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（１）新たな公共交通導入ガイドライン（案）について 
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・地域公共交通計画のスケジュール管理について 

・あさかリードタウン施設専用周回バス実証実験ご報告 

 

会議資料  

・令和３年度第２回朝霞市地域公共交通協議会 次第 

・資料１ 公共交通空白地区への導入ガイドライン 

・資料２ 公共交通空白地区の改善事例（さいたま市) 

・資料３ あさかリードタウン施設専用周回バス実証実験ご報告 
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  □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

  □要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者による確認 

その他の必要事項   傍聴者  ３人 

 



◎ 開会 

（司会 高橋主幹兼課長補佐） 

それでは、定刻となったので、ただいまから「令和３年度第２回 朝霞市地域

公共交通協議会」を開催する。 

本日は、新型コロナウイルスの感染防止のため、ドアを開けた換気、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するので、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したい。 

初めに、本協議会委員の任期は、本年６月３０日をもちまして２年間の任期が

満了したことから、皆様に引き続き委員を務めていただきたく、６月に就任の依

頼文を送付させていただき、皆様方から御了承をいただいた。 

新任期につきましては、本年７月１日から令和５年６月３０日までの２年間と

なる。なお、今回からシェアサイクル関係事業者として、「シナネンモビリティ

プラス株式会社」様にも御参加いただくこととなった。そのほか、人事異動など

に伴い、委員に一部変更があったので、併せて紹介する。 

はじめに、シナネンモビリティプラス株式会社の大島委員です。 

西武バス株式会社の新井様に代わりまして、秦野委員です。 

国際興業株式会社の小平様に代わりまして、久武委員です。 

上内間木町内会の野島様に代わりまして、高橋委員です。 

朝霞市社会福祉協議会の小林様に代わりまして、渡辺委員です。 

なお、新しい委員名簿については、資料５として机上に配付させていただい

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を満た

していることを御報告する。 

なお、本会議の議事録を作成する都合上、撮影や録音をするのであらかじめ御

了承いただきたい 

それでは、これからの議事進行につきましては、協議会条例第７条第１項に基

づき、本協議会の会長であります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人いる。 

 

（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、「あさかリードタウン施設専用周回バス実証実験

ご報告」は、積水化学工業株式会社の久世様、飛鳥交通株式会社の野口様に資料

の説明をいただく。 

 

◎ 議題１ 新たな公共交通導入ガイドライン（案）について 

（久保田会長） 

 議題（１）「新たな公共交通導入ガイドライン（案）について」事務局より説

明をお願いする。 

 

（事務局 牧原主事） 

初めに、資料１の「公共交通空白地区への導入ガイドライン」について説明す

る。このガイドラインは、公共交通空白地区の改善に向けて、新たな公共交通の

導入に至るまでの具体的な流れやポイント、また、地域の皆様や行政、交通事業

者など、それぞれの役割や、やることなどを明記しており、新たに公共交通を導

入する際のマニュアルのようなものとなっている。 

１０月１７日にこのマニュアルを基に公共交通空白地区の先行検討３地区に向

けて説明会を実施したところであり、後ほど説明会の概要について説明させてい

ただく。前回の協議会でこのガイドラインを説明したが、大きな反対意見がな

かったので修正は入れていない。 

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、大きく四つの条件として記載している。 

公共交通の導入を考えている地域の方々は「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思う。そのような視点からまず１ページ

目に４つの条件を明示した。 

一つ目が「朝霞市地域公共交通計画」に位置づけられている公共交通空白地区

であること。 

二つ目が地域組織の形成すること。 

三つ目に運行経路の考え方に整合した経路設定にすること。 

四つ目に運行導入要件・運行継続要件を満たすこと。を記載している。 

次に２ページ。導入するためには「だれが、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。そこで地域・行政・事業者の三つに分け、それ

ぞれのやるべきことの主なものを示している。 

次に３ページ。本格導入も含めて大きく八つの段階があると考えている。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わからない」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。 

４ページ。ここから先ほど説明したフローに併せて説明する。 

初めにページ右上を御覧いただきたい。右上に◎はメイン、〇はサポートと書

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



のか分かり、互いの役割について共通認識できるものと考えている。 

それでは本題に移る。フロー１の事前確認・説明について。 

先ほど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。 

次に本ガイドラインの説明について、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。先週開

催した住民説明会がこれに当たる。その後に説明の要望があれば、その都度、対

応したいと考えている。説明を受けて、地域の方が導入の意向があれば、次のス

テップに移っていただく。 

 次に、フロー２、地域組織の立ち上げについて説明する。導入に当たっては、

地域住民の方が「守り」「支え」「育てる」意識を持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５ページ。フロー３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だが、こちらはあくまで、本当の運行計画を

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ければと思

う。 

なお、すべ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

るように法律上、認可に必要な道路幅員がある。多くの場合、右側の図のワン

ボックスカーの運行が想定されるが、その場合、最低５．２６メートルの道路幅

員が必要となる。 

次に６ページ。フロー４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。まず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

ケート調査を実施する。その後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りを依頼する。 

次に、運行導入要件の適合の確認について。新たな公共交通も、実際に御利用

していただかないと継続的な運行はできない。よって、持続可能な運行をするた

め収支率によって、実証運行の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り（概算事業

費）を基に収支率を算出する。運行収支率とは運行経費分の運賃収入で計算し、

経費のうち収入でどれだけ賄えるかを意味する。仮に収支率が３０パーセントの

場合は、残りの７０％が赤字で、市税で負担する額となる。運行導入要件とする

収支率は３０％以上を要件としている。 

７ページ。フロー５の運行計画の本作成、協議会への提案・承認について。運

行計画の策定だが、運行導入要件を満たした場合は運行計画の本作成を行っても

らう。盛り込む内容は詳細な運行経路、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。下図にあるとおり、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８ページ。フロー６の実証運行の準備・実施について。運行事業者の選定

ですが、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します。 

次に実証運行の周知は地域組織と事業者、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こ

ととする。 

次に事業許可申請は、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。 

最後に、協議が整った乗降位置に、停留所を設置する。 

９ページ。フロー７の達成目標の評価について。実証運行の実績確認は、朝霞

市が運行開始から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する。 

次に運行の継続判断について、本格運行する条件は「収支率３６パーセント以

上」としている。この収支率３６パーセント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となる。本格運

行する場合は「市内循環バスと同程度の収支率が必要です」といった意味合いと

なる。基本的にはこの３６パーセントを上回る収支率を 1 年間の実績から出た場

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、収支率が３６パーセントを超えなかった場

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。 

１０ページ。最後のフロー８、本格運行について。本格運行後の利用促進につ

きましては地域組織、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。 

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。 

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。 

次に、資料２を御覧いただきたい。前回の協議会にて、他市の成功事例を提示

してほしい旨の要望をいただいたので、近隣市のさいたま市の改善事例を提示さ

せていただいた。さいたま市では、ハイエースのようなワゴン型の車両で７地区

運行している。そのうち本格運行が４地区、実証運行が３地区となる。 

基本的に料金は３００円で統一されているが、便数は導入する地区によって異

なっている。なお、今回は収支率が一番高い地区と一番低くなっている地区を簡

単に紹介する。 

見沼区大砂土東地区で運行している「みぬま号」は、ＪＲ宇都宮線の東大宮駅

と土呂駅を繋ぐようなルートが組まれており、平日運行で運行時間は７時台から

１７時台までとなっている。 

なぜ、この路線の収支率が高いのかヒアリングを実施したところ、路線図にあ

る「彩の国東大宮メディカルセンター」を通る路線となっており、土呂駅や、東

大宮駅からの通院者が多くいることや、この地区の地域組織が積極的に主体と

なって動き、運行ルートの作成や啓発等を行ったことなどにより収支率が高く



なっているとのこと。また、路線が短いため、その分経費も少なくなるので、必

然的に収支率が高くなることが言える。 

次に、逆に収支率が低くなってしまっている事例も参考に紹介する。 

西区指扇地区で運行されている「あじさい号」の運行日は平日のみでみぬま号

と一緒だが、時間帯は７時台から１９時台とみぬま号と比較して運行時間が２時

間長くなっている。 

右のルート図を見ていただくと分かるように、みぬま号より延長が長いため、

運行時間は長くなっているが、便数はみぬま号より少なくなっている。一概には

言えないが、延長が短く、運行の目的がはっきりしていれば、収支率も高くなる

傾向があると考えられる。 

続きまして、先日開催しました地元説明会の概要について、海老名から御説明

させていただく。 

 

（事務局 海老名主任） 

 それでは、先行検討地区への新たな公共交通の導入に関する説明会の概要につ

いて説明する。資料４を御覧いただきたい。 

今月１７日の日曜日に、市民会館の会議室（梅）を会場に、公共交通空白地区

の先行検討３地区に係る自治会・町内会の方を対象とした、新たな公共交通の導

入に関する３地区合同の説明会を開催した。 

内容としましては、ガイドラインについての説明を始め、ワークショップ形式

で、自由に意見交換も交えながら、地域の皆様と協働して新たな公共交通の運行

ルートの検討などを行った。 

御参加いただいた方から挙げられた御意見や御質問としては、「地域組織は複

数の自治会・町内会の会員で組織してもよいのか」「ハイエースなどの車両より

も、交通弱者の方にも配慮してもう少し小型で乗りやすい車両がよいのでは」

「車両を小さくして、狭隘な道路を通行する方が需要が見込めるのでは」などの

意見が挙がった。 

資料の下部に、当日の様子について写真を掲載しているが、地域の事情に詳し

い自治会・町内会の皆様とともに実際にルートの検討を行ったことで、新たな公

共交通の導入に向けたイメージを掴んでいただくことができたのではないかと考

えている。 

以上で、議題（１）新たな公共交通導入ガイドライン（案）について、説明を

終える。 

 

（久保田会長） 

議題１について何か質疑はあるか。 

 

（田辺委員） 

前回の協議会のときに、特段の反対意見もなかったので変更点はないというこ

とだが、私も含めて他の人も、収支率のハードルが高いのではないかと意見し

た。また既存のルートの変更の余地についても意見した。そのような意見が反映

されていないのはいかがか。変更があったとしたら４ページの届け出の様式の名

称が変更されているくらいである。前回出した資料と今回の資料の変更点は教え

ていただきたい。 

それから、６ページの運行経費について、車両購入費を除く経費という理解で

よいか。運行経費については事前に何か分かるような係数とかあるのか伺いた

い。自分で計算はできるものなのか。 

それから、ガイドラインの参考にした市町村を挙げてほしいとお伝えしたら、



市からは相模原市とさいたま市の参考にしたと言っていた。今回はさいたま市の

事例をまとめてくれているが、相模原市の事例はどうか。 

それから、さいたま市の事例を明示してくれているが、収支率がクリアできて

いない地区があると思う。収支率が低くても本格運行しているのはなぜか。さい

たま市のガイドラインでは収支率が低く設定されているのか、教えてほしい。 

 

（事務局 牧原主事） 

 回答する順番が前後するが御容赦いただきたい。 

さいたま市の事例で収支率が低いところがあるが、なぜ本格運行しているのか

との御質問だが、さいたま市にヒアリングを実施したところ、今回のデータにつ

いてはコロナ禍における収支率のデータとなっている。そのため、乗降人数、運

賃収入が落ち込んでおり、そのデータが反映されているので、収支率が低くなっ

ていると伺っている。 

 次に相模原市の事例だが、相模原市でもコミュニティバス型が大野北地区で導

入した事例がある。乗合タクシー型の運行は２地区で本格運行している。コミュ

ニティバスの要件は、１便当たり１０人以上の利用があること。また、運賃収入

が車両償却費等を除いた経常費用の５０パーセント以上が要件となる。次に、乗

合タクシーは、稼働した便の１便当たりの輸送人員が１．５人以上であること。

また、前運行本数に対する実運行本数の稼働率が５０パーセント以上であること

が要件となる。乗合タクシーは予約制であるため、このような条件を課している

とのこと。そのため、参考となるのはコミュニティバスの導入条件となると考え

ている。 

 次に、運行経費について、車両費は含まないのかとの御質問だが、おっしゃる

とおり車両費は含まない。また計算できるような係数などはあるかとの御質問だ

が、そのような計算できるような係数等は持ち合わせていない。運行計画がある

程度固まってきた段階で運行事業者に見積もりを依頼したいと考えている。 

 次に、収支率のハードルが高いという件につきまして、さいたま市では本格運

行に際して、運行収支率４０パーセント以上という要件を課している。その中で

も、事例に挙げたように本格運行できている地区もあるので朝霞市でも可能だと

いう認識である。 

 次に、前回の協議会の際の資料と変更した点だが、最初に申し上げるべき事項

だった。お詫び申し上げる。田辺委員が御指摘して下さった様式の名称が変更と

なっている。その他の点については、変更はない。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 補足だが、最初にお話のあった既存路線の延伸について、市内循環バスは弾力

的な運行計画の見直しとして施策を挙げているので、空白地区の対応とは別の対

応をしていきたい。 

 地元への説明会を実施した際には、上内間木、下内間木の方からの市内循環バ

スの運行見直しと一体となって空白地区の改善ということも話題に出ていたの

で、全て切り離して考えるものとは思っていないが、基本的には既存路線バスの

延伸と空白地区の対応は別々の対応をしたい。 

 

（小池委員） 

資料の４だが、ガイドラインの説明会を実施したようだが、この中で挙がった

質問というのがあるが、それに対する回答はどのようなものか。 

 

 



（事務局 宇野審議監） 

 地域組織はどのように立ち上げるべきなのか。自治会単位なのか、そのような

疑問をお持ちの方が多くいた。それに対しては、自治会単位でもいいし、複数の

自治会をまたがってもいいということはお伝えした。またその地区以外にお住い

方も入っていいのかという御質問も頂いたが、それについても結構であるが、お

住いの人なしで、例えば公共交通に詳しい方だけが、その地区のことをいろいろ

決めてしまうのはその地区の民意が反映されないので、少なくともその地域の方

を入れてもらうようにとお伝えした。 

 また、運行ルートについてもいろいろ御意見があったが、相互通行のところを

一方通行にすることで、道路幅員が狭いところでも小型車両が入っていけるとい

うメリットがあると、そのようなお話もさせていただいた。 

 

（小池委員） 

運行する車両については、ハイエース一択というわけではないのか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

もちろんハイエース以外にもタクシー車両等も考えられるが、乗車人数とかが

変わって、運行収支率にも影響するので、車種については需要を見ながら決める

べきである。 

 

（小池委員） 

「乗れる人数が少なくなってもいいから狭あいの道路を運行したほうが需要が

あるのではないか」と資料にあるが、それに対してどのような回答をしたのか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

車種については、需要等をみながら地域の方々で決めていただくので、狭あい

な道路を通る要望が多ければ、それに応じた車種を選択するようお伝えした。 

 

（大塚委員） 

ルートを検討したときに、狭隘な道を通した方が需要があるという意見が多

かった。しかしながら、狭隘な道路は物理的に車が入れないということもある。

その辺の見通しはあるのか。それと最終的に実証運行するのはいつぐらいになる

のか。 

私は、今すぐに車両を入れるのであればデマンド交通が望ましいと考えてい

る。その辺の検討の余地はあるか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 ルートについては、地域の方の要望があって、そのルートについて運行の認可

が出るかどうかの問題であり、市からは、幅員の情報提供やルートのアドバイ

ス、既存路線との競合する道路等をお伝えし、一つ一つクリアしていきたいと

思っている。 

 それからいつ頃までにとの御質問だが、市もなるべく早く解決したいのでこう

してガイドラインを提示しているところだ。いずれにしても、地域組織の立ち上

げが必要になるので、そこは地域の方にはお願いしたい。 

 それから、デマンド交通については地域公共交通計画にも位置付けられていな

いので、現時点では導入については検討していない。 

 

 



（大塚委員） 

 仮に、様々な問題点が出て、車両が通せないとなったらどうするのか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 本市としては、実現可能なものとして提案しているので、現時点で車両が通せ

ない前提で考えていない。 

 

（大塚委員） 

 なるべく早くとは曖昧なので、最悪でもいつまでにはという考えはあるか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 計画の４７ページに空白地区の対応のスケジュールが示されており、このとお

り進めていきたいとは思っている。このガイドラインを活用し、運行計画の協議

が整えば、予算計上していきたい。 

 

（田辺委員） 

 さいたま市の事例で料金は１か所だけ２００円で、その他は３００円とある

が、空白地区での乗合になると大体このぐらいの金額になるのか。 

 また、先ほどデマンド交通の話が出たが、いっそのことタクシー補助のように

３割負担とするようにした方がいいのではないかとの考えもある。その点につい

ても整理されているのか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 路線バスの初乗りは１８０円なので、最低でも１８０円以上となる。ただし、

運行する地区の人口など考慮すると、需要に応じて料金設定する必要がある。 

デマンド交通の導入について、市としては駅やバス停から半径３００メートル

以上離れている公共交通空白地区を改善させ、面的なネットワークを形成するた

めに、地域公共交通計画に記載しているので、まずはそれに沿って進めていきた

い。 

 

（金子八郎委員） 

 先行検討地区においての説明会は１回目という認識でよろしいか。次に、地域

組織の立ち上げが一番肝要であるが、これがなければ収支率等の技術的な話にな

らない。説明会では１８人の参加があったと資料にあるが、先行検討地区のどの

グループが参加したのか。教えていただきたい。 

 地域組織の立ち上げには、やはり機運醸成というのが必要になるので、地元の

市議会議員などが音頭を取ってやってもらわないとうまくいかないのではない

か。それをベースにして聴きたいのが、説明会時には地域組織の立ち上げに関し

て、どのような感触だったのか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 説明会については１回目である。今回の説明会についてはコロナの状況も踏ま

えて、空白地区にある各町内会から３人ずつ参加をお願いしたものである。 

説明会当日は地元の市議会議員も参加していたので、説明会を通した地域の課

題や、お住いの方がどのようなお考えなのか、情報共有できたと考えている。 

 

（久保田会長） 

 前回からガイドラインについて議論していただいた。次のステップに移るため



にも、皆様の同意が得られれば、案を取りたいと思うがいかがか。 

 

（田辺委員） 

 利用者の負担、つまり運賃が上がれば収支率も上がると想定されるが、導入要

件の３０パーセント、運行継続要件の３６パーセントについて私自身納得はして

いない。まだ地域組織も立ち上がらないと思うので、これはまだ考える余地があ

るのではないか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 ガイドラインの６ページには※印で導入地域の人口密度や人口等を加味して導

入要件を変更する場合があると記載しているので、この協議会に諮りながら、収

支率の要件については柔軟に考えられる。 

 

（田辺委員） 

弾力的な運用をするということを書いていただきたい。 

 

（久保田会長） 

 ６ページにも記載があって、この発言も議事録に残るので、それで御了承いた

だけないか。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 説明会の際にも収支率は弾力的に考えると説明しており、この場においても発

言しているので、議事録をもって対応できると考えているが、委員の皆様からの

御意見があれば表現内容を変えることも可能である。 

 

（久保田会長） 

それでは協議会にて協議しながら検討するといったニュアンスのことを記載す

るということでいかがか。 

 

（田辺委員） 

 それでは併せて、９ページの表現内容も変えていただきたい。 

 

（事務局 宇野審議監） 

 もちろん、６ページと同じような表現内容にしたい。 

 

（久保田会長） 

それでは、お諮りする。本日頂きました御意見を踏まえ、一部修正したのち、

ガイドラインを確定してよろしいか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（久保田会長） 

 それでは、一部修正したのち案を取ったものとさせていただく。 

 

（久保田会長） 

続きまして、その他に移る。一つ目「地域公共交通計画のスケジュール管理」

について事務局から報告をお願いする。 



（事務局 海老名主任） 

それでは、地域公共交通計画のスケジュール管理について、説明させていただ

く。資料６を御覧いただきたい。 

前回の協議会におきましても、施策内容とスケジュールの確認を行ったが、改

めて、計画の進行管理について、確認する。 

まず、資料の見方であるが一番左の列に「目標」としまして、地域公共交通計

画で定めている二つの計画目標を明記しており、隣の列には、２つの目標に向け

た「施策の方向性」を示している。 

また、それぞれの方向性に関連する具体的施策を事業数１から３２まで、令和

３年度から令和７年度までの間、年度ごとに実施する内容、スケジュールを記載

している。なお、黄色で塗られた枠については、今年度に既に実施した施策内容

について、明記している。 

それでは、計画のスケジュール管理としまして、実施した内容を確認してまい

りたい。左から２列目の「方向性」に沿って、説明する。 

まず１つ目、「公共交通空白地区の改善に向けた生活道路の整備や新たな公共

交通の段階的な導入」について、こちらは、本日も皆様で協議いただいたよう

に、空白地区の改善を図るために、まずはガイドラインの作成を進めるととも

に、先ほどの御報告のとおり先行検討３地区への説明会を開催した。引き続き、

地域の皆様や交通事業者などと協働しながら取り組んでまいる。 

次に、２つ目の「総合的な交通情報案内サービスの提供」について、路線バス

と市内循環バス共通のバスマップの作成に向けて検討を行っているほか、市ホー

ムページに路線バス事業者へのリンクの掲載や、バス協会様の「バス案内ＷＥ

Ｂ」、ジョルダンや駅すぱあとなどの乗換案内情報を掲載、また、グーグルマッ

プ上に市内循環バスの情報も掲載され経路探索できるようにするなど、順次取り

組んだ。 

次に、資料の２枚目。「朝霞台駅のエレベーター設置等の交通結節点のバリア

フリー強化」については、駅利用者の安全性と利便性の向上のため、東武東上線

改善対策協議会を通じまして、要望している。 

続いて、「シェアサイクル等を活用した細かい移動ツールの提供」について

は、朝霞駅、北朝霞駅前ポートの台数を５０台程増台し、シェアサイクルの利便

性向上を図っている。 

次に、「市内循環バスの運行計画や弾力的な運行体制の見直し」については、

市内循環バス停留所の危険なバス停について、３箇所を改善した。また、危険度

のランクは低いものの、他に数カ所、危険なバス停とされている停留所もあるの

で、できるところから順次対応してまいりたい。 

そのほか、利用実態に応じた運行計画の見直しや、バス停の再配分については、

新たな公共交通の導入も踏まえた上で、複合的に取り組む内容なので、それぞれ

の施策の関連性を見ながら、取り組んでまいりたい。 

続いて、資料の４枚目。「バスの利用促進に向けた意識の醸成」については、

運転免許自主返納啓発事業を継続して実施し、バスを始め公共交通の利用促進を

図る。 

最後に、「地域が率先して地域公共交通を守り育てる意識の向上」について

は、朝霞市の広報のほか、市内循環バス、また市役所内にも公共交通の厳しい現

状などを示した、利用喚起を図る記事や資料を掲載している。今後も引き続き、

バスの利用状況や行政負担の状況を公表し、費用負担の現状等を周知すること

で、市民を始め、広く協力を促し、利用促進を図ってまいりたい。以上、今年度

に実施した施策について、確認をさせていただいた。 

皆様においても、関連する施策について、御確認いただき、少しずつでも各施



策を進めていただきたい。以上、「地域公共交通計画のスケジュール管理」につ

いて、説明を終える。 

 

（久保田会長） 

ただいま報告について何か御意見御質問はあるか。 

 

（田辺委員） 

 今、Ａ３の資料を見せられているが、計画にあるどのような施策について話し

ているのか分かりにくい。各自計画を持参して、計画のページを開きながら説明

した方がいい。本日から参加した委員もいるようだが、この資料だけでは何にも

分からないと思う。これは意見である。 

 

（事務局） 

意見として承る。 

 

（久保田会長） 

続きまして、「あさかリードタウン施設専用周回バス実証実験ご報告」につい

て積水化学工業の久世様より御報告をお願いする。 

 

（積水化学工業㈱ 久世氏） 

 本日お話する内容としては、企画の概要と乗車数のトレンドについてである。 

まずは企画の概要であるが、従来のこのバスを走らせる意義については、我々が

運営しているリードタウンというまちと駅をつなぐことをベースに考えていた

が、運行している中で住民の中で継続して運行してほしいという声もあり、この

バスの維持・向上を目指し、継続的に運行するために事業化に向けた検討をして

いきたいと考えている。 

 そういった中で趣旨だが、４月から１０月まで期間を設けて実証運行していた

が、この期間を２０２２年３月までに延長して、特定旅客事業への認可に向けて

課題を抽出している。 

 内容に関してだが、リードタウンの住民とカインズを利用するお客様のニーズ

を踏まえて、改善していきたい。この議論の場を毎週、事業者である飛鳥交通と

行っている。 

 次に、４月から１０月の乗車トレンドとしまして、黄色い線が合計の乗車数に

なって、青い線がリードタウンの利用者数、オレンジの線がカインズの利用者数

になる。４月から始まって、５月で一度伸び、それ以降の緩やかだが上昇してい

る。平日と土日に分けたデータもあり、平日に関してはリードタウンのお客様に

比較的に使われていると推測できる。土日に関してはカインズのお客様が利用さ

れている。 

 次に、先ほどの話と重複するが１１月以降も運行を延長して、特定旅客事業に

向けて申請を進めていきたいと考えている。４月以降は認可が取れた状態で事業

を進めていきたい。 

  

（飛鳥交通㈱ 野口氏） 

繰り返しになるが４月以降は特定旅客にすることを目標としている。実証運行

中の乗車数について、コロナ禍の中でのデータだが、緊急事態宣言が解除されて

も利用者は回復していない。まだまだ自宅で仕事をされていることが予測でい

る。そう考えると、乗合での需要は少ないだろう。それを踏まえて決断せざるを

得ない。 



 特定旅客でも既存のバス路線の利用者を損なわないように運行計画を構築して

いきたいと考えている。また情報等が変わったら、朝霞市を通して報告したいと

考えている。また既存のバス事業者にも随時お伝えする。 

 

（久保田会長） 

ただいまの報告について御質問等あるか。 

 

（田辺委員） 

 特定旅客となった際は有料化することなど考えているのか。 

 

（飛鳥交通㈱ 野口氏） 

特定旅客運送とはある特定の施設の需要者を駅等に運ぶもので、運賃を徴収す

る形態ではない。例を挙げると、学校の送迎バス、病院、幼稚園などが挙げられ

る。運行料金は事前にその団体等から頂いているものになる。 

 

（久保田会長） 

 その他御質問等なければ、参考資料について事務局から説明する。 

 

（事務局 海老名主任） 

 それでは、参考資料について説明する。１枚めくって、国土交通省が公表して

いるコロナの影響を受けた交通事業者のデータになる。資料については一部を抜

粋している。まずは貸切バスだが、９月の状況だが、運行収入が５０パーセント

減の事業者が前月の７２パーセントから９２パーセントに増加、また実働率であ

るが、前月の約２１．２パーセントから約１７．６パーセントに減少する等、以

前として厳しい状況が見受けられる。 

 次のページ、乗合バスだが、高速バス等については、９月の運送収入７０パー

セント以上減の事業者が全体の７０パーセントに及んでいること、一般路線バス

に事業者についても、運賃収入が３０パーセント以上減の事業者が４３パーセン

ト、輸送人員が２７．８パーセント減となるなど厳しい状況が継続している。 

 次のページ、タクシーについても９月においては、運送収入が３０パーセント

以上減となった事業者が８６パーセント、輸送人員が約４７パーセント減となる

など引き続き厳しい状況が継続している。 

 次のページ、鉄道について、輸送人員については５０パーセント以上減少と回

答した事業者が大手民鉄では昨年６月以降ゼロ、公営では９月は１４パーセン

ト、中小民鉄では１８パーセントとなっている。 

 市としても、公共交通の維持、発展のために推進してまいるが、ここにお集ま

りの皆様にも公共交通の利用促進に御協力いただきたい。 

 次のページにつきまして、市内循環バスとシェアサイクルの利用状況につい

て、左の表はシェアサイクルと市内循環バスの月ごとの利用者数等の比較にな

る。シェアサイクルについて、当初は月に２，０００回程度の利用だったが、

徐々に利用数も増え、今年の９月には３万５，０００回まで利用されている。 

 一方市内循環バスについては、コロナウイルスが拡大するまでは利用者数も微

増傾向にあったが、コロナウイルスの影響から利用者数が減少し、本年９月は 

２万９，０００人くらいの利用となっている。右のグラフから分かるように、市

内循環バスは他の公共交通と同じようにコロナウイルスの感染拡大とともに利用

者が減少しているが、シェアサイクルについては、コロナ禍の中でも利用が増加

し、密を避けた移動手段として需要があったと考えている。 

 最後のページになるが、シェアサイクルの公用使用についてである。こちらに



ついてはＮＨＫに放送されたので既に御存知の方もいると思う。朝霞市では 

ＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔ株式会社と法人契約を締結し職員の公務上の移動手段とし

て利用することとした。埼玉県内では初の試みである。 

 地球温暖化防止に資するためや自動車移動では気付けない、市内の様々な不具

合箇所の早期発見を目的として公用利用する。 

 実施に至った経緯としては、本市の地理的特性として高低差が大きいことから

電動アシスト付き自転車を導入することが多く、購入費用が多額となることなど

課題があった。 

 そのため、電動アシスト付き自転車によるシェアサイクル事業を展開するＯｐ

ｅｎＳｔｒｅｅｔ株式会社と法人契約するに至った。 

以上で参考資料について説明を終える。 

 

（久保田会長） 

ただいま報告があったが、その他、皆さんから報告などあるか。 

 

（事務局 金井係長） 

次回の協議会は２月頃を予定しているが、詳細な日程や場所が決まりました

ら、通知する。 

 

（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２回朝霞市地域公共交通協議会を閉会する。 

 

以上 

 


