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　１　地域交通の支援方針素案に対するパブリックコメントの実施結果について

（１） 募集期間 令和２年２月２７日　から　令和２年３月３１日まで

（２） 周知方法

ア 掲載場所

めぐろ区報（令和２年３月５日号掲載）、目黒区公式ホームページ（令和２年２月２７日から令和２年３月３１日まで掲載）

イ 閲覧場所

目黒区総合庁舎本館１階区政情報コーナー、６階みどり土木政策課、各地区サービス事務所（東部除く）、各住区センター、各区立図書館

（３） 意見提出者状況　　　　　　　　　

提出者 個人 団体 議会 合計

提出者数 6 1 1 8

（件　　数） （ 13 件） （ 4 件） （ 3 件） （ 20 件）

（４） 意見に対する対応区分の件数

番号 件数

1 ご意見の趣旨を踏まえて素案を修正します。 0

2 ご意見の趣旨は素案に取り上げており、その趣旨に沿って取組みます。 6

3 ご意見の趣旨は素案には明記していませんが、取組み中でご意見の趣旨を踏まえて努力します。 4

4 ご意見の趣旨は、今後の検討課題とします。 1

5 ご意見の趣旨に沿うことは困難です。 0

6 その他。（素案に関する内容以外のものや具体的な地域の意見等に関する内容） 9

　合計 20

内容

1



　２　地域交通の支援方針素案に対するご意見と検討結果

整理
番号

区分 区民意見（意見募集） 関係所管
対応
区分

検討結果

1 個人

　検討組織が開く会議等が日中に開かれる場合、日中働いて
いる人たちは、「地域が主体的に設立する検討組織」に所属す
ることが難しく、検討組織が集められないような意見を、行政が
主体的に集計し、行政が主体となって目黒区内の新たな地域
交通を作るべきだと思います。
　「地域が主体的に設立する検討組織」に所属している人の意
見ばかりが反映されたもの、すなわち、組織に所属していない
人は使いづらいものになってしまう懸念があるため、地域住民が
自ら検討・運営・継続するのではなく、行政がそれらを行うべき
だと主張します。

みどり土木政策課

3

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　地域の検討組織に所属していない人へは、アンケート調査に
より意見をいただきながら検討し、また、検討や運営に際して、
住民任せにすることなく、区が積極的に関わり、交通事業者等
の関係機関との調整や運行に伴う手続きなどに取組むこととし
ています。

2 個人

　健康維持・増進をはかり健康で元気に過ごせる高齢者をつく
ることで、今後の高齢福祉予算の縮減にもつながるはず。そうい
う意味から、福祉の視点での地域交通は大切・必要と考えま
す。そういう視点を是非入れてほしい。

みどり土木政策課

2

　地域交通は、必要とする地域の様々な方に利用いただき、福
祉の視点も含めて日常の移動に関する利便性向上を目的とし
て運行するものと考えております。

3 個人

　地域・行政・事業者３者での役割、それらが共同して実施して
いくこと、住民参加の視点からは大切と考えます。計画、運営、
進行、利用促進に関する取組を実施まで地域住民に求めるの
では、「参加」といってもとてもハードルが高いので、住民参加の
あり方を再度検討して頂き、行政の役割としてもう少しお金の負
担と人（実際に検討し実施に向け動く人）にかけてほしいと思い
ます。

みどり土木政策課

3

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　検討や運営に際しては、住民任せにすることなく、区が積極的
に関わり、交通事業者等の関係機関との調整や運行に伴う手
続きなどに取組むこととしています。
　また、行政が支援する金額や人員につきましては、今後、検討
してまいります。

4 個人

　横浜・川崎でなく23区での運行状況を分析したのですか？
他区の先行事例を参考にしないのはどうしてなのか？

みどり土木政策課

6

　先行事例につきましては、全国的な取組を調査し、東京都区
部のコミュニティバス等の整理を行っております。これらを踏ま
え、区内の公共交通の運行状況や道路幅、坂道等の地域特性
などが類似しており、小型車両による地域交通の継続的な運行
がされている例として、横浜市や川崎市を参考としております。

5 個人

　鉄道・バス駅から離れた区域（駒2，4、東2、上目3，4）や高低
差のある地域（青１、大橋2、東1，2，3、上1，3，4）両方に当ては
まる、これらの北部地域は、不便性のリスクが高く、また地域交
通の必要度の高い地域と言えるのではないですか。

みどり土木政策課

6

　アンケート結果から、駅やバス停からの距離による不便に対す
る感じ方には差があり、坂道、段差については地形を反映した
結果になっています。地域の状況をよく知る皆さんが、意見を出
し合い検討していくことが重要であると考えています。

2



整理
番号

区分 区民意見（意見募集） 関係所管
対応
区分

検討結果

6 個人

　アンケートで、「とくに不便はない」駒57.7、大58.5、青59.3、東
62.9％、と平均57％よりも高くなっているが、この地域の中の年
齢別が分かりません。地域の中の年齢構成によっても要求度は
違ってくると思います。この内容では正確な情報とは言えないの
ではないでしょうか。

みどり土木政策課

6

　アンケートについては、目黒区全域の各世代の住民に対し、
日常の移動状況や地域交通の導入に関する方針、財源支出の
考え方について調査を行ったものであり、地域交通が必要な地
域の具体的な意見等については、地域の状況をよく知る皆さん
と検討していく中で考えてまいります。

7 個人

　アンケートで、区の財源の支出（金額の多少はあると思うが）
65％賛成とあり、予防、健康増進の視点を含め、福祉充実の立
場からの財政支出を案に盛り込んで頂きたいと考えますが、い
かがでしょうか。

みどり土木政策課

4

　アンケート結果から、区の財源支出に賛成している約65％のう
ち、財政支出に一定の限度を設けた方が良いとする人が約
40％で最も多い結果でした。財政支出については、厳しい財政
状況を踏まえ慎重に検討してまいります。

8 個人

　素案をつくり進めていって頂くことは良いと思いますが、区民
の要望に沿った区民が利用しやすい、安心して区民生活が送
れるような地域交通を、もっと行政の力で進めていって欲しいと
願います。

みどり土木政策課

3

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　また、検討や運営に際して、住民任せにすることなく、区が積
極的に関わり、交通事業者等の関係機関との調整や運行に伴
う手続きなどに取組むこととしています。

9 個人

　コミュニテイバスの充実や、シルバーパスの減額、東急電鉄と
の提携の拡充、などなど、「足の便」の良い目黒を実現すれば、
以下のことを達成出来るのではないかと考えます。
（１）高齢者の引きこもり防止
（２）地域活動・経済活動の活性化
（３）交通事故の軽減

みどり土木政策課
交通事業者

3

　ご意見の趣旨を踏まえて、各交通事業者と調整を行っていく
中で、検討いただくよう依頼してまいります。

10 個人

　高齢化が進む中で、坂の多い目黒で病院や買い物が困難を
強いられています。この点を配慮したプランが重要であると思い
ます。よって、①ITだけにたよらず（素案）を手に入れることがで
きること。②地域住民の声をできるだけ多く集約すること。③自
由が丘周辺で見掛けるような「コミュニティバス」の計画を、とりわ
けコース・停留所・運賃・運行の本数などの検討をして早期に実
施すること。④住民参加で案づくりをするべきであると思います。

みどり土木政策課

2

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　また、検討や運営に際して、住民任せにすることなく、区が積
極的に関わり、交通事業者等の関係機関との調整や運行に伴
う手続きなどに取組むこととしています。

3



整理
番号

区分 区民意見（意見募集） 関係所管
対応
区分

検討結果

11 個人

　駒場は谷底でどこに行くのにも坂道です。区役所、東邦病
院、共済病院、三宿病院、銀行、郵便局、北部事務所、ライフ、
ドン・キホーテなどに行くには不便です。
　東大裏の山手通り、菅刈小学校の通り、駒場東大前駅から玉
川通に抜ける道には公共の交通機関がありません。
　これらは健康な時には歩いて行ける距離ですが、高齢、障が
い者、乳幼児連れにとっては大変です。乗り継ぎしても結構歩く
ことになります。

みどり土木政策課

6

　地域交通が必要な地域の具体的な意見等については、地域
の状況をよく知る皆さんと検討していく中で考えてまいります。

12 個人

　アンケ－トについて、若い人や健康な人ではなく困っている人
にアンケートが届いているか疑問です。
　弱者の立場で検討していただきたいのでこれは必須です。

みどり土木政策課

6

　アンケート調査は、目黒区全域の各世代の住民を無作為抽出
して実施しており、地域交通が必要な地域の具体的な意見等に
ついては、地域の状況をよく知る皆さんと検討していく中で考え
てまいります。

13 個人

　私たちが求める地域交通、ミニバスは第１に区の施設利用の
アクセスです。公共交通としてのバスは幹線道路を走るため、区
を横に走るものがほとんどで、縦に結ぶ交通網はきわめて少な
く、駒場から区役所へ行くには渋谷へ出なければなりません。田
道高齢者センターの利用、柿の木坂のパーシモン利用など、身
障者は云うに及ばす高齢者にもどれほど困難なことかに思い及
んで下さい。医療施設・スーパー等日常生活につながるミニバ
スが走ることを強く求めます。

みどり土木政策課

6

　地域交通が必要な地域の具体的な意見等については、地域
の状況をよく知る皆さんと検討していく中で考えてまいります。

14 団体

　この度の世界的規模となった新型コロナウイルスの感染拡大
で外出を控える緊急事態の中で、図書館などが閉館されていま
す、こうした状況下で区民の（素案）を入手することは日頃より困
難です。しかも、今回の意見集約の面でも期間が短すぎるし、
周知方法も区報とインターネットのみでよいのか。という問題を
指摘しておきたいと思います。

みどり土木政策課

6

　ご意見として伺います。

15 団体

 　医療機関・介護施設・福祉施設などをはじめ、買い物のでき
る商店街の状況、道路の高低差や幅員など生活にとって重要
な要素が大きいだけに、「地域交通の在り方」は、各地での区民
の声を聴くべきと考えます。

みどり土木政策課

2

　地域交通が必要な地域の具体的な意見等については、地域
の状況をよく知る皆さんと検討していく中で考えてまいります。

4



整理
番号

区分 区民意見（意見募集） 関係所管
対応
区分

検討結果

16 団体

　コミュニティーバスは、２３区中１９区が何らかの形で実施され
ています。目黒区の実態は、遅きに失しており、4～5年先では
困ります。

みどり土木政策課

6

　各区のコミュニティバスは、運行した経緯や取組み方が違うた
め、一概に比較することは困難です。
　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。将来的な運行の継続を見据え検討してまい
ります。

17 団体

　コミュニティーバスについては、コース・停留所・頻度・料金・運
営方法・試運転の時期などを早期に住民参加で案を策定すべ
きです。

みどり土木政策課

2

　地域交通が必要な地域の具体的な意見等については、地域
の状況をよく知る皆さんと検討していく中で考えてまいります。

18 議会

　地域交通の導入に向け、地域の声を受けた手挙げ方式で、
協議会を立ち上げ、実証実験を経て実施との提案になっている
が、例えば現状まちづくり協議会が開催されている箇所であれ
ば、その負担が大きいこと、限られた地域内での運行の検討と
なること、勉強会が立ち上がり、一定の時間（3－4年）を必要と
すること、また、検討半ばでとん挫する可能性がある危険性があ
る。そもそも一般区民がこれだけの責任を負う協議会に手を挙
げるとは考えにくい。

みどり土木政策課

2

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　また、検討や運営に際して、住民任せにすることなく、区が積
極的に関わり、交通事業者等の関係機関との調整や運行に伴
う手続きなどに取組むこととしています。

19 議会

　30代から50代の回答数が52.9%、免許を持って要る人が
67.7%、とかなり偏った回答になっている。このアンケート結果と
我々区議会議員が聞いている、必要としている区民層とかなり
格差があることは否めない。

みどり土木政策課

6

　アンケート調査は、目黒区全域の各世代の住民を無作為抽出
して実施しており、日常の移動状況や地域交通の導入に関する
方針、財源支出の考え方について調査を行ったものであり、地
域交通が必要な地域の具体的な意見等については、地域の状
況をよく知る皆さんと検討していく中で考えてまいります。

20 議会

　行政主導で一般財源頼みのコミュニティ交通を運行する事
は、財政上から考えれば、赤字路線の一方的な運営になりかね
ない。それを回避するには、今回の区民が自発的に計画に触
れ、必要性を見出し、乗車に対する機運を醸成し、自分たちの
交通網と自覚していただく方式は大変有効であると考える。最
終的には区内の公的あるいは病院等公共施設を巡回する地域
交通を目指していくべきだと考えるが、区民ニーズの集約の視
点からも、地域主体の考え方を素案より広げ、東・西・南・北・中
央の各地で、区が支援をしながらエリア内のニーズを醸成し、運
行が続けられるよう検討すべきと考える。

みどり土木政策課

2

　区では、地域交通が必要な地域の方々に運行ルートの検討
や日常的に利用していただくことで、継続的な運行が可能にな
ると考えています。
　まずは、支援方針について各地区毎に周知し、地域の特性や
ニーズ等の意見を聞き、モデルルートの検討を進めます。また、
地域交通へのニーズと取組意欲の高い地区では、勉強会を開
催するとともに、その後の協議会設立に向けて支援してまいりま
す。

5


