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◎ 開会

（司会 高橋主幹兼課長補佐）

それでは、定刻となったため、只今より「令和３年度第１回 朝霞市地域公共

交通協議会」を開催させていただく。

本日は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、窓を開けた換気、検

温、消毒、パーテーションの設置などを行い、感染リスクに十分に配慮して進行

している。皆様におかれましても、会議中でのマスクの着用をお願いする。

始めに、人事異動に伴いまして、委員の交代がございましたので紹介する。

埼玉県企画財政部交通政策課の伊藤様に代わりまして、西野委員。

埼玉県朝霞県土整備事務所の永井様に代わりまして、三谷委員。

下内間木町内会の伊藤茂利様に代わりまして、伊藤久行委員。

朝霞市市長公室の神田様に代わりまして、関口委員。

朝霞市市民環境部の宮村様に代わりまして、塩味委員。

朝霞市福祉部の三田様に代わりまして、濵委員。

朝霞市道路整備課塩味様に代わりまして、長島委員。

お手元に委嘱書を配布させていただきましたので、御確認いただきたい。

また、新たな委員名簿については、資料３として机上に配布させていただい

た。

次に、開催に先立ち、協議会条例第７条第２項に規定する会議の成立要件に関

して、出席者が過半数を満たしていることから、本日の会議が成立することを御

報告する。

それでは、これからの議事進行につきまして、協議会条例第７条第１項に基づ

き、本協議会の会長である久保田会長にお願いしたい。

（久保田会長）

議事に入る前にお諮りする。本協議会は市の傍聴要領により原則公開となって

いる。傍聴を希望される方がいた場合、その方の入室を許可してもよろしいか。

（各委員）

異議なし。

（久保田会長）

本日、傍聴者はいるか。

（事務局）

傍聴希望者２名いる。

（久保田会長）

それでは傍聴要領を確認していただいたうえで、入室するよう指示して下さ

い。

（傍聴者入室）

（司会 高橋主幹兼課長補佐）

それでは、ここで本日の会議資料について確認をする。

（資料確認）



（久保田会長）

次に、議題に入る前に、皆様に御報告する。

協議会条例第７条第４項「会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者

の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることが

できる。」との規定を適用し、次第の４、その他「あさかリードタウン施設専用

周回バス運行について」は、飛鳥交通㈱の野口様に資料の説明をいただく。

◎ 議題１ 今年度実施する施策と今後の進捗管理について

（久保田会長）

議題（１）「今年度実施する施策と今後の進捗管理について」事務局より説明

をお願いする。

（事務局 海老名主任）

それでは、議題１「今年度実施する施策と今後の進捗管理について」資料１を

用いて、説明する。

始めに前回の協議会から今回までの振り返りだが、前回の協議会では、本日皆

様にお配りした地域公共交通計画に関してパブリックコメントや職員コメント等

を踏まえた最終案を提示し、協議をしていただいた。

協議会後、２月１６日に実施した庁議を経て、同月１８日の全員協議会におい

て、市議会議員の皆様に御説明をさせていただき、「朝霞市地域公共交通計画」

が策定された。

本計画の４３ページを御覧いただきたい。これまでの皆様と幾度にもわたる協

議により、本計画が策定されたが、今後においては、基本的な方針として定めた

「市民のいきいきとした暮らしを支えつづける便利で快適な地域公共交通」の実

現に向けて、行政や交通事業者、市民等が、それぞれの役割を認識のもと、具体

的な施策の実施を進めていくことになる。

計画８２ページ。３「計画進行の管理」に明記しているように、計画の進行に

あたっては、定期的に計画期間における目標の達成状況を評価し、毎年本協議会

に報告しつつ、必要に応じて見直し、改善する、ＰＤＣＡサイクルに基づき進め

ていくこととなる。

計画の策定を終え、実施段階であるＤＯの局面に入ったところであり、今回

は、今後具体的施策を進めていく上で今年度に実施する施策として位置付けてい

るもの、また、今後の進捗管理について確認をしてまいりたい。

計画４７ページ。始めに、施策①－１「先行検討地区への新たな公共交通の導

入」について、スケジュールを確認すると、今年度は「調査・検討」としてい

る。当該施策の内容としましては、先行検討３地区として選定した根岸台７丁目

地区・膝折町４丁目地区・上内間木地区への新たな公共交通の導入に向けた検

討・協議等を進める施策である。

こちらの施策については、施策①－３で検討する導入ガイドラインと関連する

施策であり、今年度については、新たな公共交通等の導入に向けた運行ルートの

調査など、必要となる作業や事務等について、適宜、進めてまいりたいと考えて

いる。

次に、計画４８ページ。施策①－３「公共交通空白地区への導入ガイドライン

の作成と運用」について、今年度は、導入ガイドラインの「作成」を位置付けて

いる。公共交通空白地区の改善に向け、住民が主体となって新たな公共交通の運

行計画を作成するためのガイドラインを作成し、そのガイドラインを基に地域組

織と協働で新たな公共交通の導入を検討していくものである。導入ガイドライン

につきましては、議題２で説明をする。



次に、計画５１ページ。施策②－１「路線バス及び市内循環バス共通のバス

マップの作成」について、今年度及び来年度の２か年で「検討・作成」としてお

り、施策内容としては、市内を運行する路線バス及び市内循環バスを一括したバ

スマップを作成し、利用者の利便性向上や利用促進を図るものとなっている。事

業主体は朝霞市としているように、今年度、バス事業者様とも必要に応じて協議

をしながら、新たに作成するバスマップの内容やレイアウト等の検討を進め、来

年度中の発行を目処に進めてまいりたい。

続きまして、計画５２ページ。施策②－２「路線バスを含めたバス等の運行情

報案内を市のホームページにて一括して提供」について、今年度に「検討・調

整・実施」としている。施策内容としては、現在の朝霞市のホームページでは、

路線バスや市内循環バス等の公共交通に関する情報が一目では分かりにくく、路

線バスも含めた運行情報案内や経路探索サービスへのリンク掲載など、公共交通

に関する情報を一括化して提供するという内容である。こちらについては、今年

度中にホームページに掲載する情報を整理し、できるところから適宜進めてまい

りたい。

次に、資料５３ページ。施策②－３「（一社）埼玉県バス協会埼玉バス案内Ｗ

ＥＢとの連携」について、今年度と来年度で「検討・調整・実施」としている。

施策内容としては、先程の施策②－２と関連する内容であり、路線バスの運行情

報が検索できる、埼玉県バス協会様の「埼玉バス案内ＷＥＢ」について、朝霞市

のホームページにリンクを掲載し、運行情報案内を広く提供することで、利用者

の利便性向上を図るものである。バス協会様のＷＥＢサービスであり、バス協会

様の御了承のもとホームページを整理してまいりたい。

続きまして、施策②－４「バス停案内情報等の検討・作成」について、今年度

に「検討・実施」としている。施策内容としては、経路探索サービスの一つであ

るグーグルマップ上で、路線バスの経路探索等ができるように、市内循環バスに

ついても経路探索の選択肢として挙がるように、グーグル社へ情報提供を行うも

のである。こちらについては、早速、グーグル社と協議・調整を行い、５月上旬

からグーグルマップ上に市内循環バスの情報も掲載されるようになった。なお、

本件については、５月１８日に記者発表、朝霞市ホームページにも掲載させてい

ただいているので、御報告する。

次に、資料６７ページ。施策⑦－３「路線バス初乗り運賃との均衡」につい

て、今年度と来年度で「検討・実施」としている。施策内容としては、現在の市

内循環バスは運賃１５０円、小児は８０円で運行をしており、路線バスと重複す

るルートにおいて、路線バスの初乗り運賃より安い運賃で利用できる区間があ

り、路線バスとの均衡を図るため、市内循環バスの運賃を路線バスの初乗り運賃

並みにすること、併せて、高齢者割引等についても検討する施策である。こちら

については、計画の６３ページに施策の方向性⑦として「市内循環バスの運行計

画や弾力的な運行体制の見直し」としているように、施策⑦－１の「利用実態応

じた運行計画の見直し」や、施策⑦－２「利用状況や道路状況を踏まえたバス停

の再配分」などの施策と併せて、今後、総合的な見直しを行っていく中で一緒に

検討を進めていきたいと思うが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、市民生

活が大変厳しい状況となっている実情もあるので、そのことも踏まえて慎重に検

討させていただきたい。

続きまして、資料７８ページ。施策⑪－１「市内循環バスの車内等に利用状況

や行政負担の状況を示した資料の提示」について、今年度に「実施」としてい

る。施策内容としては、バスの利用状況や行政負担の状況を公表し、朝霞市の費

用負担の現状等を周知することで、市民をはじめ、広く協力を促し、利用促進を

図る施策である。こちらについては、机上配布した参考資料１を参照いただきた



い。市内循環バスの運行状況についてまとめたものである。令和２年度につい

て、御存知のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、前年比から３割

ほどの落ち込みがあった。こうした状況も踏まえ、朝霞市の広報５月号におい

て、公共交通の今般の厳しい現状などを掲載し、利用喚起を図る特集記事を掲載

した。今後、市内循環バス等においても、バスの情報等を掲載し、利用促進を

図ってまいりたい。また、バス事業者様は、引き続き、利用状況のデータの整

理、情報の提供等をお願いしたい。

以上、今年度に実施する施策について、説明をさせていただいた。これらの

他、複数年にわたり調査・検討などを行っていく施策が多数あるので、施策の内

容やスケジュールに沿って、行政はもちろん、交通事業者をはじめ、皆様方に適

宜施策を進めていただければと思う。

また、次回以降の協議会においては、施策内容、また、スケジュールを抽出し

た資料を用意するので、その資料に沿って、今後は施策の進捗確認等を行ってい

ければと思う。

以上で、議題（１）今年度実施する施策と今後の進捗管理について、説明を終

わる。

（久保田会長）

ただ今の議題について議論いただきたい。

（小池委員）

計画の４８ページになる。地域組織を立ち上げて新たな公共交通の導入を目指

すことが書いていると思うが、現在の立ち上げ状況はどのような様子か。

（事務局 牧原主事）

現時点では地域の組織の立ち上げはない。今後においては９月頃から空白地区

にお住いの方々を集めてガイドラインの説明等を実施していきたいと考えてい

る。

（事務局 宇野審議監）

補足であるが、次に担当からガイドラインの説明を行うが、ガイドラインの策

定する前にも行政が町内会をはじめとした地域の方々に説明しようと考えてい

る。しかしながら、現在新型コロナウイルスの感染拡大の状況から朝霞市も蔓延

防止重点地区に含まれているため、積極的なお話はできる状況ではないが、感染

状況も見て取り組んでいきたいと考えている。

（小池委員）

地域住民が一から考えて運行計画の作成は非常に難しいと思うので、７：３ぐ

らいの比率で市が主導で公共交通の導入に関しては動いた方がいいのではない

か。これはお願いである。

（久保田会長）

意見として承る。

（田辺委員）

市内循環バスと路線バスの料金の均衡と書いている。今後の進め方だが、現時

点でどのように考えているか教えていただけるか。



（事務局 宇野審議監）

路線バスとの料金の均衡についてはコミュニティバスのガイドラインにも示さ

れている。また公共交通の持続可能性を踏まえると妥当性があると言える。しか

しながら、先程担当からお話ししたように新型コロナウイルスの影響もあり、市

民生活が大変厳しい状況となっていることも考えると、実施時期については慎重

に検討していきたい。進め方については、当然料金をいくらにするのか、その影

響等について算定し、今後の議題とし、協議会で協議していただき進めていきた

いと考えている。

（田辺委員）

料金を１５０円から初乗り運賃並みの１８０円にした場合、おそらく計画の記

載の仕方だと、路線バスと重複する区間だけでなく、全ての区間で１８０円とな

ることを想定していると思う。その場合は、市民に対して丁寧な説明が必要とな

ると思う。今一度確認するが、全ての区間で１８０円とするのか。

（事務局 宇野審議監）

重複路線だけではなく、市内循環バス全ての路線全体で料金については統一的

に考えている。なぜならば、一部区間だけ安価である場合、平等性の観点から問

題が出るので、市内循環バス全体として考えていきたい。

料金の値上げは市民生活に直結するので、当然周知期間を設けてホームページ

やバス車内などでお知らせする。

（田辺委員）

具体的な提案は次の協議会でするのか。

（事務局 宇野審議監）

協議会への提案については、新型コロナウイルスの感染状況もあるので適切な

時期に提案したい。

（大塚委員）

新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いたとしても、地域の合意形成は厳し

いものと思うがそれについて見通しはあるのか。

（事務局 宇野審議監）

市が地元町内会に出向き、説明等するので、その後町内会を通して地域組織の

形成をしていただきたいと思う。もちろん、ルートや利用者数の把握、収支率な

ど決めるべきことがあるので地域組織は重要だと考えている。地域組織が形成さ

れれば、行政や事業者と共に歩んでいきたい。また地域にも丁寧な説明がなされ

れば合意形成は可能なものだと考えている。

運行計画についても地域の実情に合わせて設定する予定であり、比較的柔軟に

取り組んでいけるものなので、そういった意味でも合意形成は可能と考えてい

る。

（久保田会長）

これ以上意見がなければ、今年度実施する施策と今後の進捗管理については説

明のとおりでよろしいか。また、毎年度、初回の会議ではその年度に実施する施

策を確認することになるがよろしいか。



（各委員）

異議なし

（久保田会長）

それでは続いて、議題（２）の「公共交通空白地区への導入ガイドライン

（案）」について事務局より説明をお願いする。

◎議題２ 新たな公共交通導入ガイドライン（案）について

（事務局 牧原主事）

それでは公共交通空白地区への導入ガイドライン（案）について説明する。

なお、本ガイドラインの作成は地域公共交通計画の４６ページの施策①－３に

なる。

資料１ページ。ここでは公共交通空白地区に新たな公共交通の導入の条件につ

いて、大きく４つの条件として記載させていただいた。１つ目が「朝霞市地域公

共交通計画」に位置付けられている公共交通空白地区であることを条件としてい

る。なお、現時点での公共交通空白地区のほか、今後、路線バスの撤退や開発計

画等により将来的に公共交通空白地区となる地域も含むものとしている。

２つ目が地域組織の形成。将来にわたって維持・確保していくためには、地域

住民が一丸となって利用を心掛けるコミュニティの形成が重要となる。そのた

め、運行計画をつくる段階から、地域組織を形成し、取り組んでいただくため地

域組織の形成を条件とさせていただいた。

３つ目に運行経路の考え方に整合した経路設定。新たな公共交通の導入は、在

来の路線バスや市内循環バスでは運行が行き届かない地域を対象に生活の足を確

保するものであり、路線バスや市内循環バスの補完的な役割を担うことを目的と

している。新たに公共交通を導入することより、路線バス等の利用が減少してし

まうと、路線バスの減便、最悪の場合、撤退を引き起こす恐れがあるので、路線

バスの運行と競合しないことが必要である。そのため、基本的な運行指針に従い

運行計画を作成していただく。

４つ目に運行導入要件・運行継続要件を満たすこと。将来にわたってサービス

を維持・確保していくためには、市民を中心に積極的に利用していただき、過度

な行政負担にならないことが必要となる。

そのため、新たに公共交通を実証運行する場合、運行導入要件を満たしている

こと、また、本格運行する場合は運行継続要件を満たしているか、運行収支率に

よって判断することになる。

導入を考えている方々は「まずはどのような条件で運行できるのか」というこ

とが真っ先に浮かぶと考えられる。そのような視点からまず１ページ目に４つ条

件を明示させていただいた。

次に２ページ。役割分担について。導入するためには「誰が、何を」すればい

いのかが互いに役割を認識することが重要である。そこでページ真ん中部分に、

地域・行政・事業者の３つに分け、それぞれのやるべきことの主なものを示して

いる。詳細については、４ページ以降に記載している。

次に３ページ。導入までのフローである。本格導入も含めて大きく８つの段階

があり、市民目線からすると、「どのような順序で進めていけばいいのか分から

ない」と思うので、ここでフローを明示することによって、流れを把握していた

だくという狙いがある。次ページ以降に一つずつ説明する。

４ページ。始めにページ右上を御覧いただきたい。右上に二重丸はメイン、丸

はサポートと書いてある。これによって実施する項目は誰がメインでやって、誰



がサポートするのかわかり、互いの役割について共通認識できるものと考えてい

る。例えば、下の「公共交通空白地区であることの確認」については地域に二重

丸、行政に丸が付いているが、行政が公共交通空白地域を公開するなどサポート

し、公共交通空白地区であることは地域の方々が確認する、といった意味合いと

なる。それでは本題に移る。

事前確認・説明から説明する。先程条件のところで説明したように新たな公共

交通を導入する地域が市の定義する公共交通空白地区に該当しているかを確認す

る必要がある。次に新たな公共交通を導入するための条件や導入までの流れ、市

民（地域住民）、行政、交通事業者の役割分担など本ガイドラインを公共交通空

白地区に含まれる自治会・町内会等に市が説明する。その後、地域の方が導入の

意向があるようでしたら次にステップに移っていただく。

２番目の地域組織の立ち上げを説明する。地域組織の形成について、導入に当

たっては、地域住民の方が「守り」「支え」「育てる」意識をもって取り組んで

いただくことが重要となるため、実際に運行経路やバス停位置、ダイヤなどを考

え、運行のために協力していただく「地域組織」を形成していただきたいと考え

ている。地域組織は、関係する自治会・町内会等との連携が取れること、また構

成員は５人以上とし、代表者を１人選任していただくことを条件としている。

次に資料５ページ。３番目の運行計画の仮作成について説明する。地域組織に

よる運行計画の仮作成について、最終的な運行計画を作る前段階というイメージ

で、おおよその運行経路、運賃、経由地を設定し、経費の見積もりや運賃収入を

見積もるための準備段階と考えていただきたい。オレンジの枠で囲んでいる【運

行経路の基本的方針】を基に地域がメインとなって考えていただき、行政・事業

者がサポートする。なお、全ての道路においてバス等が運行できるわけではな

く、下記の図にあるように認可に必要な道路幅員がある。しかしながら、地域の

皆様の御協力などにより一方通行にした場合は、記載している幅員を満たさずと

も認可が下りる場合もある。

４番目の需要調査等の実施について説明する。需要調査と沿線住民の意向把握

（アンケート調査）について、地域組織は仮作成した運行計画を運行ルート沿線

の住民や関係する自治会・町内会等へ公開し、利用が想定される住民等に対して

理解を得ていただく必要がある。一方、市は地域組織が仮作成した運行計画を基

に、運行ルート沿線の住民や関係する自治会・町内会等へのアンケート調査を実

施し、回収したアンケートから想定乗車人数等を試算する。

次に概算事業費の算定について、地域組織が仮作成した運行計画を基に、アン

ケートの実施と並行して朝霞市が交通事業者に対して見積もりを依頼する。

次に運行導入要件の適合の確認について、持続可能な運行をするため収支率に

よって、実証運行を判断することになる。そのため、実施したアンケート調査か

ら想定された乗車人数と交通事業者が提出した見積もり（概算事業費）を基に収

支率を算出する。なお、運行導入要件とする収支率は３０％以上を要件としてい

る。なお収支率を３０％とした理由は後ほど説明する。参考までに収支率の説明

や、コロナの影響を受けていない平成３０年度の運行収支率を記載している。

資料７ページ。５番目の運行計画の本作成、協議会への提案・承認について説

明する。運行計画の策定について、４番目のフェーズで運行導入要件を満たした

場合は運行計画を本作成していただく。盛り込む内容は点線部分で囲まれている

ものを参考にしていただきたい。例えば、詳細な運行経、ダイヤ、乗降位置など

具体的計画を決めていただく。

次に地域公共交通協議会に提案・承認について、作成した運行計画を法定協議

会である「朝霞市地域公共交通協議会」に諮ることになる。委員による協議を行

い、運行計画を精査し、実証運行の実施を判断する。



次に乗降位置についての住民の合意形成について、運行計画が策定され、乗降

位置の候補地が決まったらバス停の位置について、関係者と調整する必要があ

る。フローにあるとおり、すぐに乗降位置が決まるものではなく、警察との協議

や地権者との協議が必要となる。

次に資料８ページ。６番目の実証運行の準備・実施について説明する。

運行事業者の選定について、法定協議会で実証運行の承認が得られた後、市の

方で予算が確保でき次第、朝霞市が事業者を選定する。

次に実証運行の周知について、地域組織と事業者、行政が協働して、実証運行

の利用促進に向けて、地域に周知を図るため、チラシ配布やポスター掲載など取

り組む。

次に事業許可申請について、運行事業者が国土交通省に対し、事業許可の申請

を行なっていただく。なお、許可までの処理期間は一般的には約２か月かかると

言われている。

次に乗降所の設置について、実際に乗降位置に、停留所を設置する。

資料９ページ。７番目の達成目標の評価について説明する。

まず、実証運行の実績確認について、朝霞市は、運行開始から１年間、事業者

から「輸送人員」「運賃収入」など必要な実績を事業者から収受し、地域公共交

通協議会において報告させていただく。

次に運行の継続判断について、運行継続の条件、つまり、本格運行する条件は

「収支率３６％以上」とさせていただいた。この収支率３６％というのは新型コ

ロナウイルスの影響を受けていない平成３０年度の市内循環バス全体の平均収支

率である。ここで、６ページに戻っていただきたい。ここでは運行導入要件は３

０％としている。本格運行には３６％、導入は３０％として実証運行する段階で

は「実証運行」という意味合いから裾野を広げるために収支率を低く設定してい

る。さいたま市では導入要件は３０％、本格運行は４０％としている。なお、導

入地域の人口密度や人口によって収入等は変動することが想定されるので、適

宜、本協議会に諮りながら収支率の要件について協議させていただきたいと考え

ている。基本的にはこの３６％を上回る収支率が１年間の実績から算出された場

合は、本格運行に移行したいと考えている。

次に運行の見直し協議について、仮に収支率が３６％を超えなかった場合、運

行改善する必要があり、地域組織、行政、事業者等関係機関と協議し、運行内容

の見直しをする。運行の見直し案については、実証運行時と同様に地域公共交通

協議会に承認を得る必要がある。

資料１０ページ。８番目の本格運行について説明する。本格運行後の利用促進

については、地域組織、行政、事業者が一体となって、各役割を認識しながら継

続的に進めていきたいと考えている。

次に実績確認と運行見直しについて、本格運行した後も、継続的に事業者は利

用者数や運賃を集計し、地域や行政に報告をしていただく。行政は運行経費や運

賃収入から収支率を算出し、運行継続要件を満たしているか確認し、運行改善を

する必要がある場合は、地域組織が運行計画の見直しを行う。このように本格運

行後もＰＤＣＡサイクルにかけながら、持続的な運行を目指す。

資料１１ページ。本格運行するまでのフローチャートを明示している。

最後巻末にチェックシートを添付している。フローごとに誰がメインで動き、

誰がサポートするということが右側にチェック項目として記載している。チェッ

ク項目のある箇所を埋めていければ、将来的には実証運行、本格運行ができるよ

うになると考えている。

ガイドラインは今回御意見をいただいて、次回協議会にてお諮りできればと考

えている。



説明は以上である。

（久保田会長）

只今の議題説明について議論いただきたい。

（小林委員）

導入部分で分からなかった部分について質問させていただく。

１点目、１ページ目の導入条件４について運行導入要件という単語があるが、

のちにどの要件にあたるのか少し分からなかったので教えてほしい。

２点目、同じページの導入条件３について、協議会において承認を得るという

ことについて説明があったが、それは市からの諮問を受けて、意見を更新すると

いう場ではなくて、総合的に徹底的に理解を要するものになるのか、かなり強い

権限になると思う。そのようなことでいいのか確認したい。

３点目は、地域組織について、５人以上が条件で、町内会などと連携が取れる

ということは町内会が認めているという理解でいいのか、この組織自体は法的な

位置づけというか、心配なのは、何かあったときに損害賠償とか訴えられる先に

ならないか、そこを整理していただきたい。

（事務局 牧原主事）

１点目についてお答えする。運行導入要件とは資料６ページになるが、アン

ケート調査から想定された運賃収入と交通事業者に見積もりを依頼して提出され

た事業概算費を基に算出したものであり、ここでは３０％以上ということを要件

とし、この数字を超えれば実証運行ができると考えていただきたい。なお、運行

継続要件は、実証運行を１年間継続し、その運行収支率が３６％を超えていれば

本格運行できるという意味合いで示させていただいた。

（事務局 宇野審議監）

２点目についてお答えする。協議会において承認を得るという文言につきまし

てはどのような表現が適切か次回の協議会までに検討していくが、現時点では運

行計画を協議会で承認頂く形をとりたいと考えている。

次に３点目の地域組織の権限と責任につきまして、最終的に運行を委託発注す

るのは市になるので、賠償責任等については市が負うものと考えている。

（小池委員）

空白地区への導入ガイドラインは地域住民へのハードルが高い。役割分担で二

重丸など分かりやすくなっているが、地域住民に多く二重丸がついている。地域

組織は地域内でできるかもしれないが、運行計画や収支率の計算などは難しいの

では。ある程度は行政側が雛形をつくり、提案型にすべきではないか。

収支率によっては運行できないとあるが、人口の多いところではいいが、内間

木など人口が少ないところもあるので、人口比率に応じて事業計画を作るべきで

は。公共交通が欲しい人は、自分で運転できなくなったとか、高齢者の方が多い

と思う。そんな方々に負担やプレッシャーがかかるものは良くないと思う。そう

思うと市が主導となるべきでは。

（事務局 宇野審議監）

やはり、市民に対して最初から計画を作って下さいというのは難しいと思うの

で、委員の御指摘とおり、市の方で、何かしら具体的なものを作成し、地域に提

示したいと思うが、最終的には地域の事情もあるので運行計画は行政と市民で協



働しながら作成していただくものになる。最初から収支率などについて考えてほ

しいということは毛頭なく、市の方でたたき台を作り、地域住民で議論していた

だく。この議論が大事で、今後使っていただけるものなのかとか、愛着とか、意

識醸成とかが絡んでくるものになる。いずれにしても、市民に全て投げるという

ことはなく、市もしっかりサポートしていきたい。

次に収支率のことだが、内間木については市街化調整区域であり、当然人口も

少なく、比例して収支率も他の路線と比べて低いことは言える。ガイドラインに

も注釈は加えており、地域の人口比率を加味し、協議会にも示しながら議論して

いただきたいと思っている。目標の収支率に行かないから門前払いするというこ

とは決してない。

（大塚委員）

運行するならおおよその予算はどれくらいか。それと合意が得られた地域から

運行していくのか、それとも同時に実施していくのか聞きたい。

それと私は根岸台７丁目に住んでいるが、和光市駅に行く方も多い、朝霞駅に

行く方もいるが、それで収支率が高いということは通勤者を多く乗せていること

だと思う。昼は買い物とか病院とか比較的高齢者が多い。実際収支率を上げるほ

どの乗車率ではない。ガイドラインのとおり運行できれば立派なものだが、かな

り難しい。現状は難しいのが実態だと思うがいかがか。

（事務局 宇野審議監）

空白地区の改善については、昨年度策定した計画にも記載されているので、難

しいとは思うがそれを承知の上で、粛々と進めてまいりたい。

空白地区の改善は１つずつ進めるのか、同時に進めるかについて、計画には１

年度ずつ進めると記載があるが、その地区の熟度や市の予算も当然あるので、３

つ同時に展開するのか明確にはお答えできないが、運行計画の策定と並行して予

算計上していきたい。

予算の関係については、収支率によって予算要求額は変化するものなので、現

時点で予算がいくらというのは言えない。

（田辺委員）

このガイドラインは他の自治体を参考にしたと思うが、その成功実績はある

か。

それと先行検討３地区におけるそれぞれの人口を改めて教えてほしい。

次に、運行計画の仮作成の時の条件として、定時定路線とある。これはデマン

ドを排除することになるのではないか。

次に路線バスと同じルートにならないようにすることとあるが、今既存路線の

変更ということは提案できないのか。運行経路の基本的方針の中に、既存路線を

変更して空白地区に持ってきて下さい、みたいな請願はできないか。

また、地域組織についても具体的にどういうものが想定されるのか思い浮かば

ないがその点についてもガイドラインというならもう少し具体的なイメージが持

てるものの方が良い。

（事務局 宇野審議監）

ガイドラインを活用して空白地区を改善した例だが、県内ではさいたま市があ

る。



（事務局 牧原主事）

このガイドラインは相模原市も参考にさせていただいている。相模原市に問い

合わせたところ、コミュバス関連では１件、導入した事例があると伺っている。

（事務局 宇野審議監）

地域組織の具体図について、まずは町内会等に出向いて公共交通の導入に意欲

的な方を募っていきたい。

次に、既存バス路線の変更につきまして、市内循環バスはコロナ前までは順調

に利用者も推移していたことから、ニーズにあったルートになっていると思う

が、地域公共交通計画にも記載されているとおり、例えば内間木線については収

支率が低いことから、運行経路の見直しをすることも視野に入れている。しかし

ながら見直しによって空白地区が広がる可能性もあるので、そこは新たな公共交

通の導入とセットで考えていきたい。

次に定時定路線はデマンドを排除しているという件だが、本計画を策定する段

階から定時定路線とお話をさせていただいたはずであり、まずは面的なネット

ワークの形成をして、空白地区の改善をしていきたい。仮にデマンド交通を導入

する場合については空白地区の方のみがドア・ツー・ドアのサービスになるの

で、慎重に検討する必要がある。

（事務局 牧原主事）

先行検討地区の人口につきまして、上内間木地区は約７００人、根岸台７丁目

地区は約２，０００人、膝折町４丁目地区は約１，３００人である。

（田辺委員）

その地区の人たちが運行収支率３０％以上の移動ツールを作ることは無理であ

る。だから、既存路線の変更もできる提案をしないと改善はできない。

（事務局 宇野審議監）

今回提示しているのは空白地区の改善のためのガイドラインであり、既存の市

内循環バスを変更する場合は、市内循環バスを見直しするべきであり、地域公共

交通計画にも位置付けられているので、切り離して考えるべきである。

（田辺委員）

それでは次回までに、成功事例を紹介してほしい。

（事務局 宇野審議監）

了解した。

（大塚委員）

高齢化が進んでいる。すぐにでも実行してほしい声がある。仮にこの案が承認

されれば、いつまでに導入されるのか。

（事務局 宇野審議監）

このガイドラインが承認され、先行３地区で運行計画が策定されれば、市でも

予算要求していきたい。

（大塚委員）

できる、できないは別として、目標としてどれくらいまでにしたいか。



（事務局 宇野審議監）

計画の４７ページにスケジュールを示しているため参考にしていただきたい。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響もあるので、地元の方に当初の

予定どおり出向けない状況もある。２０２３年度に合意形成が得られれば予算化

が実現する可能性がある。

（大塚委員）

最も早く導入できたとして２０２３年度という理解でいいか。

（事務局 宇野審議監）

市と地域住民で一体となって、運行計画を策定していくので、一概に市が何年

までに導入するということは申し上げられない。仮にガイドラインに沿って合意

形成ができた場合は２０２３年度に予算化ができるのではないかと現時点では

思っている。

（小林委員）

収支率の積算にあたっては、障がい者は乗車運賃が割引されることが多いが、

その辺は度外視した計算方法となるのか。

（事務局 牧原主事）

収支率の積算方法は、アンケートから得られた乗車が予想される係数を算出

し、そこに沿線住民の人口をかけると、予想乗車人数算出されると同時に予想運

賃収入も分かる。その運賃収入に対して支出となる運行経費を割ると収支率が算

出される。

（事務局 笠間部長）

補足説明する。今の市内循環バス等でどのくらいの割合で割引になっている方

がいらっしゃるのか、その点についても係数を算出して、運賃収入にどの程度影

響があるか算出できると思うので、その辺も考慮していきたい。

（久保田会長）

貴重な御意見を頂戴した。頂いた意見を踏まえ次回の協議会で諮っていただき

たい。それでは議題のその他に移りたいと思う。一つ目の委員の改選等について

事務局より説明いただきたい。

◎その他 委員の改選等について

（事務局 海老名主任）

それでは、委員の改選等について、資料３を用いて説明する。

本協議会については、第１回の協議会を令和元年７月２９日に開催し、その日

を委嘱日として、皆様に本協議会の委員を務めていただいており、本日を含め、

これまで計７回開催したところである。

皆様の任期については、協議会条例第６条第１項に規定するとおり、任期は２

年、再任は妨げないと定めており、令和３年６月３０日をもって、月単位で２年

が経過し、皆様の任期が満了するところである。

議題１のところでも、説明させていただいたように、皆様には、朝霞市地域公

共交通計画の策定に向けて、幾度にもわたり協議を重ねていただき、現在、計画

の実行段階に入ったところである。



今後、計画を実施していくにあたっては、計画の策定に至るまで携わっていた

だいた皆様に引き続き、協議を行っていただくことで、より計画の推進が図れる

ものと考えている。

今月末の６月３０日をもって、１期目の任期は満了となるが、皆様におかれて

は、引き続き、委員を務めていただきたくお願いを申し上げる。

なお、２期目の任期については、次回の協議会を委嘱日として、その日から２

年間となる。このあと、皆様に御了承いただけたら、本協議会後、正式に、委員

の継続について依頼する文書をお送りさせていただくので、御協力の程、よろし

くお願い申し上げる。

また、この度策定した朝霞市地域公共交通計画においては、鉄道や路線バス、

市内循環バス、タクシーなどに加え、シェアサイクルについても、本計画の対象

としており、具体的な施策についても、サイクルポートの設置などシェアサイク

ルの推進に関する施策も掲げている。

今後、各種施策を推進していくために、また、公共交通の全体最適の観点にお

いても、２期目の協議会委員から、シェアサイクル関係事業者で、朝霞市や周辺

自治体の実態的なシェアサイクル運営を担うシナネンモビリティプラス株式会社

様にも、委員として御参加いただきたく考えており、新委員の委嘱について、現

在、市でシナネン様と調整をしているので報告させていただく。

以上、委員の改選等について、説明を終える。

（久保田会長）

只今の説明について、質問等あるか。

なければ次のあさかリードタウン専用周回バスの運行について、事業主体から

報告をお願いする。

◎その他 あさかリードタウン専用周回バスの運行について

（飛鳥交通株式会社 野口氏）

あさかリードタウンシャトルバスの報告をする。その前に前回の協議会でシャ

トルバスのルート変更の説明をさせていただいた。和光市駅までしか行かない

ルートだったが土日については朝霞駅も経由するルートについて提案したが、既

存のバス会社様への事前報告なく進めてしまったため、多くの意見を頂いた。そ

の後、各会社に説明し、運行データを提供して既存路線に影響がないか見極めな

がら運行するということで実証運行について了承が得られた。

それでは本年４月３日から運行開始したシャトルバスの実績報告をする。３

ページを御覧いただきたい。積水さんの敷地の一部にモビリティハブという交通

の拠点を造成した。シャトルバスと昭和交通のタクシーで機能させようと考えて

いたが、コロナウイルスの影響もあり…５ページを御覧いただきたい。非常に乗

車人数が少ない。当初の予定よりもはるかに低い数値である。乗車率は平日で１

０％ほど、土日で２０％である。無料でこの数値である。

この数値を踏まえて、積水さんが住民に対してアンケート調査を実施した。そ

のアンケート調査から出勤率を計算したところ、だいたい５０％しか出社してい

ない。また週に１、２、３の方もいる。このデータは５月１１日までのものだ

が、現時点では土日は２５％、平日は１２，３％となっている。

また、３ページに遡っていただいて、スケジュールについて、今後１０月まで

の実証運行後、本格運行を予定しているが、実際に需要がどれだけあるのか調査

しているところで目標とする想定輸送人員に届くのか、緑ナンバーで運行できる

のか。それ以外の方法として特定の旅客ができないか、例えば、施設の方から運



行費用を捻出していただくとか、その点についても検討しているところである。

いずれにしても、次回の協議会には運行計画を提示したいと思っている。

説明は以上である。

（久保田会長）

只今の説明について質問等あるか。

（田辺委員）

路線バスに影響がない範囲でということを言っていたが、実際はどうなのか。

（小平委員）

国際興業のバスもリードタウン周辺にて運行しているが、当社もコロナウイル

スの影響によりイレギュラーなデータしかなく、シャトルバスによって明らかな

影響を与えているとはお示しできない。

（久保田会長）

その他、もしなければ事務局から参考資料の説明をお願いする。

◎その他 参考資料の説明

（事務局 牧原主事）

本日机上配布させていただいた参考資料について説明する。参考資料１につい

ては先述した議題の中で説明したので省略させていただく。そのためここでは参

考資料２，３を説明する。

始めに参考資料２、新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響につい

て、こちらについては国土交通省が４月３０日時点までにまとめた資料である。

航空業界などについては省略し、一部をお渡ししている。

貸切バスの影響調査について「４月は運賃収入が５０％以上減の事業者は先月

の７２％から７９％に増加している」とあるように貸切バスについても大変厳し

い状況が継続している。

次は乗合バスについて一般乗合バスについても「運賃収入が３０％以上減の事

業者は３５％」とあるように厳しい状況がある。朝霞市の市内循環バスについて

も約３割減ということも踏まえると、全国的に見ても運賃収入が３割減であるこ

とが共通認識であると言えると思う。

タクシー事業者について、「運賃収入が３０％以上減となっている事業者は７

６％、輸送人員が４１％」になるなど厳しい状況が続いている。

鉄道事業者について、左側のグラフを見ると分かるとおり２０％から３０％、

３０％から４０％輸送人員が減少していることが分かる。

公共交通事業者様におかれては換気テストなど検証を実施しており、安全な乗

り物として認知されるように努めておられる。公共交通を考える場に参加してい

ただいている縁もあるため、友人や家族にも是非公共交通機関を利用していただ

けるようにお伝えしてほしい。

（事務局 海老名主任）

参考資料３について説明する。こちらは６月１日現在の県内におけるシェアサ

イクルが導入されている自治体の地図になる。緑色で塗られている自治体がシェ

アサイクル事業者と基本協定を締結して導入しているところ、青色は民間施設、

例えばコンビニエンスストアなどに設置されているところになる。このように朝



霞市をはじめとして県南区域においてはシェアサイクルが利用しやすい環境に

なってきている。またこのコロナ禍においては広域的な需要も高まっている状況

にある。今後においても近隣市の状況などの把握しながら施策を進める。

（久保田会長）

参考資料２，３について、質問等あるか。

（意見なし）

（久保田会長）

その他、皆様から何かお伝えすることはあるか。

（事務局 金井係長）

次回の協議会は１０月を予定している。詳細な日程や場所が決まったら、通知

させていただくため参会のほどお願いする。主にガイドラインの策定について意

見交換させていただきたいと考えている。

（久保田会長）

その他、皆さんから報告などあるか。なければ、これをもって議長の座を降ろ

させていただく。進行を事務局にお返しする。

◎閉会

（司会 高橋主幹兼課長補佐）

以上をもって、令和３年度第１回朝霞市地域公共交通協議会を閉会する。

以上


