
会議録 

 

会  議  名 第 5回八王子市地域公共交通活性化協議会 
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場     所 八王子市役所 議会棟 5階全員協議会室 

委  員 
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委員、今泉満政委員、稲川芳江委員、小島将造委員、星野万喜人委員、山田佐登

子委員、春原和洋国土交通省関東運輸局東京陸運支局運輸企画専門官（五十嵐康

夫委員代理）、今村秀彦委員、水村勝彦委員、大和田實委員、秋山哲男委員、鈴

木文彦委員、吉田樹委員、下田利幸氏（小野恭一委員代理）、藁谷純子氏（小田

川典正委員代理）、挟土邦男氏（欠畑雅彦委員代理）、齋藤ひとみ委員、田内伸

光委員、藤井隆氏（村上修史委員代理） 

説 明 者 田中正雄 交通政策室主幹、鎌田晴義 交通事業課長 

出
席
者
氏
名 

事 務 局 

田中正雄 交通政策室主幹、中村東洋治 同室主査、指原寛 同室主任 

鎌田晴義 交通事業課長、平井俊介 同課主査、坂爪直人 同課主任、波多野智

也 同課主任 

欠 席 者 氏 名 中島謙一委員、石田和男委員 

議    題 

報告事項  八王子駅北口～東海大学病院～日野駅系統の新設について 

議  事 ⑴ 八王子市地域公共交通活性化協議会平成20年度決算及び決算監査

⑵ 平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案） 

⑶ 平成 21 年度予算（案） 

⑷ はちバス専門分科会について 

公開・非公開の別 公開 

非公開理由 － 

傍聴人の数 なし 

配布資料名 

・会議次第 

・構成員名簿（資料 1） 

・席次表（資料 2） 

・「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決算監査」（資料 3）

・「平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案）」（資料 4） 

・「平成 21 年度予算（案）」（資料 5） 

・「はちバス専門分科会委員名簿」（資料 6） 

・「はちバス専門分科会の位置づけ」（資料 7） 
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1 開会 

○事務局（田中主幹） 

定刻になりましたので、ただいまから第 5回八王子市地域公共交通活性化協議会を開催させてい

ただきます。 

私は、事務局のまちづくり計画部交通政策室主幹の田中でございます。本日は、お忙しい中ご出

席いただきまして、ありがとうございます。 

それでは、まず始めに、本日の座長をお願いしております首都大学東京教授 秋山哲男先生にご

挨拶をお願いします。 

 

2 挨拶 

●秋山会長 

みなさんおはようございます。今日は協議会ですので公共交通で来ようと思ったのですが、イン

フルエンザが発生したため公共交通を避けて来ました。 

これから八王子で公共交通をどうやって組み立てていくか、大事な時期に入りました。皆さんの

忌憚のない意見をお聞かせいただきながら進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

3 出席者紹介 

○事務局（田中主幹） 

続きまして、4月 20 日に南大沢警察署が開設されて新たに委員になられた齋藤委員や、年度が替

わり新しい委員も増えましたので、自己紹介をお願いしたいと思います。 

それでは、天賀谷会長からお願いします。 

 

〔出席委員、事務局の自己紹介〕 

 

4 報告事項 

○事務局（田中主幹） 

それでは、次第 4 報告事項に移らせていただきます。 

西東京バス様から、八王子駅北口～東海大学病院～日野駅系統の新設について、ご報告願います。

 

●井上委員 

本年 4月 1日のダイヤ改正において、日野駅から東海大学八王子病院を経由して八王子駅北口と

いう系統を新設しました。運行時間は 30 分に 1 本程度で行っております。小宮駅付近はこれまで

バスが走っていなかったところですが、新しくバス停等を設置して運行しております。 

 

○事務局（田中主幹） 

ありがとうございました。ただ今、西東京バス様よりご報告をいただきましたが、委員の皆様よ

り、ご質問等ありましたら、挙手をお願いします。ご発言がなければ、これより議事に入りたいと

思います。 
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これより会議の進行は、座長の秋山先生にお願いしたいと思います。秋山先生よろしくお願いし

ます。 

 

●秋山座長 

それでは、まず始めに「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決算監査」に

ついて、事務局より説明願います。 

 

○事務局（田中主幹） 

それでは、「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決算監査」について、事務

局よりご説明をさせて頂きます。 

 

〔資料 3を読み上げ〕 

 

以上で説明を終わります。 

 

●秋山座長 

「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決算監査」についての説明が終わり

ました。それでは、ご意見・ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔発言なし〕 

 

ご発言もないようでありますので、「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決

算監査」については、提案どおりとすることについて、本会議において合意を得たということでよ

ろしいでしょうか。 

 

〔異議なしという声あり〕 

 

異議なしと認めます。よって、「八王子市地域公共交通活性化協議会平成 20 年度決算及び決算監

査」については、提案どおりとすることで認めさせていただきます。 

 

次に、「平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案）」について、事務局より説明願います。 

 

○事務局（田中主幹） 

それでは、事務局よりご説明をさせていただきます。 

 

〔資料 4を読み上げ〕 

 

以上で説明を終わります。 
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●秋山座長 

「平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案）」についての説明が終わりました。それでは、ご意

見・ご質問のある方は、挙手をお願いします。 

 

〔発言なし〕 

 

ご発言もないようでありますので、「平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案）」については、

提案どおりとすることについて、本会議において合意を得たということでよろしいでしょうか。 

 

〔異議なしという声あり〕 

 

異議なしと認めます。よって、「平成 21 年度事業計画（案）及び日程（案）」については、提案

どおりとすることで認めさせていただきます。 

 

次に、「平成 21 年度予算（案）」について、事務局より説明願います。 

 

○事務局（田中主幹） 

それでは、事務局よりご説明をさせていただきます。 

 

〔資料 5を読み上げ〕 

 

以上で説明を終わります。 

 

●秋山座長 

「平成 21 年度予算（案）」についての説明が終わりました。それでは、ご意見・ご質問のある方

は、挙手をお願いします。 

 

〔発言なし〕 

 

ご発言もないようでありますので、「平成 21 年度予算（案）」については、提案どおりとするこ

とについて、本会議において合意を得たということでよろしいでしょうか。 

 

〔異議なしという声あり〕 

 

異議なしと認めます。よって、「平成 21 年度予算（案）」については、提案どおりとすることで

認めさせていただきます。 

 

次に、はちバス専門分科会について、事務局より説明願います。 

 

 - 4 -



○事務局（鎌田主幹） 

それでは、事務局よりご説明をさせていただきます。資料 6と資料 7をご覧ください。 

はちバス専門分科会の設置につきましては、前回 2 月 13 日の活性化協議会においてご承認をい

ただいたところです。この分科会は、資料 7にございますが、八王子市地域公共交通活性化協議会

規約第 10 条に基づく専門分科会として設置するものでございます。検討結果につきましては、こ

の活性化協議会に見直しの具体案を提示した上で、ご承認をいただいた見直し事業について実行に

移していくものでございます。 

立ち上げに当たりましては資料 6「はちバス専門分科会委員名簿」のとおり、学識経験者、バス

事業者、市の関係所管の代表からなる 7名の委員を人選したところでございます。このメンバーの

中から鈴木先生に座長をお願いしておりまして、全 5回程度開催して結論を得たいと考えておりま

す。すでに第 1 回を 4 月 23 日に開催し、はちバスの役割について再検証した上で、必要な見直し

について検討してゆくことになりました。 

なお、分科会では、はちバスの運行エリア、運行時間帯、利用料金等について、委員の自由な意

見交換を行うために、非公開で行っております。以上で説明を終わります。 

 

●秋山座長 

はちバス専門分科会についての説明が終わりました。それでは、ご意見・ご質問のある方は、挙

手をお願いします。 

 

●鈴木委員 

はちバス専門分科会は、私が座長を務めさせていただくことになりました。第 1回目では、どの

ように議論を進めていこうかということを確認したところで、これから具体的にはちバスの見直し

を議論してゆきます。それぞれの立場で十分議論した上で、よりよい形にしていきたいと考えてい

ます。 

はちバスが走り始めてそれなりの年数がたち、当初と比べて沿線の状況等も変わりつつありま

す。また、年数を経るに従ってはちバスの役割、性格がはっきり見えてきている部分もあるので、

市民にとってどのような形ではちバスを育てていったらよいのか研究した上で、この協議会に諮り

たいと考えております。 

 

●秋山座長 

どうもありがとうございました。他に意見はございませんか。 

私からのお願いですが、はちバスには市町村がバスの空白地域にサービスを提供するという役割

があると思いますが、このサービスを受けられない障害者などへの対策を強化することをどこかで

考える必要があるというのが第 1点。 

もう 1点は、バス全体の整備計画をしっかり作った上で、はちバスの役割をもう少し変えなけれ

ばならない。つまり、はちバスだけに補助を出すのではなく、バス全体の中でどこに適正な補助を

出すのかという議論をどこかでしておかなければならないと感じております。分科会では、そのよ

うな基本的な方針を議論していただけたらと思います。 

その上で、はちバスはこういう位置付けなので来年度以降こういう形でやっていく、という流れ
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を作っていただきたいと考えております。 

他に何かご意見はありますか。 

 

●内田委員 

バス停の上屋の設置についてですが、上屋を設置する 14 番、15 番乗り場は、終日でなく 10 時ま

でとの約束のもとでできたバス停です。 

学生はそごうの方まで並んでおり、一部に屋根をつけたところで、あまり意味はないのではない

でしょうか。 

この乗り場は、ちょうどタクシーが走る場所に無理に作ったもの。上屋を作るということは、今

後、10 時までの利用というのが変わるのですか。 

 

●井上委員 

西東京バスでは平日の 10 時 29 分まで使っており、今後についてはまだ決まっておりません。 

上屋については、主に雨天時の対応となりますが、乗車する前に傘をたたんで乗ることができる

ため、バスへの乗降がだいぶんスムースになります。 

 

●秋山座長 

私が沼津市の駅前広場を設計したときに、上屋の庇を少し出すことで、バスには最初から傘をた

たんで乗ることができるようになりました。今回は、そのような設計をしていますか。 

 

●井上委員 

道路にはみ出す設計はしておりません。 

 

●秋山座長 

せっかくだから、そういうデザインをやったらどうでしょうか。沼津駅前については、土木学会

からユニバーサルデザインの賞ももらっています。 

また、タクシーの走行空間については、おそらく上屋ができてもタクシーには迷惑がかからない

かと思います。 

 

●内田委員 

タクシーは 24 時間営業しているにもかかわらず、上屋が設置されていません。議会でも問題に

なっているが、なかなかできない。 

 

●秋山座長 

この件については、内田委員からタクシーバースに上屋がないという指摘を、ご意見として承っ

ております。 

駅前広場を総合的に計画するときに、八王子市として、できるだけ歩行者が歩きやすく公共交通

に乗り換えしやすい環境を作っていくようプランニングすべき。部分的に混雑していることへの対

応ではなく、駅前広場を総合的に見直すべきだと思います。 
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●鈴木委員 

本来的には、上屋は場当たり的に設置するものではなく、ターミナル全体を見渡してなるべく雨

に濡れないように動線が確保できることが望ましいわけで、バス、タクシーの違いはない。 

秋山先生がおっしゃるように、八王子駅北口のターミナル全体を見渡した上で、上屋をどのよう

に設置して、みんなが濡れずにバスやタクシーに乗れるかを考える視点を持つ必要があります。今

回の設置についてはよいと思いますが、今後はそのような視点を持っていただければと思います。

 

●秋山座長 

沼津駅は、タクシー、バス、さまざまなところにしっかりと上屋をつけているんですね。タクシー

になくてバスにあるということ自体がおかしなことですから、努力していただけたらと思います。

予算案については、総合的に計画を立てた上で決定していくのが本来の姿ですので、今回は承認

しますが、次回は計画を立てた上での予算案とするよう、指摘させていただきます。 

 

●吉田委員 

今年度の事業、例えばはちバスの見直し、上屋の設置は、この連携計画が半ば進行しなくても初

年度に実施すべき事業と思います。問題は来年度と再来年度、連携計画の中で出てくる事業がまだ

2 年ありますから、今度は数年後の八王子の交通像を見据えながら、何をやっていかなければなら

ないのかという議論をやっていかなければならないんですね。 

資料 4 の 21 年度案のところですが、9 月がはちバスの見直し、このあとがもう 12 月に今年度の

事後評価となり、つまり、この会議において次年度とその次の年度に何をやるかという議論をどこ

でするのか、実は書かれていないんですね。それをどこでするのか今、疑問に思ったところです。

 

○事務局（田中主幹） 

今後 3回ありますので、その中で随時検討していきたい。国で変更を受け付けられる時期がある

ので、確認しながら作業を進めていきたいと考えております。 

 

●吉田委員 

資料 4にあたる部分は毎年作成し、誰がどう負担するのかというルールも作り決めていく部分で

すが、変更申請プラスアルファのところで 22 年 2 月とか 3 月の申請時期に間に合わせるように議

論していかなければなりませんので、結構その部分で時間が必要なのではと思います。そのあたり

のスケジュール調整もお願いします。 

 

●秋山座長 

資料 4の山間地域の交通とはちバスの見直しという大きなところは交通計画全体像からみるとこ

のようになりますが、八王子のバス交通を全体的にどうするかというのは本来どこかにあって、そ

の一部として次々に見直していく、という流れだと思います。どこかでバス全体を見直すという

チャンスを作っておいた方がよいのではと思います。 

町田市では現在、交通マスタープランを作っていますが、都心部の問題とバス問題と分科会を大
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きく 2つに分けています。バス問題では、事業化をどうしてもしなければならない大混雑区間につ

いて連接バスをどうするかという議論を進めています。同時に郊外のバスサービスが悪い地域をど

うするかという議論はまだやっていませんが、そのようにテーマが 1つ 1つでてくるというやり方

だと思います。 

八王子市でもマスターとなるプランがあって、それをどこから手をつけていくかというやり方が

よろしいかと思いますので、プランをどこかで作っておくことがとても大事だと思います。 

 

●大和田委員 

はちバス専門分科会についてですが、サービスを受ける側の利用者がメンバーに入っていないの

はどうしてなのでしょうか。 

実際にはちバスが運行しているところに近い方はサービスを受けておりますが、タクシーで運ん

でいるお客さんは、はちバスからはずれた高齢者、障害者で、そこには結構、不公平感が生じてい

ます。100 円で乗れる方と 710 円払う方では、相当な差があるわけです。そのあたりの見直しがで

きるのでしょうか。 

もう 1点は、地方によっては高齢者が免許を返納するとタクシーの割引をしているところがあり

ますが、タクシー業界で割引を全額持つのは厳しいので、行政で一部補助を出すなどの検討はして

いるのでしょうか。 

 

●秋山座長 

この問題はかなり根が深くて、移動困難の原因が、バス路線がない場合と、バス路線があっても

なくてもバスに乗れない場合と、両方含んでいます。 

移動困難者の問題については日本ではとても遅れていて、どこの行政もあまり考えてこなかっ

た。ほとんど福祉部局でちょこっと対策をすれば済んだという認識が強く、交通計画の側では移動

困難者についてはほとんど対応してこなかったのですね。両輪という言い方をしているのですが、

厚生労働部門では介護保険の費用が出ていて、運輸部門では道路運送法で 4条免許を与えたり、78

条でＮＰＯが参画できるようにしていますが、料金については全然補助等がないんですね。 

そのような計画をやればいいのですが、八王子市は持っていないんですね。全国でないんですね。

これをどうやって持ったらいいかというのが大和田さんが提案したことなのですが、これは役所と

して真摯に受け止めて進めなければならない、もう 1つの大きな課題だと思います。 

活性化協議会は、バスを中心に取り組みを行っていますが、バスからコミュニティバス、デマン

ドバス、福祉交通のタクシーまでなかなか手が伸びていないというのが現実です。 

大和田さんがおっしゃったことは交通計画の本質に関わることですから、役所として考えていた

だきたいと思います。 

はちバス専門分科会に利用者がメンバーに入っていないのはどうしてですか。 

 

○事務局（鎌田主幹） 

分科会での検討項目が路線の設定、時間帯等の利用方法であり、ご利用を希望する交通空白地域

の方には、どちらの地域から出られても利害関係があるかと思います。そのため、分科会では地域

的な利害関係を排除した中で、全体を見ながら本来必要な場所はどこなのか客観的に判断できる形
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を取りたいというのが 1点目です。 

情報収集については、連携計画を進める中でアンケート等を実施しておりますが、必要なものに

ついては追加的に情報収集をしたいと考えております。 

免許証の返納制度についてですが、今日は各警察署の交通課の方がいらしていますが、警察から

もこのような制度を一緒にやれないかと相談をいただいております。はちバスに関しては、100 円

の均一料金でやっていることと、シルバーパスが使えるということになっております。高齢者の方

はシルバーパスでご利用できる部分がありますので、免許返納の効果がなかなか担保できないだろ

うというところがございます。現状では、実施しようという結論にまでは至っておりません。他の

補助制度については、市の中で検討すべきことだと考えております。 

 

●吉田委員 

分科会のメンバーに市民の方を入れるにしても、路線が広範囲ですからどこまで呼ぶのかという

問題があり、たぶん現実としては厳しいだろうと思います。一方で、協議会には最終的には諮られ

るわけで、ここには市民代表の方も事業者代表の方もおり、最終的に協議会で決定するという位置

付けを明確にすることが必要だと思います。 

タクシーの件ですが、たまたま私、夜 6 時 45 分から青森県の十和田市でバス路線がなくなると

ころの交通をどうするかを検討する住民懇談会に出ることになっております。先々週、十和田市駅

という鉄道駅から市役所まで直線距離で 2ｋｍちょっとですが、むこうの初乗りは 640 円ですので

640 円で行けると思い込んでいたら、930 円取られたんですね。ところが帰りは 640 円で駅に着き

ました。道の通り方や曲がる回数が違っていたんですね。所要時間としてはあまり変わらなかった

のですけれども。 

タクシーは歩合制でやっておられる中で、料金の妥当性という意味から初乗りを設定して時間と

距離に応じて細かく料金を刻んでいくというやり方は半ば致し方ない気はしますが、例えばあるエ

リアの範囲であったらとにかく 710 円で行きますよとか、30 分乗るんだったらこの値段で行きます

よとか、タクシーとしての新しいソリューションがそろそろあってもいいんじゃないかなという気

がするんですよね。そうすれば、タクシーはドア・トゥー・ドアで、しかもバス路線に限らずどこ

にでも行けますので、そのようなメリットはタクシーが一番発揮できる場面ではないでしょうか。

是非、業界としても新しいソリューションを出していただきたいと思っております。 

 

●秋山座長 

分科会についてはいろんな意見があって、私はあえて住民参加をしなくてもいいだろうという気

がしているのですが、協議会には住民代表の方がおられて、あと老人会の方が入っておられる、と

いうことがあります。住民参加をどこまでやったらいいのかというのは非常に難しくて、10 人入れ

ばいいのかというと必ずしもそうではなくて、適切な意見が住民に配慮されていればよろしいわけ

です。 

練馬区では住民参加を前提として基本構想、交通マスタープランを作り、そのときの参加は 10

人くらいでしたが、住民の意見が極めて活発に出されました。八王子の場合は違って人数も少ない

し、そういう状況にありそうだというのが私の感じているところです。 

分科会は専門的なことを議論する場であるという位置付けにし、そこであがってきたものを最終
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的に協議会で議論するということをご了解いただければと思いますが、それでよろしゅうございま

すか。 

それでは、メンバー構成につきましては、役所のご提案どおりということでお願いしたいと思い

ます。 

 

●鈴木委員 

分科会はあくまで分科会ですので、最終的には協議会で議論していただくことになります。です

から、分科会はテクニカルな議論、例えばルートを変更するとすれば、そこが通れるかどうかとい

う議論ですとか、所要時間が延びた場合にはどうなるのか、という議論になると思います。したがっ

て、そういう意味でのメンバー構成と考えていただければと思います。 

また、はちバスの位置付けは、基本的にスタートしたときから、既存の路線バスで対応できない

ところについて、あくまで路線バスの位置付けでスタートしています。したがって、既存の形で対

応できない、例えば細い道路であるとか、よりきめ細かなところに入っていくということがありま

すので、その点で若干福祉的要素が強まったり、あるいはタクシーさんの部分に入っていくことも

あるかもしれませんが、基本的にはルートを決めて路線バスと同じ形で走ることでスタートしまし

た。数年経って、そのはちバスの性格がはっきりしてくる中で、路線バスとの性格の差が非常に難

しくなってきているんですね。そのようなこともあって、この分科会の中で、運賃は今までどおり

100 円でいいのかという点も再度検討します。はちバスが走っている地域だけが 100 円で移動でき

ることは前提ではありませんので、議論の対象となることを理解いただけたらと思います。 

 

 

●秋山座長 

「はちバス」があって「はちタク」がなぜないのか、ということはよく考えていただいく必要が

あります。タクシーをうまく活用していただいて、移動困難の方とか、相乗りをしてバスが行けな

いような所とかへうまくマネジメントできないか、本当はタクシーについて分科会や勉強会をやら

ないと前に進まないのではないかと思いますので、そういったところはタクシー業界と話し合いを

して、地域の人々の足を確保するにはどうしたらよいか、是非議論をしていただきたいと思います。

分科会は意思決定機関ではございませんので、専門的な検討を行って、その最終決定は、ルート、

運賃等を含めて、協議会でするという位置付けになると思いますので、よろしくお願いします。 

次に、次第 6 その他ということで、事務局お願いします。 

 

○事務局（田中主幹） 

バスマップについて、22 年度の連携計画に載せてありますけれども、事務局の中に問題点や課題

を検討する研究会か勉強会を設置したいと考えております。その際、声をおかけして意見を伺うこ

とがありますので、ご協力をお願いします。 

 

●秋山座長 

バスマップについては、どこかのコンサルに委託しないのですか。 
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○事務局（田中主幹） 

今のところは考えておりませんが、その方法についても今後検討したいと思います。 

 

●秋山座長 

企画段階のコンサルタントとデザイン段階のデザイン事務所と 2通りあります。このように勉強

会を開催するということについては了解しましたので、よろしくお願いします。 

それでは、議題についてはすべて終わりましたので、司会を事務局にお返ししたいと思います。

 

○事務局（田中主幹） 

秋山先生、どうもありがとうございました。 

皆様から何かございますでしょうか。 

事務局からは、再度、今後の予定について確認させていただきます。協議会は、今年度はあと 3

回、9月と 12 月と来年 2月に開催させていただきます。詳細につきましては、決まり次第、皆様に

ご連絡します。事務局からは以上です。 

閉会にあたりまして、鈴木先生から一言いただければと思います。 

 

●鈴木委員  

皆様、長時間にわたりご議論くださりありがとうございました。今回は今年度のスタートに当

たって、八王子市の公共交通をどうしていくのか、具体的な動きを議論する最初の会議となりまし

た。これから順次、具体的な動きを見せてゆくこととなりますので、その都度、是非、皆さんのお

考えを聞かせていただきたいと思います。具体的なお話をお聞かせいただきながら、いい形で進め

ていきたいと考えておりますので、是非今後ともご協力をお願いします。 

本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございました。 

 

○事務局（田中主幹） 

鈴木先生、どうもありがとうございました。 

これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

第5回八王子市地域公共交通活性化協議会会議録は上記のとおりであり、事実と相違ないことを

認めます。 

 

八王子市地域公共交通活性化協議会会長    天 賀 谷  通 忠 
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