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（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和元年度 第３回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和元年１０月２日（水）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・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・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・粕谷裕司委員 

（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・中條基成委員・谷伸也委員 

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 １８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 

       ‐公共交通の現状把握と課題整理‐ 

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 

 

会議資料の確認 

○次第 

○資料１－１【令和元年度】東村山市公共交通に関する課題整理シート（まとめ） 

○資料１－２【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） 

 

 

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、今井委員、中條委員、谷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。 
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なお、本日、環境安全部長につきましては、他の公務があり、欠席させていただきま

す。 

 

それでは、これより令和元年度第３回東村山市地域公共交通会議を開会いたします。 

 

 最初に、鈴木会長よりご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

・・・会長挨拶・・・ 

 

≪事務局≫ 

 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。 

傍聴希望者は、１８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１８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、資料について説明をお願いします。 

 

・・・事務局 説明・・・ 

 

それでは、本日の資料について、ご説明させていただきます。 

「資料１－１」と「１－２」に分けてございますが、「１－１」には、皆様に頂いたご

意見の概要をまとめ、「１－２」に、前回の会議で委員の皆様にお願いし、ご提出いただ

きましたご意見をそのまま、移動種別ごとに一覧にしたものでございます。委員の皆さ

まには、お忙しい中ご提出いただきまして、ありがとうございました。 

資料の中で、字が薄く印字してある部分がございますが、こちらは、一つの現状に対

して複数の目標をご提案頂いている場合に、記載する行を分けたことにより同じ内容が
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複数回記載した形になっておりますので、この再掲分について色を変えてあるものとな

っております。 

各委員から提出されたご意見の内容については、事前にお目通しいただいているかと

存じますので、詳細な説明は割愛させていただきます。 

 

ご意見の数といたしましては、コミュニティバスに関するご意見が一番多かったもの

の、タクシー、路線バス、鉄道、更には、その他、移動手段ごとには分けられない内容

についても、偏りなくご意見を頂いております。 

 

 本日は、この資料を基に、更に意見交換をしていただき、総合計画期間にあたる１０

年後を目途とする「直面する課題」と２０年、３０年後を見据えた「将来的な課題」に

ついて、この時間軸と併せて、対象者、移動目的という３つの視点で整理して頂きたい

と考えております。 

また、課題の確認と解決策の検討に向けて、必要となる情報には、どのようなものが

あるか、参考意見として頂戴できればと思っております。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。この整理表は、きょうこの場で完成させる

ものではありません。事務局が後程完成させ提示していただきます。 

 

それでは、改めて、各委員から、事前に事務局へ提出した内容も含めて、東村山市の公

共交通について、ご意見を伺いたいと思いますので、ご発言をお願いします。 

 

≪委員≫ 

・東村山市内の場合は路線バスもあり、コミュニティバスの収支率も比較的いい状況で

鉄道駅も分散してあるが空白不便地域もいくつか残されている。 

・バス会社としては、運転要員不足が一番の課題であり、西武バスでも収支が取れてい

るエリアや路線でも運行本数を減らさざるを得ない位逼迫した状況である。 

・運転要員が１，３００人弱いるが、８年間で５００人位が６０歳を迎え、子会社の西

武ハイヤーでは運転手の平均年齢が６０歳を超えている。 

・久米川営業所やひばりが丘営業所等北多摩地域一体がバス、タクシーの運転手共に不

足している。タクシー車両が増やせないという時代はとうに過ぎ、タクシーも運転要員

がいない。公共交通に従事する事務員や整理員も少ないが、特に逼迫した課題は、運転

要員不足である。 

・東村山市さん同様他の地域のコミュニティバスも増やしたいというご意向もいただい

ているが、現状の規模では自主運行路線を減らさないと非常に厳しく、規模を増やせる

状況ではなくバス会社として大きな課題である。銀河鉄道さんも係わられている所もあ

ると思うが、同様な状況かと思う。 

・ところバスの乗り入れを行うなど東村山市は色々できる環境にはあり、他の地域のい

い案で参考にできるものもあると思うが公共交通は実現に時間が掛かる。 
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・知恵を絞り時間を掛け地域に合ったことができるといいが、現実的には基となるとこ

ろが厳しい印象である。 

≪委員≫ 

・西武バスさんだけではなく乗務員不足がそれぞれの事業者で喫緊の課題である。東京

オリンピックを迎える中やらなくてはならないことであるが、どこのバス会社も漏れる

ことなく減便をしているのが現状である。 

・旅客が少ない所は減便や廃止ということもあるが、これ以上減らせないところまで来

ており、お客様に乗っていただいているドル箱のような路線についても減便をせざるを

得ない状況である。 

・タクシー協会さんも乗務員不足で策を練っているところであり、協会として補助金を

出したり、国や東京都に話をしたりしているところである。 

・東村山市も含めどの地区でも高齢化しており、危険運転等の関係で免許証を返納され

る方が多く、その方々の足を確保しなくてはいけない。 

・東村山市はバスも電車も充実しているものの、路線図等を見ても空白不便地域がある

のが分かり、何かしなくてはいけない。 

・大きい路線バスは走れないし、小さいコミュニティバスというのも、お乗りいただか

ない時間が出てくるので、効率化して実態に合った輸送を考えていかなくてはいけない

と思う。 

・タクシーを活用した公共交通手段も各地域でやっているが、全てが成功している訳で

はない。 

・地域の方の意見を聞きながら、地域の方々自身がこれが必要だという意見を吸い上げ

るような形ができればと思う。 

≪委員≫ 

・公共交通に関する課題整理シートを記入するにあたり、目的を何にして、将来の公共

交通形態をどのように作るべきなのかを考えた時に、切り口が見つからずとても悩ん

だ。これは予算に直結する問題であり、今の予算の１０倍使って何かをやるという前提

があれば様々考えられるが、そうでない中で課題を投げかけられ、あまり前向きな話が

想定できない。 

・私達団塊の世代が小学校の時は、何十クラスもあり学校が沢山できたが、私達がこの

ような年代になると地方では学校が廃校になっている。話は横にそれるが、一昨日の日

経に、２０２０年問題で、マンションや商業施設、病院等々のエレベーターが全部切り

替え時期になり、市場としては７、８兆円あると書いてありましたか。３つのメーカー

は対応に大わらわで、技術者が間に合わないとの記事が防災との関連で載っていた。公

共交通に関しても同様の問題が起きるのではないか。ドライバー不足について、不足す

るドライバーを充当するのに何をやるべきなのか。公共交通については東村山市だけが

直面している問題ではない。 

・市の公共交通会議で目標をどこに置くべきなのか。後退した考え方であるが、現状の

路線の現状の収益の中で最大公約数をどこに求めるか、近い将来転換していくであろう

方向に、どのようにオペレーションを設定するべきなのか。 

・予算枠はどのようにやるのか。 
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・既存で現実に青ナンバーでなく人を乗せて動かしているデイサービス等と手を組み、

経費を抑えながら、空白地域を少しでも埋める方法を検討するのがいいのではないか。 

・３つ提案した内、デイサービス等々に関して検討する余地があるのではないか。２つ

目、さくら通りが開通したので、東村山駅と新秋津駅の間のダイレクトラインをグリー

ンバスで走り、収益性を追求するのはどうか。３つ目は地域ごとに医療関係と提携し、

これは分からないが、自動運転の車の試験的なコースを東村山市が提供し、メーカーと

提携して路線を設定して運行してみる。これは日本国内だけではなく世界各国で色々な

実験をしており、国内では地方ですでに実験をしている。都心ではしていないが、都心

で第１号でするのは課題は大きいがどうであろうか。 

・３つの中から、背丈にあった形で先を考えるべきではないか。あまり風呂敷を広げて

大きなことを考えても絵に描いた餅で終わってしまうのであれば協議の価値はない。た

いへん生意気な言い方であるが、そのようなことを考えて報告をさせていただいた。 

≪委員≫ 

・状況は５年前と全然違ってきていることが分かっている。 

・交通不便地域、空白地域は確かにあるが、税収が不足しているということで予算があ

ってもそこは埋められない状況にもなりつつあり、発想を変えなくてはいけないのでは

ないか。 

・何のためにバスや電車に乗るのか、何が必要で利用するのかニーズ調査をしっかり行

う。単に買い物をするだけであったら、ネットで出来るというのもある。むしろ、そこ

に市が送料を負担するなどの方が便利かもしれない。 

・運転手が不足しているのであれば就業の機会を増やすということも含めて、例えば２

種免許を取得するのに市が補助を出すなどもあってよいかと思う。そうすることで、地

元のドライバーを増やし、地元で働いてもらうこともいいのではないか。そういう発想

の転換がこれからは必要ではないか。 

・できるだけ既存のものを利用していく。勿論増やした方がいいが、今ある交通手段を

どうやって維持していくか、そちらにもう少し力を入れて考えた方がいいのではないか

と思う。 

≪委員≫ 

・いま御二方から出ているのは、目的がはっきりしないというところ、それからドライ

バーがいないということ。 

・何を目的としていくのかというと、できるかぎり大勢の人が家から出るためにどうす

るのかということではないのかと思っている。 

・ドライバーがいないということですが、一定の地方で行われている地域の方達の自主

運行若しくは、地域の方達が定期的に車を運転する様な方法まで踏み込んで考えなけれ

ばいけないという気がしている。 

・西東京市では、どの程度事前に練り上げてやったのか新聞で報道されていないので分

からないが、残念ながらうまくいかず２ヶ月でやめてしまったが、これはやってみる可

能性があるのではないか。 

・新しく何かを考えるというよりも、各自治体がやってメニューは出尽くしているの

で、どれがこのまちに合っているのかを精査して、それを取り上げるのが一番の早道で
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はないか。 

・５月の第１回目の会議の時に議論になった、１０年後、２０年後、３０年後という話

で、会長から、会議では理想を語るのではなく理想に近づけるにはどうやっていくのか

を決める場所であるというお話があったと思う。今、また、１０年後２０年後という話

が出ているが、５月に出されたスケジュールでは、令和２年検討、令和３年検討と期限

が決まっていないので、期限を決めてからやる必要があるのではないか。 

・市民の方から請願が議会で可決されて、その中にスピード感をもってという文言が入

っていたと思う。スピード感をもち、いつまでに決めるのだというところを押さえて議

論をしないと、ずるずると先延ばしになる。 

・色々な自治体、地方や東京で行われているデータを集めて、どれがこのまちに合って

いて、どう手直しをすればいいのかをやっていくのが早道ではないか。 

・新しい交通手段が５年後６年後に動き出すという話だと納得できない。私も７５歳を

越えてしまう。 

≪委員≫ 

・市民の意識調査を見ると、市民の方が市から他の地域へ移りたいという不満の中で一

番大きいのが買い物と交通不便である。 

・今までの委員の方のご意見を伺い、全くその通りであろうと思う。市民の不満を解消

することに対して、久米川と東村山間の府中街道の高架工事を見ても分かるように、市

の財政や工事期間の長さなど、一朝一夕で高架工事が実現がされないと思うが、そうい

う所の中に、交通不便地域や空白地域があることは紛れもない事実である。 

・道路事情はどうしようもないということを考えると、一番早いのは、鉄道駅の増設で

あろうと思う。田町駅と品川の駅の間に新駅ができているが、東村山市にもここに駅が

ほしいというところがいくつかある。鉄道駅の新設を市と国や鉄道会社に対して依頼す

ることが私の案である。 

・ところバスは、利用者が少なく残念な結果に終ったが、これを別の隣接する小平市、

東大和市、東久留米市、清瀬市と連携できないものか。私は市の西に住んでいるが、東

大和市のコミュニティバスが近くを通っており、非常にうらやましく感じる。 

・他の方がおっしゃったが、技術の進歩は非常に早く、自動運転、小型で耐久性があり

交通事故が起こっても乗客にはあまり大きな損傷を与えない車の開発が、目の前に来て

いるとは申しませんが、色々な地域で試運転が行われている。これを活用してレンタサ

イクルのような感じで、近い将来、高齢者、病人、子ども、妊婦の方でも乗れるような

バス、タクシーができるのではないかと淡い期待を持っている。 

≪委員≫ 

・委員の方からも意見があったが、バスにこだわらない交通手段の確保は必要になるか

と思う。現状の道路幅員や道路構造、道交法上の保安の関係でバスが通せない所がある

ので、そういう所はバスにこだわらずタクシーとか、あまり言いたくはないが自家用的

な運行である程度対応ができるのであれば、そういったところで対応していくしかない

のではないかというのはある。 

・先のことを考えていくと、公共交通という観点なので公共性が必要ではあるが、公共

交通の担当の部署だけで対応するには限界が来てしまうと思う。 



- 7 - 

・事務局の話にはなるが、例えば福祉的な観点からどういう移動が必要なのか、高齢者

や妊婦さん、お子さん連れの方達の移動ニーズの確保の調査は当然されていると思う

が、それは専門的な立場の方から意見をいただき、本当に移動が必要なのか、移動が必

要であればそれは市内なのか市外なのかというところも含めた移動ニーズの確認を今後

していかないと、移動手段のきちんとした確保や、必要なところに必要な移動手段が置

けないのではないか。 

・地域住民の方達にも自分たちで作り上げた移動手段であるという認識を持っていただ

くために、その方達の手で作っていくという雰囲気づくりや、地域の方達で話し合う場

を設けることが今後は必要になると考える。 

≪委員≫ 

・運転手不足というのは本当に深刻な状態である。その他、働き方改革が進んでいる中

で、バス運転手の労働時間の管理をしっかりやるように指示されている。しかし、今ま

でいた人数ではそういう管理ができないところもあり、人数を増やさなければ乗務員の

健康問題やお客様に対し安全をしっかり提供することはできない状態ということで、今

一生懸命社内で取り組んでいる。 

・運転手不足ということに関して、委員から、市から免許証を取るのに補助を出したら

いいのではないかと大変ありがたいお話があったが、当社でも入社後に免許を取得して

養成をして路線に出ていただく取り組みをしている。ちょっと違うかもしれないが、お

知り合いで興味がある方がおられたらご紹介いただけると当社としてもありがたい。 

・近隣市でも、福祉の要素が入っているなどでコミュニティバスやタクシーを行ってい

ることが新聞等に出ているが、東村山市でどういう目的でやるのかは一回整理をしなけ

ればいけないと思う。 

・委員の皆さんから色々な方法があるではないかと提案等いただいているが、当社とし

は、既存の路線バスをしっかり確保して現状の路線バスの乗客が減ることにならないこ

とを念頭に検討していただきたい。過去には、所沢駅から東村山駅まで路線バスが走っ

ていたが、お客様の減少によりやむなく廃止した経緯がある。 

・自動運転の話は将来に向けた検討としてはいいかもしれないが、現実問題としてすぐ

にはなかなか難しいところがある。 

・事務局でもアンケート等を取っており、駅とバス停の関係や交通空白地帯も分かって

いるが、その地域の方が本当に不便を感じているのかというのも、公共交通会議の中で

議論になっていた経過もあるかと思う。本当に必要な、今後活用できるものについて問

題を抽出してやっていくことが一番必要である。 

≪委員≫ 

・東村山市さんに限らず、多摩地区共通の現状だと思うが、東京のベッドタウンとして

発展してきており、都心に通勤するサラリーマンの方には非常に便利なまちである。一

方で、生活する人の立場に立つと自家用車に頼っているところがある。以前は家族の誰

かが運転して乗せて行ってくれたことでうまく回っていたことが、少子高齢化や核家族

化で、自家用車での移動が立ち行かなくなり、綻びが出てきている。 

・今後公共交通の役割がさらに大きくなっていくと思うが、全体的に見ると、鉄道駅を

交通結節点として、多様な移動手段がストレスなく需要と供給がマッチングできて選べ
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るのが理想である。それを完成させるために、私どもとしては道路整備が基盤としてあ

るのかなと。北多摩地区は、東西に比べて南北交通が道路の整備が非常に遅れているの

で、道路交通ネットワークの完成を目指し、東村山市さんと連携して取り組んでいきた

い。 

≪委員≫ 

・若い方等は自分の車を利用できるので問題ない。やはり高齢者の問題になると思う。 

・警察の方でも、運転免許証の自主返納を進めている。自主返納は何のためかと言うと

高齢運転者の事故を無くすためだが、それを進める上で問題となるのが、高齢者の方が

本当に納得して免許証を返納してくれるのか、返納した後は何が足代わりになるのかと

いうことである。 

・高齢者の自主返納に関するサポートということで、大半は色々な会員証の券の割引や

買い物を割引するというものだが、交通の関係では、管内では銀河鉄道さんが、返納後

１年間は、区間にもよるが無料の定期券を発出していただくとか、西武ハイヤーさんは

営業時間によっては、タクシーの料金を 10％割り引く等の取り組みもやっている。 

・提携等についてはお願いをしながらやっているが、それについてもまだまだ整理され

ていないということもあるので、高齢者の運転を考えた上でさらなるサポートを考える

必要がある。 

・高齢化ということで、地方では、希望する時間帯や乗車場所等の要望に応えてデマン

ド交通システム等色々とやられているが、東村山市で本当にやれるのかということで、

色々なバス会社さんやタクシー会社さんが人手不足であり、新しい路線は厳しいという

部分はあるが、バス料金並みでタクシーの利便性を活かした制度を導入するとか、買い

物や通院のニーズに合った交通手段を考えられればと思う。具体的な話ができず申し訳

ないがそのような感想を得た。 

≪委員≫ 

・バス事業者さんのお話を聞き、乗務員不足という中で採算が合うところでも減便をし

なくてはいけないという深刻な現状であると再認識した。そうは言っても、将来的に

は、少子高齢化や人口減少により生産年齢人口が明らかに減っていく中で、どうしてい

くかということが、これから東村山市の課題になっていくと思う。 

・交通不便地域や空白地域をどう解消していくか、高齢者の移動をどうするかというこ

とが直面する課題である。 

・長期的なところでは、今後市内の都市計画道路の整備がさらに進むので、バス路線を

どうしていくかとか、恐らく将来、バスは自動運転等でドライバーが２０年後、３０年

後は、いらなくなっていくことが出てくることが考えられる中で、必要性はなくてもこ

ういう考え方ができるという理想論ではなく具体的な考え方が必要かと思う。 

・財政的には青天井ではないので、将来に亘り持続可能な公共交通の施策を財政的な面

も考えて、バランスを取った中で、どうしていくかということが課題であると思う。 

・福祉施策は非常に財政的な負担があるので、それとどう棲み分けていくのかがこれか

らの課題である。 

≪委員≫ 

・前任として公共交通に係わってきて、不便地域があることは認識しているが、実際に
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は物理的にバスが走れる道路がなく仕方なく不便地域として残されている。 

・まちづくりの観点から、1 本 1 本道路を広げるなどしていくと、物理的、金銭的にかな

り不可能な状況であると思う。 

・私の立場から新たな公共交通をということは申し上げられないが、市が進めている都

市計画道路、３・４・２７号線が７月に開通して、かなり久米川町辺りまでの交通が変

わってきたと思う。 

・都市計画道路ができるとかなり交通が変わるので、現在進めている恩多町の３・４・

５５号線や、東京都が進めている３・３・８号線、３・４・１１号線、今年度から市が

事業認可を取得していく連続立体交差事業をあわせた、３・４・１０号線や３１号線、

こうしたことが今後１０年以内に完成する見込みであるので、これらを視野に入れなが

ら持続可能な交通体系を考えていければと思う。 

≪会長≫ 

・これから間違いなく高齢者は増え、免許返納も増えるが、今まで車を使っていたとこ

ろからの転換は難しい面がある。また、必要性から免許返納できない人もいる。 

・この辺りではそれほど多くはないと思うが、地方では農業従事者が軽トラックを運転

する必要性から運転を継続しなくてはならず免許返納ができない人がいる。若い時は長

い距離でもどこへでも車で行けたが、段々運転できる状況でなくなってくると、車の使

用範囲はコンパクト化してくる。そういう状況下では、誰もが活用できる公共交通手段

に対する期待は非常に大きい。 

・バス、タクシーの状況は人手不足の問題や担い手の高齢化の問題で、公共交通をかつ

てのように拡大一辺倒で話ができる状況にはない。 

・必要なことは既存の手段をいかに活用するかということである。今あるものを活用す

るのは一番手間とお金を掛けずにできるので、これをまず活用する。ただ、今のまま維

持するかどうかは議論する必要があり、つまり、路線の形態や運行の形態をそのまま続

けることが正しいかどうかではなく、現状の手段を地域の中でうまく再配分しながら活

用していくことである。 

・今までの発想の中だけでは賄いきれない移動がこれから出てくるので、知恵を出すし

かない。今までどこかで取られている方法だけではなく、既存のものを活かす意味合い

を含めて、バス停までなかなか歩けないという声が大きくなるのであれば、歩行支援の

ような何らかの仕組みを活用して、バス停までの移動手段を地域で確保する等を今後は

考える必要がある。 

・今までの公共交通の枠の中だけで全てを終わらせようというのは無理がある。ただ、

今までの公共交通そのものはなるべく活用し、活かしていくことによって新たな職場と

してドライバーを増やすことに繋がっていく話でもあるので、その両面から考える必要

がある。 

・皆さんのご意見を共有したことで、もう少し意見交換をしながら、課題整理票にある

ような直面する課題と将来的な課題について、ご意見をいただきながら整理をしたい。

今から１０年後直面する課題とあるが、１０年後にできるのが正しいかどうかは何とも

言えない。１０年経つと、そこそこ、変わる所もあるので、委員が言われたように、１

つは今から数年後の話ということで考える。 
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・もう１つは、先程委員から絵に描いた餅では仕方がないとおっしゃったが、もっと先

の、将来的に直面する課題については、絵に描いた餅になっては意味がなく、本当にで

きることを考えなくてはいけない。直面する課題についてはそういう観点から考えてい

ただき、将来的な課題については委員からご意見をいただいたが、多少こうあってほし

いということを含めて考えてもいいのかと思う。 

・直面する課題についてなのか、将来的な課題についての対処なのかという辺りでご意

見を追加でいただきたい。 

≪委員≫ 

・バスを走らせたが空白地帯ができました。なぜなのか？狭い道路や道交法上の問題。

運転手が足りません、二種免許はどうなっているのですか、補助金を出しましょう、こ

れは向かいに座っている方には大変申し訳ないが、極端な言い方をすると、改革をして

いく上で邪魔でしょうがない。 

・例えば、二種免許がなくても運行できるという範囲のものを、どこまでならできる可

能性があるのか。料金を発生させなければ、運用補助のような形でお金を入れることに

より人を運ぶことは法律の範囲の中で可能である等、そういうことをここで裸になり協

議をしていかないと、理想をいくら並べ立てても、規制がこうなっている、道路交通法

上こうである、許認可上こうであると言われると全部行き詰まる。 

・会長が一生懸命になって話をしていただくのであるが、さあどうしようとなった時

に、許認可の問題や規制の問題がある。 

・今、頭の中で想像しているのは、会長がデイサービスの車を動かして空白地帯を無償

で走らせているところがあると話されたが、有料であると行政は絶対許可しない。その

辺りを本当に無償でやれるのか。 

・例えば、タクシーではなく他の車でいいので、バス会社の皆さんやってくださいと話

をするのは簡単だが、全部バス会社に負担が掛かったら、バス会社に潰れろというもの

である。そういう話はやはりできない。お互いに立っていきながら何かいい方法、知恵

みたいなものを出していき、会長のおっしゃる全体的な意見で色々な意見を出す。 

・１つの課題をここに出して、これを進める上では、メーカーとはどんな協議が必要

か、行政許認可はどの辺りまでをやればいいのかということを、ここで１つの事業を展

開して、何が障害や問題であり、当該公共団体としてはどの位の予算を出せるのかとい

うことを話す。私は自動運転の話が頭の中にあるのだが、メーカーのメリットがあると

なればメーカーはお金を出してくる。宣伝効果があり販売に結びつくのであれば、そう

いうものをこちらで準備して、餌で釣ってやっていかないと。我々にはその財力もない

し、その規制をしてゆくとなった時には、皆さんの知恵を借りるしかない。 

・漠然とした話はいくらでもできるので、それは早いところまとめて、課題を１つ出し

て協議して進める。進められる方法を講じていただくのが、先々のためにいいのではな

いか。 

 

≪会長≫ 

・委員がおっしゃる課題というのは、こういうものをやったらどうかという、具体的な

ものということですね。それは確かに前に進める上では必要であろうと思う。それを、
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色々な選択肢がある中で、どういう目的の時に、こういうものだというのを出していく

には皆さんからの知恵をいただく必要がある。 

・こういう事例や方法があると私が出すのは簡単なことではあるが、東村山市でこのよ

うな目的のために、この方法はどうかというものがあれば、障害となるものは何か、ど

ういう形であればできるのかという話には繋がる。 

≪委員≫ 

・もう少し具体的に、細かなニーズ調査が必要という気がする。 

・コミュニティバスを走らせようというのは、病院にも行きたい、駅にも行きたい、市

役所にも行きたいという交通不便地域の方がいるから、市が補助金を出してバスを走ら

せますかという話であるが、基本方針は民間ができることは民間にやらせたいというの

が市の本音であるし、民間もできればそうしたいとは思っているはずである。 

・具体的な例では、ドライバーズスクールは、通う生徒が決められた場所に来れば送迎

バスで拾っており、それに近いことを病院がやっている。新秋津駅の前に行くと色々な

病院のバス停が立っている。ニーズ調査をして、１つの病院にやらせるか、隣接する病

院、白十字や新山手病院等、一緒にやってほしいと話を持ち掛けて病院がやる。 

・大きな商業施設では、シャトルバスを、駅まで来てくれれば出しますなどとしてい

る。それをもう少し細かくバス停を作って動くことはできないかと話をすれば実現でき

るのではないか。 

・市がコミュニティバスを作ることで繋げるのではなくて、ニーズを求める人と求める

先を繋げる、橋渡し的なことを少しやったらいいのではないか。バスやタクシーを使う

のではなく、民間と市民を繋げて話してもらい、民間にお金を出させる、若しくはそこ

に補助金を出す。そういうやり方を併せて検討していった方がいいのではないかという

気がする。 

≪会長≫ 

民間の方も、恐らく、これからドライバー不足なのですよね。 

≪委員≫ 

そうなのです。 

≪会長≫ 

・送迎バスも、施設が続けていくことが難しくなってくれば、今おっしゃったような、

複数の病院が一緒にやる等、そういうニーズを路線バスに取り込んで、色々なことを考

えていくことが今後は必要になるので、そういう提案自体は非常に必要なことだと思

う。 

≪委員≫ 

・東村山市は幸いドライバーズスクールがあるので、二種免許を厚めに講習してもら

い、大型二種、普通二種は取り易い、というようにする。バスを動かすのではなくて、

運転手を増やして育てていくというのを、民間バス会社と一緒になって市も力を入れて

やっていかないと、こういう問題は解決していかない。少し話は違うかもしれないが、

牡蠣養殖業者が海をきれいにするのではなくて、森に注目して植林をしていき、結果的

にいい牡蠣を作っていくというのをやっている。 

・発想の転換で、交通不便地域ではなく生活不便地域を減らしていくという発想で、ま
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ちには出にくいかもしれないが生活には困らない。ただ、病院に行くにはタクシーを使

いたいというように、バスは使わなくてもいいけれども、いざという時はこういう手段

があるというところまで生活を便利にしていく発想が必要ではないかと思う。 

≪会長≫ 

ありがとうございます。 

≪委員≫ 

・今の委員の話は、そこのエリアの住人が、何を目的としてどこへ移動するための手段

を求めているのかを、細かく調査してプランを立てることが必須になると思う。その際

に、市役所の公共交通課がアンケートを配るのも一つの方法であるが、実際に移動手段

がほしいという請願が先日出ていたが、そういうエリアの住人に、どこに行くためにほ

しいのかということまで踏み込んで調査をしてもらうと、かなり地域に密着した比較的

正確なデータが出るのではないか。 

・市役所に行きたい話は、市役所に来なくても済む用件が沢山あるのでそれ程多くない

と思う。 

・廻田でもそうであるが買い物の問題がある。買い物をするところがない地域がこれか

ら市内でさらに出てくるのではないかということが想定される。 

・これから高齢化が進む中で、病院は白十字、新山手等諏訪町方面ばかりにあるので、

小平市の病院に行きたいなど様々出てくると思う。その辺りをどうマッチングさせるの

か。これはそれ程長い時間を掛けなくてもニーズを捉えることはできるのではないか。 

・病院のドライバーの人手不足について、地方のスクールバスのドライバーがいなくて

困るという話を以前させていただいた。学校を合併して一緒にして、スクールバスを走

らせても、今度はドライバーが高齢化し、運転手がいなくなるということが、近い将来

問題視されてくる。このまちのみならず日本中で起きている問題である。知恵を出し合

い、どう解決に導いていくのかが喫緊の課題ではないかと思う。 

≪会長≫ 

既存のものを含めて今ある資源を有効に使うということですね。 

≪委員≫ 

そうですね。 

≪委員≫ 

・サラリーマン時代と退職した後の交通手段は、地域で生活をすることになり、病院や

買い物に行きたいという時にどう変わるのだろうか。 

・私は５５年以上前に東村山市に住まいを設けた。体験談だが、住まいの近くの東京街

道は、当時、雨の後は自分達で砂利を入れたこともあるような舗装されていない道路で

あったが、それでも商店が道路沿いにあった。ところが、今はそういう商店はなくなり

大きなスーパーマーケットがある。これはそこに生活している人の責任でもあるのでし

ょうが、そのように社会情勢が変わってきており、後からそこに住居を構えた方は自家

用車で買い物や旅行するというように変わってきている。 

・私の勝手な考えかもしれませんが、社会情勢の変化を、東村山市と東京都も併せて考

えていく。つまり、市から都に、都が管轄しているスペース、地域を何とか利用させて

もらうというのも１つの考え方である。 
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・東村山市は道路事情が、他の市に比べてあまり良くないような気がする。私が暮らし

ている富士見町は、立川からバスで久米川に行く際、東大和市と東村山市で道路の大き

さに大変な違いがある。東大和市までは歩道があるが、東村山市に入ると歩道が線を引

いただけというような所があり、利用する歩行者や車、自転車も危険を避けながらかろ

うじて通過している。これを考えると、東京都、国も含めて、道路の拡幅に対して、市

に対してもう少し何とかならないものかという気がする。外国人も入ってくるわけです

が、日本の地番は外国と違って非常に分かりにくい。個人の家などに行く時には、日本

人でさえ目的地に到達するのに非常に大変である。そこまで話しが進むと交通とは違っ

てくるかもしれないが、そういう事も含めて日本の道路事情を勘案すれば、市、個人、

鉄道、東京都、日本国の中での調整、そういう調整機関があった方がいいのではないか

という気がする。 

≪会長≫ 

ありがとうございました。他にはいかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

・先程お話があったが、都市計画道路は名称が決まっておらず、３・４・いくつという

名前であるが、どこの道路か分からないので、どこが、いつを目指してできていくのか

が分かっていないと、ここには何があった方がいいことの検討ができないので、都市計

画道路についての情報を出していただきたい。 

・先程も話にあったが、直面する課題としては、公共交通ではないが、やはり歩道かと

思う。歩道が整備されれば、ある程度、生活不便は解消されていくと思う。お歳を召し

た方々は足腰が少し弱いので、どうしてもバスやタクシーがあった方がいいということ

になるが、歩道がより広く安全であれば、例えば電動車椅子も使用できるし、シニアカ

―などでも移動できるようになればいい。それが今の歩道の状態ではほとんど難しい。

歩道の整備は公共交通を考える以前のことだが必要なことであり、整備すれば公共交通

にかかるお金も軽減されていくのではないかと思う。 

≪会長≫ 

ありがとうございました。 

≪委員≫ 

・先程都市計画道路の路線名をお伝えしたが、今後、公共交通課と調整して、今どこを

やっていて、何年以内にこれができるという資料は出していきたいと思う。 

・歩道の設置については、市もそうだが、都も都道を管理している中で、やはり歩道の

整備は必要だというところは課題として、一定程度認識している。ただ、実際に、現在

道路構造令というのがあり、歩道の幅員は最低でも２メートル以上取らなければいけな

いということもあるので、もしもそれに伴う用地取得や、費用面、どれくらい建物にあ

たっており、補償面等様々な事を検討しなくてはいけないが、必要なところには歩道の

設置をしていきたいと考えている。 

≪会長≫ 

・地方にはこんなところは誰が歩くのだろうというところにも歩道があるが、それはそ

れとして、先程私も歩行支援の手法はいくつもあると言ったが、今の道路事情ではバス

停までの歩行支援の機器も使いづらい所もある。安全面や道路のあり方、歩道のあり方
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を併せて考えていく必要があると思う。 

≪委員≫ 

・公共交通会議は福祉事業であるかどうかということがよく出る。今の話でいくと道路

行政を担当する会議であるのかとなる。ある程度の線引きを決めて目標設定をしないと

際限なく１つの方向に引きずられてしまう可能性がある。 

・私事で恐縮ですが、先程の立川の話が出ていたが、立川駅の乗降客が１日１７、８万

人で一大都市になった。いや、とんでもない、横田基地の隣の砂川町周辺を見ると、東

村山市の方がよっぽど都会である。騒音と道路状況の悪さは、ここが立川なのかという

程ひどい。それで、バスにしても未だ引きずっている。どこのまちでもそういう問題は

ある。嫌われるのを覚悟して言っているが、ある程度の所で線引きをして協議をしなけ

ればならない。立川市が都市計画をやっている時に北口、南口の開発をして砂川のこと

は捨て置かれた。今になって一生懸命都市部の予算をインフラに入れているが、それで

行きつくところが横田基地である。全部横田基地とぶつかってしまい進んでいかない

し、米軍基地であるから行動制限がものすごい。そうすると砂川の地域は、横田基地が

ある以上発展は見込めないというくらい悲惨な地域である。それを立川市は表に出して

やっているかというと、知らないふりをしてその他の部分を発展させている。 

・自動運転の話が出ているから言っている訳ではないが、他都市と競争して東村山市は

これだというもの、病院と生活圏のラインを一番繋いでいるのは東村山市であるという

ものを１つ作ったらそれだけで都市価値は上がる部分がある。弱者を切り捨てろという

のではないが、なにか１つ公共交通会議としてもそういう方向性を出してもらいたいこ

とをお願いしたい。 

≪会長≫ 

・一定の線引きをして、それでこのようにという話が、直面する課題への対処の仕方で

ある。ですから直面する課題への対処ということで言えば、こういう条件の中で何を導

入していくかという話になる。 

・例えば、道路整備については、いつ、どのようにという話が今後示されることがある

かもしれないが、恐らくそれは、完成が間近な所を除けば直面する課題に対応する話で

はなく、将来的な課題の中でそれをどう活用していくかという話に繋がっていく。この

辺りの切り分けが必要になるであろうと思う。 

・今、色々とご意見をいただいているが、それを今後実際に検証しながら施策に繋げて

いくということに向けて、或いは、こういうものはどうなのかという解決策的なものを

提示する、いわばバックデータ的なもの、先程からもこういう調査、データが必要だと

いうご意見をいただいているが、それを事務局もやるつもりでいるようなので、どんな

情報が必要なのかというご意見を少しいただきたい。 

・今迄にいただいた意見を簡単に整理すると、まず、市民の方がどういうニーズを持っ

ているのか。つまり、家を出る目的とは何なのか、どこに、何のために外出するのかと

いうことと、意見として出なかったが、その目的のためにどのくらいの頻度で外出する

のか等のニーズ情報が必要である。 

・もう１つは、今、東村山市内にはどんな移動手段があるのか。デイサービスや自動車

学校、病院等色々な移動手段がある。これがどういう状態なのか実態を把握する。 
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・周辺を含め各地でどんな取り組みがなされており、どれが、どういうものであれば東

村山市に応用できると考えられるのか等のデータがほしい。この辺りについては今まで

ご意見で出てきたので、それをリサーチしていただくとして、他にこんなデータ、資料

がほしいというものがあればお聞かせ願いたい。 

≪委員≫ 

今の手段を利用する時に、どれが利用できるものなのかが分かるよう、時間帯を加えて

いただきたい。 

≪会長≫ 

どこへ、何のため、どのくらいの頻度でということに加えて、どんな時間帯に動くのか

ということですね。他にはいかがでしょうか。 

≪委員≫ 

前回のガイドラインの時には福祉の目的はなかったが、ここへきて福祉目的も必要だと

いうことで、健康増進課等とすり合わせをしているのですね。 

≪事務局≫ 

そうですね。 

≪委員≫ 

・これから人口は増えないが高齢者が増えていく中で、経営政策部の方になるのかな、

何年後になると市の全体予算の中で、道路や福祉にどれだけ掛けるのか、今の１．５倍

になるのか１．１倍なのか、アウトラインというか、その辺りは、市長が最終決断をす

ると思うが、見込みが分かると風呂敷を広げやすい。今の予算の中で、これはできない

が、これだけ増やすとこちらもできるようになるという判断材料がもしあれば。難しい

でしょうね。 

≪委員≫ 

財政フレーム的な話になると思うので、ちょっと難しいという気がする。ただ、明らか

に少子高齢化により、どのくらいの頻度で高齢者が増えるという推測はできるかと思

う。 

≪委員≫ 

一方で税収が増えないという部分から総合計画との抱き合わせになるのでしょうね。 

≪委員≫ 

そういうことでの資料となると財政フレームだけでは、今後どうなるでしょうとは言え

ない。 

≪委員≫ 

そうですね。分かりました。 

≪会長≫ 

・他に何か、いかがでしょうか。 

・ガイドラインを作った時は、基本的にグリーンバスのような形のものを、今後どうい

う風に作り、維持していくのかという観点が中心の話でした。別に福祉的なことを排除

していたのではなく、福祉というより、むしろ普通に乗り合いで使うもの、福祉的な視

点は持っていくという考え方でやっていたはずですが、それが主目的ではないというこ

とであった。今後グリーンバスのような、コミュニティバスの形では、広げることは事
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実上無理であろうという中で、道路状況やドライバー不足など、条件から考えて非常に

厳しいであろうと。そうなると、福祉的な要素を加味した手段も併せて考えていかざる

をえないことから、今の話に繋がっていくということである。 

・他に基礎データとして押さえておくべきだということはありますか。 

・今ご意見をいただいたことを中心に、今後の調査に反映していただくとして、これま

での話でご意見は大体出そろったと思うのですが、事務局、いかがでしょうか？ 

≪事務局≫ 

ありがとうございました。課題ですとか、今後必要になるのであろうデータについてご

意見を頂戴しましたので、これを整理しまして、公共交通課としては令和２年度の事業

計画の参考にさせていただきたいと考えています。ありがとうございました。 

≪会長≫ 

それでは、議題の、現状把握と課題整理については、来年度以降の調査にも繋げていく

ということと、皆さんから出たご意見で課題が整理を少しずつされてきているので、議

題としての内容としてはこの位です。 

・課題整理表については、事務局で、きょうのご意見を反映して整理したものを次回に

提示していただければと思います。そういう中で次回ということになるのか、来年度以

降になるのか何とも言えませんが、具体的に進めていくには、何らかの、ここの地域に

こういう事は投入できないのかいう提案の仕方が必要だろうと思いますので、そういう

事について考えていければと思います。 

≪委員≫ 

その前に、会長が全国を飛び回っていて、この切り口があるというのがあったら教えて

いただきたい。 

≪会長≫ 

今、思いつくのは色々ありますが、次回、東村山市の状況に合わせて一番適切なものを

考えてきます。 

≪委員≫ 

・西武バスも４０以上の自治体と係わりがあり、地域公共交通会議も３０以上参加して

いて、私個人も１０程度の会議委員をやっている。人口が１３０万人のさいたま市も会

長とご一緒していますし、秩父や小鹿野、横瀬など１万人をきるようなまちも色々やら

せてもらっているが一番多いのは北多摩地域である。私は出身も住まいも北多摩地域で

あり、この地域には愛着もあり、何とか地域に貢献できないかという意識でバス会社に

いるつもりである。 

・どの自治体さんも基本的には悩んでいらっしゃるというのが間違いなくある。特に公

共交通は地域性によるところが大きいので、今、委員がおっしゃられた通り、会長は日

本で一番と言っても過言でない位見識のある方なので、東村山市という地域に一番合っ

た事例の紹介等を、力を借りながら色々考えていけばいいと思うし、各地域の方々と事

務局の方が、地域の方々が求めるニーズと、本当に一番重要な部分、優先度をよく考え

ておいていただきたい。１年に１回２回しか行かない所を公共交通で捌くというのは非

常に苦しい。 

・日本の場合は、民営が背負っているバス網が多く、都営バスや横浜市や川崎市など公
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営交通は運転要員の待遇もよく、逼迫しているとは言え、民営と比較すれば、少し余裕

があると思う。 

・公設民営という方式や、大阪のように、公営であったものが民営化したり、逆に京都

のようにまた公営に戻ってしまったり、非常に地域によって悩みも違うので、本当に必

要なものをしっかりと見て行くことが重要かと思う。 

・病院の送迎やドライビングスクールの送迎の話や、デマンドもアイデアとしては素晴

らしいが、個人的な意見だが、東村山市の場合は、人口密度がかなりあり、人口総数も

かなりあるので、本当にそういう無償の送迎が、公共交通と相まって成り立つかという

とちょっと疑問がある。狭山市では病院の送迎に、実際に公共交通会議の案件として、

お乗りいただいている事例があるが、他の埼玉の地域で、駅前にあった商業施設が無償

で１駅先の住宅地間をお買い物のためのバスが走り、当社ではないですが、路線バスが

その影響を受け、減便をした。するとその商業施設が撤退してパチンコ店になり、全て

の足を今まで以上に失ったというような事例等は各方面であるので、その辺りも含め

て、東村山市に合った今後を慎重に見極めなければいけない。 

・デマンドも同じで、対象者が数十人であれば色々な形でタクシー会社も対応できる

が、乗り合いタクシーをやろうという近隣の自治体で、その市のタクシー会社の営業所

が全く手を挙げなかったという事例もある位逼迫している状況である。 

・私ども西武バスのような民営会社やタクシー会社は、収支を取らないといけない面も

あるので影響を与えられても困るが、かといって、そういう無償のものなども含め様々

なものを一緒に検討していかなければならないということも重々承知しているつもりで

あるので、東村山市向けのものを、会長や皆様といろいろ考えていきたいし、西武バス

もお役に立ちたいと思っている。纏まりのない話ですが、よろしくお願いします。 

≪会長≫ 

ありがとうございます。皆さんで知恵を出していかないと解決しない。勿論私もこれま

での経験や、実際に私がお手伝いして作ってきたものもあるので、それらをご提示しな

がら一緒に考えていければと思います。皆さんも知恵を出すつもりで進められればと思

います。それでは、議題につきましては以上です。それでは、「報告事項」に進みます。

事務局、お願いします。 

 

・・・事務局 報告・・・ 

≪事務局≫ 

本日の報告事項は、４点ございます。 

１点目は、新たな移動手段の検討体制についてです。 

コミュニティバス以外の移動手段の検討については、（先ほどのご意見の中でも挙げ

られていた通り）、高齢者や子育て世代の方からのご意見も踏まえながら、幅の広い議

論をした中で、当市にあった、持続可能な移動手段の検討をしていく必要があると考え

ているということは、前回の会議でも申し上げた通りでございます。 

そこで、今後、さらに議論を進めて行くための検討体制といたしまして、こちらの地

域公共交通会議とは別に検討会を設置させていただきたいと考えております。設置時期

については、今年度中を目指しておりますが、地域公共交通会議の改選時期との兼ね合
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いもありますので、うまく連携できるタイミングで設置するように考えたいと思ってお

ります。 

 

委員構成については、まだこれからの調整となりますので具体的なことは申し上げら

れませんが、様々な立場、視点からのご意見をいただきながら前向きな検討ができるよ

うな検討会となるよう、調整させていただきますので、ご理解、ご協力いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

  

２点目は、ところバスの運行停止時期についてです。 

 ところバスについては、今年度第１回地域公共交通会議の中で、９月３０日をもっ

て、実証運行を停止することで合意を頂いたところですが、運輸局への手続きや、周知

の機関が必要となるため、１０月１日以降も、実際には運行し、停止時期については未

定とさせていただいておりました。 

 その後、所沢市との協議をいたしました結果、令和元年度の運行協定期間が満了とな

る令和２年３月３１日をもって、運行を停止するということで協議が調いましたのでご

報告させていただくものです。 

この運行停止時期について、まずは地域の皆様に、判断に至った経過と運行停止時期

について、直接ご説明させていただくために、１０月２０日（日）に説明会を開催する

予定でおります。 

また、停止時期については、ホームページ、市報、各バス停への掲示等により、周知

に努めてまいります。  

 

３点目は、車両の入れ替えについてです。 

 平成１９年度に購入した車両２台の内、１台について、入れ替えを行います。対象と

なっている車両は、主に東村山駅から新秋津駅路線を運行しているもので、今回は、子

どもたちに親しまれるコミュニティバスをコンセプトに、「さくら」と「ひがっしー」

をイメージしたデザインといたしました。デザイン案の決定に際しましては、判断の参

考にさせていただくため、２種類のデザイン案について、バス停にいらっしゃるお客さ

まの他、沿線の保育園、児童館に協力していただき、子どもたちにもアンケートを取っ

て、決めさせていただきました。 

納車予定日は１０月２４日となっており、その後、行先表示器のデータチェックなど

の作業を経て運行という流れになります。 

実際に運行する日は未定でございますが、順調に作業が進めば、１０月の内には新し

い車両をご利用いただける予定でございます。 

 

最後に、停留所名称の変更について、でございます。 

令和元年１０月１日、（昨日）、久米川病院が萩山町から新しい病院に移転し、市役所

の東側に、新たにランドマークになるものができたことを受け、バスを利用される方

に、より分かりやすくするため、「東村山市役所入口」のバス停名称の変更を予定して

おります。名称につきましては、現時点での案としては、「市役所入口・久米川病院
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前」を考えております。 

 

なお、久米川病院につきましては、経営者が社会医療法人社団であり公共性が高いこ

とを踏まえ、既存のバス停である「新山ノ手病院」、「白十字病院」に鑑み、広告料は頂

かずに、変更することとし、令和２年４月１日から反映する予定でおります。 

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３回地域公共交通会議を閉会いたします。 

みなさん、ありがとうございました。 

 

 


