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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和元年度 第１回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和元年５月２７日（月）午後２時３０分～４時３０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・今井良治委員・中條基成委

員・依田修委員・齋藤員幸委員・薄井政美委員・佐伯昭委

員・井関稔委員・小河憲司委員・蛭間浩之委員・長岡浩之

委員・間野雅之委員・粕谷裕司委員・谷伸也委員 

（市事務局）平岡環境安全部長・細淵環境安全部次長・屋代公共交通課

長・小宮山係長・柴田 

●欠席者：石川龍太委員 

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 ２２名 

会 議 次 第 

１．開会  

２．議題 ところバスの運行について 

       消費税率改正に伴う運賃の改定について 

       今後のスケジュールについて 

３．その他 報告事項 

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 

開会 

 

●資料の確認 

○次第 

○資料１-１ ところバスの運行について 

○資料１-２ 【参考】平成３０年度第２回地域公共交通会議資料より  

○資料１-３ ところバス今後の流れ（参考） 

○資料１-４ 運行開始後アンケート集計結果 

     （「平成３０年度コミュニティバス運行計画検討業務委託報告書」より抜粋） 

○資料２  消費税率改正に伴う運賃の改定について 

○資料３  令和元年度地域公共交通会議スケジュール（案） 

 

人事異動により新たに委員をお引き受け頂いた方がいらっしゃいますので、環境安全

部長から委嘱状を交付させていただきます。よろしくお願いいたします。 

●委嘱状交付・委員挨拶 

  

続きまして、事務局も人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。 

公共交通課公共交通係長の島田が異動いたしまして、小宮山が公共交通係長になりました
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のでご紹介させていただきます。 

 ●公共交通課人事異動説明・係長挨拶 

 

≪事務局≫ 

議事に入ります前に、委員の皆様の出席状況でございます。 

本日は、石川委員から欠席のご連絡を頂いておりますので、委員１６名中、出席者１５

名、欠席者１名となっております。従いまして、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していることをご報告させていただきます。 

 

それでは、これより令和元年度 第１回 東村山市地域公共交通会議を開会いたします。 

 

 最初に、会長よりご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

≪会長≫ 

改めまして皆さんこんにちは。大変お忙しい中、また、暑い中お集まりいただきまして

ありがとうございました。きのう北海道で３９度を超えたという情報がありまして、私も

阪急バスのお客様感謝祭というイベントのお手伝いがあり、大阪に行っておりました。大

阪も３５度位まで上がったようで、毎年のように災害につながるような異変がある中で、

地域の交通を考えていかなくてはならない状況にあります。今後も色々な変動もあると思

いますし、地域の状況や交通を取り巻く環境も変わる中での議論を色々としてゆかなくて

はなりません。この地域の交通ネットワークをどうやって将来にわたって繋げていくの

か、忌憚のないご意見を今後ともいただければと思います。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。 

 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。よろしくお願いいたしま

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、２２名いらっしゃいます。 

 

≪会長≫ 

それでは委員の皆様にお諮りいたします。 

事務局からの報告で、本日の会議に２２名の傍聴者が待機しています。通常は１０名の募

集をしているということでございますが、後ろに座れるところがありますので、傍聴につ

いて許可したいと思いますが異議ございませんでしょうか。 

 

・・・ 異議なし ・・・ 

 

では、傍聴者の入室を許可します。 

傍聴者の着席まで、お待ち下さい。（事務局対応） 
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≪会長≫ 

会議に先立ちまして、傍聴者の皆様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して、会議の円滑な進行にご協力いただきますようお願いいたしま

す。 

 

≪会長≫ 

それでは令和元年度第１回東村山市地域公共交通会議の議題に入りたいと思います。 

本日は、議題が３件あります。 

「ところバスの運行について」 

「消費税率改正に伴う運賃の改定について」 

「今後のスケジュールについて」です。 

 

まず、１件目、「ところバスの運行について」です。 

事務局より説明をお願いします。 

 

≪事務局≫ 

「ところバスの運行について」でございますが、本日お諮りいたしますのは、「ところバ

スの運行について、本格運行への移行は出来ないと判断し、運行停止に向けて、所沢市と

の協議に入る」ということについてでございます。 

 

それでは、市の判断からご説明をさせていただきます。 

平成３０年１０月１日に実証運行を開始し、半年間の評価期間が終了いたしましたの

で、乗降者数調査の結果と併せまして、今後の運行に関する市としての判断を申し上げま

す。 

資料１－１をご覧ください。 

平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日までの乗降者数調査の結果ですが、 

乗降者数：延１，０２１人 

運行日数：１７６日 

乗降者数 1日平均：５．８人  

となりました。 

この結果を受けまして、市といたしましては、令和元年９月３０日を以て、実証運行を

終了するという判断をさせていただきました。 

判断の理由といたしましては、２点ございます。 

１点目は、１０月１日からの半年間の乗降者数が１日平均５．８人であり、本格運行移

行の基準として設定いたしました１日平均２１人を満たすことが出来なかったというこ

とでございます。 

２点目は、一人あたりの経費がグリーンバスの約３．８倍となっており、地域内での標

高差が大きいにもかかわらず他に交通手段の導入が難しい、というような地域の特性を考

慮いたしましても、経費負担が大きすぎるということです。 

具体的な数字で申し上げますので、資料をご覧ください。 

平成３０年度の当市が所沢市にお支払する負担金の決算見込み額が１，１３８，６８４

円となりました。そこから東村山市分の運賃収入となる２４２，６７５円を差し引いた額

を、利用者数にあたる乗降者数１，０２１人で割り返しますと、８７７．６円となり、こ

の金額が、一人あたりの経費となります。これを本格運行基準設定の際に用いておりまし

たグリーンバスの一人あたりの経費の平均である２３０円と比較いたしますと、約３．８
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倍となります。 

本格運行移行の基準を検討していただいていた時の議論として、許容範囲を１.何倍と

いう具体的な数値での基準は設けないものの、２１人を満たしていれば、１．４倍を上回

ることはなく、費用対効果という点でも許容できるのではないかというお話がございまし

た。 

この議論に照らし合わせますと、３．８倍では許容範囲とは言い難いと受け止めてい

るところでございます。 

以上の２点から、「ところバスの本格運行移行はできない」と判断いたしました。 

資料１－２をご覧ください。ガイドラインに基づく次の選択肢といたしましては、実

証運行で２１人以上が「ＮＯ」の場合にございます通り、実証運行期間を延長するか、

停止かという二つの選択肢がございます。 

この場合の、実証運行期間延長の条件が、資料１－１の囲みの中に記載してございま

す。こちらをご覧いただきますと、半年、評価期間を延長することで、本格運行移行の

基準を満たすことが期待される、ということが延長の条件となります。 

ところバスの乗降者数が今後、伸びていくことが期待できるかということですが、こち

らは、１月に実施した運行開始後アンケートの集計結果を基に判断をさせていただきま

した。集計結果は、資料１－４にございますので、詳細は後程ご覧いただければと思い

ますが、その中で、認知度（２－１５頁）をご覧いただきますと、ところバスが運行を

開始したことについて認知されている方が約８４％いらっしゃいます。しかし、その中

で、利用された方は約１４％にとどまっています。また、改善要望の内容として、運行

経路に関することが一番多く頂いておりますが、経路については変更ができないという

状況がございます。 

このように運行開始後アンケートの集計結果を見ましても、今後の利用者の増加を期待

することは難しいと考えられることから、実証運行期間の延長はせず、ところバスにつ

いては停止するという結論に至りました。 

 

ただ今申し上げました通り、東村山市としては「ところバスの延伸部分」についての運

行を停止する方向で考えておりますが、本路線については、所沢市との協定に基づいて

運行していることから、所沢市との協議が必要になるのは、ご案内の通りでございま

す。 

従いまして、９月３０日で実証運行を停止とした場合でも、そこですぐ翌日からバスが

走らなくなるということではなく、実際に、多摩湖町内での運行が停止する時期につい

ては、所沢市との協議により検討させていただくことになります。 

資料１－３をご覧ください。こちらは、スケジュールの参考例でございます、このよう

に、所沢市との協議のあと、諸手続きがあり、また両市の住民の方への周知も必要にな

りますので、早くても令和元年度いっぱい、協議の状況によってはさらに時間がかかる

こともあると考えております。今後は、協議の状況について、随時地域公共交通会議で

ご報告させていただきながら、最終的な運行停止の時期について検討してまいりたいと

考えております。 

 

以上が、本格運行移行の可否に対する市としての判断のご説明になります。 

冒頭にも申し上げました通り、本日の会議では、まず、「ところバスの運行について、

本格運行への移行は出来ないと判断し、運行停止に向けて、所沢市との協議に入る」と

いうことについて、地域公共交通会議としての合意を頂きたく、よろしくお願い申し上

げます。 
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≪会長≫ 

ただいま、事務局から説明がありました。ところバスについては、昨年１０月１日から

実証運行をスタートして９月３０日までとなっており、半年間の利用状況を見て、本格

運行に移行できるかどうかの判断をするということが当初から決まっておりました。そ

の後の運行について、半年を過ぎた段階で判断をしていく必要があるのですが、市とし

ての判断は、「本格運行への移行はできない。」と提案をしている訳です。また、実証運

行の期間を延長する条件にも当たらないことから、「運行を停止する方向で所沢市と協議

したい。」ということです。これについて、皆さんのご意見をお伺いします。ご質問を含

めご意見のある方はお願い致します。 

≪委員≫ 

２つほどお伺いしたい。まず１点は、これまで公共交通会議が開催される毎に、報告は

ございました。例えば１０月３１日までの１ヵ月の間に９．４人で、１２月２８日まで

は６．３６人という報告がありました。報告があるということは事務局も把握していて

地域の方にも伝えていると思うのですが、どういう改善努力をされてきたのかというこ

とが、資料になく見えないので報告していただきたいということと、今回出ている５．

８人というのは３月３１日までのものであるので、５月の半ばを過ぎているので、もし

４月３０日までの数値が出ていればお伺いしたい。 

≪会長≫ 

ただいまの２点についてお願いします。 

≪事務局≫ 

まず１点目の、地域組織の方々にお伝えして、その後の改善策についてですが、適宜

地域組織の方には状況をお話させていただいております。その中で、例えばそこの地域

のグループの集まりでバスを使いどこかに出掛ける場合、使い慣れない方はなかなか乗

りにくいであろうということもありますので、まずは利用していただき知っていただく

ようなことは活動していただいたと聞いております。 

また、市でも冬の間はなかなかイベントがなかったのですが、４月に向けてところバス

の中に桜まつりのポスターや、期間は過ぎましたが菖蒲まつりのポスターを貼らせてい

ただく取り組みはしています。 

２点目の４月の状況ですが、４月は１ヵ月で１４６名で、４月だけですと１日平均４．

８７人です。７ヵ月トータルでの１日平均は５．６７人で、右肩上がりに少しずつでも

増えているというには難しい状況でした。 

≪会長≫ 

よろしいでしょうか。他には？ 

≪委員≫ 

運行開始後アンケートがとられたと思うのですが、アンケートの中でなぜこのバスを利

用しないのか、できないのか、その辺りの参考になるご意見はありますか？自治会等で

是非このルートをお願いしたいという意見が多く出ていたと思うのですが、実際運行す

ると、あに図らんや当初の見込みより減ってしまった。これには何か理由があるのでは

ないかと思うのです。本当は多摩湖町から東村山駅へ行けるルートになればよかったの

ですが道路事情等により難しかった。これをところバスが寄ってくれるというような話

であったので期待はしていたのですが。 

≪事務局≫ 

それに付きましては、資料１－４の２３頁、２－２３、④の、改善されれば利用したい

点という集計結果がございます。そこを見ると改善されれば利用したい点の１番多いの

が運行ルートということになっており、ご案内の通り多摩湖町ではこれ以上の運行ルー

トは取れない状況があり、この改善の要望にお応えしてさらに利用促進を図れるという
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ことは難しいと判断しております。 

≪委員≫ 

市が所沢市に運行停止をしたいと交渉するというお話ですが、これを機会に、多摩湖町

に来られる方が乗ろう、利用しようという気持ちにならないものなのでしょうか。私も

初めてこの席で所沢市と交渉したいという提案であったので、ちょっと驚いているので

すが。 

≪事務局≫ 

ところバスの実証運行を開始するという説明会を２回程させていただいておりますが、

その中でもこういった判断基準があり半年間の乗降者数をみた中で、継続できるかどう

かの判断をさせていただくという事をお伝えしていますので、そういう意味では、ここ

で初めてこういう状況であれば運行停止になるという話が出て来たということではあり

ませんので、そこはご理解いただきたいと考えております。 

≪会長≫ 

他にはいかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

説明で分からない点があり確認したいのですが、今回は６ヵ月の実証運行のデータをも

って運行終了の決定をしたいということですが、実証運行がこれで終了となるかという

と実証運行は９月まで行い、９月までデータは取るということですね。逆にここから地

元の方が頑張り、２１人というのは無理かもしれませんが、１５人とか、当初１番の最

低ラインが１２．９人という判断基準がありましたが、それを少し上回るような数字が

もし出てきたとしたらその時はどうなのでしょうか。なぜ実証運行が９月３０日まで続

くのか理由がちょっと分からないので教えていただきたい。 

≪事務局≫ 

元々ガイドラインの中で実証運行期間が 1年あるということがありますが、その中で評

価期間が最初の６ヵ月で、判断をして、その後本格運行に移行する準備期間としての半

年があっての１年間が実証運行期間となっております。あくまでも評価するのは最初の

６ヵ月間で、実証運行期間としては判断後の半年間があっての１年間であるということ

です。この後もし、爆発的に利用者数が増えたらどうであるかということについては、

通常ご報告させていただいている数字はドライバーの手カウントで、システム上のエラ

ーの分も足した人数ですが、西武バスさんのシステム上のみの数字で単純に集計できる

数字の速報ですと、５月２３日現在で、乗降者数が８９名なので、なかなか増えていく

方向にはいかないということで、その数字でいくと営業日が２３日ですので１日平均

３．８７人となり、残念ですがなかなかその先には繋がらないと考えております。 

≪会長≫ 

よろしいですか？  

≪委員≫ 

はい。 

≪会長≫ 

はい、どうぞ。 

≪委員≫ 

データとアンケートというのは何なのであろうか。これだけ遊離した数字が出てくるの

は想像外。実のところ驚きを隠しえないというのが現状です。傍聴人が苦境をうったえ

られて会長から諌められるような、そこまでの話があった案件の数字だとはとても思え

ない。正直なところを言って、何であったのだろうという感じが非常に強いです。私の

意見として申し上げますが、この基準でいきましょうと決めた以上はその通りにいくべ

きだと思います。その途中で数字がどうであるとか、数ヵ月後に別の環境変化が起こっ
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た場合は別の問題として捉えるべきであろうと感じます。ただ、今の事務局の提案に対

して確認をしたいことが１つあります。所沢と調整をしてというところが非常に曖昧で

す。当市としてはこの基準でこうなったのでこれで決定をするがよろしいですかという

ことで話をして、それを通すのだという考え方を持っておられるのか、いやいや、とこ

ろバスとしては５人分や１０人分が不足であればその分はところバスが負担しますな

ど、所沢市のニーズが継続であるという話が出た場合に、どういう主体性をもってこの

話を進めるのか、そこをお聞きしたい。 

≪会長≫ 

どうですか？ 

≪事務局≫ 

市としては運行停止ということで判断をさせていただいておりますので、その方向で所

沢市さんと話をさせていただきます。特に今年度につきましては３月３１日迄運行をす

るということで協定を締結させていただいておりますので、そこについては曲げるとい

うことはなかなか難しいこともあると思いますが、その後については基本的に方向性と

しては東村山市からは運行停止ということで話をさせていただきます。ただ、所沢市さ

んの方でも地域公共交通会議があり、そちらでも合意をいただかないと運行ルート自体

の変更の手続きができないこともありますので、時期としてはこちらから確約するよう

なことは申し上げられないことになります。 

≪委員≫ 

繰り返しになるのですが、試験的な運行を実施するという段階に於いて、事務局として

は所沢市に対して相当無理なお願いをしたり、理事者からの云々の話も聞いております

し、その辺のところをよく考えた上での決断であるのか不安があり、今、質問をしまし

た。当時私は課長ではありませんでした、係長ではありませんでしたという話は横に置

いていただいて。やはり流れの中で地方公共団体相互が、行政バウンダリーを超えて乗

り入れる特殊性のある事業に対して、結論を出してやったものが、果して片方の言い分

だけで通るのかという、非常に、審議をした人間として責任も感じています。あまり裏

読みのようなことを言っても仕方がないのでこの辺にしますが、今度きちっとけじめを

つけていくということに関しては、はっきりしたかたちではっきりした態度で対応して

いただきたい。所沢市があの時こう言ったではないか、こういう状況であったではない

か、東村山市が困っている部分がここであるならうちが補てんしますよ、うちがこれを

やりますよ、カウントをここで変えましょうなどという話が出てきた時にずるずるの話

になってしまう。私はそのこと自体がやはり地方公共団体の独立している一つの団体と

して主体性をなくしてしまう可能性があるということからすると、今事務局から提案の

あった事についてはきちっとした姿勢で、調整期間は多少持つとしても結論ありきの方

向で調整をしていただかなくてはいけないという感じがします。 

≪会長≫ 

事務局いかがですか。 

≪事務局≫ 

私の考えを申し上げます。ただ今ご意見をいただきまして、市の方針として今回議題の

一つとして結果が出ましたので、あくまで、事務局として、市としての判断はこの公共

交通会議で設定された基準に則った上での判断ということでご理解いただければと思い

ます。 

≪会長≫ 

他にはいかがですか。 

≪委員≫ 

ところバスを利用しない、利用できないというのでしょうか、そういう理由の１つに東
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京都が発行しているシルバーパス、これは割合大きなバスルートでは利用できるがコミ

ュニティバスでは利用できない。こういう制約が確かあると思うのですが、こういう制

約を今からと言っても遅いのかもしれませんが、そういう検討をなさり、できるだけ多

摩湖町のお歳を召したかたに利用していただくということはできないものでしょうか。

せっかくところバスが入って所沢の方へ行ける便利なバスであったので、これはいいル

ートができたと思い、私も試乗の時に、これで多摩湖町の方はだいぶ助かるのではない

かと淡い期待を持ったので、それはいかがなものでしょうか。県と都で違うので利用す

るということは難しいとは思うのですが、東村山市のコミュニティバスは、今、乗客が

減っているようですよね？それはないのですか？質問を整理します。まず東村山市のコ

ミュニティバスの乗客の増減とシルバーパスを将来的に利用できる手だてはないのでし

ょうか？ 

≪事務局≫ 

まず、東村山市のコミュニティバスの利用状況ですが、後程のご報告事項でも平成３０

年度の実績をお話しさせていただきますが、総体では昨年度より増えております。シル

バーパスについてですが、これはところバスが所沢市のものだからということではな

く、コミュニティバスそのものがシルバーパスでは対象になりませんので、そのことが

直接影響しているとは考えておりません。先程の、改善されれば利用したいという点で

も、改善の要望の中での運賃というのはかなり低い位置で、それ以外のご希望の方が多

いことから、そこでは対策ができないと思っています。 

≪委員≫ 

ところバスの運行にあたっては、事務局もそうであるし、この会議体も時間を掛けて或

いは事細かい部分までかなり丁寧に積み上げてきたと思うのです。それで前任の係長さ

んの時にどういうルートでどういうツールを付けたらなど、西武園駅で乗り継ぎ東村山

に来られるような案内を作り配布するのも実現されました。その中でルールに則って吸

い上げた数字がこの数字であり、尚且つこれを今後将来に向かっても、運行ルートが利

用しない最上位にあるということは、時間を掛けて或いはいかにＰＲをしてみても、無

理に利用する方はいないであろうと思う。また、所沢市に出る方があの界隈でもっと多

いかと実はそう思っていました。ところが意外と少ない、或いは車で行ってしまう。そ

のような方達がこの沿線に住んでいるのかなということで、結論としてはこの数字をつ

ぶさに見て、市の方で決めている将来に向かって運行停止にしていく、所沢市と協議を

していくべきではないかと。そこで出でくる原資は別の方で使うことができるので、そ

れを検討していくべきなのかと考えています。 

≪会長≫ 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

≪委員≫ 

確認したいのですが、一応来年の３月３１日まで所沢市との契約ということなのでしょ

うか？協定があって乗り入れの運行は継続していく、つまり、東村山市が負担金を出し

ていくということであると思うのですが、バスの事業主自体は所沢市であるので、うち

はもういいですと言ったところで、所沢市が、いや継続してやりますという話になった

時に、要するに令和２年度以降走っているとその時はどうなのでしょう、東村山市は協

定はもう破棄されているから負担金を払わなくていいということになるのでしょうか。

それとも走る以上は払ってもらいますよということになるのでしょうか。 

≪会長≫ 

事務局、いかがでしょうか？ 

≪事務局≫ 

今回、地域公共交通会議としては運行停止をするということで合意をいただいたという
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ことになりますと、それに向けての協議となりますので、今の時点で次年度以降の協定

の締結という方向では検討はできないということになると考えております。所沢市さん

の方からそういうご希望があったとしても、こちらとしては運行はできないということ

への調整をさせていただくようになります。 

≪会長≫ 

委員がおっしゃりたいのは、仮に所沢市の意向として現行の様な運行を続けたいという

ことになった時に、次年度協定が終了した以降は所沢市の単独の経費のもとで行われる

のであって、東村山市は係わらないのかどうかということですよね？ 

≪委員≫ 

そうですね。結局東村山市が自分で決定する訳で、運行を中止してバス停も撤去させて

いただきその費用は出します、マップのルートも、削除や、新たに作成するのも自分で

しますと、ところが所沢市もマップを作っている訳ですよね。所沢市がマップを改訂す

るのに自費でするのか、それは東村山市の都合で運行をやめてほしいと言っているだけ

であるという話にもなるので、簡単にやめると決断するのはいいと思います。そうすべ

きだと思います。事業として主体は所沢市だと思うので、所沢市の協定がどのようにな

っているのか私は知らないので、何ヵ月前に言えば次年度からは払わなくていいとなっ

ている協定なのかどうかその辺りは分からないですが、結局市民の税金が無駄であると

ころに、これ以上つぎ込まれるのか、つぎ込まれないのか、そこに関心がある。 

≪委員≫ 

それに付け加えてよろしいですか。恐らく今の話は所沢市の協定がどうなっているの

か、何ヵ月前に言えば解除できるのか、或いは、実証運行期間を東村山市は重視してい

て所沢市はあまり重視していないなど若干の齟齬があるのではないかという気がするの

ですが。協定の中で、やめるということをこちらから言えるということが、恐らく協定

ですから可能だと書いてあると思うのです。その状況を詳らかにしていただけると今の

疑問は解けてくると思うのです。それからもう１つ、所沢市が費用負担をするからこの

ままあと３年続けさせてと、運行ルートは５年に１度変えるのであるからという話がも

し出てきたらどうするのか？所沢市の持ち出しはそんなに多くはないですよね？以前に

試算していただいたのがありましたよね？そうすると所沢市の規模にするとそんなに大

きい金額ではない。途中でやめるのであれば５年後の運行見直しまでやりたいという話

がもし出たらどうであるのか。 

≪事務局≫ 

こちらの理由で協定から外れるということになりますと、こちらの負担で現状に戻すと

なっております。所沢市さんのマップやバス停を変えるなど色々な経費があるのです

が、全て東村山市の負担で元に戻させていただくことになります。 

≪委員≫ 

色々なことが想定できると思うのですが、取り敢えず方針が明確になって調整に入ると

いうことですから、その過程の中で、協定項目について所沢市としてはこういう方法が

ある、バス停はバス停として改めて東村山市に申請をするので、ところバスとしてバス

停を保持していきたいなどの要望があった時は、その都度この会議に提示をされる訳で

しょ？一番皆さんが心配されているのは、市民の税金がそこにこれ以上充当していかな

いというかたちできちっと帰結したいという考え方があることを念頭に、調整に入って

いただくということでいいのではないでしょうか。 

≪会長≫ 

はい、ありがとうございました。他には？ 

 

≪委員≫ 
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今、おっしゃったように、やはり市民の税金を使っているということが非常に大きいと

思います。ですから、それをずるずる使っていくということは理解されないことだと、

そこはきちんとしたこのガイドラインに基づいて、この中で判断をして、きちんと所沢

市と調整をさせていただくことが大事かと思います。財政を預かる私達として、市民の

ご理解を得られないものは支出できないと思います。きちんとした判断で調整をしてい

くことが大事かと思います。 

≪会長≫ 

他はいかがでしょうか？結果としては、先程想定外というご意見がありましたが、私も

ちょっと想定外という気持ちを持っているところです。少し、そういう意味でも判断し

なくてはいけないので、皆さんのご意見を一人ずつお伺いしておきたいと思います。す

でに今までにご発言された方は特におっしゃらなくても結構です。感想でもお伺いでも

言っていただければと思います。 

≪委員≫ 

実証実験の数字の結果がこういう状況ということで、市の事務局さんの方でこのような

提出の資料で、所沢市に対しては終わりという申し入れをすること自体は、そもそも実

験のガイドラインをこの会議で決めておりますし、ガイドラインの結果通りの対応とい

うことですので、残念ですがやむを得ないかと思います。ただ、経緯としては多摩湖町

地域になかなか他の手段がない中で色々な知恵を絞ってご担当の方が尽力して始めたも

ので、まあ少しは残念かなという気持ちもあります。ただ、実態としてはこういった数

字が付いていかないというのは、ニーズに合っていなかったのかなというところもあり

ますので、地域組織の皆様や地域にお住まいの方々に、市さんの方で対応していただい

て、事務局としてまたゼロベースで代替の交通手段を考えていくようなかたちになると

思いますのでよろしくお願いします。先程ご質問があったのですが、撤去とか変更の費

用なども、東村山市が所沢市に持つかたちになると思いますので、結構かかると思いま

す。恐らくですが、確認ですが、令和２年４月以降、次年度については東村山市さんは

一切ところバスに対するお支払いはしないということで交渉するスタンスなのですね。

結局先程のご質問ですが、冒頭説明がありました様に、経費が１１０万円程東村山市延

伸分に掛かっていて、その２割くらいは収入ということになりますので、その分を所沢

市がかぶっても変更しなくていいという話が所沢市からあった場合はどうするかという

ところは１点ですし、さらに、変更の費用も恐らく東村山市さんの予算の執行からすれ

ば、本年度内以外は出せないというかたちになるかと思いますので、その変更費用すら

東村山市は今年しか持てないと、それでも所沢市さん継続するのですかと投げかけをす

れば、変更費用もランニングコストも全部所沢市がかぶるということはあまりないと思

いますし、そこまで、そういうような交渉の仕方も、せっかく都県を跨いだいい事例と

いうことで会長も色々なところで言ってくださったこともありますので、今後の関係性

や隣人としての大切な自治体でもありますので、うまくまとめていただけるのがいいと

思います。 

≪委員≫ 

結果的には本格運行への移行ができないという事務局の苦渋の判断、また、色々な広報

等ＰＲをしていただいた結果が、思ったほどの実績ではなかった、これは先程会長もお

っしゃったように本当に思いもよらない結果が出てしまったということであると思いま

す。ただ、この中で、あと半年間あるということですので、この半年間それを見るのも

また一つなのかなという風にも思っておりますが。ＰＲ方法や、知らしめる手段、これ

に何かもう少しあれば、皆さんからのご意見も伺ったうえでやってみてはいかがかとそ

ういう風に考えています。 
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≪委員≫ 

この事業が始まる前、所沢市の地域公共交通会議に参加させていただいた時に、かなり

話題なのかと思ったのですが、実は５分も議題にならなかったのですね。すごくギャッ

プを感じてびっくりした状況でこちらに戻ってきて、その時に今回このアンケートを見

させていただいて、ほとんどの人が東村山に行きたいのだと書かれているところを見ま

すと、なるほど、市民の、地域の人は所沢の大きい街に行きたいとは限らないのだなと

いうことを感じました。是非、地域の声を聞く、取り入れていただくような公共交通を

お願いしたいと思います。 

≪委員≫ 

皆さんおっしゃっているように、行政を跨いでこのような地域公共交通会議の枠を超え

てコミュニティバスを走らせるということは、とても大変な努力をされたという風に思

っております。また、他の地域では見られない先進的な事例として、こういう事をやっ

ていますということを私も協会の中で言わせていただいたりしましたが、残念ながら継

続できないということで残念な気持ちで一杯です。ただ、協会から見ますと、運転士不

足、また、各地域でもコミュニティバスを継続することはかなり難しいということで、

やはりガイドラインに照らし合わせて一部の路線を廃止するなどという地域は結構出て

きておりますので、今回に於いてもガイドラインに則って一旦やめていただいて、また

新たな手法等を皆さんの意見を出していただきながらまとめて、より良い交通を出して

いければと思っておりますのでよろしくお願い致します。 

≪委員≫ 

多摩湖地区に、東村山市ではバスを運行できないという中で、所沢市のところバスを利

用して走らせることができたということは、画期的な案の中で実証実験ができたと思い

ます。この基準については東村山の公共交通会議で決めてきた基準でありますから、そ

れに従うということで、皆さんの意見と重複しますけれども今回の判断についてはやむ

を得ないと思います。ただ、今後多摩湖地区の皆様の足を確保するという課題も残りま

すし、どういった方法があるのかということは大変難しい課題になってしまうこともあ

るかと思いますけれども、これについては判断をして、所沢市の判断について何か出て

きたとすればそれはそれで評議を進めていけばいいと思いますので、今回の判断につい

ては事務局の案で妥当かと思います。 

≪会長≫ 

ありがとうございました。付け加えておっしゃることがあれば、また、お一人ずつ。 

≪委員≫ 

残念といえばそのひと言です。実は私は先週末京都へ。やはり気になるので公共交通関

係者と話をするのです。ちょっときょうの結果を聞いて、我々東村山の公共交通会議は

後追いになってはいないか。高齢者社会の中における公共移動手段というものは次元が

ちょっと超えるのではないかということを、今率直に感じています。ですから今までの

ようなかたちで物事の分析をしてきたのでは追いつかないということを感じています。

それが何なのかというのは分かりません。検討しないといけないという風に感じていま

す。 

≪委員≫ 

今回の判断はやむを得ないとは思います。ただ、非常に残念だと思っています。当初か

ら必要だという人が４０％位しかいなかったということを考えたら、走らせるべきでは

ないという意見が多かったのにもかかわらず、地域組織の方、また、一緒にやっていた

行政の方の熱意によって今回実現した訳ですよね。そういう熱意があればバスを走らせ

るのだといういい前例が作れればいいなとは思ったのですが、結局データに負けてしま

うというところが残念でなりません。結局これが悪しき前例になってしまうなと。これ
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から先、住民のアンケート調査を取った時に、ここはそういう路線が要るというのが５

０％を超えなかったら、多分もうできないと思います。そういう前例になってしまうと

いう気がして仕方がないです。最初から最後までずっと下がりっぱなしというのが本当

に残念でなりません。1回でもちょっと上がってくれればよかったなと思うのですが、本

当に必要とされていない路線であったのだと念押しされたようで残念です。 

≪委員≫ 

今回のこの審議会の決定はやむを得ないと思うのですが、東京都内の隣の市、清瀬、東

久留米、小平、東大和、こういったところと、何とかコミュニティバスを東村山市の交

通不便地域に繋げられないかという希望を持っていたのですが、この状況ですと、まず

ところバスとの提携は残念です。ただ、こういった隣の市とのコミュニティバスの連携

についてもうちょっとよく掘り下げて検討していかなければならない状況になったのか

なと考えております。やむを得ないと思います。 

≪委員≫ 

今回の実証運行に関しましては他の方がおっしゃっている通り、市境を越えた、また都

県境を跨いだ公共交通ということで非常に画期的な、その点では意義が大きかったと思

います。ただ、残念なことに利用実績が毎月下がっているという状況を見ますと、多摩

湖町地域の状況やニーズが今回の路線バスの形式には合っていなかったということで、

今回打ち切りというのはやむを得ないと思います。 

≪委員≫ 

前任からの後任である関係で今回初めて会議に出席させていただいたのですが、色々な

計画をして、色々な方が意見を出し合い、街を良くしようと取り組んでいただいて延伸

しようとした結果ですが、ガイドラインも当然ありますし、アンケートの結果がこうい

うことであれば致し方ないことだと思います。ただ、警察的にも、池袋の母子死傷事件

もあり、高齢者が今どんどん免許証を自主返納している状況が今後も続くというのもあ

ります。当然高齢者の足を確保するという目的があって、今回もそういうかたちになっ

たと思いますので、コミュニティバスを含めて意見はありましたが、検討していく必要

性はあるかというのは率直に考えております。具体的にどうあれということではありま

せんが、感じたのはそういうことです。 

≪委員≫ 

皆様のお話をいただいた中で、県域を越えての取り組みということで、これまで実証運

行に向けて様々な議論を重ねた中で進めてきた訳ですが、本当に結果としてはやはり残

念なところであります。ですが、ガイドラインをきちんと決めた中で判断ということに

基づきましては、このような結果になるかなと思います。ですから他の色々な思いは皆

様あるかもしれませんが、今回のところの結論としては、先程も言わせていただきまし

たが、税金を投入して遣わせていただいているということでありますので、きちんとし

た判断基準の中でせざるを得ないという風に感じます。 

≪委員≫ 

今回地域公共交通会議の中で、この間判断基準を皆さんで作ってきましてこれに合致し

なかった、これは当然判断基準に沿ってやるべきであると思っております。ただ一方で

多摩湖町１，２，３，４丁目の地域に交通空白地域がまたできてしまうと、これはずっ

と続くという訳にはいきませんので、やはり、まちづくりの面としても何とかして道路

を広げて皆様の希望に沿うようなルートができるように、これからも側面からお手伝い

していきたいと思います。 

≪委員≫ 

先程の内容と重なってしまうのですが、まちづくりという部分は今後も未来永劫続いて

いくものでございますので、その中で、道路管理者としてできる道路本体の行政指導
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を、また、部内では新しい都市計画道路の整備も進めているところでございます。今後

違うかたちで交通不便地域をなくすことに寄与できるように考えているところでござい

ます。 

≪会長≫ 

皆さんどうもありがとうございました。 

ご紹介があったように、実は私は県境を超える初めてのコミュニティバスの事例という

ことで、雑誌などに書かせていただいたり、いろいろなところでご紹介させていただい

たりもしました。私自身、そういう意味でも残念なことではあります。まあ、届かない

までも上り調子で推移してくれれば、私も何とか次に繋げるような方向の持っていき方

をしたいと思っていたのですが、残念な結果になりましたので、これは今回に至るまで

の議論の推移の中で、どういう基準でどういう判断をするか、ここのところには相当な

時間を割いて議論をしてきました。その結果として作ってきたものですので、残念です

がそういう判断をせざるを得ないと私も考えております。ただ、これが、あの時どうで

あったとかそういうことではなくて、これまで積み重ねてきた議論というのは非常に重

要なものをはらんできたと思いますし、今後に繋げていくためにもこれまでに行ってき

た議論、或いはその結果として出てきたものも大切にしつつ、これから多摩湖町地域の

交通をどう考えていくのか、今までの手段を色々試してみて、検討してみて、難しく

て、こういう方法がとれそうであるということでやってみると残念ながら駄目で、だと

したら今後何ができるかということはこれからの議論になってくると思いますので、そ

ういう方向に繋げていければ今までの議論は活きるという風に私は考えております。最

後に私の意見も申し上げ、以上でご意見が出揃ったようです。東村山市公共交通会議と

しましては事務局の提案の通り、ガイドラインに基づいて、実証運行期間終了後は運行

を停止するという方向で、所沢市と協議に入るということで合意をしていただいたとい

うことでよろしいでしょうか？ 

 

・・・異議なし・・・ 

 

≪会長≫ 

ありがとうございました。 

それでは、地域公共交通会議といたしましては、運行停止で所沢市と協議を進めること

でお願いいたします。 

今私が申し上げました様に、今年度議論の中でこれまでのかたちの中になかった交通手

段等についての議論の場も今後ございますので、そういう中で議論を進めていただきた

いと思っております。 

 

続いて、「消費税率改正に伴う運賃の改定について」事務局より、説明をお願いしま

す。 

≪事務局≫ 

消費税率改正後の運賃について、資料２をご覧ください。 

予定通り消費税率が改正され１０％になった場合の運賃は、現行の現金１８０円は据え

置き、ＩＣカードの１７５円については、１７８円に変更させていただきたいと考えて

おります。 

これは西武バスに準ずる金額となっておりまして、ＩＣカードについては、円単位での

設定が可能なことから、増税分を反映させるため３円上げさせていただきます。 

一方、現金については、１０円単位の設定であるためもともと切り上げ部分ございまし

た。従って、今回の増税に合わせて変更する必要がなく、据え置きとさせていただく考



- 14 - 

えでおります。 

 

収支率への影響でございますが、ガイドラインに基づく収支率を算出する場合、運賃収

入の総額を消費税率で割り返した税抜の運賃収入と運行経費から算出しております。こ

の場合、１８０円の中で消費税の占める割合が増え、運賃収入が少なくなりますが、平

成３０年度の実績を基に試算いたしましたところ、影響は１％に満たない数字となりま

したことから、大きな影響はないと見込んでおります。 

 

今後の手続きにつきましては、本日、地域公共交通会議の合意をいただきましたらそれ

を受けて、運行事業者である西武バスさんに、運賃改定に必要な手続きを進めていただ

きます。 

 

 事務局からのご説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

≪会長≫ 

１０月に予定されている消費税率の改正に伴って、運賃を改定する案が事務局から提示

されました。これについては、いかがでしょうか。 

≪会長≫ 

特にご意見等ございませんでしょうか。所謂一般の乗り合いバス等と同じような対応を

するということになるかと思います。 

 それでは、消費税率改正後の運賃については、現金１８０円、ＩＣカード１７８円と

することで、合意ということでよろしいでしょうか。 

≪委員≫ 

１日券がありましたね、あれはどうなりますか？ 

≪事務局≫ 

今のところそちらについては変更の予定は考えておりません。 

≪会長≫ 

では、合意をしたということでよろしいでしょうか。 

 

・・・異議なし・・・ 

 

≪会長≫ 

ありがとうございました。ご同意をいただいたということでよろしいでしょうか。 

 

では、本日最後の議題、「今後のスケジュール」についてです。 

事務局から、お願いします。 

 

≪事務局≫ 

 今年度は、昨年度から課題となっておりました、コミュニティバスでは解消できな

い、公共交通空白・不便地域の解消に向けた、新たな移動手段について、委員の皆様か

らご意見を伺い、当市に合った移動手段の検討を進めていきたいと考えております。資

料３をご覧ください。 

委員の皆様の任期が令和２年２月９日までとなっておりますので、それまでに３回程会

議を開催させていただきたいと考えております。 

次回の会議の時期を７月下旬と考えておりますので、事前に近隣市の新たな取り組みの

他先進自治体の事例など、論点整理ができるような資料を、こちらから委員の皆さんに
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お送りさせていただきまして、この第２回目の会議から、３０年後、４０年後を視野に

入れて、公共交通のあるべき姿を描き、それを踏まえた中で、新たな移動手段につい

て、多くのご意見を頂きたいと考えております。 

第５次総合計画の検討の際には、ここで頂いたご意見を基に、所管として意見を上げて

いきたいと考えております。 

また、所沢市との協議の状況につきましては、適宜ご報告させていただきながら、進め

てまいります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪会長≫ 

ただいま、事務局から今後のスケジュールについて説明がありました。 

コミュニティバスについて今まで議論をしてきて、コミュニティバスでは解消できない

空白・不便地域が、このままのかたちで進めると残ってしまう。だとすれば解消するた

めに、東村山市の中で、どんな仕組み、どんな手法が可能なのかという議論をしていく

ことになる訳ですが、そういうことについて、今年度を中心に検討をしていきたいとい

うことです。これは３０年後を見据えた総合計画等とのリンク等については、今説明が

ありましたが、これについてご質問ご意見はありますでしょうか。 

  

≪委員≫ 

東村山市の都市計画道路の達成率がかなり低いということで、もうこれ以上コミュニテ

ィバスを運行する余地がなく運行はなかなか難しい状況であると思うのです。今、課長

が話されたように、他の交通手段を積極的に考えていかないと、私を含めて高齢者の割

合が多くなる状況の中では、この交通会議でどう取り上げていくか、それは会長さん、

参加されている方のご意見もありますでしょうから、積極的にやっていかないと東村山

市は平成２３年が最高でどんどん人が減っており、５月２１日現在で１５万１千人強で

すか、その位に落ち込んでいることを考えると、もっと他の交通手段をこれから考えて

いかなくては、持続的繁栄を目指す為には大変です。先日、「東村山の未来を考えるシン

ポジウム」が中央公民館であり傍聴したのですが、若い女性を東村山市に引き付けるこ

とが手段の一つであるという話がありました。若い女性の相手として若い男性がおり、

その勤務先もある訳です。そうすると若い方は都市の便利な場所に住みたがるので、東

村山市から都市部に人口が流出してしまうという話を伺いました。私もそうですが、サ

ラリーマン時代はよかったのですが、歳を取ってみると、都心へいかに交通手段を使っ

て出ていくのかということは非常に頭が痛い。ですから、コミュニティバス以外の交通

手段も皆さんと知恵を出し合って、この公共交通会議を進めていければと考えていま

す。 

≪委員≫ 

先程５月１８日のシンポジウムの話が出ましたが、その時３０年後という話が１つの

区切りとして出たのですが、この公共交通会議に於いて、今後の公共交通のあり方につ

いて３０年という大枠ではなくて、やはり５年ターム以内で検討していかないと夢ばか

り語ることになりかねない。その辺り事務局は小刻みにデータや提案、資料などを出し

ていただきたい。５年先どうするかということが直近の課題になってくると思います。

その間さらに細かく丁寧に進めて、いつまでにということを決めていかないと、公共交

通のあり方について令和元年度、２年度、３年度以降検討とありますが、これは区切り

を持ってやっていかないと夢ばかり語ることになりかねない。これは自分では肝に銘じ

てやっていきたいと感じます。 

≪委員≫ 
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公共交通のあり方について、手法について提案させていただきたいのですが、先程少し

話がありましたが、年齢に関係なく女性の意見が大変必要であると感じます。ですが、

ここを見ると委員に女性がおらず事務局に二人いるだけです。今更市民委員を追加募集

する訳にはいかないので、オブザーバー的でもいいので、市の女性職員を是非ここに何

人か、最低でも５人位入れていただきたいと思います。そうでないと、本当に必要な意

見が出てこないと思います。結局本当に必要な意見を把握しない限り、ところバスのよ

うなことがまた起きてしまうと思います。とても印象的であったのは、アンケートの２

５頁にある意見なのですが、「不便を分かっていて住んでいるのに、何で市がそこまで便

利になるようにバスを走らせるのか。不便だったら便利の良いところに移ればいい。」そ

ういう考え方があってもいいのではないか。何が不便なのかというのをもっと考えなく

てはいけない。単純に交通不便であるという定義でやっていいのかと。交通が不便であ

っても生活に不便でなければ問題はない訳です。市役所に行きたいというが市役所に何

をしに行きたいのか。住民票を取りに行きたいだけであればコンビニで取れるのでそれ

でいいのではないですか。本当のニーズを把握するためにも会議に男性ばかりではな

く、女性を入れなければ駄目です。それをぜひ実現していただきたい。そうでないと、

あまり実のある議論はできないのかという気がします。 

≪委員≫ 

おっしゃることもよく分かるのですが、現実の問題として、例えば不便地域を他の手段

で助けましょう、色々なシステムを組みましょうなど全部お金が掛かるのです。今回の

多摩湖町の問題に関して、これがもし個人の単価負担率がもっと下がっていたら、２１

人でなく１５人、１２人になっていたかもしれないということを考えると、公共交通に

対して市が補助金を負担しているのが３，８００万円位でしたか、その３，８００万円

を、売り上げ収益の中でどのように増やすかということを考えながら、５年、１０年先

を審議をしていかないと、財政的なものはそのままおんぶに抱っこで置いておき、その

ままの状態で新しいものを考えましょうというのは、経済で生きておられる方々からす

るとあり得ない話だと思うのです。そこで、都市計画道路３４の２７のさくら通りのオ

ープンは７月ですか、８月ですか？ 

≪委員≫ 

この夏です。 

≪委員≫ 

ここ数ヵ月の間に開通する訳ですよね。この開通が明確に表示されている。何が言いた

いかというと、公共交通会議は事業推進のため会議ではありませんと言われるかもしれ

ませんが、私は東村山駅東口から新秋津駅この間のダイレクトライン、若しくはグリー

ンバスを直接運行させるような路線を考え、グリーンバスを効率的なダイヤで運用する

のはいかがであろうか。もし西武さんに計画があれば、何をかいわんやで、もし、そう

でないとするならば西武新宿線と西武池袋線とＪＲを結べる１つのラインがバスででき

るとすると、財政ルートとしてはかなり大きな事業にならないか。であるならば利用者

数がそれだけ増えると経済のベースが厚くなり、一人当たりに対する負担単価も変わっ

てくる。そうすると多摩湖町のようなものも少なくて済む様なかたちができるのではな

いか。５年後、１０年後大いに論議をしたいと思います。関西の事例もちょっと紹介し

たいというのもあるので、その辺りを含めて論議をしていきたいと思うのですが、自助

努力として、そういう事の実行の可能性というものを是非追及していただきたい。西武

バスはやる意思はあるのかないのか？ 

≪委員≫ 

道路が開通するのは承知しているのですが、現段階では西武バスの一般路線としてそち

らの路線にバスを通す計画はありません。さくら通りは銀河鉄道さんが今路線バスを走
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らせていただいているので、そちらの経路変更等があるのかというのも存じ上げており

ません。案の１つでグリーンバスをという話がありましたが、埼玉の或る市では、日中

は６０分ぐらいの大きな市域を回る循環のようなルートをやっているのですが、通勤通

学ルートということで、朝方と夕方だけ駅と住宅地等を短絡で結ぶ時間帯によってルー

トを変更して取り組みをしている所はあります。それがもし収益など高ければ市さんの

方の補助金の圧縮にもつながるので持続可能なコミュニティバス運営の一助になる場合

もありますが、一方で、先程来話に出ております運転士不足が非常に私ども西武バスで

深刻でして、朝と夜間に運行が伸びるということでありますと、今一人でしているのが

二人以上になるということで、非常に負担、ひいては収入は上がりますが経費もポーン

と上がってしまう或るラインがありますので、そこを超えてしまうと逆効果になります

ので、そういうところを総合的に鑑みて、こういった会議等色々なところで検討してい

けばいいのかなと思います。西武バスで現時点で路線バスの予定はありません。 

≪委員≫ 

ありがとうございます。ちょっとその気になってきましたので逆にコストのバウンダリ

ーみたいなものがあり、それは人件費の関係ですよという話がありましたが、例えばダ

イヤの組み替えをやるには、そんなに難しくないと素人ながらに思っております。ダイ

レクトに新秋津駅と東村山東口を結ぶというくらいのダイヤの変更と運行上の変更をや

った場合にボーダーラインを超えると思われますか？行けそうだと思われますか？ 

≪委員≫ 

一概には言えないですね。グリーンバスは色々なルートを組み合わせながら、効率的な

併合ダイヤと言いますか、色々なルートを組み合わせながら何とか遣り繰りしている状

況もありますので、余力というか、プラス何時間かというかたちでできるかというのも

微妙ですし、例えば片道が、朝１本だけ、２本だけでよろしいのかどうかという問題も

ありますので、そこはどこを通してどこに停留所を置いて、そこに需要がどれ位発生し

てというのをみないと、せっかく引いたはいいが乗りきれず最初の停留所でしか乗れな

いとか、途中の停留所で乗れないなど、乗り残しの問題も出てくる可能性があります

し、銀河鉄道さんの路線に影響を与えてしまう場合がある可能性もありますし、そもそ

も東村山、新秋津間であればちょっと経路は違いますが、現時点でもグリーンバスとの

重複がない訳ではないので、その辺りも、全体を含めて時間を掛けて検討すべきかと思

います。 

≪委員≫ 

事業推進部隊でないことは百も承知しておりますが、その辺のところも是非是非、公共

交通会議がベースに抱える大きな問題として、財政という部分も頭に置いてということ

の前提に事務局で一旦検討していただきたい。 

≪委員≫ 

道路の開通が夏にされると、何でバスが通って東村山と新秋津を結ぶバスがないのかと

いう市民からの話がどの位でてくるのか分かりませんが、ゼロではないと思います。こ

れは公共交通に入るのかどうか分かりませんが、この要望はかなり強く出てくると思い

ます。朝晩の通勤もさることながら日中でも、何らかの庁内での検討を、或いは、でき

ない話ではなくてどういったかたちが可能なのかということを、今の段階から所管なり

で検討を積み重ねていってほしいと思います。この需要というのは恐らくかなり要望が

あると思います。 

≪会長≫ 

東村山の交通ネットワークの一つ弱点があって、駅もそれなりに周りにあり鉄道も走っ

ているのですが、市内の基幹になるルートがあまりはっきりしないということがありま

す。そういう点から言うと今のルートというのは、もし、バスルートが仮にうまく構成
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できるとすれば、市内の中心の、基幹ルートになる可能性は十分あるのですね。ですか

ら、全体のネットワークから考えたら非常にいい話なので、実際具体的に今後どう動か

せるかというのは、きょうの段階で何とも言えませんが、やはり主軸になるネットワー

クを形作るという観点から検討する価値は十分あると私も思っています。ですから、今

後の議論の中でどういうかたちで取り上げていくかは考えさせていただきますけれど

も、この会議は個別の対応だけでなくて、東村山市の公共交通ネットワーク全体を考え

る場でもありますので、そういう観点から考えてみたいと思います。 

≪委員≫ 

東村山駅東口は大型バスがなかなか入りづらい所で、話には上げづらいかなという気は

していますけれども。 

≪会長≫ 

それは、今後の中で議論はしていきたいと思います。それでは基本的なところでは、今

年度はこの様なスケジュールということで、５年後という話は当然なのです。どちらか

というと地域公共交通会議の場は長期のビジョンを考えるというよりは、具体的な交通

ネットワークについて議論していくのがメインになるので、当然視点はせいぜい５年先

位のところで見て行かざるを得ない話だと思います。ビジョンを立てるのは別のところ

でやるでしょうから、それはそれで、それを背景にしながら、こちらでは比較的近い将

来のことを考えつつ議論していきたいと思います。これについてはよろしいでしょう

か。 

 

≪会長≫ 

それでは、次の「報告事項」に進みます。事務局より説明をお願いします。 

 

≪事務局≫ 

それでは事務局より２点ご報告させていただきます。 

まず、グリーンバスの平成３０年度の実績でございます。 

全体の利用実績といたしましては、延３８６，７７４人のかたにご乗車いただきまし

た。これは、前年度に比べ、約１．１％の増となり、全体での収支率は５０．９％にな

っております。 

路線ごとに申し上げますと、 

東村山～新秋津駅路線     １３８，５３０人 収支率５３％ 

東村山～医療センター路線    ８０，４７９人 収支率４４．４％ 

久米川町循環          ４７，８４８人 収支率４７．５％ 

諏訪町循環           ６１，３１９人 収支率５８．２％ 

東村山西口～久米川駅南口路線  ５８，５９８人 収支率５２．３％ 

となっております。 

以上、収支率は、いずれも４０％を超えておりますので、ガイドラインの基準を満たし

ていることをご報告させていただきます。  

   

次に、東村山駅西口～久米川駅南口路線の増便についての検討状況でございます。 

この路線につきましては、かねてから地域組織のみなさんを通して地域住民の方々から

増便の要望が出されておりました。現在のダイヤは、限られた乗務員数で最大限の本数

を走らせるように設定していただいております。 

もし、増便ということになりますと、担当の乗務員を増やしていただくことを考えなけ

ればならず、運行改善により増える経費と運賃収入とのバランスなどについての整理が

必要となります。 
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ただ今申し上げました課題について検証しながら、増便の可否も含めて、ガイドライン

の流れに沿って検討を進めて行く予定でございます。 

事務局からの報告は以上です。 

 

≪会長≫ 

事務局からの報告が終わりました。ただ今の報告について何かご質問ご意見等はござい

ますか？ 

≪委員≫ 

確認ですが、各路線の収支率は全部４０％以上なのですが、どれも前年度より上回って

いますか？ 

≪会長≫ 

この報告事項についても表など出していただいて、前年比を書いた表があれば済んだ話

なので、できればそうしていただきたかった。 

≪事務局≫ 

はい、すみません。 

≪委員≫ 

増えているとは思うのですが。 

≪事務局≫ 

次回、会議録の確認の時に一緒に送らせていただきますが。 

≪会長≫ 

次回の時に表示したものを資料として出してください。その方が手っ取り早いです。 

≪事務局≫ 

はい。 

≪委員≫ 

教えていただきたいのですが、秋津線と医療センター線、それぞれ分けて人数が出てい

て、収支率も出ている。どちらのバスに乗るかというのは、来たバスに乗る訳ですね。

どちらのバスに乗っているのか、分け方はどのようにカウントしているのですか？同じ

路線を走っていてＡのバスは先まで行く、Ｂのバスは手前までで、Ａまでは分かるので

すがＢのバスの乗車人員、収支率というのは、これはダイヤ毎に見ているのですか？こ

れは敢えて分ける必要はあるのか疑問があります。 

≪会長≫ 

これは系統が２つあり、それぞれの実際の系統で運行したものについてとっているとい

うことですか？ 

≪事務局≫ 

はい。ダイヤ毎です。 

≪委員≫ 

路線図としては同じなので、おっしゃる通り収支率を見る時は分けなくていいかと個人

的には思いますが、それは市さんの考えかたなので。 

≪委員≫ 

秋津までの路線で医療センターで降りた場合、この方は秋津でカウントされるのです

ね？ 

≪事務局≫ 

そうですね。どこまで利用されたかということではないです。 

≪委員≫ 

何を申し上げたいかというと、これを敢えて２つの路線であるということで、人数カウ

ントも別にしてやっていると、年によって一方がすごく伸びて一方が下がるという可能
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性としてありますよね？前年度の収支率が心配される。 

≪事務局≫ 

元々は、西武バスさんと銀河鉄道さんの２社でやっていただいていた関係から、分けて

統計を取っていた流れがあるのですが、確かに分ける必要があるかと言いますと、もう

１つの路線になっていますので、そういう意味ではまた整理をさせていただきたいと思

います。 

≪委員≫ 

そうですね、ちょっと異常値が出る可能性があるかなと思いまして。 

≪会長≫ 

どちらにしてもＯＤを取らない限りは、支払いをするのは１回なので、どちらというの

は区別はできない。 

≪委員≫ 

そうですよね、だから片方が５３％で片方が４４％で９ポイントも開いているというこ

とが、ちゃんとしたデータではないのかという気が致しますので是非ご検討を。 

≪会長≫ 

ちょっと、ではここは、事務局に検討していただきましょう。他にはよろしいでしょう

か。きょう、私は新秋津駅からグリーンバスに乗ってここに来たのですが、きょうの段

階でも、「パスモ使えるのですか？」と聞いて、使えますと聞いたら慌てて出している人

がまだいました。そういう意味では７割８割位ＩＣカードになっているのでしょうけれ

ど、まだまだ知らない人がいるようですから、周知の方をよろしくお願いします。きょ

うはそういう人が二人いました。 

≪事務局≫ 

考えます。 

≪会長≫ 

それでは、次回の日程を決めたいと思います。事務局、お願いします。 

 

・・・事務局 日程調整・・・ 

 

≪事務局≫ 

次回は７月２２日の午後でお願いします。 

 

≪会長≫ 

以上で、本日の議題は全て終了いたしました。みなさん、ありがとうございました。 

ここで、進行を事務局にお返しします。 

 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。それでは、最後に環境安全部長より、ご挨拶申し上げます。 

 

≪事務局≫ 

本日は３つの議題につきまして、２つの合意、１つの承認ということでありがとうござ

いました。特にところバスにつきましては、本日の合意をいただきまして東村山市とし

て所沢市に早速協議の申し入れの対応を諮って参りたいと思います。随時内容につきま

しては報告をさせていただきたいと思います。また、新たな移動手段に月ましては、冒

頭会長からお話がありました様に、将来にわたる持続可能な交通ネットワークのあり方

について、是非とも皆さんの忌憚のないご意見をいただきたいと思っております。本日

は長時間にわたりまして活発なご議論、また、実のある会議、誠にありがとうございま
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した。本日は大変お疲れ様でございました。 

 

≪事務局≫ 

これをもちまして、令和元年度第１回地域公共交通会議を閉会いたします。 

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 


