
め、右折レーンにまで侵入してハンドルを
切らなければならない。同様に、府中街道
から桜通りへ進入する際も、対向車線（右
折レーン）に進入しないと通行できない。

道路法等で規定されている「車高3.8ｍ」
の車両が安全に走行できるよう、街路樹の
維持、管理をする。

街路樹の管理が適切でない。
→道路管理者（=市役所）に適切な管理を
求める。



令和元年度第3回　資料１-2

No.
移動手段
の種別

現状把握・分析 理想の姿・目標とするあり方 課題抽出・整理

【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（ご意見一覧）

50 その他

新たな移動手段
・定時定路線のワゴンやタクシー
・地域のよる自主運行の交通手段

誰もがいつでも安心して円滑に移動できる
経済的負担の少ない安価な移動手段

① 何年先を見据えてのプランを構築する
のか。
　　３年先、５年先、１０年先などにより
・人口構成・市民のニーズの変化
・技術の進歩の劇的な変化
・高齢者の運転免許返上
・商業施設の改廃による日常生活への支障

51 その他

新たな移動手段
・定時定路線のワゴンやタクシー
・地域のよる自主運行の交通手段

誰もがいつでも安心して円滑に移動できる
経済的負担の少ない安価な移動手段

② 利用者ニーズの的確な把握
・どこへ行きたいのか
　　駅、買い物、医療機関　など
・いつ行きたいのかによる運行方式
　　オンデマンド方式
　　定時定路線運行　　など

52 その他

新たな移動手段
・定時定路線のワゴンやタクシー
・地域のよる自主運行の交通手段

誰もがいつでも安心して円滑に移動できる
経済的負担の少ない安価な移動手段

③ 市予算のこの事業への配分可能額
超高齢社会を迎えるに当たってどのよう

な
　社会を目指していくのか

53 その他

現在ある交通不便地域はコミバスを走らせ
ることができないなど、タクシー以外に解
消できる手段がなかったりする。しかしタ
クシーはコストがかかる割に輸送人数は少
なく、公費負担増は免れない。

交通不便により、生活をしていく上で何が
不便なのかを事細かに調べ、移動手段を設
定するのではなく、移動しなくても済むよ
うに発想を転換させていく。

駐車場を整備した大きなスーパーができる
一方、地域に密着した小さなスーパーが閉
店している傾向があります。生活不便地域
をつくらないことが、交通不便の解消にも
つながると思います。公共交通課の仕事で
はありませんが、町単位の商業活性化が大
事だと思います。
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No.
移動手段
の種別

現状把握・分析 理想の姿・目標とするあり方 課題抽出・整理

【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（ご意見一覧）

54 その他

・介護施設（デイサービス等）送迎バスの
路線化（経路）
・不便地域解消策お一案としてコミュニ
ティバス停を含めた不便地域の経路を選択

・介護施設と地元とのコミュニティが期待
できる。
・送迎車両の勇往活用都不便地域の解消策
を図る。

・定期・定時が限定される経路が複雑化
し、かつ経費負担根拠の明確化が求められ
る（有料化の場合認可根拠が課題となる）

55 その他

・自動運転システムの導入
・ドライバー不足と不便地域のバス路線
（道路規制）を回避し、市民生活の向上に
資する

・生活地点（不便地域）から病院・公的機
関・大型商業施設等、二点間の運行（用）

・自動運転システム（車両）メーカーとの
共同提携と路線選択と交通状況の整理（特
に警察行政との調整）

56 その他

・道路幅員、道路構造等の要因によりバス
路線網の拡大が困難。

・市内外の移動をストレス無く行うことが
できる、住民が生活しやすい、来訪者が過
ごしやすい都市。

・必要な移動手段の確認
・具体的な移動ニーズの確認
・他部署との連携
・住民・事務局・事業者の連携
・地域住民の移動に対する認識作り


