
- 1 - 

 

（参考様式３） 

会  議  録  

会 議 の 名 称 令和元年度 第４回 東村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 令和２年１月２０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・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・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：中條基成委員・石川龍太委員・長岡浩之委員・間野雅之委員 

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 １３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。 

資料の確認 

○次第 

○資料１－１ 公共交通のあるべき姿と課題（今～１０年後） 

○資料１－２ 公共交通のあるべき姿と課題（２０～３０年後） 

〇東村山市 都市基盤整備計画図 

〇既存移動手段（幼稚園バス） 

【会長説明資料】 

〇公共交通における需要と自由度・コスト構造の関係 

〇地域交通サービスの類型 

 

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、中條委員、石川委員、長岡委員、間野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１２名、欠席者４名となっております。従いまして、東
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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４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≫ 

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、１３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１３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・・・ 

 

≪会長≫ 

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≫ 

本日の議題も第２回から継続して、「今後の公共交通のあり方」について今期でのまとめ

ということになります。 

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・・・ 

 

≪事務局≫ 

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。 

議題に関する資料の前に、参考資料としてお配りしている資料についてですがＡ３判

の都市基盤整備計画図をご覧ください。こちらは、前回の会議で「道路について路線番

号で話をしていると具体的にどこを通る道路のことなのか分かりづらいというご意見を

いただきましたことを受けまして、都市計画課から資料提供をしてもらったものですの
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で、参考にして頂ければと思います。 

次に、既存の移動手段ということで、市内にございます幼稚園の園バスについて、概

要を一覧にしたものを用意いたしました。園バスにつきましては、幼児が乗車するよう

に改造し、スクールバスとして登録して使用しているものが殆どということですので、

この車両を使用した新たな移動手段というのは、現実的ではないようです。 

 

それでは、お手元の資料１－１と１－２をご覧ください。 

こちらは今まで皆さんにいただいたご意見に、所管からも追記をさせていただきなが

ら、今から１０年後までのあるべき姿と課題、そして２０年～３０年後のあるべき姿と

課題について、整理したものです。 

考え方といたしましては、１０年後までの課題は、技術発展という点では、５Ｇの利

用が始まり、情報インフラの整備は少しずつ進んでいくものの、自動運転技術は、一般

の生活の中で普及するという段階には至っていないことから、移動手段について既存の

資源を有効利用しながら、これまでにはない移動手段を構築、提供し、今の市民生活の

中における需要にどのように応えていくかということを１つのポイントに置き、整理し

ております。 

次に、２０年～３０年後ですが、こちらにつきましては、自動運転技術についても、

ある程度進み、市民生活の中でも活用されるようになり、市民の生活スタイルも劇的な

変化をしていることも踏まえて、どのような課題があるかを整理いたしました。 

本日の会議が、今期最後となりますので、本日この資料に追加等のご意見をいただ

き、それをまとめたものを次期委員に引継ぎ、議論をつないで行きたいと考えておりま

す。 

また、本日は、会長から、交通類型についてお話をいただけるということですので、そ

のご説明を伺ったうえでさらにご意見をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

会長からご説明をお願いいたします。 

 

≪会長≫ 

ただいま、事務局から説明がありました。 

前回の会議で、どんな交通手段が実際に、いわゆるその他の交通手段と言ってきたもの

にどんなものがあるのか、それがどういう場で活かせるのか事例等を含めて紹介してほし

いという声がございましたので、私からまとめたものをご説明します。私が作成した図と

地域公共サービスの類型というものに沿って説明します。 

 

・・・会長 説明・・・ 

 

≪会長≫ 

今までの皆さんのご意見を、「今から１０年後」と「２０年、３０年後」という形で、ま

とめていただいています。 

ここでまとめたものを、次期地域公共交通会議へ引き継いでいきたいということですの

で、追加しておくべき事柄や、補足しておきたい内容などご発言いただきたいと思います。

いかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

 稲城市のひらお苑の場合、週に１回の運行ですが、万が一の場合の補償の問題は、市
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と施設の間でどのような話し合いになっているのですか？また、個人が個人を送る場合

の補償の問題について、検討しなくてはいけないことだと思うのですが、その辺りはど

うですか？ 

≪会長≫ 

 基本は、ひらお苑が搭乗者に関する保険に入り対応します。行政が直接的に関わる訳

ではありません。これは共助の場合も同じで、実際に送迎をするメンバーの条件とし

て、少なくともこれだけの保険に加入しているということです。ＮＰＯのような組織を

作る場合、ＮＰＯが負担する方法もあるかもしれませんが、保険加入に行政側が直接的

に関わることはありません。 

≪委員≫ 

 社会福祉法人の車の運行は週に１回、１日だけですか？ 

≪会長≫ 

 １日です。 

≪委員≫ 

 週に１日だけというのはなぜでしょうか？また、この社会福祉法人はデイサービスか

何かをやっているところだと思うのですが、デイサービスを受けている人との混乗はあ

りますか？ 

≪会長≫ 

 ひらお苑の場合は、混乗はしていません。地域貢献事業と正規の事業をそれぞれ独立

して行っています。ひらお苑の正規の事業の人員の遣り繰りでしているので、週に１日

が限度という話です。そのために運転手を雇っている訳ではありません。 

≪委員≫ 

 分かりました。東村山市に社会福祉法人は複数あるので、市の方から社会福祉法人へ

問い合わせができると思うので、面白いアイデアだと思います。 

≪会長≫ 

 可能性としてはあると思います。ただ、先程も言いましたようにその社会福祉法人が

どの位のことをできるかによりますし、これと同じ事ができるとは限りません。移送サ

ービスができるかどうかというのも何とも言えませんが、情報交換をすることにより、

そういう流れができる可能性はあるということです。 

≪委員≫ 

 ありがとうございました。 

≪委員≫ 

 ただ、ドライバーは、昼間は休んではおらず別の仕事に携わっているところがほとん

どですね。 

≪会長≫ 

 そうです。そういう中で社会福祉法人が地域貢献をすることになり、何ができるかと

考えた結果、１日のサービスということです。他いかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

 ３年位前の一時期、決まった範囲内を走るタクシーの、定額のタクシー定期券がニュ

ースで話題になりました。市内で１か月１万円や２万円などの定額であったと思うので
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す。その後どうなったか分かりませんが、そのようなものがこの資料には出ていません

が、そういう可能性を探っている自治体などはないですか？ 

≪会長≫ 

 私もあまりそこは情報がないのですが。 

≪委員≫ 

 新たな交通手段は、定時定路線のデマンドタクシーをやるよりは、既存に動いている

タクシーを呼ぶ方がいいとは思います。ただ、会長の資料で分かるように、タクシーは

１人あたりのコストが高いので、２３区あたりではタクシー券を出していますが、タク

シー券が使い易いかというとそうではないです。そう考えると、定期のような、小銭を

用意する必要がなく見せるだけで乗車できるものがあると便利だと思います。今、タク

シーの支払い方法は Suica や電子マネー等が使えるようになっていますので、それらに

置き換えることも可能だとは思います。 

≪会長≫ 

 私も、まだそれらの情報を得ていないので調べてはおきますが、何か聞いたことがあ

りますか？ 

≪委員≫ 

 基本的にはタクシー定期券は、タクシーの仕組みとしては同じものの、割引になって

しまうので事業者次第というのが大きいと思います。 

≪委員≫ 

 私が見たニュースでは、事業者が提案したもので自治体の補助はなくタクシー会社が

独自でやっているものでした。そうなると、タクシー会社が何万台か車を保有していれ

ば… 

≪委員≫ 

 タクシーが余っていれば利用促進として割引のような形でやる可能性はあったかもし

れませんが、時代的に言うとむしろ難しい。動くタクシーを確保することすら難しいの

で、なかなか難しいのではないかと思います。 

≪会長≫ 

 そういう運賃制度の中で、何かできることがあるかどうかは検討材料にはなると思い

ます。少し違う話ですが、バスで、高齢者向けの定期券がありますが、定期券という

か、会社により、一定の金額で、提示するとフリーになるものと、購入金額がもう少し

安くて１回１００円払うケースがありますが、その高齢者定期券を購入することに対し

て、自治体が一定の条件を付けて補助しているケースが神奈川県などで見られます。神

奈川中央交通の、「かなちゃん手形」というのがありますが、それを購入することに対し

て市や町が補助をするというケースは出ています。そういう何らかの運賃制度があり、

それに対して支援をする仕組みは作れると思います。 

≪委員≫ 

 ６５歳以上というところが多いですか？ 

≪会長≫ 

 全国的に見ると６５歳以上が多いと思うのですが、首都圏では比較的７０歳以上で

す。シルバーパスの年齢設定７０歳以上に合わせたという気はします。 
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≪委員≫ 

 地方では６５歳以上から需要が多く、必要とされているということですね？ 

≪会長≫ 

 一般的に６５歳以上が高齢者と位置づけられているからなのかもしれません。その辺

りはよく分かりません。 

≪委員≫ 

・西武バスの子会社で秩父地域などは、スクールバスの混乗や、高齢者に対する補助制

度も行っています。タクシー券等を、何歳以上の利用者に補助をするかなどは、地域性

や自治体さんのお考え次第です。例えば小鹿野町は７７歳以上で区切っており、川越市

のコミュニティバスも７０歳以上、８０歳以上と段階により運賃を変えてやっています

し、銀河さんも高齢者向けの定期をやっていらっしゃる。運賃については１０年後の地

域の年齢構成により変えなくてはいけないかもしれません。 

・コミュニティバスに対する回数券の補助制度もあり事例は多いですが、東村山市さん

は人口がある程度多く密度もあるので、どこまで保障をするか。コミュニティバスを走

らせていること自体、その観点では取り組みとしてはやられている位置づけにはなりま

す。それらについては今後地域公共交通会議や地域公共交通あり方検討会で考えること

になるかと思います。 

≪委員≫ 

 今、会長にご説明いただいたこととは関わりはないのですが、東村山市のコミュニテ

ィバスが、シルバーパスを使えない理由はどこにあるのでしょうか？ 

≪委員≫ 

 本来、東京都福祉局が回答をする内容となりますが、東京バス協会がシルバーパスの

発行業務の委託を受けているので話をさせていただきます。そもそも運行補助等を受け

ているコミュニティバスは、基本的に既存の路線バスの妨げになってはならないことと

なっています。また、東京都のシルバーパス制度は東京都の制度であり、シルバーパス

条例等により、コミュニティバスはシルバーパスの利用対象になっていません。 

≪委員≫ 

 何かの資料で見たのですが、東京都でシルバーパスが使える市もありませんか？ 

≪委員≫ 

 あります。そこは市が赤字分を負担しています。また、世田谷区のようにコミュニテ

ィバスと呼んではいるが、運行補助はなく、実態としては通常の路線バスとしてバス事

業者が運行をしている方式もあり、一概に何とも言えません。そういう例もあり、隣の

市はシルバーパスで乗れるのではないか等の問い合わせがありますが、原則、シルバー

パスでは、コミュニティバスには乗れません。 

≪委員≫ 

 「ところバス」の事例もシルバーパスが使えれば、もっと乗車率が上がったのではと

考えました。 

≪会長≫ 

・シルバーパスが使えるケースは大きく分けてパターンが２つあり、１つは、市がその

分を１００％負っている八王子市等のケースです。八王子市の「はちバス」は、コミュ
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ニティバスで最初にシルバーパスを使用できるようにしたのですが、東京都から、コミ

ュニティバスだからと対象外とされ、シルバーパスで乗車された分は、八王子市が運賃

として補填しており、市の持ち出しが大変増えています。 

・もう 1つは、世田谷区の事例ほど極端ではないですが、三鷹市や多摩市が、それぞれ

小田急バスや京王電鉄バスの路線を地域バスとしており、この路線に限り市が補助をし

ていることからコミュニティバスの位置付けをしています。しかし、小田急バスであれ

ば小田急バスの路線として設定しているので、シルバーパスが他の路線バスと同じよう

に通用しており運賃も路線バスと同じです。 

≪委員≫ 

 分かりました。 

≪会長≫ 

東京のコミュニティバスの議論の中では、シルバーパスの話が必ず出ますが、東京都

の制度の問題です。他はいかがでしょうか？よろしければ、ここでまとめたものを、本

日いただいた意見と合わせて次期に引き継ぐことにいたします。最終的な内容について

はそれ程大きな修正意見が出ませんでしたので、私と事務局で確認したいと思いますの

で、そこは一任していただければありがたいのですが、よろしいでしょうか？ 

 

・・・委員了承・・・ 

 

≪会長≫ 

では、事務局のほうでまずは最終的なものを整理するようにお願い致します。 

次に、今後新たな移動手段を検討するにあたって、必要な基礎データとして考えられる

もの、こんなものは押さえておいた方がいいのではないかというものについて、ご意見を

いただければと思います。 

こちらも前回、ご意見をいただいたものについては事務局の方で整理していますので、

事務局から説明をお願いします。 

 

≪事務局≫ 

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、ということで、前回のいただきましたご意見を大きく３つにまとめますと、 

① 皆さんの、移動の目的・時間帯・頻度 

② 高齢者・妊婦・乳幼児連れの方たちの移動ニーズ 

③ 移動できないことで、何に困っているのか 

がございました。こちらは、市民の方の移動に関する需要ということになるかと思い 

ます。 

その他に今後の公共交通のあり方を検討するにあたり、把握しておいた方がよいとい

う内容がございましたら追加でご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願い申し上

げます。 

 

 

≪会長≫ 

移動の目的や時間帯、目的に対してどの位の頻度で移動するのか等、まず、高齢者が最
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初に思い浮かびますが、妊婦さんやお子さん連れの方の移動はどうなのか、また、実際に

移動しないとどうしようもないニーズ等、様々な手法、例えば買い物に関して、出張販売

も場所によってはありますので、それらとの組み合わせも可能性としてはありますし、

色々な目的に応じた移動手段や、その移動ができないという事で本当に困るのはどういう

ことか等、綿密に調査したデータが必要だと前回の会議で上がりましたので、今後の公共

交通について検討する中で必要と思われることがあれば、来年度調査をするということで

すので、ご意見を出しておいていただければと思います。いかがでしょうか。 

≪委員≫ 

 公共交通のあるべき姿でよろしいのですね。 

≪事務局≫ 

 そういうことを検討するにあたって、必要なデータの内容です。 

≪委員≫ 

・今から１０年後の鉄道の項目で、誰もが利用しやすい環境が整っているとあります。以

前にも発言しましたが、鉄道駅は企業や通勤者、雇用されている人にとり重要な輸送手段

の１つですので、もっと鉄道の駅を増やすべきだと思います。 

・場所は西武多摩湖線の八坂駅と武蔵大和駅の間で、以前は線路の南側は東京都機械試験

所自動車テストコースで高い土手が巡らされて人の往来がありませんでした。今は、通産

省の施設や中央公園、東村山西高、富士見公民館がありますが交通不便地域でもあります。

西武鉄道に依頼して、駅を設けていただくことも公共交通のあり方、交通不便地域の解消

になると思います。 

・以前にも申し上げましたが、武蔵野線に新久米川駅の設置運動をお願いできないでしょ

うか。新小平駅、新秋津駅間で武蔵野線は非常に長いトンネルですので、間に新久米川駅

を設けてはどうかと思います。 

・地元の方や市役所の方のご努力で交通不便地域は以前に比べてかなり減っていますが、

まだ多少残っています。公共交通マップには隣市のコミュニティバスの路線も入っていま

すので、所沢市、清瀬市、小平市、東大和市のコミュニティバスを乗り入れていただくの

はどうでしょうか。隣市のコミュニティバスを延伸してもらうと、路線が長く不便だとの

声が利用者から出ると考えられるので、東村山市が隣市のコミュニティバスに、バス車両

の提供等多少なりとも援助、補完してはどうでしょうか。 

≪会長≫ 

 後半の話は、たぶん今から１０年後の範囲の話の中で、隣接市のコミュニティバスとの

融合とか共同運行とか方法は様々あると思いますが、それらを考慮し、駅を作るというの

は１０年でできる話ではないので、この２０年後から３０年後の中で考えざるを得ないと

思うのですが…。 

≪委員≫ 

 ただ、今からスタートしておかないと…。 

≪会長≫ 

 まあ、いずれにしても、この辺りは事務局としてはいかがですか？ 

≪事務局≫ 

 今後の検討というところでは、皆さんからご意見はいただいているところですが、そう

いうことも含めて、これから検討、整理をしていくことになりますので、今は、検討する
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ためにどのようなことを押さえておいた方がいいかという…。 

≪委員≫ 

 アイデアだけでもスタートしていただければと思うのです。 

≪事務局≫ 

 はい。 

≪委員≫ 

 様子が以前とがらりと変わっていますから。 

≪事務局≫ 

 １０年後は人口構成とか色々変化もあるかと思いますので、そういうことも踏まえて、

また、考えていきたいと思います。 

≪委員≫ 

 今から１０年後とありますが、その調査をする際に、人口動態を含めて５年刻みで作っ

ていく必要があると思います。１０年経って、仮に８０幾つその前の７５歳というポイン

トがあるとすると、調査の中で、どこに行きたいかというニーズを細かく調査をしていた

だき、５年後にこうである、その手直しをしながら１０年後こうであるとやらないと、１

０年で区切るとその間に落ちこぼれる年齢層が出てくると思います。その辺りをきめ細か

くやっていただきたいというお願いです。 

≪会長≫ 

 はい、事務局どうですか？ 

≪事務局≫ 

 人口のデータの整理につきましては、毎年総合計画、総計審の方で基礎データを記載し

ていくようにしていますので、そちらのデータを使わせていただく形になりますので、改

めて公共交通の部門で調査をすることはなく、そちらに合わせることになります。 

≪委員≫ 

 その検討案を作る際、５年後の姿、さらにその５年後はこうであると。その後はそれ程

多くの変貌はなくなってくる時代かもしれないので、ここ５年、１０年という刻みがとて

も大事だと思います。 

≪事務局≫ 

 手直しの押さえるポイントとしての時点ということですね？ 

≪委員≫ 

 はい。 

≪会長≫ 

 他はいかがでしょうか？ 

≪委員≫ 

・移動の目的、頻度、時間帯の調査は、非常に重要な調査であり、今後に限らず現状にも

活かされることです。 

・バスが苦手、できることならバスは使いたくないという人がいるので、移動手段は何を

使うか、使いたいかを知ることが必要で、それは現状もしくは今後にも繋がることです。 

練馬や都心部では、普段からバスがよく走り利用されており、バス乗車が当たり前です。 

以前、委員の方が東村山市にはバスの文化がないと言っていましたが、東村山市は、習慣
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としてバスに乗ることがないようですので、バスに乗りたいか乗りたくないか、乗りたく

ないのであればなぜなのか、また、どうやったら乗るのか等が必要だと思います。 

・時間帯や頻度が理由の場合、本数が少なく待っているのが苦痛とか、バス停が狭く車が

早いスピードで通り危ないなどがあるかもしれません。 

・タクシーなら乗りたいのか、何であれば乗りたいのか等、それも取っていただきたい。 

・以前に会長もおっしゃったが、タクシーの相乗りはどうか、相乗りしても大丈夫か、す

ぐ隣に知らない人が乗っていても大丈夫か等も聞いていただきたい。現状にも活かせるの

で、よろしくお願いします。 

≪会長≫ 

・何を使うか、使っているか、或いは使いたいのか、また、従来の交通手段、公共交通を

使わない理由を知ることは大切です。自家用車や自転車を使っている人は本当に満足して

使っているのかどうかです。特に自転車は、本当は怖いので、できることなら他の手段が

いいと思っているのか、いつまで乗り続けられると思っているのか等、どの位数字的に把

握できるかは分からないですが、そういう視点の調査は必要です。 

・新たな交通手段を考えていくにあたり、必ずしも知人や友人と乗り合わせるとは限らず、

初めて会う人と乗用車の狭い空間で乗り合わせることが、心理的にどの位可能なのかにつ

いても押さえておきたい。需要が少ないから車を小さくすればいいとバスから乗合タクシ

ーにして、利用者が大きく減った地域も全国にあります。科学的根拠で押さえるのはなか

なか難しいですが、そういう視点の押さえ方も必要です。 

≪委員≫ 

・先週７０歳以上の高齢者講習で、市内の教習所の小山ドライビングスクールに行きまし

たが、一緒になった８人のうち６人が市内在住で、うち２人はいつまで自動車に乗れるか

分からないという方でした。会長がおっしゃったが、自転車に危ないと思いながら乗って

いる人もかなりいるので、設問をうまく考えて、２分位で答えられるアンケートにして、

少し時間をいただき、アンケートにご協力いただくのはどうか。免許証所持者で７０歳以

上の方が必ず来る市内唯一の自動車学校ですので、協力を得てアンケートを取ると生の声

が取れると思います。 

≪会長≫ 

 それは面白いですね。いい回答が取れるかもしれません。 

≪委員≫ 

 教習所に来ていた方で最高齢は８６歳で、まだ運転すると言っていました。 

≪委員≫ 

私はもう何回も教習所に行き試験を受けて免許を更新していますが、以前は教習所の先

生に「もうお歳だからそろそろ免許証を返納していいのではないですか。」と言われました

が、最近は「免許証は死ぬまで持ちなさい。」と言われる。老老介護になった時、夫婦２人

で免許証を持っているからと２人のうち１人が返納すると、免許証を持つ人が通院するこ

とになった場合困るというのが理由です。今と昔では高齢化により需要自体が変わってき

ているという状況をよく認識しておかなければいけない。 
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≪会長≫ 

 ありがとうございました。実際に免許証を返納するかというのは、個人の状況にもより

ます。 

≪委員≫ 

 一度免許を返納すると二度と取れませんというのは、それはそうだと思います。 

≪会長≫ 

 アンケートでもインタビューでもよいですが、返納の意向等、委員がおっしゃったよう

に、自動車学校に協力していただけば、本音のところのデータが集まるかもしれません。 

≪委員≫ 

 待ち時間が２０分位ありますから。 

≪会長≫ 

 他はいかがでしょうか？そうしましたら、今後、新たな移動手段の検討、特に新たな交

通手段のというのを検討するにあたって、市民の移動実態と日常生活における課題を分析

するために、調査を行う訳ですが、今ご意見をいただきましたので、ある程度定性的なも

のを含めた中で、具体的な方法については、来年度に入ってからスタートになると思いま

すので、調査項目を確定する際の参考にしていただければと思います。事務局、よろしい

でしょうか。 

≪事務局≫ 

 はい。ありがとうございました。 

本日いただいたご意見も合わせて整理いたしまして、令和２年度の事業、今後の公共交通

のあり方の検討に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

≪会長≫ 

ありがとうございました。 

本日の議事については、これで終わりました。 

任期中の会議は本日で最後となりますので、２年間を振り返っての感想やこれからに向

けて希望など、一言ことずついただきたいと思います。 

≪委員≫ 

 その前に１つよろしいですか。７月の会議で、事務局から今後の新たな検討体制という

のが出ていましたが、これについてはどのような形で進み、どのような庁内の組織体でや

っていくのですか？ 

≪事務局≫ 

 この後の報告事項の中に入ってはいるのですが、その時でよろしいでしょうか？ 

≪委員≫ 

 よろしいです。 

≪会長≫ 

 では、議事を終了するにあたって皆さんから一言ずついただきたいと思います。 

 

・・・委員感想・・・ 

 

≪会長≫ 

皆さんどうもありがとうございました。 
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≪事務局≫ 

ありがとうございました。 

 

≪会長≫ 

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≫ 

本日の報告事項は、２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調整中なことは、前回の会議でもご 

報告させていただいておりました。その検討の結果、「地域公共交通あり方検討会」とし

て、小規模の会議体を設置し、この中で、新たな移動手段について具体的な方法につい

て検討していくことにいたしました。 

委員構成といたしましては、学識経験者と市民で構成し、この市民委員には、公募の

ほか、高齢者関係団体と子育て関係団体からの推薦をお願いし、福祉的な視点も入れた

議論に対応できる体制にしてまいります。 

位置づけといたしましては、本日の皆様からの意見を、このあり方検討会にも引継ぎ

検討した案を、こちらの地域公共交通会議にご提案させていただき、合意に向けたご検

討をいただくという流れを考えております。 

詳細についてはこれから、調整させていただく部分もございますので、必要に応じて

地域公共交通会議の皆さまからご意見をいただきながら、進めてまいりますので、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、ところバス廃止後のバス停についてです。 

前回の会議の中で、バス停の表示器の取り扱いについてご質問をいただきましたが、

バス停表示器は、所沢市と西武バスとの協議により西武バスが所有するものとなってお

りまして、特に売り払いをする予定はないと伺っておりますので、ご報告させていただ

きます。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。 

 

≪会長≫ 

以上で、令和元年度第４回地域公共交通会議を閉会いたします。皆さん、ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 


