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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和元年度 第２回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和元年７月２２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・中條基成委員・齋藤員幸委

員・薄井政美委員・佐伯昭委員・井関稔委員・石川龍太委

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・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：今井良治委員・依田修委員・粕谷裕司委員 

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 １７名 

会 議 次 第 

１．開会  

２．議題 今後の公共交通のあり方について 

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 

本日は、大変お忙しい中ご出席賜り、誠にありがとうございます。 

 

資料の確認 

○次第 

○資料１ 今後の公共交通ネットワークの充実に向けた検討の流れ 

○資料２ 新たな移動手段についての近隣市検討状況 

○資料３ 東久留米市デマンド型交通の実験運行に向けた運営方針 

○資料４ 移動支援の実証実験利用ガイド（西東京市） 

〇講演資料 これからどうする超高齢社会の移動 

〇講演資料 人とまち、未来をつなぐネットワーク 

～地域公共交通活性化再生法の一部改正～ 

         地域公共交通活性化再生法の基本スキーム 

 

 

委員出席状況 

本日は、今井委員、依田委員、粕谷委員から欠席の連絡をいただいておりますので、委



- 2 - 

員１６名中、出席者１３名、欠席者３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２回 東村山市地域公共交通会議を開会いたします。 

  

 

≪会長挨拶≫ 

 

 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≫ 

傍聴希望者の確認 

（傍聴希望者１７名） 

 

≪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１７名の傍聴者が待機しています。この会議への

傍聴について許可いたしますが、ご異議ございますか。 

 

・ 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。 

 

≪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すようお願いいたします。 

 

≪会長≫ 

本日の議題は、「今後の公共交通のあり方」についてです。 

最初に事務局より、今後の進め方について説明をお願いします。 

 

 ・・・事務局 説明・・・ 

 

それでは、本日の内容に入る前に、まずは、今後どのような流れで、当市の公共交通

について、検討を進めて行く予定であるかというところから、ご説明させていただきま

す。 

 

現在、当市では、新たなコミュニティバスの導入を進めていくことが難しいという状

況の中で、これからどのような形で、市民の移動手段を確保していくかということが、

大きな課題となっております。まずは、公共交通空白・不便地域の解消ということを念

頭に置きながらも、新たな移動手段を検討するに当たっては、２０年後、３０年後の東

村山市の姿を見据えた中で、市内全域に視点を広げ、検討をしていく必要があるのでは

ないかと考えております。 

令和２年度には、第５次総合計画を策定されますので、それを踏まえながら、当市に
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合った持続可能な移動手段を検討していきたいと考え、今年度から令和４年度までの、

大まかな流れをお示ししたものが、資料１になります。 

 

そちらをご覧いただきますと、まず、横の矢印で、年度ごとに時間が流れておりまし

て、下の四角い枠の中に、その年度に予定している作業を記載してございます。 

今のところ、担当といたしましては、令和４年度に、市内全体の公共交通の充実を目

指し、交通施策のマスタープランにあたる計画を策定することを目標に検討を進めてま

いりたいと考えております。 

そのために、令和２年度で、市民のニーズを把握、令和３年度で当市に合った移動手

段の実験運行の実施、検証し、令和４年度の計画策定につなげていきたいと、考えてお

ります。 

その流れのスタートとなる、今年度は、まず当市の課題整理と事例研究をしていく予

定にしております。 

 

そこで、次に縦の矢印をご覧いただきたいのですが、令和元年度の３回の会議の流れ

を記載しております。 

第２回というのが、本日になりますが、ここで、公共交通の考え方について、基調講

演をいただいた後、近隣市の最近の取組をご紹介させていただきます。最後に、当市の

現状を確認し、委員の皆さま全員で情報を共有できればと思っております。 

その上で、次回、課題抽出し、第４回で、新たな移動手段について意見交換をしてい

ただくことを考えております。 

皆さまの任期が、令和２年２月９日までとなっておりますので、この第４回までの内

容を、次期の委員の皆さまに引継ぎ、検討を深めていくようにしてまいりたいと考えて

おります。 

 

以上が、検討を進めるに当たっての流れのご説明になります。 

繰り返しになりますが、本日は、情報共有を目標とさせていただいておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

≪会長≫ 

ただいま、事務局から説明がありました。 

これについて、質問はありますか。 

 

無いようですので、事務局からの説明の通りに進めて行きたいと思います。それでは、

基調講演については、事務局に進行をお願いします。 

 

≪事務局≫ 

はい。承知いたしました。 

それでは、早速ですが、会長より、「超高齢社会の移動手段の確保について」をテーマ

に、お話いただきたいと存じます。これから２０年後、３０年後の東村山市を見据えな

がら持続可能な移動手段の検討をするにあたり、基本となる考え方について、ご講演い

ただきます。よろしくお願いいたします。 
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会長：講演  

 

「これからどうする超高齢社会の移動」 

超高齢化するこれからの移動をどうするか？ 

 

２０年後３０年後の公共交通の将来像 

交通を取り巻く環境が大きく変化する⇒自動運転車の技術の進展 

①技術的進歩と普及 

  技術の検証を実施 

・技術の実用化の可能性 

・普及の可能性 

②無人運転などの自動運転 

・２０年、３０年後には現実化する可能性がある 

               ↓ 

公共交通に関する考え方の大きな変化が予想される。 

 

     それら将来像を見据えた直近の課題とは何であるか？ 

 

 深刻な高齢者による自動車事故の急増 

  件数としては若年層の方が多いが、高齢者の事故が深刻化し、社会的な問題となって

いる。 

  →免許証の自主返納が急速に進んでいる 

    「池袋の母子事故」以後、自分が加害者になる恐怖から免許返納する、返納した

人が急速に増加。  

 

 現在免許を持っている県民への意識調査結果 山梨県交通政策会議資料より 

 

  将来運転し続けることに対してどのように思っているか？ 

→・多少不安があるが最多で、大いに不安がある人と合わせると、 

４人に３人が何らかの不安を持ち、運転している。 

詳しく個別に理由を聞くと、 

実は運転をやめたい、控えたい高齢者が結構いる。 

    ⇒具体的理由：長距離・高速道路・街中は駐車場を探さなくてはならない  

夜間・雨や雪の時  

 

  ・１２．６％が全く不安がないと回答（７０歳代の比率が多い） 

     長年運転をしてきたことで自信がある一方、運転に対する自信そのものは、

他の調査でも高齢になればなるほど「自信がある」という人の割合が多いら

しい。 

 

自分が住む地域周辺なら運転するが遠くには運転しない人が増えている。 

 

   

従来のマイカー依存社会が続くことは考えにくい 
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５年後１０年後へ向けた公共交通を含めた移動手段の確保への期待が大きい。 

 

   課題：「今は車の運転に困っていないが将来的には不安である」というギャップ 

 

・・・マイカー社会が無理の上に成り立っていることの検証・・・ 

 

移動の中で大きな比率を占めているマイカーで送迎をしてもらう移動 

→一見成り立って見えるが、送迎者被送迎者双方に負担がある。 

・高齢者が、家族や知人に買い物や通院で送迎を受ける時の精神的負担 

・地方では６０歳代くらいの高齢者が７０歳代８０歳代の高齢者を病院へ送 

迎している。 

→地方は５０歳代以下が少ないうえ多く減る。５年後１０年後は、送迎をする次世代は

どうなるのか？送迎自体無理がある。 

 

マイカーの普及により、その行動に合わせて地域の実態が変化している。 

  ・公共施設や商業施設などを、広い駐車場を確保できるところに立地されることによ 

   り人の流れが変わり、周辺の商店街等が空洞化。 

・出発地と送迎先の往復だけとなることで、街の賑わいが失われる。 

 

今後マイカーは使い続けられるのか？ 

ガソリンスタンドか消えつつある現状とその理由 

  ・人口減少により需要が減っていることや、車の燃費の向上、ハイブリッド車の普及

によりガソリンの消費が減少。 

  ・４０年を超えたガソリンスタンドの地下タンクの改修が義務づけられたことによ

り、資金繰り等から個人スタンドが相次ぎ廃業。 

   ※国立市では、ガソリンスタンドが中央道国立府中インターの 1個所のみで、街中

は全てなくなっている。 

  ・長野県などの地方ではガソリンスタンドまで十数キロ走らなくてはならない。 

↓ 

マイカー社会そのものに限界が見えてきている。 

 

高齢化の問題は、 

昔：地方の課題として捉えられることが多かった。 

現在：大都市圏も同様の課題がある。 

 

・１９８０年代までに開発された住宅団地やニュータウンの高齢化が進んでいる。 

・当時開発された住宅団地は丘陵地を開発した場所が多く、坂道や急な傾斜であること 

から階段がある所が少なくない。 

・住環境を守るということから、通過交通や大型車の通行を排除するため狭隘道路で構

成されており、バスが入れない。 

・狭い道路や、広くても交通量が多く危険な道路、坂道では自転車も使いにくい。 
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公共交通の担い手不足の問題 

・ドライバー不足とドライバーの高齢化。 

・ドライバーの高齢化と後継者不足から廃業するタクシー事業者が地方で相次ぐ。それ

により最寄りのタクシー会社まで３０ｋｍ～４０ｋｍも珍しくない。タクシー会社に

電話をしても車両とドライバーがあっても 1 時間もしないとタクシーが来ない。 

・人的配置により、町から外の目的地へは行かれても迎車して貰えないケースが地方で

目立つ。規模の違いはあっても大都市圏でも似た傾向が出つつある。 

・本来はバスの車体のラッピングは広告収入が得られるものであるが、旭川など各地の

バスでは全面広告を使い自社の運転士の募集案内をしている。 

・私が係わるバス会社の山口県防長交通の路線バスのドライバーの半数が６０歳代の後

半になりつつある。プロドライバーは自分でどこまで責任が持てるか分かっており、

５年６年後に恐らくやめていくが、補充ができるかは厳しい。 

・新たな需要があっても、いままである何かをやめないとできなかったり、儲かる事業

があっても対応できない。 

  例：お盆の時期は高速バスの需要があり、バスを出せば出すほど儲かるが、人員不足

のため台数が出せない。 

・今後は、ある人的資源を有効に活用しながら考えてゆく必要がある。 

・コミュニティバス等の行政からの委託事業を受けられないケースが実際出ている。 

・タクシー会社の状況も同様であり、新たなコミュニティタクシー的なものをやろうと

しても事業者が受けられないという実態が近隣でもある。 

 

このままで何もしないでいると、 

皆が公共交通を必要とする５年後１０年後に公共交通自体がマンパワーの面等、立ち行 

かなくなる状況である。 

  ①在る資源を有効活用する。 

  ②担い手をどうするか皆で考えなくてはいけない。 

 

・・・コミュニティ交通の考え方・・・ 

 

コミュニティ交通の背景とは、下記これらをどうやってフォローしていくかがある。 

・高齢化社会に対応した交通手段が必要である。 

・従来のバスなどのスタイルだけではカバーしきれない。 

 

コミュニティ交通の利用実態と効果 

・利用者は他に交通手段を持たない高齢者であり、高齢者の外出支援に今まで功績があ

った。 

・長い距離ではなくニーズがある所に走らせているものについては利用率が高い。 

  東村山市のグリーンバスは、特に優等生というほどではないが、比較的いい形で推移

している。 

 

コミュニティバスとコミュニティタクシー 

・コミュニティバスやコミュニティタクシーは、法制度の中で定義が定められてはない。

今までの状況から言うと、市町村が何らかの形で係わりながら、財政支援を背景とし

つつ、既存の交通手段でカバーできないところを補っている乗り合い型のサービスと

位置づけられると思われる。 
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・コミュニティという言葉がつく通り、地域で支え育てるという考え方でやっていくも

のが本来のコミュニティバスであると思う。 

・兵庫県西宮市で住民の方が支え合っているコミュニティタクシーの写真の紹介。 

・図の説明 

どれだけたくさんの人を運べるか（横軸）と個人の需要にどれだけ近づけられるか（縦

軸）の関係の中で整理したものである。もともとデマンド交通を説明するための図で

あるので、デマンドを表す範囲が大きく描かれているが、位置関係は確認することが

できる。 

この図は、同時にどれだけ沢山のコストを掛けて成り立たせているかという横軸と、

利用者１人当たりに対してどれだけコストを掛けるかを縦軸にした図にも当てはま

る。 

 

１．沢山の人を運べる鉄道などの大量交通機関は個々のニーズに必ずしも答えられな 

い。 

２．タクシーは少ししか人を運べないが、ドア・トゥ・ドアで運べる。 

  上記１と２の間に一般路線バスやコミュニティバスがある。 

 ３．鉄道はインフラにコストが掛かるが、乗客１人当たりの輸送コストが大変小さい。 

  →運賃にも反映される。１人当たりの運賃が低くても原則的に成り立つ。 

   （逆に）コストが掛かる割に乗客が少ないローカル鉄道は厳しい。 

４．タクシーの場合は普通乗用車がベースであるので全体にかかるコストは大きくはな 

いが、１人の運転手が１つの契約で１人ないし数人を運ぶため、乗客１人に掛かる 

コストが大きいため、運賃は高めの金額を設定している。 

 

  交通手段の位置づけ⇒運賃設定の考え方でもあり、どこにどういう交通手段を当ては

めるかに通じる。 

 

  ５.行政が負担をして地域の中にコミュニティバスを走らせる形は、１９８１年に武蔵

村山市が最初に実施し、その後全国的に広まる。 

・武蔵村山市は普通のタイプのカラーの立川バスを使用し、武蔵野市のムーバスより

早く行っている。 

・最初の頃はコミュニティバスというものが行政負担をする形で進んでいき、その後 

 段々狭い地域のニーズをカバーしていく中で、皆で作り育てる考え方が芽生えた。 

・小規模な交通になればなる程、事業的には成り立たないものであり、対象地域が 

ある程度限られるので、大規模な財政投入することに全市的な合意が得られにく 

いので、地域住民が自ら何らかの形で取り組む本気度が必要となる。 

・移動手段を必要とする人、必要としない人に係わらず少子高齢化や、社会基盤の脆 

弱化の中で交通問題への危機的な意識が高まっており、高い関心がある。きっかけ 

をつかめれば主体的な動きを取れる住民が増加しているといえる。 

・さいたま市岩槻区和土地区の事例では、市職員やタクシー事業者が入り、月 1回程 

 会合を開き乗り合いタクシーを維持している。 

 

６.山口市で考えてきたこと 

・今までのコミュニティタクシーは行政が一方的に考え作られたものが多いが、現実 

のケースに合わないものが多い。 

・一般的なコミュニティバスは赤字が出れば行政が１００％補填する仕組みである 

が、その形だと誰も考えを深めない仕組みができてしまう。 
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・地域をよく知る地域の方が主体的に必要性を考え作り上げれば、ニーズを満たすこ 

 ともできるし、自分たちの交通として利用促進につながる。 

・行政と地域の役割分担と責任範囲を明確にした上で、基幹交通にあたる幹線部分 

は市と交通事業者（主にバス事業者）が中心となり確保し、そこにつなげる地域の生 

活交通部分は地域が主体的に取り組む、そのような仕組みを構築してきた。 

・基幹になる路線バスと地域の中を走るコミュニティタクシーが目の前で接続され、 

繋げることで、地域から幹線のバスに繋がるようにした。 

・基準を作りながら持続させようと取り組んでおり、作るまでの機能と改良するため 

の白熱した議論があり、手作りの出発式をして地域の中でコミュニティ交通をス 

タートさせた。自分たちが作ったという意識がすりこまれて利用促進に繋がる。 

・皆で十分に議論をすることが大切で、ルート決定も沢山要望があるが、本源のニー 

ズがどこにあるのか地元で十分に議論することにより見えてくる。 

・日常的に行くところとたまにしか行かないが、行こうとすると不便な所など様々 

 あるが、どこをベースに話をするのかを地元の中で話し合い見極めることが必要。 

・アンケートを取ると、今あるものについては成果が分かるが、これからのものに関 

するアンケートは期待値が入るので曲者である。私の経験では、これからできる 

ものに対して、「乗る」と答えて実際に乗った数は１５％程度である。 

・杉並区の狭隘道路を走るコミュニティバス「すぎ丸」は、黎明期であることもあり 

利便性向上のため狭隘な道路を走らせたが、沿道の住民から苦情があったり、接触 

に近い事故が起きると、安全面を考えた方がいいとなり、現状では一定レベル以下 

の狭隘道路にバスは走らせられない。技術的な問題は避けて通れないので、警察な 

どと相談しながら進める必要がある。 

・コミュニティバスを走らせる中で、一番困難であるのが停留所設置である。皆停留 

所が近いのはいいが、自宅前は困るという人が非常に多く、３００ｍ間隔ではなく、 

５００ｍあくこともあるが、地域の人で話し合い作ることによりいい方向に向かう 

こともある。 

・八王子市の狭隘道路で実験をした乗り合いタクシーは、実際の利用状況から形を 

変え新たな実験をする予定。ある程度限られた需要を対象に始めると、よほど工夫 

をしないと継続が困難な面もある。 

・どのようなニーズをどのようにカバーするか考えていかなくてはならない。何から 

何までコミュニティバスで解決しようと思わないこと等考えなくてはならない。 

・小規模な需要をカバーするためや、きめ細かくやろうとすると車両を小さくする方 

法があるが課題がいくつかあるので紹介する。 

 車両が小さくなると通行可能な地区が増える。小型でもバスの形であると入れない 

が、より小さな車両であれば制約はあるが入れるケースもある。入れる地域が増え 

るとなると、走らせてほしい所の要望が増えるので、どう対応するか考える必要が 

あり、全てに対してまんべんなく答えることは困難。 

・小型車両は輸送力が小さいので乗客が集中すると乗り切れないケースが出てくる。 

武蔵小金井駅と崖下を結ぶ小金井市の野川・七軒家循環では道路が狭隘で小さな車 

両を導入せざるを得なかったが、需要が多く乗り切れないケースがしょっちゅうあ 

る。しかしもう１台車を出すとコストが掛かるし、増便も倍のコストが掛かる。 

    ・小型車両は定員が少なく事業性が低い。野川・七軒家循環はグリーンバスの様な小 

金井市の他のコミュニティバスに比べ、採算性が低く、赤字が一番大きい路線であ 

る。そこには新たな投資はしにくいなど、小型で行うことのリスクがある。 

  ・乗客同士の距離が近い。奥の人は降りにくく、すぐ隣に知らない人が乗るなど、気 

持ちの問題が無視できない。杉並区の調査で我慢できる時間はほとんどの人が１０ 
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分以内であった。その程度の範囲の輸送にしか向かないのではないか。 

  ・岐阜県で、実際に 1 時間程掛かる地域間を結ぶワゴンタイプの車両を使用する路線 

に乗車したが、私という普段乗らない異分子がいるだけで、前方に乗車していた常 

連の乗客２人は一言も話さなかった。利用者意識を考えておく必要がある。 

・（９）の「コミュニティ交通の現状と課題」は後程お読みください。 

  ・予約によって運行するデマンドという地域交通があり、全国的に広がっている。 

   個々のデマンドに対応した運行であり、個々のニーズに応じドア・トゥ・ドア 

   に近い運行が可能な利便性があり、予約であるので空気を運ぶことはないメリット 

があるといわれるが、そこだけを考えればその通りであるが、複数のデマンドを 

同時に満たすよう遣り繰りすると、定時性やなるべく早く目的地に行くニーズを 

満たせない場合があるので許容幅が必要。 

  ・１人の予約のためであっても走らせることになり、回送で向かうこともあり、空で 

走らせることがあるので、効率化には限度がある。 

  ・乗り合いになることは少なく、全国の大半は１０回の内２人以上乗車するのが２ 

    回程度であり、利用者側からすると安いタクシーである。 

 

課題が目立ってきている。 

↓ 

   デマンドでするより普通のタクシーを上手に利用する制度を作る方がいいという 

考えにシフトし始めた地域がある。私もそうではないかと思っている。 

 

   行きたい場所が集中する大都市圏はデマンドより普通のタクシーを上手に使うか、

より小さな規模の交通手段を定時定路線で走らせる方が現実には合っている。 

 

  ・山口県宇部市を走っていたデマンドは 1人の高齢女性を町から回送で山の中の集落 

に迎えに行き町まで送り、その高齢女性が集落に帰る時に７ｋｍ程走行し回送で戻 

る。１日の内でその１人を輸送するためにデマンドが存在している状況であったの 

で、議論の後、普通のタクシーを使う方法になった。首都圏ではそこまでのことはな 

いとは思うがそれに近いことが起きる可能性がある。 

  ・地域の方が主体的にすることが重要と話しているが、一方で取り組む地域の方の高 

齢化の問題がある。 

  ・キーマンがいると動きがスムーズであるが、キーマンに全てを頼り切ってしまい 

キーマンが疲れ切ってしまう地域が出てきている。 

  ・地方の話ではあるのでイメージがしにくいと思うが、入院中のご主人の見舞いや世 

話のため、毎日のようにデマンド交通を利用する高齢女性がいたが、ご主人が亡く 

なり病院に行く必要がなくなったため、乗車率が半減すること実際にあった。常に 

見直しが必要となる所もある。 

  ・人手不足により、デマンド交通をしていた事業者が撤退をするケースもある。 

 

↓ 

 

  地域の中で様々な課題を考えつつ将来に亘り継続させるかを考えなくてはならない。 

  シニアの活用という面で、ボランティア輸送や地域にある他の輸送手段との統合も 

選択肢としてはあるが、担っている者の高齢化はどこでも起きる可能性があること 

は常に視野に置き、最適化する必要がある。 
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・・・地域交通を実現し、持続を成功させるには・・・ 

 

皆が自分自身の問題として考える。 

特定の誰かが頑張るのではなく、行政・住民が協働し、 

できることを分担する。 

常に関係者の信頼関係を作る。 

 

公共交通が乗ってみたいものであり、分かり易いものであることが必要 

 

「高齢者にはやさしさを、子どもには楽しさを、 

女性にはおしゃれで清潔だと思ってもらう」 

 

乗って育てることを考える必要がある 

 

 

 以上です。 

 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。 

質疑応答は、次のご講演を伺ってから、まとめてお受けいたします。 

続きまして、石川委員より、「地域公共交通網計画の策定」について「地域公共交通活

性化再生法」の内容も含めて講演をお願いいたします。 

 

石川委員：講演 

 

「人とまち、未来をつなぐネットワーク 

～地域公共交通活性化再生法の一部改正～」 

 

〇地域公共交通活性化再生法とは、 

 

平成１９年に制定 

公共交通の活性化及び再生を図るため、市町村が地域の関係者による協議会を組織し

て、地域公共交通総合連携計画を策定し、網計画に即して関係主体が取り組みを進め

ていこうと創設。 

 

今の公共交通会議とほぼ同じで、地域の方が集まり地域交通をどうするか考える計画を

立てることが大元になっている。 

 

資料は活性化再生法について一部改正したという内容です。 

 

背景 

Ｐ１．地域公共交通の現状は、 

モータリゼーション 自家用車の大衆化により普及が促進 
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人口の減少 

少子高齢化 

その他運転手の不足 

 

現状が重なり公共交通ネットワークの縮小、サービス水準のいっそうの低下が進んだ 

                  ↓ 

平成１９年度以降 

乗り合いバス：１万２００ｋｍの路線が廃止 

鉄道：平成１９年度以降１８６ｋｍの路線が廃止 

（出典）平成２３年度国土交通省調査による 

 

平成１９年度以降、３～４年の間に１万ｋｍ以上路線バスが廃止になっている。 

→さらに廃止が進むと思われる 

 

地域公共交通に求める役割は、 

・地域住民の移動の確保・コンパクトシティの実現 

・限られた土地をいかに集約して移動や利便性を確保できるか 

・まちの賑わいの創出や健康の増進 

・人の交流の活発化  

 

Ｐ２．解決策の方向性 

 

 地域交通の維持改善は、 

交通ルールの課題解決にとどまらず、まちづくり、観光、健康福祉、教育、環境等の様々

な分野で大きな効果をもたらすもの 

 地域活性化のために不可欠な地域の装置・社会インフラ 

  

交通であるので道路が無いと運送ができない。 

バス、タクシー、鉄道、船舶等が発達すると移動以外にもまちづくりや観光、教育を大

きくするのに役立つ。 

↓ 

その為には 

事業者を中心とした従来の枠組みから脱却して、地域の総合行政を行う。地方公共団体

が中心となって、地域戦略の一環として取り組む必要がある。 

住みやすく、活力に満ちた地域社会の実現に向け、地域公共交通の再編を進める。 

 

 

Ｐ３．交通政策基本法の制定 

平成１９年に公共交通活性化再生法制定 

平成２５年に策定された交通政策基本法とは、 

 ・日常生活に必要不可欠な交通手段の確保 

 ・まちづくりの観点からの施策の促進 

 を盛り込んでいる法律で、地域公共交通活性化再生法では追いつけないところから、

活性化再生法の改正をすすめた。 
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地域公共交通活性化再生法の改正 

Ｐ４、５．改正前の枠組み 

    国が基本方針を策定し、それに基づき地域住民で総合連携計画を策定する。 

    策定した結果→特定事業を進め、市町村と事業者協力し進める。 

  改正のポイント 

   地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携し、面的な公共交通のネットワー

クを再構築する内容になっている。 

 

・・・資料「地域公共交通活性化再生法の基本スキーム」参照・・・ 

大まかな流れに変更はないが、公共交通総合連携計画としていたものを、地域公 

共交通網形成計画に名称を変更している。 

 

今までとの違い 

従来：交通に対して総合的な連携を図るものであり、交通が中心の計画であっ 

た。 

                ↓ 

交通政策基本法や現状の公共交通のあり方を考えた場合、交通だけを考えるも 

のではないため、いままで連携計画に入っていなかった、まちづくり・観光を 

取り込み、面的なネットワーク・交通網を考えていく計画に変更。 

 

P６、７．地域公共交通網形成計画について 

   地域公共交通網形成計画とは、 

    地域にとって望ましい姿を明らかにするマスタープランの役割を果たすもの。 

 

地域の取り組みが計画的に進められることで、限られた資源が有効に活用され 

持続可能な公共交通網の形成が図られることが期待される。 

 

バスや鉄道は、大元になる道路が無いと走ることができない。 

↓ 

 ・公共交通を発達させたい場合は、都市づくりから見直す必要がある。 

・まちづくりをする上では、まちにある観光資源を活用する、地域住民の 

福祉を大切にして、教育や健康を総合的に見る必要がある。 

                ↓ 

網形成計画を作ることで、区市町村としての都市づくりや交通網を一体的 

に見てゆく。 

 

※参考 

網形成計画は２０１９年６月末までに全国で５１９件作られている。 

  関東地方（山梨県を含む）１都７県：８９件（東京都：２件） 

 

地域公共交通網形成計画と地域公共交通総合連携計画の違い 

 ・地域公共交通網形成計画は、 

連携計画には無かった、まちづくり、公益性の確保、具体的に可能な限り数値 

化した目標等を盛り込んだもの。 

都市計画、都市計画に法に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針、中 
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心市街地活性化法に基づく基本計画、バリアフリー法に基づく基本構想、港湾 

法に基づく港湾計画等と調和がとれたものである必要がある。 

↓ 

 

市町村は、交通だけで見るのではなく、他の基本的な計画等、総合的に考え 

て作る必要がある。 

 

P８．地域公共交通再編事業について 

・地域公共交通網形成計画に基づき地域の公共交通を再編する事業。 

 公共交通ネットワークの形成を効果的に実現するためには、個別、局所的に取 

り組むのではなく、地域全体の公共交通ネットワークを総合的に再編する取り 

組みを進めるため創設された。 

公共団体の支援を受けつつ、旅客運送事業に係る路線、運行系統、もしくは航路、 

営業区域の変更、自家用有償旅客運送による代替。 

・再編事業を作ることにより、本来法的に規制されているものの一部が、多少な 

りとも緩和される。 

 

P９．地域公共交通再編実施計画について 

  ・必ずしも作成しなくてはいけないものではない。網形成計画を作り、それに基づ

き、市町村独自ですることも可能である。実施計画までを策定し、大臣に認定を

受けることも可能。 

  ・認定を受ける場合は、具体的な計画を策定し、＜記載事項＞（法§２７の２②、

施行規則§３）の内容を策定し大臣の認定を受ける。 

   ⇒関係法令の特例・重点的な支援が受けられる。 

  ・再編実施計画は認定の状況が厳しい。 

   再編実施計画の認定をうけているところ：全国で３３件（関東で５件、東京は 

   受けていない。） 

 

地域公共交通の活性化再生法とは、 

現在の地域交通を見直すきっかけを改めて作る。 

道路運送法とは別に、都市づくり・観光・教育・福祉などと一体化した画をつくる

ことを目的にして市町村、事業者、地域住民が一体となり公共交通を見直していこ

うとするもの。 

 

※地域公共交通活性化再生に関する法律の基本方針、地域公共交通の確保に関する先進 

事例等が公表されています。 

詳細は、資料最終頁にお問合せ先が載っていますので、お問い合わせいただくか、国 

土交通省ホームページをご確認ください。 

 

以上、活性化再生法、改正についてお話しさせていただきました。 

 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。 

それでは、ご質問がございましたら、伺います。いかがでしょうか。 

 

・・・質疑応答・・・ 



- 14 - 

 

≪委員≫ 

石川委員にお尋ねしたい。地域公共交通網形成計画とはどういう規模の公共団体、ど

ういう地域を想定しているのか？東京都に出されている２件の自治体名を紹介願いた

い。 

≪委員≫ 

・網形成計画は、こういう地域をと具体的に取り上げるものではない。東京都、それ

以外で、こちらの地域にはあるが、そちらにはないというものではない。また、単独の

市町村である必要はない。 

・東京都では多摩市と、東京都・中央区・港区・江東区の四つの自治体が連携して策

定しているものがある。関東で一番多いのが、茨城県の２７市町村、次いで埼玉県１６

市町村である。 

・地域の実情に合わせてあり、タイミングもある。網形成計画は、色々な市町村の基

本構想や基本計画と紐付けして作るよう話をしており、自治体の交通の基本計画の様な

物ができていれば、網形成計画を作らなくてはならないものではなく、そちらで代えて

いる市町村もある。 

・大きく市の計画を見直すタイミングに合わせ網形成計画を作る市町村もある。東京

都であるから、地方であるからというものよりは、網形成計画を作ることが本当にその

市のためになるのか検討をしながら策定するものと個人的に思う。 

≪委員≫ 

経営政策部で総合計画が着々と作られているが、こういう事を入れ込む等の話は出て

いないか？ 

≪委員≫ 

策定の過程中なので具体的なことは出ていないと思う。目指すべき方向性としてはそ

ういう事を謳い込むことは、これからのことである。 

≪委員≫ 

網計画を総合計画に反映させていくのであれば、どこかで議論する必要があるのです

ね？ 

≪委員≫ 

大きな概要としてそういったことをやっていくかという議論の必要性はすごくあると

思います。具体的にどういうものを作るかは実施計画的なものになる。 

≪事務局≫ 

他にいかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

令和４年度の計画策定の計画というのは、公共交通網形成計画のことであるか？ 

≪事務局≫ 

そのように考えております。 

≪委員≫ 

確認ですが、公共交通網形成計画を見ると、市としてこのように公共交通を定義付け

目的を決めて、今ない所にコミュニティバスであるのかタクシーであるのか分からない

が、公共交通を作っていきたいと決めていくようにとれるが、そうすると最初の会長の

説明にあった、行政から与えるような公共交通は成功しないということと矛盾する。そ

うでないものを作るためにガイドラインを作ってきており、国土交通省の法令はあって

も、東村山市は地域公共交通総合連携計画は作っておらず、うちは違うやり方でいくと

やっていた。なぜ今、地域公共交通網形成計画を作ろうとするのか理解できない。これ

は作らなくてはいけないものなのか？ 
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≪委員≫ 

・作らなければいけないものではない。作ったからといって国が何か認定するもので

はない。網形成計画を策定したら国に教えてくださいというものであり、作ったらその

通りに何かしなくてはいけないというのはその先の話である。 

・網形成計画は市町村が主導してお作りいただくものであり、作るにあたり調査が必

要。 

・網形成計画を策定するところに参加したことがあるが、すぐに作ろうという自治体

や２年３年時間を掛けようという自治体もあった。 

・都市づくりや観光、教育等複合的にみて、それらを繋げるために交通をどうするか

というのが網形成計画であり、地域住民の方の気持ちが多分に入る。 

・網形成計画を作ったから今までの市町村の交通事業が変わるというものではない。

自治体としての交通網を作る上での基本的な理念、考え方を作るための１つになる。 

≪委員≫ 

・理念に計画というものはあまり必要ないと思う。計画とは目標を決めて具体的に進

めるものであるが、理念ということであれば、今までもガイドラインに検討を尽くして

理念は載せている。何のために網形成していくのか、そこを明確にする必要がある。 

・公共交通のあり方を考えること自体はいい。交通不便地域を設定するのは構わない

が、交通不便を解消するつもりなのか、交通がないからできない生活不便を解消するの

かどちらであるのか。市役所に行きたいが交通機関がないから不便であるという人に対

して、バスを用意するのか、役人がそこに出向くのがいいのか、生活不便を解消するだ

けであれば違う方法がある。そういう意味の公共交通のあり方を考えることはいいと思

う。 

・単純に国土交通省で変わるから網形成計画を作るというのはどこまで意味があるの

か。 

≪事務局≫ 

・国土交通省の活性化再生法が変わってから時間が経っている。なぜ今かというとこ

ろは、ガイドラインはコミュニティバスを導入するためのガイドラインであると考え方

を整理させていただいている。バスでは解消できない移動不便等について、市としてど

のように取り組んでいくかが今問われていると考える。その上で、何をどのように不便

を解消するのか、どこまでを交通でするのか、どこまでが福祉施策であるのか、或い

は、移動できるようにするのか、移動しなくても済むようにするのがいいのか、様々な

事を整理し、これからの生活をどうするのかを含めて、理念や考え方を整理する意味で

網形成計画という言葉がでた。 

・市内全体を見据えた上での計画を策定していきたい。市民のニーズもこれから調査

させていただくなど考えており、網形成計画という形では合わない可能性もあるが、全

体を考えての計画を策定し、それに基づき計画的に市内全域を見て総合的に実現した

い。 

≪委員≫ 

・公共交通会議が不便地域をどのように解消するかで問題となったのは何であるの

か。財政上の問題と許認可の問題が大きな弊害になったのだと。本日の会議までに頭の

中を整理し検討してみたが、講演を聞きますます分からなくなった。 

・長年東村山市に住みこの街に何が必要かを考えると、一番欠落しているのは防災計

画である。防災計画をどのように作るかというと、それは通信網でありいかに情報を集

めるかである。会長の話に、行政地域の身の丈に合ったものの考え方をしたり、他の交

通手段を考えたりするとあった。その視点でみた時にコミュニティバスに似た、デイサ
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ービスの車をうまく活用したらかなりの個人情報も入る。災害発生時に情報の提供組織

になると以前申し上げた。そう考えた時に行政区域を跨いで１つの事業をしたが失敗に

終わり非常に残念で未練がある。 

・東村山市独自のオペレーションを組んではどうか。トヨタでもダイハツでもいいの

で、自動操縦車を区域を決め市と提携して実験することを市長に提案してはどうかと、

前課長には言ったが進んでいない。やっている自治体は２００程ある。白ナンバーで、

運賃ということをやり、市役所からお金を出し、デイサービスの車を拠点から拠点ま

で、またはバス停や駅まで動かせれば、車の導入費用、運行経費、バス停を設置費用な

ど財政的な課題が解消されて、市の補助金がコミュニティバスの１人当たり経費でうま

く収められれば、医療施設や介護施設、タクシー会社から車両と乗務員を提供してもら

う方法もあるかもしれない。そういうネットワークが組めれば面白い施策になる。 

・コミュニティバスの考え方を拡大解釈をして、市内の医療施設の送迎を活用するネ

ットワーク作りを検討していってはどうか。今までのデマンドといわれているものは古

い。新しい形でデマンドを設定していかなくてはいけない。 

・２０年、３０年経ったときは、世代交代し高齢化社会はもうなくなる。団塊の世代

が８７歳の寿命になる時がピークで、生産年齢がどうなっているか、外国人労働者がど

う入ってくるかは別問題である。 

・今東村山市が持っている養護施設やデイサービスの施設や走っている車両は隣接す

る地域で一番多い。これを活用する方法を考えて、国交省に、認めてもらえる新しいシ

ステムを作る具体的な施策を出して検討していくことを提案します。 

・東村山市で生活している我々が考えていかないといけない。何かの形を提案して課

題を皆さんのお力をお借りしてクリアして東村山方式のようなものを立てる。 

・早くたたき台と目的を設定しないと、経営政策部の長期計画に入れられなくなる。 

・毎回思うのですが、行政が力を持ち、例えば陸上自衛隊が８０万体制になり１億国

民に災害が起こった時に、十分条件を満たせるような活動ができるかというとできな

い。ですから、災害が起こった時に自分の命は自分で守るような行動をして自分でやっ

ていただく。東村山警察が全部の交通事故を一斉に処理するなどというのは困難である

ので、ハンドルを持つ人の自覚が必要になる。そういう事を皆さんに理解していただき

ながら、我々ができる最大を出す姿勢が市民に共感を呼んで理解をしてもらえる。余分

なことまで言いました。 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。では、今のご発言は今後のご意見になるかと思います。次

回課題抽出をしていただく中のご意見として記録に残させていただき、次に取り上げさ

せていただければと思います。この後報告事項や事例紹介もございますので、お１人、

１つずつのご質問で。 

≪委員≫ 

網形成計画を作り、国交省に届出をして認可を受けるところまで考えていますか？そ

れとも網形成計画の細目に基づくものを会議の中で詰めて、東村山市としてはこういう

計画でいくが国交省には出しませんというものですか？所管が認可を受けるところまで

考えているとすると簡単に進んでいけない話ではないかという気がします。 

≪事務局≫ 

市内全域を見渡した視点での計画を立てていきたいと考えている。国交省に認可を受

けるという様な計画になるかどうか、我々も検討を始めたばかりのことですので、国土

交通省の方々にご指導いただきながらご相談をして、当市に合った形の計画にしていき

たいと考えている。今ここで認可を受ける予定で進めていくとも言えない状況です。 

≪委員≫ 
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・これまでの会議での結論として、これ以上東村山市独自のコミュニティバスの新しい

経路の改革は狭隘な道路など様々な理由で難しいが、このところ東村山市が人口が、こ

れ以上減らないという感じになってきた。外国人が増え高齢者の方が増えており、私と

しては、隣接市、小平市、東大和市、清瀬市のコミュニティバスを東村山市の中に引き

こむことはできないかと思う。国がそういう考え方をとっているように思うので、そう

いったコミュニティバスの新しい経路を設けてはどうであろうか。 

・もう一つは、鉄道の新しい駅を東村山市の中に設けるというのはどうであろうか。

国土交通省の方もおられるので、これをバックアップしていただきたい。多摩湖線の八

坂と武蔵大和の間の都立公園のそばに複線の場所があり、そういう所に駅を作れば近辺

の方、新青梅街道にコミュニティバスのバス停がないことで不便を感じている方が西武

線を利用できる。或いは、武蔵野線は地下を走っていますが、久米川駅の辺りに以前、

駅を設けるという話があったらしいのですが、この話を復活して東村山市の持続的な繁

栄を試みてはどうか。国が関与と言っていいのですか、応援をしてもらえるという風に

感じました。私の意見です。よろしくお願い致します。 

 

≪事務局≫ 

ご意見として、次回一緒に整理させていただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か？ 

≪委員≫ 

自動運転のデマンドタクシーを大いに活用して、富士見町２丁目など不便を感じてい

る地域が結構あるので、将来の話として考えていければと考えています。 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。 

≪委員≫ 

ご説明ありがとうございました。資料をいただいた中で、先程委員がおっしゃってい

た、今までの課題として財政的な問題や財源の問題、許認可の問題がネックになってい

たという話をいただきました。資料１２ページに書いてあるＱ＆Ａですが、Ｑ1でどのよ

うなメリットがあるかということで、公共交通網の形成ですね、計画を作って実施する

場合には『関係法令の特例措置や、国による財政支援等を受けられるほか、地方債の配

慮などを行います』と書いてあるのですが、これは具体的には例えば、関係法令でも、

特例措置というと、何か特例的なものが定められたり、国の財政支援等となると補助金

などが受けられたりとか、地方債の配慮というと地方債の同意だとか、所謂幅が広くな

る、そういう財源措置がとられるのではないかということの裏付けでいいのですか？ 

≪委員≫ 

網形成計画を策定した後の再編実施計画に基づいて、再編事業を行う場合であれば、

補助金の対象になったり、特例措置が認められることになるかと思います。ただ、特例

措置についても、全てが大丈夫ですよというものではないこともございます。補助金の

内容も、そもそも再編実施計画が認定されないと補助金が下りないというものになって

おりますので、補助金がどれくらいの額になるのかというのも、お問い合わせの事業規

模によってくると思いますので個別にご相談いただければと思います。 

≪委員≫ 

わかりました。そうすると今後具体的な制約が多少あるのであろうと理解させていた

だいたのですが、そういうものを議論する中で特別な財政措置があるとすれば、そのこ

とも含めて進めるのがいいかもしれない。 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。それではこの辺で質疑応答の時間は終わりにさせていただ
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きまして、進行を会長にお返しいたします。 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

≪会長≫ 

だいぶ時間が過ぎてしまいました。次第に用意されたものに従って進めさせていただき

ます。先程の網形成計画を作るかどうかという話について、私の感想もあるのですが、ま

ず議題を進めさせていただきます。近隣市の事例を事務局より紹介してもらいます。 

 

 

・・・事務局 説明・・・ 

 

≪会長≫ 

今、近隣の３市の取組について説明をしてもらいました。何か質問がありますか。 

 

≪会長≫ 

 具体的な話は議論を進めていく中で、どう活用するか、できるのかは今後の議論の中に

なると思います。先程委員からあった話の中で、近隣市でも福祉施設が所有しているもの

を、福祉施設の地域貢献という形で活用したいという中で、無償で提供するケースは出て

きています。これができる範囲とか能力は、各々限界がありますから、全ての地域に同じ

ようなサービスが同じように提供できるものではありません。そういう形で移動手段を提

供するという手法がとられている部分は出てきています。考えられる色々な手法が、どう

いう形で地域の中で配置でき、活用できるのかというのは、具体的な話で検討せざるを得

ないのであろうと思います。そういう形も可能性の中には含まれる中で、今後の様々な手

段の議論を進めることになろうかと思います。ご質問等があれば。 

≪委員≫ 

 資料１のところの計画で網計画まで策定するとは一瞬思わなかったのですが、それは策

定した方がいいのかもしれませんけれども。その場合、こちらの会議は道路運送法に基づ

く会議なので、活性化再生法の協議会をこちらと兼務というか一緒にもできる。東村山市

さんの地域公共交通会議は条例で制定という珍しい近隣では稀な位高い会議なので、改訂

に基づいて活性化再生法の協議会を同じような仕組みを設けるという視野なのですか？ 

≪事務局≫ 

 それについても、そういうことを視野に入れて検討、調整をしているところです。 

≪会長≫ 

 他には？よろしいですか？それではさらに疑問等あれば、次回までの間に事務局に問い

合わせておいていただいて、必要なことは資料を次回に出していただけるようにします。 

 

 それでは、もう一度事務局から、今後の進め方についてお願いします。 

 

≪事務局≫ 

本日はありがとうございました。次回の会議での課題抽出にむけて、情報共有をさせ

ていただきました。次回の会議では、皆さんのご意見をもとに、当市の課題について整

理してまいりたいと考えております。 

冒頭でも申し上げました通り、次回までに、皆さまのご意見を一覧にした資料をお送

りしたいと思っておりますので、８月２０日までに、事務局へご意見をお送りいただき

たいと存じます。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。整理したも
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のを次回の会議の資料として会議の前に皆様にお送りしたいと思います。ご協力をお願

い致します。 

 

 

≪会長≫ 

はい。それでは、皆さん、それぞれのご意見を事務局に提出して頂きたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

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≫ 

本日の報告事項は、３点ございます。 

 1 点目は、ところバスの運行停止について、でございますが、７月１２日に所沢市地域

公共交通会議が開催され、その中で、当市が運行停止の判断をしたということについて、

ご説明をしていただきました。結論としては、所沢市の地域公共交通会議としても、基準

を満たせず、東村山市が判断したのであれば仕方がない、ということで、大きな議論はな

かったと伺っております。今後は、担当レベルでの、停止に向けた事務的な協議に入って

まいります。 

２点目は、今後の検討体制についてです。 

 これまで、この地域公共交通会議で、コミュニティバスの導入についてご議論いただい

てまいりましたが、これから新たな移動手段の検討に入るということで、更に幅の広い議

論に対応できる体制を整えていきたいと考えております。また、将来的には、交通施策の

マスタープランのような意味合いを持つ、計画の策定を目指して参りたいと考えているこ

とから、組織の見直しを図ることを検討しており、時期としては、次の委員改選のタイミ

ングに合わせる方向で調整をしているところです。委員の構成など具体的な検討はこれか

らになりますが、まずは、見直しを考えているということを、ご報告させていただきます。 

３点目は、都市計画道路３・４・２７号線の開通についてです。 

平成２１年度から整備を進めてまいりました都市計画道路３・４・２７号東村山駅秋津

線が、７月２９日に開通し、同日の午後から交通開放を予定しております。 

この路線は、都市計画マスタープランにおいて、当市のシンボルロードの一つと位置付

けられている路線であり、来週の開通により、利便性が向上し、まちづくりの効果が拡大

することを期待しているところでございます。 

また、本路線の開通により、人の流れが変化していくことが予想されますので、公共交

通課といたしましては、その状況も見ながら、今後の検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

事務局からは以上です。 

  

≪会長≫ 

事務局からの報告が終わりました。 

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   ） 

 

≪会長≫ 

以上で、令和元年度第２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 

 


