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市民参加
(1) 実施概要
本計画の策定にあたり 、 市民のニーズを把握することと、 そのニーズに対する課題解決策を見
出すことを目的として、 より効果的な市民参加の手法を検討しました。
その結果、 一方的に行政側が説明をする手法ではなく 、 市民が地域の現状や課題を知ったう え
で共に議論ができる市民参加の手法として、「 ワークショ ッ プ」 と「 オープンハウス」 を実施し
ました。
ワークショ ッ プ
今回の市民参加を実施する目的を踏まえると、 市民のニーズを把握でき、 かつ創造的な解決の
アイデアを見出すことの出来るワークショ ッ プが有効と考えました。
オープンハウス
ワークショ ッ プでは、 参加者が限られてしまう ことが想定されるため、 意見が偏ってしまう 可
能性があり ます。 そのため、 ワークショ ッ プとあわせてオープンハウスを実施することにより 、
より 多く の市民のニーズを把握できると考えました。

写真 ワークショ ッ プ
表 2-9

写真 オープンハウス
市民参加の実施概要

実施時期・



平成30 年8 月〜平成31 年1 月

開催時間



平日の16 時〜21 時（ オープンハウス）、19 時〜21 時（ ワークショ ッ プ）

開催場所



市内8 か所

周知方法



市報、 ホームページ等に開催日程を掲載し周知



事前に自治会長等向けに説明会を実施し協力を依頼
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(2) 実施状況
ワークショ ッ プ等の実施状況は以下のとおりです。
表 2-10
調査地域

会場名

第1 地域

関・ 一つむぎ館

第2 地域

ひじり 館

第3 地域

ゆう 桜ケ丘

第4 地域

大栗川・ かるがも館

第5 地域

ベルブ永山

第6 地域

乞田・ 貝取ふれあい館

第7 地域

貝取こぶし館

第8 地域

からきだ菖蒲館

市民参加の実施状況
実施日

ワークショ ッ プ
参加者数

オープンハウス
参加者数

2名

6名

6名

13 名

19 名

13 名

8名

13 名

2名

5名

4名

12 名

10 名

15 名

3名

6名

平成31 年
1 月18 日（ 金）
平成30 年
10 月12 日（ 金）
平成30 年
9 月11 日（ 火）
平成30 年
12 月20 日（ 木）
平成31 年
1 月31 日（ 木）
平成30 年
月2
日（ 金）
11
平成30 年
8 月23 日（ 木）
平成30 年
11 月22 日（ 金）

(3) 意見整理結果
ワークショ ッ プ等で挙げられた意見について、 多摩市全体に関する意見と、 地域内に関する意
見を整理すると以下のよう になります。
表 2-11
分類

多摩市全体に関する意見（ 抜粋）
意見（ 困り ごと）

1

地域外へのアクセス

2

市外へのアクセス

3

昇降機のない建物の移動

4

移動中の負担

5

運賃

6

バス待ち環境

バス停にベンチが基本的になく 、 あったとしても古い

7

交通の定時性

バスが時刻通り に来ず、 待つのが大変である

8

移動の自由度

利用したい時間にバスが運行していない

9

バスの運行情報

唐木田駅と聖蹟桜ヶ丘駅がバスで結ばれていないので不便
現状はマイカーで稲城、若葉台へアクセスしているが、バス
だと不便なのでアクセスを向上させてほしい
荷物をもって移動すること自体が高齢になると 負担が大き
い
バスのステッ プにあがるのが大変
永山駅までのバスの料金が高いため、普段は自転車を利用し
ている

京王電鉄バスと神奈川中央交通バスの共同運行区間は、両方
の時刻表を見ないといけない
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表 2-12
地域
第1 地域

分類
1

地域内移動

地域内に関する意見（ 抜粋）

意見（ 困り ごと）
一ノ 宮から健康センターまでは、 駅から歩く 必要があり 大
変である

第2 地域

第3 地域

1

駅アクセス

連光寺4 丁目が駅まで遠い

2

地域内移動

連光寺からひじり館まで遠い

3

バス停アクセス

歩いて買ったものを運ぶのが大変

1

バス停アクセス

ミ ニバスは容積が大きく 小回り が利かない

2

地域内移動

コミ ュニティ ーセンター等への移動の際、 坂道が多く 、 高
齢者にとって大変である

第4 地域

3

ミ ニバス本数

4

駅アクセス

1

バス停アクセス

2

地域内移動

3

バス停アクセス

ミ ニバスの本数が少なく 、 イベント 時間に間に合わない
永山駅行きのバスが朝9 時までない
百草団地はバスの便が多いが、 バス停までの坂が大変
百草からかるがも館への移動手段がない
バスの運行本数は多いが、 バス停まで歩けなく 不便を感じ
る人が多い

4

駅アクセス

5

バス停の位置

多摩センター駅行きは多いが、 永山駅行きは少なく 不便
東寺方3 丁目から永山駅へのバスは、 復路がないので不便
である

第5 地域
第6 地域
第7 地域

1

バス停アクセス

2

ミ ニバス本数

1

駅アクセス

多摩センター駅も永山駅も徒歩で移動すると遠い

2

地域内移動

釜沼橋からふれあい館まで歩く と遠い

1

地域内移動

東西方向に移動できるルート が少ない

2

バス停アクセス

3

駅周辺の環境

尾根通り はバスがなく 不便である
ミ ニバスの本数が少ない

団地のそばまでバス停が来てほしい
多摩センター駅周辺の施設が分散して、 バスを降り た後も
不便である

第8 地域

1

地域内移動

2

駅周辺の環境

3

バス停アクセス

4

バス停の位置

ぐり ーんう ぉーく 多摩近く までの移動手段がない
総合福祉センターまでが駅から遠く 不便
鶴牧5 丁目から住宅までが高台なので移動が大変
ラクビー場周辺にバス停がないので、 鶴牧循環のバス停ま
で歩いている
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2.3 公共交通の現状等のまと め
これまでに示した公共交通の現状、 利用実態及び市民意識の詳細分析結果を整理しました。

(1) 鉄道の状況


多摩市内には4 路線7 駅が存在し、市内の駅の乗降客数の内、約50%は多摩センター駅（ 多
摩都市モノ レール、 京王相模原線、 小田急多摩線） を利用しています。

(2) 鉄道以外の公共交通の状況


路線バス網は市内全域に張り 巡らされ、 京王電鉄バスと神奈川中央交通の2 事業者で 73 系
統を運行しています。

(3) 交通不便地域


起伏の変化が大きい地区や多摩ニュータ ウン通り など人口が集中している地区でも交通不
便地域が存在しています。

(4) 代表的な移動手段


多摩市の代表交通手段の分担率は、東京都全体より 鉄道の割合が低く 、自動車の割合が高く
なっています。

(5) 公共交通アンケート


ミ ニバスの運行本数に不満を持っている人が多く なっています。



交通不便地域内で、外出をためらう ことがある人の多く は、家族に送迎してもらって移動し
ている状況となっています。

(6) ミ ニバスの OD 特性


ミ ニバスは駅を中心とする移動が多く 、 区間を乗り通す人はほとんど見られません。



東西線では団地間の移動も若干見られます。

(7) 多摩地域のコミ ュニティ バスの分析


多摩地域で運行されているコミ ュニティ バスの収支率について、様々な指標を用いて分析す
ると、自治体の人口密度が高く 、 １ ルート あたりの路線長が短く 、運行間隔が短い路線で詩
収支率が高く なっています。

(8) 多摩市地域密着型交通実証実験運行事業について


バスの運行による実証実験では、 交通不便地域に位置する乞田の利用が多く 、 鉄道駅では、
多摩センター駅が多く なっています。 利用目的は通院通所、 買い物が多く なっています。



タクシー補助による実証実験では、愛宕の利用が多く 、鉄道駅では多摩センター駅が多く な
っています。 利用目的は通院通所、 買い物が多く なっています。

(9) 市民参加


市民のニーズを把握するため、市内８ ヶ所でオープンハウスとワークショ ッ プを開催しまし
た。



オープンハウスとワークショ ッ プでは、多摩市全体への意見として、公共交通網サービスの
利便性向上に関する意見等をいただきました。



オープンハウスとワークショ ッ プでは、地域ごとの意見として、バス停アクセスや駅アクセ
スの向上に関する意見等をいただきました。
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2.4 関連計画による公共交通に関する記載事項
多摩都市モノ レール延伸など交通ネッ ト ワークを充実
以下に記載の計画では、 多摩都市モノ レール延伸など交通ネッ ト ワークを充実し、 多摩地域や
隣接市の拠点間の人的な交流を活発化していく こととしています。
＜記載計画＞
・ 都市づく り のグランド デザイン（ 平成29 年9 月、 東京都）
・ 多摩ニュータウン地域再生ガイド ライン（ 平成30 年2 月、 東京都）
・ 多摩市都市計画マスタープラン（ 平成25 年6 月、 多摩市）

出典： 東京圏における今後の都市鉄道のあり方について（ 国土交通省）
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交通結節点の強化
多摩市都市計画マスタープラン（ 平成25 年6 月、 多摩市） では、 唐木田駅で、 鉄道やモノ レー
※

ル の延伸計画の動向を踏まえながら交通結節機能の向上を図ることとしています。
※多摩都市モノ レールは、 多摩センター駅からの延伸となっています

市内公共交通の円滑化
以下に記載の計画では、 鉄道を補完するバス交通の組み合わせの検討や、 多摩ニュータウン内
外、 拠点間の連携を強化する地域交通網を整備することとしています。
また、 多摩市都市計画マスタープランにおいては、 高齢者や障がい者などの外出の機会創出を
図るため、 地域密着型交通の運行について、 市民と協働により 検討することとしています。
＜記載計画＞
・ 多摩ニュータウン地域再生ガイド ライン（ 平成30 年2 月、 東京都）
・ 多摩市都市計画マスタープラン（ 平成25 年6 月、 多摩市）

今後の開発等に対応した公共交通体系の再編
新たな公共交通システムの導入の検討
以下に記載の計画では、 南多摩尾根幹線道路の完成を見据えた地域交通のあり 方（ バスルート
等） を検討することとしています。
なお、 その際には、 あわせて新たな公共交通システムの導入も検討することとしています。
＜記載計画＞
・ 多摩ニュータウン地域再生ガイド ライン（ 平成30 年2 月、 東京都）
・ 多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画（平成 30 年 2 月、多摩市）
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2.5 多摩市の交通課題
本計画おける交通課題
これまでに整理した公共交通の利用実態、市民アンケート の結果や市民参加の結果を踏まえて、
本計画における交通課題を整理しました。
表 2-13

本計画における交通課題
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本計画において考慮すべき事項
また、 関連計画における公共交通に関する記載事項を確認し、 本計画において考慮すべき事項
を整理しました。
表 2-14

本計画において考慮すべき事項

関連計画における記載事項
課題番号 内容
多摩都市モノレール延伸など交通ネットワークを充実
＜記載計画＞

関連１

・都市づくりのグランドデザイン（平成29年9月、東京都）
・多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（平成30年2月、東京都）
・多摩市都市計画マスタープラン（平成25年6月、多摩市）

交通結節点の強化
関連２

＜記載計画＞
・多摩市都市計画マスタープラン（平成25年6月、多摩市）

市内公共交通の円滑化
関連３

＜記載計画＞
・多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（平成30年2月、東京都）
・多摩市都市計画マスタープラン（平成25年6月、多摩市）

今後の開発等に対応した公共交通体系の再編
関連４

＜記載計画＞
・多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（平成30年2月、東京都）
・多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画（平成30年2月、多摩市）

新たな公共交通システムの導入の検討
関連５

＜記載計画＞
・多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（平成30年2月、東京都）
・多摩ニュータウン リ・デザイン 諏訪・永山まちづくり計画（平成30年2月、多摩市）
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3.

事業の内容及び実施主体

3.1 本計画における公共交通の定義
本計画における公共交通とは、 地域の日常の移動を支える交通とします。 鉄道については、 多
摩市交通マスタープランの事業 1-I 「 既存路線の交通サービス水準の向上」、 事業 1-I I 「 鉄道ネッ
ト ワークの強化」 で実施するため、 本計画からは除きます。

3.2 再編対象区域
事業2-Ⅰ（ 重点事業1）「 市内公共交通網の再編と交通不便地域の解消」 のために、 市内全域の
公共交通を見直すこととなるため、 再編対象地域は多摩市全域とします。

3.3 公共交通の目指す将来像
全体方針
活性化再生法に基づく 地域公共交通網形成計画である多摩市交通マスタープランでは、 多摩市
の交通課題を解決するための事業2-Ⅰ「 市内公共交通網の再編と交通不便地域の解消」 にて、 再
編手法として①バスの「 幹線」 と「 支線」 への再編、 ②地域密着型交通の導入を挙げています。
そのため、 この二つの施策を実施することにより 、 都市の活力や魅力を維持・ 向上していく た
めの公共交通サービスを確保し、 公共交通の利便性や快適性を向上させ、 交通不便地域の解消を
目指します。
なお、
「 支線」と地域密着型交通は、同じものを示しているため、以下
「 支線
（ 地域密着型交通）」
と示します。

「 幹線」 と「 支線（ 地域密着型交通）」 への再編について
多摩市の交通課題を解決するため市内バス路線を、 路線の維持や速達性、 定時制の確保等の強
化を行う 路線と、 バス以外の手段の検討やルート の再編等を検討する路線として、 それぞれ「 幹
線」 と「 支線（ 地域密着型交通）」 に再編します。
路線バスの多く は、市内公共交通網の「 幹線」 を担う ものとして、現在のサービス水準の維持・
向上を目指していきます。
ミ ニバスは、 路線バスと一体となり 市内公共交通網の「 幹線」 を担う ものと、 地域密着型交通
として「 支線（ 地域密着型交通）」 を担う ものに再編します。 その再編に合わせて、 交通不便地域
の解消に取り 組みます。
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図 3-1
表 3-1

再編フロー

幹線と支線の再編の方向性

交通手段
幹線

路線バス･

方向性


サービス水準や路線等の維持を行う 路線と、 速達性や定時性の
確保や輸送力の増大等
（ BRT※等）に向けた取り 組みの検討を行

ミ ニバス

う 強化対象路線を設定し、 地域の実情に応じた再編を実施
支線

ミ ニバス･
デマンド バス･
タクシー





(乗合タクシー含
む)
等



バス以外の手段の検討や、 ルート の再編等を検討する路線
「 支線」 を担う ミ ニバスは、「 地域密着型交通」 として再編
「 地域密着型交通」 は、 ミ ニバスの他にデマンド バスやタクシ
ー（ 乗合タクシー含む） 等の運行を検討し、市民意見を聴取し、
実証実験を通じて、 地域の実情に応じた交通手段を検討
運行後の交通手段や路線・ 便数の変更等については、 ト リガー
方式※を採用することで、 地域の実情に合った交通網を実現
出典： 多摩市交通マスタープラン（ H30.3）

※BRT： Bus Rapid Transi t の略で、 連節バス、 PTPS（ 公共車両優先システム）、 バス専用道、 バスレーン等を組み合わせることで、 速達性・ 定
時性の確保や輸送能力の増大が可能と なる高次の機能を備えたバスシステム。
※ト リ ガー方式： 交通事業者と 利用者が合意（ 協定の締結） の上で運賃や路線の新設・ 延長、 運行ダイヤの増便などを決定するもので、 新規取組
路線に関する採算ライン（ 利用者数による指標設定を想定） を設定し、 それを下回った場合は取組を止めることができるという 方式。
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幹線の導入
バスの「 幹線」 と「 支線（ 地域密着型交通）」 への再編に向けて、 現状の路線バスの交通サービ
スの状況を踏まえ、「 幹線」 となる路線を設定します。
道路区間別バス運行本数の整理結果をもとに、 市場の原理から「 運行本数が多い＝需要が多い
（ 利用者が多い）」 と判断し、 一定以上の運行本数があるルート を「 幹線」 となるルート として設
定します。
判断基準
・ 往復本数が120 本以上のルート （ ピーク時6 本/時間、 非ピーク時3 本/時間と設定）
※6〜23 時台（ 18 時間） のう ち、 ピーク時3 時間×6 本＝18 本、 非ピーク時15 時間×3 本＝45
本、 片道合計63 本（ 往復126 本） と算出
※間隔は京王電鉄（株）の急行（ ピーク時）・ 特急（ 非ピーク時）、小田急電鉄（株）の通勤急行（ ピ
ーク時）・ 急行（ 非ピーク時） に合わせて設定

※この地図の作成に当たっては、 国土地理院長の承認を得て、 同院発行の基盤地図情報を使用した。（ 承認番号 平 30 情使、 第 1535 号）

図 3-2

幹線の設定
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３ . 事業の内容及び実施主体

支線（ 地域密着型交通） の導入
(1) 導入エリ アの設定
「 支線（ 地域密着型交通）」 の運行は、 実証実験を基に地域の実情に合わせた交通手段（ 路線バ
ス、 ミ ニバス、 デマンド バス、 タクシー（ 乗合タクシー） 等） を検討します。
導入するエリ アについては「 幹線」 を設定したう えで、「 支線（ 地域密着型交通）」 が必要とな
るエリ アを設定します。
なお、 具体的な導入内容は、 本計画において、 ワークショ ッ プ等での市民意見を元に多摩市地
域公共交通会議で検討し決定します。

※この地図の作成に当たっては、 国土地理院長の承認を得て、 同院発行の基盤地図情報を使用した。（ 承認番号 平 30 情使、 第 1535 号）

図 3-3

支線の導入エリ ア
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３ . 事業の内容及び実施主体
(2) ト リガー方式の設定
利用者の減少、 さらには運転手の不足など、 公共交通を取り 巻く 状況は悪化しています。 市民
の移動に関する利便性の維持・ 向上のために、 交通事業者には引き続き安定的な事業運営をお願
いしますが、 利用者もこの状況を理解し、 実現した路線に対して「 利用し続ける」 という 支援を
忘れないことが重要です。
これらを踏まえ、 支線の本格運行にあたっては、 まず実証実験を行い、 その結果に応じて本格
運行へ移行する、 ト リ ガー方式を採用します。 利用者側にも積極的かつ継続的に公共交通を利用
するという 役割を担っていただき、 利便性の向上を実現します。
その際の考え方は以下の通りです。

A. 実証実験時
計画策定後の実証実験の収支率又は相応の利用者数（ 以下「 収支率等」 とする) から、 下記のよ
う なト リガーを設けます。
なお、 実証実験の結果については多摩市地域公共交通会議に報告するものとし、 以下のト リ ガ
ーに基づき、 多摩市地域公共交通会議にて協議・ 決定します。 関係事業者はこの決定に基づき本
格運行の導入を図り ます。


実証実験の収支率等が125％以上の場合、 本格運行事業者は民間事業者とします。



実証実験の収支率等が 50％以上 125％未満の場合、 本格運行事業者は多摩市（ 補助金交付
又は業務委託等） とします。



あらかじめ決定した実証実験期間終了後に多摩市地域公共交通会議にて本格運行に関する
協議・ 決定を図ることを原則としますが、 実証実験の途中結果などの状況を見て、本格運行
事業者及び多摩市地域公共交通会議が了承し た場合は実証実験期間中に本格運行への移行
ができることとします。



実証実験の収支率等が 50％未満の場合、 本格運行は見送り 、 計画改定時まで最適な手段を
検討します。ただし、民間事業者や多摩市などの独自の判断に基づいた本格運行を妨げるも
のではあり ません。 また、 実証実験時の収支率等が 50％未満であった場合であっても、 運
行内容を変更することで収支率等の改善が認められるもので本格運行事業者及び多摩市地
域公共交通会議が了承した場合は本格運行への移行ができることとします。

図 3-4

実証実験から本格運行までのフロー
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３ . 事業の内容及び実施主体
B. 本格運行後
a. 民間事業者の路線
本格運行事業者が民間事業者である路線は、 収支率等から下記のよう なト リ ガーを設けます。
収支率等については毎年多摩市地域公共交通会議に報告するものとし、 以下のト リ ガーに基づ
き、 多摩市地域公共交通会議にて協議・ 決定します。 関係事業者はこの決定に基づき本格運行の
変更を図り ます。


直近2 年間の平均収支率が100％以上の場合、 継続運行とします。



直近2 年間の平均収支率が50%以上100％未満の場合、運行手法を見直した上で、多摩市地
域公共交通会議の決定の翌年度を目途に多摩市補助金導入路線
（ 又は業務委託等）とします。



直近 2 年間の平均収支率が 50％未満の場合、 多摩市地域公共交通会議の決定の翌年度を目
途に運行を打ち切り 、 計画改定時まで最適な手段を検討します。



2 年間の平均収支率を以て本格運行に関する協議・ 決定を図ることを原則としますが、 途中
結果などの状況を見て、本格運行事業者及び多摩市地域公共交通会議が了承した場合は2 年
間の運行を待たずに本格運行内容の変更又は運行の打ち切り ができることとします。 なお、
打ち切り に関して、民間事業者や多摩市などの独自の判断に基づいた継続運行を妨げるもの
ではあり ません。

図 3-5

本格運行後のフロー（ 民間事業者の路線）

44

３ . 事業の内容及び実施主体
b. 多摩市（ 補助金交付又は業務委託等） の路線
本格運行事業者が多摩市（ 補助金導入） である路線は、 収支率等から下記のよう なト リ ガーを
設けます。 収支率等については毎年多摩市地域公共交通会議に報告するものとし、 以下のト リ ガ
ーに基づき、 多摩市地域公共交通会議にて協議・ 決定します。 関係事業者はこの決定に基づき本
格運行の変更を図り ます。


直近2 年間の平均収支率が60%以上の場合、 継続運行とします。



直近2 年間の平均収支率が125％以上の場合、多摩市地域公共交通会議の決定の翌年度を目
途に民間事業者運行路線に変更します。

 直近 2 年間の平均収支率が 50%以上 60％未満の場合、 運行手法を見直した上で、 多摩市地
域公共交通会議の決定の翌年度を目途に新たな手法・ ルート 等で運行します。

 直近 2 年間の平均収支率が 50％未満の場合、 多摩市地域公共交通会議の決定の翌年度を目
途に運行を打ち切り 、 計画改定時まで最適な手段を検討します。
 2 年間の平均収支率を以て本格運行に関する協議・ 決定を図ることを原則としますが、 途中
結果などの状況を見て、本格運行事業者及び多摩市地域公共交通会議が了承した場合は2 年
間の運行を待たずに本格運行内容の変更又は運行の打ち切り ができることとします。 なお、
打ち切りに関して、民間事業者や多摩市などの独自の判断に基づいた継続運行を妨げるもの
ではありません。

図 3-6

本格運行後のフロー（ 多摩市補助金導入（ 又は業務委託等） の路線）
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３ . 事業の内容及び実施主体

多摩市における公共交通サービスのイメ ージ
前頁までの方針に基づいて、 多摩市の公共交通再編後における、 公共交通サービスの概念図を
示します。 公共交通サービスは大きく 分けて３ 種類とし、 交通不便地域の解消を目的としたコミ
ュニティ バスとしての役割を持つ「 ミ ニバス」、バス停までの団地内交通の役割を持つ「 コミ ュニ
ティ タクシー」、 地区内の拠点やバス停までの地域ない交通として役割を持つ「 デマンド 型交通」
とする。 以下に多摩市における公共交通サービスの定義を示します。
公共交通サービス
ミ ニバス

定義
路線バスの運行していない交通空白地域（ バス停までの高低差を含
む） や主要な公共公益施設への交通手段として、移動制約者の日常
の移動手段を確保する交通

コミ ュニティ タクシー

ミ ニバスのルート 以外の交通空白地域における移動制約者の日常
の移動を確保する交通

デマンド 型交通

ミ ニバス・ コミ ュニティ タクシーの導入が困難な地域において、移
動制約者の日常の移動手段を確保する交通(行き先が広域的)

図 3-7

公共交通サービスの概念図
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