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市内循環バス（ＭＭシャトル）及び乗合タクシー（むらタク）の見直し計画（案）に対する市民の意見及び市の考え方 

 

１ 意見募集期間 

  令和３年６月１０日（木）～令和３年７月９日（金） 

 

２ 提出方法別の提出人数及び意見数 

提出方法 提出人数 意見数 

持参 ２０ ３９ 

郵便 １ １ 

ホームページ １６ ４１ 

ＦＡＸ   

合計 ３７ ８１ 

 

３ 地区別の提出人数及び意見数 

地区 提出人数 意見数 地区 提出人数 意見数 

中藤   伊奈平 １ ２ 

神明 １ ２ 三ツ藤 ３０ ６８ 

中央   榎   

本町 １ ３ 学園 １ １ 

三ツ木 １ ２ 大南   

岸   緑が丘   

中原 １ ２ その他   

残堀 １ １ 合計 ３７ ８１ 
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４ 市民説明会 

開催日時 開催場所 参加者数 

令和３年６月１３日（日）午前１０時から 三ツ木地区会館集会室 ３人 

令和３年６月１３日（日）午後２時から 残堀・伊奈平地区会館集会室 ３人 

令和３年６月１７日（木）午後７時から 三ツ木地区会館集会室 ３人 

令和３年６月２３日（水）午後７時から 残堀・伊奈平地区会館集会室 ３人 

 

５ 意見の概要及び市の考え方 

  ⑴ＭＭシャトル（全体）に関する御意見 

 意見の内容 市の考え方 

１ 

利用者が少ないということで廃止するというのはいかがか。

（１件） 

令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。武蔵砂川ルートの利用者に

は、既存の路線バスによる代替をしていただき、西ルートの利

用者には、むらタクの運行エリアを拡大することにより代替を

していきたいと考えております。 

２ 

武蔵村山市は電車がない分、バスだけは便利にしてほしいで

す。（１件） 

令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。廃止することにより、今まで

ご利用いただいていた方にはご不便をお掛けしますが、ご理解
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くださいますようお願いします。 

３ 

モノレールが通るまでは今のルートを維持していただきたい。

（１件） 

ＭＭシャトルの一部ルートの廃止については、現時点の利用状

況及びアンケート調査等を基に計画案を作成いたしました。今

後、モノレールが延伸される時期には、路線バス、ＭＭシャト

ル及びむらタクといった公共交通を大きく変更する必要があ

ると考えております。 

４ 

「なぜ乗客が少ないのか」の理由を調査し、原因を見極め、こ

れを改善することが必要である。（１件） 

令和２年１０月にアンケート調査を実施し、ＭＭシャトルを利

用しない理由について、「他の交通手段（路線バス、自動車な

ど）の方が便利」という意見が最も多いという結果となりまし

た。本市においては、路線バスが主な公共交通機関であり、そ

の路線バスを補完する目的でＭＭシャトルを運行しておりま

す。ＭＭシャトルは市民ニーズに対応した利便性の高い「市民

の足として利用できるバス」を目指すものですが、市内の環境

変化や市民要望等に対応しながら、運行体制の見直しを行う必

要があります。 

５ 
もっと利用していただくために、市民にＭＭシャトルを知って

もらう活動をしてはどうか。（１件） 

ご提案につきましては、利用促進する際において参考とさせて

いただきます。 

６ 
廃止の意思決定をする前に市民と会い利用客を増やすアイデ

アを募ってはいかがでしょうか。（１件） 

今後、見直し計画を策定した際の参考とさせていただきたいと

考えております。 

７ 

利用者が少ないことについて、ＰＲが足りないように思いま

す。（１件） 

モビリティマネジメントとして、過去に小学生等を対象とした

クイズラリーを実施いたしました。ＭＭシャトルの利用促進の

ため、利用増加及び維持に向け、モビリティマネジメントを行

います。 

８ 利用しない人からの意見より、現実に無くなると困る人の意見 ＭＭシャトルは市が補助金を出してバス事業者が運行してお
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を重視してほしい。（１件） ります。そのため、実際にルートを廃止して困る人の意見を重

視したのではなく、市民全体の意見を考慮しました。 

９ 

利用促進という施策の実現にはＭＭシャトルを「乗ってみたい

乗り物」へとする必要があると考える。（１件） 

モビリティマネジメントとして、過去に小学生等を対象とした

クイズラリーを実施いたしました。ＭＭシャトルの利用促進の

ため、利用増加及び維持に向け、モビリティマネジメントを行

います。 

１０ 

将来、モノレールが延伸した際の公共交通ネットワークにおい

て、バスの循環型運行並びに等間隔運行をする必要となる。 

（１件） 

ご意見につきましては、モノレールが延伸する際の公共交通再

編時において参考とさせていただきます。 

１１ 

武蔵村山高校北交差点を南北に走る（薬師通りを通る）バスが

日中だけなく、非常に不便である。（１件） 

上北台ルートにつきましては、今回の計画案ではルートの変更

を行わないということで策定をいたしました。次回の見直し計

画を策定した際の参考とさせていただきたいと考えておりま

す。 

１２ 

玉川上水ルートを市役所から三ツ藤住宅又は三ツ藤中央通り

まで延長し、６時台後半に玉川上水駅に到着できるバスを設定

していただきたいです。（１件） 

今後、見直し計画を策定した際の参考とさせていただきたいと

考えております。 

１３ 
三ツ藤住宅周辺から西武拝島線駅のロータリーまで入る路線

バスを朝夜運行することを熱望します。（１件） 

今後、見直し計画を策定した際の参考とさせていただきたいと

考えております。 

１４ 

ＭＭシャトルを伊奈平に通してほしい。（１件） 市南西地域につきましては、需要に合わせた運行形態の検討を

行い、乗合タクシー「むらタク」の運行を行いました。次回の

見直し計画を策定した際の参考とさせていただきたいと考え

ております。 

１５ 
ブレーキ音がうるさい。（１件） ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。ＭＭシャトルを

運行しているバス事業者に確認をいたします。 
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１６ 

上北台ルートで神明通りを通すのを止めていただきたい。バス

と乗用車がすれ違うことができないところがある。（１件） 

上北台ルートにつきましては、今回の計画案ではルートの変更

を行わないということで策定をいたしました。今後、見直し計

画を策定した際の参考とさせていただきたいと考えておりま

す。バスと乗用車のすれ違いが困難なことにつきましては、ご

理解くださいますようお願いします。 

１７ 

市民総合センター玄関付近にＭＭシャトルバス停の設置をし

ていただきたい。（１件） 

市民総合センター内への乗り入れについては、市及びバス事業

者でそれぞれ現地確認を行い、車両運行の支障の有無や安全性

の確保など総合的に判断した結果、現時点では実現は困難と考

えております。 

 

  ⑵ＭＭシャトル（武蔵砂川ルート）に関する御意見 

 意見の内容 市の考え方 

１ 

廃止しないでいただきたい。（１５件） 令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。 

２ 

本数を増やしていただきたい。（６件） 令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。 

３ 
武蔵砂川駅が整備されたので、有効に活用していただきたい。

（２件） 

ＭＭシャトルにつきましては、武蔵砂川駅へ行く路線は廃止を

考えていますが、むらタクの新たな乗降場所として、武蔵砂川
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駅を追加いたします。 

４ 

小型車両を導入することは考えたのか。（２件） ＭＭシャトルの車両を小型化することについて検討をしたこ

とはございませんが、車両は武蔵砂川ルートのみ使用している

のではなく、他のルートにおいても利用しているため、現在使

用している車両より小型の車両を導入することは難しいと考

えております。 

５ 

廃止ではなく、ギリギリ本数を残すことはできないのか。 

（１件） 

武蔵砂川ルートにつきましては、廃止するということで計画案

を策定いたしました。計画案では、むらタクを利用して武蔵砂

川駅へ行くことが可能となります。 

６ 

赤字路線であることは承知していますが、料金を上げてでもル

ートを残していただきたい。（１件） 

平成２５年度、ＭＭシャトル武蔵砂川ルートの運行を開始して

以降、長年、利用者が少ないということで、見直しをするよう

検討をしてきました。武蔵砂川ルートの利用者には既存の路線

バスによる代替をしていただきたいと考えております。 

７ 

武蔵砂川駅に行くに当たり、既存の路線バスでは、とても代替

は不可能です。（１件） 

西武拝島線を利用する際は、西武立川駅入口バス停で乗降する

ことになります。駅とバス停との間が４００ｍ程度とやや距離

がありますが、通勤者が利用するため、乗り継ぎは可能と考え

ております。 

８ 

朝夕だけでなく、平日昼間もあれば確実に乗るので運行してほ

しい。（１件） 

武蔵砂川ルートの昼間の時間帯については、過去にＭＭシャト

ルの再編をした際に、利用者が少ないということで、廃止にし

た経過がございます。 

９ 

朝、遅延するため、それに合わせた時刻表で運行していただき

たい。（１件） 

遅延状況につきましては、天気及び道路状況等によって異なり

ます。そのため、遅延に合わせた時刻表を設定することは困難

と思われます。 

１０ 朝時間帯の西武線駅ロータリーへの接続が劣悪になるので、平 武蔵砂川ルートを廃止にすることにより、朝夜時間帯のＭＭシ
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日朝時間帯だけでも運転の継続をしていただきたい。（１件） ャトルを利用して武蔵砂川駅へ行くことはできなくなります。

計画案では、むらタクの乗降場所の追加をし、むらタクを利用

することにより、武蔵砂川駅へ行くことが可能となります。 

１１ 

武蔵砂川ルートの遅延について、都道５５号所沢武蔵村山立川

線、玉川上水６号踏切手前右折、西武線北通り周りは検討され

たのでしょうか。（１件） 

天王橋交差点を迂回し、立川第二給食センター東交差点から残

堀川沿いを通るルートを令和元年度に迂回ルートの地域を管

轄する立川警察署へ協議をしましたが、認められないという判

断となりました。なお、お示しいただいたルートにおける武蔵

砂川ルートの変更について、今まで検討したことはありませ

ん。 

１２ 

武蔵砂川ルートの代替として、朝夜の西武立川駅ロータリーに

入るバスを運行していただくよう立川バスに働きかけていた

だきたいです。（１件） 

ご意見として承ります。 

１３ 

天王橋交差点から続く渋滞を避ける迂回ルートを設ければ、所

要時間を短縮することができると思う。（１件） 

天王橋交差点を迂回し、立川第二給食センター東交差点から残

堀川沿いを通るルートを令和元年度に迂回ルートの地域を管

轄する立川警察署へ協議をしましたが、認められないという判

断となりました。 

１４ 

イオンから天王橋の道は広いため、朝だけでも左側にバス専用

の優先道路を確保して運行することはできないのか。（１件） 

武蔵砂川ルートにつきましては、廃止するということで計画案

を策定いたしました。計画案では、むらタクを利用して武蔵砂

川駅へ行くことが可能となります。むらタクは、定時定路線で

の運行をせず、予約状況により、運行するルートが異なること

があります。いただいたご意見につきましては、むらタクを運

行するためにバス専用の優先道路を確保して運行することは

難しいと考えます。 
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  ⑶ＭＭシャトル（西ルート）に関する御意見 

 意見の内容 市の考え方 

１ 

廃止しないでいただきたい。（１２件） 令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。 

２ 

本数を増やしていただきたい。（１件） 令和２年１０月にアンケート調査を行い、調査結果を基に課題

の整理及び解決策について検討を行いました。アンケートの結

果及び利用者が非常に少ないことから、今回の見直し計画案を

作成し、武蔵砂川ルート及び西ルートについては、廃止すると

いうことで提案をいたしました。 

３ 

通勤として利用しているが、廃止すると不便である。（１件） ご不便をお掛けして大変申し訳ございません。市民及び利用者

全員の方に満足していただくような公共交通を提示していき

たいが、なかなか難しいことであります。市の税金を使って運

行をしているため、採算が非常に低いルートについては、廃止

を考えていく必要があると考えております。 

４ 

廃止になると総合体育館に行くことができなくなります。 

（１件） 

ＭＭシャトル西ルートを利用して、総合体育館へ行くことはで

きなくなりますが、むらタクを利用することにより総合体育館

へ行くことが可能となります。 
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  ⑷むらタクに関する御意見 

 意見の内容 市の考え方 

１ 

高額すぎて、利用しづらい。（２件） むらタクは、自宅や目的施設まで送迎するため利便性が高く、

ＭＭシャトルの運賃（現金１８０円）と差別化を図るため、３

００円の利用料金とさせていただいています。また、手帳等及

びシルバーパスを所持しているかた、介助者及び小学生は半額

で、未就学児は無料でご利用いただけます。 

２ 

通勤手当が出ないため、利用できない。（１件） むらタクはＭＭシャトル西ルートの代替案として、提案をいた

しました。会社等から通勤手当が出るかにつきましては、市で

判断することはできないため、お勤めになられている会社等に

ご確認くださいますようお願いします。 

３ 
見直し計画案で利用登録可能エリアが拡大することで、大いに

期待します。（１件） 

ご意見ありがとうございます。 

４ 

既に登録をした人で利用が少ない原因の調査はされたのだろ

うか。本当に利用しやすい手段であれば、もっと人数も増えて

いると思う。（１件） 

登録をした人で利用が少ない原因につきましては、調査を実施

しておりませんが、登録者数に対する実利用者数は１０％未満

と把握しております。今後、登録したものの利用していない人

への利用喚起策の検討を行います。 

５ 

ＭＭシャトルからむらタクにシステムを変えると、登録や予約

など分からず、外出の頻度が減ってしまうのではないか。（１

件） 

むらタクを登録方法及び予約方法等につきましては、初めてご

利用の方にもわかりやすいよう、説明をさせていただきます。 

 

⑸その他の御意見 

 意見の内容 市の考え方 

１ 市民と話し合いの場を設けてほしい。（２件） 今回の見直し計画案では、パブリックコメントと同時に市民説
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明会を実施いたしました。 

２ 

計画案を検討しなおしてほしい。（２件） 平成２５年度、ＭＭシャトル武蔵砂川ルート及び西ルートの運

行を開始して以降、長年、利用者が少ないということで、見直

しをするよう検討をしてきました。武蔵砂川ルートの利用者に

は路線バスによる代替をしていただき、西ルートの利用者には

むらタクの運行エリアを拡大することで対応を図りたいと考

えております。 

３ 

計画案の説明は、利用する地域だけでなく、市民全体にしてい

ただきたい。（１件） 

市民説明会につきましては、ＭＭシャトルで主要公共公益施設

等にアクセスしにくくなる市西地域としまして、三ツ木地区会

館及び残堀・伊奈平地区会館で開催をいたしました。今後、市

報及びホームページ等で周知を行う予定であります。 

４ 
再編の時期はいつになるのか。（１件） 現時点では令和４年度から開始する予定で進めておりますが、

状況により、変更する可能性があります。 

５ 

高齢者に運転免許返納を推進している昨今、足を奪うことのな

い政策をお願いします。（１件） 

ＭＭシャトル武蔵砂川ルート及び西ルートを廃止することを

検討しておりますが、むらタクの運行エリアを拡大及び乗降場

所を追加することを計画しております。 

６ 

今回の公共交通再編となるエリアでは、居住している高齢者が

多い。今後、運転免許証返納等により、近い将来、市全域にお

いても移動困難者が増加すると考えられるため、これからの市

民の移動手段を考えて、公共交通のネットワークを形成して行

って欲しい。（１件） 

今後、見直し計画を策定した際の参考とさせていただきたいと

考えております。 

 


