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 ■検討の全体構成 

第１回協議会（Ｈ18.8）
・検討の進め方
・交通をとりまく状況
・検討の方向性

第２回協議会（Ｈ18.10）
・バス導入の必要性
・バス導入イメージ（ルート等）
・地区交通対策の方向
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・導入に向けた調整　等
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・先進事例調査
　　　　　　　　↓
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・関連事業・計画等との連携策

バス導入計画の検討
・地区交通対策による効果
・事業者等ヒアリング（事業性の
チェック）

採算性及び整備効果の検討
・バスの事業採算性と事業スキーム
・交通まちづくりとしての整備効果

計画のとりまとめ
・意見のとりまとめ
・関係機関意見照会
・今後の検討の進め方

平成19年度以降の課題整理
・市民、企業等との合意形成
・社会実験の進め方
・今後の検討スケジュール

事務局 協議会

個別の意見照会

・バス導入に向けての
アイデア・留意点等

個別協議・調整

・バス導入計画案、地区
交通計画案の調整　

意見照会

・計画案の細部の調整

第４回協議会（Ｈ19.3頃）
・計画のとりまとめ
・今後の進め方
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1.新宿駅循環型バス導入の必要性と導入コンセプト 

（１）新宿駅周辺地区の位置づけ 

新宿駅周辺地区は、各種交通機関が結節し、商業・業務・宿泊等の機能が高密度に集積した東

京を代表する拠点である。 

平成 17 年度に策定された「新宿区まちづくりグランドデザイン ～歩きたくなるまち新宿～」

では、新宿駅周辺を「多くの人々をひきつける場として、また、新宿区のイメージを代表する場

所として最も重要なエリア」と位置づけ、「様々な来訪者にとって、より魅力的で快適な“回遊

できる新都心”づくりを進める必要がある」地区と位置づけている。 

 

「新宿区まちづくりグランドデザイン」抜粋 
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（２）バス導入の必要性（第１回資料の再掲） 

 

まちづくりグランドデザインにおける新宿駅周辺のまちづくりの考え方や、現状の交通の状況、

関連計画等をふまえ、新宿駅周辺地区における交通面の課題を、①新宿駅周辺地区を訪れる（ア

クセス）、②新宿駅周辺地区内を移動する（回遊）、③新宿駅周辺地区に滞在する（滞留）の３

つの視点に分けて整理すると、以下のように整理される。 

街を訪れる（アクセス性） 自動車アクセスによる負荷の軽減

公共交通機関へのアクセス性の向上

街をめぐる（回遊性） 歩行者ネットワークの拡充

回遊をサポートする交通手段の確保

街で憩う（滞在性） にぎわい・たまり空間の創出
 

 

1.街を訪れる（アクセス性） 

①自動車アクセスによる負荷の軽減 

• 新宿駅周辺地区では新宿駅を中心とした高密度な公共交通網が形成されており、来街者の大

半は公共交通によりアクセスを行っている。 

• しかし、一方では、自動車でアクセスする来訪者も少なくはなく、その結果、路上駐車や駐

車場の入庫待ち車両の滞留による道路交通の阻害が生じており、幹線道路における大量の通

過交通ともあいまって慢性的に道路混雑が発生している。今後、これまでのように自動車利

用を放置することは、人が主体のまちを形成する上での阻害要因ともなりかねない。 

 

• このため、新宿駅周辺地区のまちの魅力を高めるとともに、地球環境問題に積極的に貢献し

ていくためにも、都心地区内へ流入する自動車交通による負荷を低減するための努力が望ま

れる。 

 

②公共交通機関へのアクセス性の向上 

• 新宿駅は、ＪＲ、小田急、京王、都営、東京メトロの鉄道各社が乗り入れる日本最大級のタ

ーミナルであり、さらには、バスについても都営、関東、国際興業、京王、小田急、西武、

ケービーの各社が新宿駅を基点とするバス路線を設置しているなど、公共交通でのアクセス

に非常に恵まれた極めて至便な地区である。 

• しかしながら、鉄道路線や幹線道路が複雑に入り組んでいるという地形的な制約もあること

から歩行者動線が複雑となり、駅構内での移動や駅から周辺へのアクセスにおいて、バリア

フリー化されていない箇所や、大幅な迂回を強いられる経路が残されているなど、公共交通

を利用する上で制約のある箇所が残されている。 
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 • このため、公共交通機関の利便性を向上し、訪れやすいまちへとしていくため、駅等への

アクセス性の向上が望まれる。 

 

2.街をめぐる（回遊性） 

①歩行者ネットワークの拡充 

• 新宿駅周辺地区では、JR 線を挟んだ東西地区間を結ぶ歩行者通路は限定されており、例えば

西口にある京王線・小田急線新宿駅から東口側の繁華街への移動には大幅な迂回を強いられ

ている状況にある。 

• また、東口側の地区においては早い時期に市街化が進んだこともあり、大量の歩行者需要に

対しては十分な歩道幅員が確保されていない箇所も多く存在している。 

 

• このように、新宿駅周辺地区においては、必ずしも十分な歩行者空間が確保できているとは

言いがたいことから、歩きたくなるまちを目指し今後ともさらなる歩行者ネットワークの拡

充が求められる。 

 

②回遊をサポートする交通手段の確保 

• 新宿駅周辺地区は、例えば都庁周辺から新宿３丁目周辺までは直線距離でも１ｋｍ以上ある

など繁華街が広範囲に広がっていることから、高齢者・障害者や、荷物を持った人、けがを

した人などの交通弱者はもとより、健常者にとっても歩行のみの移動では対応しづらいよう

な比較的距離の長い地区内移動のニーズがあるものと考えられる。 

 

• このため、地区内の回遊性向上の観点より、歩行空間の拡充に加えて、こうした人々の移動

を支援するための交通手段の確保が望まれる。 

  

3.街で憩う（滞在性） 

①にぎわい・たまり空間の創出 

• 市街化が早い時期に進んだ東口方面では、比較的小規模な敷地にビルが密集して立地してい

ることより、歩行空間は建物と車道に挟まれたごくわずかな空間しかなく、まちかどで人々

が立ち止まり、会話を楽しむといった憩うことのできる空間はあまり存在していない。 

• 歩きたくなるまちを目指すにあたっては、人々がやすらぎや、うるおいを感じることができ

る空間を形成することも重要といえる。 

 

• こうした観点より、交通空間においても単なる通路としての空間としての機能に加えて、に

ぎわい・たまりのための空間としての機能の確保が望まれる。 
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図 新宿駅周辺地区をとりまく交通の課題 

 

■新宿駅周辺の交通をとりまく現状・特性

■新宿駅周辺の目指すべき方向

　（関連計画）

■新宿駅周辺の交通を考えるにあたっての課題

街をめぐる（回遊性）

街を訪れる（アクセス性）

歩行者ネットワークの拡充

・JR線を挟んだ東西地区間の移動に大幅な迂回を強いられる

ことや、大量の歩行者需要に対して十分な歩道幅員が確保

されていないなど、必ずしも十分なネットワークが確保で

きているとは言いがたい。

・基盤整備等によりネットワークの拡充が求められている。

回遊をサポートする交通手段の確保

・繁華街が大規模なため歩行のみの移動では対応しづらい場

面や、複雑な歩行者ネットワークのため目的地に容易にた

どりつけないといった場面もある。

・こうした人々の移動を支援する交通手段の確保が望まれ

る。

駅東西間のネットワークの分断
例えば京王線・小田急線新宿駅から東口方面
へは行きづらい

大規模な繁華街
例えば、都庁付近から新宿３丁目付近へは直
線距離で1km以上

多様な来街者
買い物等で頻繁に来訪する人などに加え、観
光客など地域に不案内な人の来訪も多い

慢性的な交通渋滞
幹線道路が都心部を通過することにより、通
過交通とアクセス交通が輻輳し渋滞が慢性的
に発生

にぎわい空間・たまり空間の創出

・特に、市街化が早い時期に進んだ東口方面では、まちかど

で人々が集い、会話などを楽しむといった賑わいを感じる

ことのできる空間が不足している。

高密度な公共交通網
新宿駅を中心に、鉄道・バス路線網が張り巡
らされており、来街者の大半は公共交通でア
クセス　　　　　　　　　　　

公共交通機関へのアクセス性の向上

・鉄道・バスが高密度にはりめぐらされており、新宿駅周辺

地区へのアクセス交通網はかなりの高水準にある。

・ただし、鉄道や幹線道路等に分断され、駅から周辺への移

動において大幅な迂回を強いられるといったことや、バリ

アフリー化されていないといった問題あり。

自動車アクセスによる負荷の軽減

・来街者の大半は公共交通によりアクセスを行っているもの

の、荷物があるなど自動車の利用が必要な交通も存在して

おり、渋滞発生の一因となっている。

・まちの魅力・賑わいを高め、さらには環境問題に対応する

上で、これまでのように自動車利用を放置することは問

題。

・極力、自動車による負荷を減らす工夫が必要といえる。

「歩きたくなるまち新宿」

（まちづくりグランドデザイン）

「国際的業務・商業の拠点」
「歩く人にやわらかなまち」

「来街者や従業者が憩えるうるおいのまち」

（都市マスタープラン）

「みどり豊かで、安心・快適なまちをつくる」

「環境負荷を減らし地球温暖化をふせぐ」

（環境基本計画）

・
・
・
・

●回遊性の高い歩きたくなるまち
●魅力・にぎわいのあるまち
●地球環境問題へ貢献するまち

駐車場利用の偏り
休日には特定の駐車場では入庫待ち行列が発
生する一方で、西口等の駐車場では空車が目
立つ

街で憩う（滞在性）

新宿駅周辺の交通をとりまく現状・特性

新宿駅周辺地区の目指すべき方向

新宿駅周辺地区の交通の課題
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新宿駅周辺地区をとりまく交通の課題を解消し、歩行者が主体となる賑わいのある快適なまち

の実現に向けては、種々の方策が連携した総合的な対策が必要といえる。 

しかし、これらの対策には大規模な基盤整備をともなうものや、関係機関や地元との協議・調

整に時間を要す方策も含まれることから、まずは、実施可能性の高いところから順次着手するこ

とにより、まちが変わることを実感し、まちづくりに対する機運を盛り上げることが重要といえ

る。 

⇒ このため、本検討においては、短期的に実施可能な、バス等の導入による回遊性向上策や、

それを支援する自動車交通対策を中心に検討を行うこととする。 

図 課題に対する施策メニューと循環バス導入の必要性 

街をめぐる（回遊性）

街を訪れる（アクセス性）

歩行者ネットワークの拡充

回遊をサポートする交通手段の確保

にぎわい空間・たまり空間の創出

公共交通機関へのアクセス性の向上

自動車アクセスによる負荷の軽減

街で憩う（滞在性）

循環型バス導入の必要性

●歩行者が主体となる賑わいのある快適なまちの実現に向けては、種々の方策が連携した総合的な対策が必

要といえる。

●しかし、これらの対策には基盤整備等のため事業の実施に時間を要すことも含まれる。このため、まず

は、短期的に実施可能なところから着手することにより、まちが変わることを実感し、まちづくりに対する

機運を盛り上げることが重要。

●このため、短期的に実施可能な、バス等の導入による回遊性向上策や、自動車交通対策に取り組むことが

必要といえる。

トランジットモール化

駅前広場の再整備

東西自由通路の整備

バリアフリー化の推進

違法駐車対策の強化

循環バスの導入

自動車流入抑制

道路整備
（国道20号架替え、放射6号、環状5の1号）

新宿駅周辺地区の交通の課題 施策メニュー

：大規模な施設整備や、協議・調整に時
間を要すなど、対策に長期を要すもの
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（３）バス導入のコンセプト 

 

新宿区まちづくりグランドデザインの考え方や、現状の課題整理結果をふまえ、魅力的で快適

な回遊できる新都心づくりに向けて、①JR 線東西地区間の移動利便性の向上（地区内の回遊性の

向上）、②京王線・小田急線・西口バスターミナルへのアクセス性の向上（公共交通の利便性向

上）、③西側地区の駐車場の有効活用（パーク＆バスライドによる自動車交通の削減）を考慮に

置き、循環型バスの基本的な要件を「新宿駅西口周辺と東口周辺との間を連絡する」ことと設定

した。 

さらに、この考え方を基本とした上で、新宿駅周辺地区の来街者の特性等をふまえ、循環型バ

ス導入のコンセプト（案）を以下のように設定する。 

 

「訪れる人が気軽に移動し街を楽しむための道具～循環バス～」 

  ○ショッピングなどの街歩きをサポートする繁華街周遊バス 

  ○外国人観光客など街に不慣れな人にも分かりやすい観光拠点直結バス 
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 ①ショッピングなどの街歩きをサポートする繁華街周遊バス 

• 新宿駅周辺においては、昨年度実施した来訪者へのアンケート調査では、駅周辺地区におけ

る移動のうち約 20％はＪＲ線を挟んだ東西間移動※であり、東西間を結ぶ移動には相応の需

要があるとの結果が得られている。 

• その一方で、新宿駅周辺地区を移動する際の問題点をたずねたところ「東口・西口間が移動

しづらい」との回答が最も多く来訪者のうち 33％の人が問題として指摘している状況にある。 

• また、同アンケート調査結果から見ると、新宿駅周辺への来訪目的は、平日でも 43％、休日

に至っては 63％が買い物目的と回答しており、その他娯楽や飲食等もあわせると大部分は私

用目的がかなりの割合を占めている。 

 

• こうした状況を勘案し、新宿駅周辺の回遊性を向上し、より利便なまちを目指すための一方

策として、買い物客をターゲットとして東西間移動をはじめとする大規模な繁華街内での街

歩きをサポートするバスの導入を考える。 

※バス利用の対象とならないような短距離移動も含む 

 

図 新宿駅周辺における移動パターンの内訳   図 新宿駅周辺地区を移動する上での問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 新宿駅周辺地区への来訪目的 

 

（上記の説明を補足する昨年度アンケート調査結果に基づくバックデータ） 

 

【平日】 【休日】 
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 ②外国人観光客など街に不慣れな人にも分かりやすい観光拠点直結バス 

• 東京都の調査によると東京都内を訪れる観光客数（日延べ人数）のうち宿泊客数は観光客数

全体の 14％存在しており、宿泊観光需要は決して少なくはない。また、宿泊客１人あたりの

観光消費額は日帰り客に比較して約 3 倍であり、こうした点をふまえると宿泊客に対する観

光支援は街の活性化を考える上で重要な視点のひとつといえる。 

• また、東京都では、観光を経済波及効果の高い重要な産業と位置づけ、平成 13 年 11 月に東

京都観光産業振興プランを策定し、このプランの中で、「東京への外国人観光旅行者 277 万

人を、5 年間で倍増の 600 万人にする」という目標を掲げ、外国人旅行者の誘致に取り組ん

でいる。 

 

• こうした状況の中、新宿駅周辺は、都内各地へのアクセス性に優れるとともに、大規模なホ

テルが集積している都内でも有数の宿泊拠点となっている。このため、観光産業振興の観点

から、宿泊観光客ターゲットにし、複雑な市街地を迷うことなく安心して移動できるための

手段としてのバスの導入を考える。 

図 東京都内観光入り込み客数の内訳（日延べ人数）  

 

 

 

 

 

 

 

図 東京都内観光客の一人あたり消費額 

 

（宿泊客の内訳） 

※東京都観光客数等実態調査結

果を元に整理。 
（観光施設・宿泊施設への集客数

の照会および旅行者へのアンケ

ート結果に基づく推計値） 



 

10

 
2.新宿駅循環型バスの導入ルートイメージ 

（１）ショッピングなどの街歩きをサポートする繁華街周遊バス 

①バスルート素案 

【案１】 

＜考え方＞ 

○買い物客の主要な来訪先である百貨店等の周辺を循環する 

• 駅周辺地区でも特に集客力が高いと見込まれる百貨店の周辺を経由するとともに、来訪者

が新宿を訪れる際の主要拠点である新宿駅周辺および新宿３丁目駅周辺（平成 20 年には地

下鉄 13 号線の新駅設置予定）とを結ぶルートを設定する。 

○できるだけ高頻度運行かつ定時性確保が可能なルートを設定する 

• 歩行での移動をサポートする観点より、歩いた方が早いのでは利用はごく一部の人に制限

されてしまう。このため、高頻度の運行を確保するとともに、渋滞等による遅れを極力生

じさせないよう、短区間のルートを設定する。 

 

＜主な経由地＞ 

• 鉄道駅 ：新宿駅、新宿三丁目駅（※平成 20 年には地下鉄 13 号線の駅設置予定） 

• 百貨店等：京王百貨店、小田急百貨店、伊勢丹、新宿通り、高島屋 
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図 繁華街周遊バスのルートイメージ（素案） 

【案１-１ 極力最短ルートで結んだ案】 

 

 

【案１-２ 甲州街道の渋滞を避け高島屋方面を結ぶ案】 

 
（既存バス網については p.18 参照） 

路線延長 約 2.0km 

所要時間 約 15 分 

（表定速度 8km/h として概算） 

路線延長 約 3.0km 

所要時間 約 23 分 

（表定速度 8km/h として概算） 

0            200m

Ｎ 

Ｎ 

0            200m



 

12

 【案２】 

＜考え方＞ 

○西口等の駐車場周辺を経由する 

• 東口側や新宿駅周辺の駐車場入場待ちによる待ち行列を解消するとともに、西口側駐車場

の有効利用を図ることを狙いに、案１のルートに加え、西口に点在する大規模な駐車場の

近傍を通過する。 

 

＜主な経由地＞ 

• 鉄道駅 ：新宿駅、新宿三丁目駅（※平成 20 年には地下鉄 13 号線の駅設置予定） 

• 百貨店等：京王百貨店、小田急百貨店、伊勢丹、新宿通り、高島屋 

• 駐車場 ：都庁周辺、アイランドタワー周辺 等 

     

図 繁華街周遊バスのルートイメージ（素案） 

【案２ 西口側駐車場近傍を通過する案】 

 

（既存バス網については p. 18 参照） 

収容台数 200台以上の駐車

路線延長 約 4.3km 

所要時間 約 32 分 

（表定速度 8km/h として概算）

Ｎ 

0            200m
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 ②ルート案に対する問題・課題 

前節に示したルートでバス導入を行うとした場合、下表に示すような課題が想定される。 

 

表 バス運行に向けての課題（買い物客対応のバス） 

項目 内容 

想定される経路は、いずれも慢性的に交通渋滞が発生している路線であり、現状

のままでは定時性の確保は困難であり、ピーク時には歩いた方が早いという状況

になりかねない。 

このため、バスの定時性確保の観点からより一層の渋滞対策が不可欠といえる。

定時性の確保 

 

高島屋方面へルートを延ばしたケース（案１-２）では、新宿駅東口～高島屋前

の間、道路幅員が狭く歩行者の通行量も多いことから、バスの円滑な走行が困難

であり、また、交差点形状より、大型車両の通行は困難といえる。 

想定している経路は、短距離の移動をサポートするものとして設定しており、歩

いても可能な範囲の移動に対して、バスを利用したいと思えるサービスが提供で

きるのか慎重に見極める必要がある。 

利用者の確保 

駐車場との連携を考慮する場合についても、目的地から離れた場所に駐車した上

でバスに乗換えるという抵抗に対して、それでもバスを利用するメリットがある

と思えるサービスを提供する必要がある。 

新宿通りの歩行者天

国との調整 

土曜・休日においては新宿通りでは歩行者天国が実施されている。歩行者天国区

間内をバス通行可とする（トランジットモール化）ことも考えられるが、この場

合、歩行者の安全性確保等が重要な課題となる。 

一方、ルートを靖国通り側に変更することも考えられるが、この場合、新宿通り

に比較すると繁華街の北寄りを通過することとなるため、利便性はやや低下す

る。 

バス停設置位置の 

確保 

 

新宿駅周辺では既にバス停が飽和状態であり、新たなバス停設置場所の確保は困

難な状況にある。また、その他の幹線道路沿道においても、バス停設置箇所の確

保は困難な箇所が多い。 

一方でバス停の設置位置はバスの利用数をも大きく左右するものであるため、バ

スの導入にあたっては、入念な協議・調整が非常に重要な事項となると考えられ

る。 

時間調整可能なバス

停の確保 

バス運行にあたっては、運行時間を調整するためのバスが待機できる箇所を確保

することが必要となる。バス停設置位置の検討の際には、この点についても留意

した上での検討が必要となる。 
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図 バス運行に向けての課題（買い物客対応のバス） 
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（２）外国人観光客など街に不慣れな人にも分かりやすい観光拠点直結バス 

①バスルート素案 

＜考え方＞ 

○出発地・目的地をできるだけ直結する 

• 街に不慣れな人が“バスに乗れば行きたいところに行ける”バスを目指し、西口側に集積

する大規模ホテルと、主な訪問先である新宿御苑、歌舞伎町、都庁、西口電気量販店、他

地区等への移動の拠点となる新宿駅を可能な限り直結する形でルートを設定する。 

○速達性よりもきめ細かさを重視 

• 買い物客をターゲットとしたバスが、歩くのでは不便な移動をサポートすることを主眼と

し速達性・定時性の確保が重要な視点となるのに対し、観光客をターゲットとしたバスは、

街に不慣れな人が迷うことなくバスに乗車し、迷うことなく目的地へたどりつくことを主

眼とすべきと考えられる。 

• このため、速達性をある程度犠牲にしても、主要な拠点をくまなく循環するルートを設定

する。 

 

＜主な経由地＞ 

• 鉄道駅 ：新宿駅、（新宿三丁目駅）、（都庁前駅） 

• 観光拠点：歌舞伎町、新宿御苑、都庁、新宿駅西口（電気量販店） 

• ホテル ：京王プラザ、ヒルトン、ワシントン、センチュリーハイアット 
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図 観光拠点直結バスルートイメージ（素案） 

【案１ ホテルの直近をくまなく経由する案】 

 

【案２ 簡便なルートとし迂回を減らす案】 

 

（既存バス網については p. 18 参照） 

路線延長 約 6.7km 

所要時間 約 50 分 

（表定速度 8km/h として概算）

路線延長 約 4.8km 

所要時間 約 36 分 

（表定速度 8km/h として概算）

Ｎ 

0            200m

0            200m

Ｎ 
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表 バス運行に向けての課題（宿泊客対応のバス） 

項目 内容 

利用者の見通しの精

査 

宿泊客数は駅周辺の来訪者数総数に比較すると、ごく一部でもあり、現時点ではど

の程度の需要が確保できるのか不透明な状況にある。（複数の委員から、需要確保

に対して疑問視する意見あり） 

定時性の確保 

 

新宿に不慣れな観光客をターゲットにすることから、頻繁に来訪する買い物客の場

合に比較すると定時性確保に対するニーズは弱いものと考えられるものの、より魅

力的なサービスを提供する観点からは渋滞対策と一体で取り組むことが望ましい。

ホテル送迎バスとの

棲み分け 

新宿駅西口に立地するホテルのうち、ヒルトン、センチュリーハイアット、パーク

タワーの各ホテルは、独自に無料送迎バスを運行している。これらのバスとは、想

定するターゲットが重複することから両者の棲み分けを考慮する必要がある。 

バス停設置位置の 

確保 

 

買い物客対応のバスでも示したように新宿駅周辺においては、バス停設置が困難な

箇所が多い。特に新宿駅周辺に不慣れな観光客をターゲットにする場合、できるだ

けバス停が分かりやすい位置にあることが重要な要件となる。 

時間調整可能なバス

停の確保 

買い物客対応のバスと同様に、バス運行にあたっては、運行時間を調整するための

バスが待機できる箇所を確保することが必要となる。 

 

図 バス運行に向けての課題（宿泊客対応のバス） 
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（参考）既存の路線バス網 

 

新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口

新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分新宿追分

歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町歌舞伎町
新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路新宿広小路

角筈二角筈二角筈二角筈二角筈二角筈二角筈二角筈二角筈二

新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹

新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口新宿駅西口

新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル新宿住友ビル

新宿三新宿三新宿三新宿三新宿三新宿三新宿三新宿三新宿三

日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前日清食品前

新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前新宿ワシントンホテル前

新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰﾊｲｱｯﾄ東京

中央公園中央公園中央公園中央公園中央公園中央公園中央公園中央公園中央公園

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎都庁第一本庁舎

都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂都議会議事堂

新宿五新宿五新宿五新宿五新宿五新宿五新宿五新宿五新宿五

文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院文化服装学院

新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿

新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目

新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口新宿西口

新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿新宿

新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目

西新宿西新宿西新宿西新宿西新宿西新宿西新宿西新宿西新宿

都庁前都庁前都庁前都庁前都庁前都庁前都庁前都庁前都庁前

南新宿南新宿南新宿南新宿南新宿南新宿南新宿南新宿南新宿

西参道西参道西参道西参道西参道西参道西参道西参道西参道

新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口新宿駅東口

東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院東京医大病院

新宿四新宿四新宿四新宿四新宿四新宿四新宿四新宿四新宿四

十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下十二社池の下

西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小西新宿小

十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上十二社池の上

新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル新宿ＮＳビル

新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹新宿伊勢丹

新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局新宿郵便局

都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎都庁第二本庁舎

プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前プレッソイン新宿前

新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館新宿ワシントンホテル新館

西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿西武新宿

代々木代々木代々木代々木代々木代々木代々木代々木代々木

関東バス 
関東・国際バス 
京王バス 
小田急バス 
西武バス 
ケイビーバス 

都営バス

凡例 
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 （参考）既存循環バスとの役割分担について 

 

• 新宿駅周辺では、現在、西口側を循環する２系統のバス路線が運行されている。 

 都庁循環線 新都心循環線 

運行主体 東京都交通局、京王バス 京王バス 

主な経由地 

（次ページ図参照） 

新宿駅西口、都庁 新宿駅西口、ワシントンホテル、パークタ

ワー 

所要時間 約 10 分 約 20 分 

運行時間帯 平日：新宿駅西口発 7：30～19：00 

休日：新宿駅西口発 11：00～15：45 

新宿駅西口発 7：05～20：55 

（土日・平日とも） 

運行間隔 平日 

・ピーク時（８時台）：2～4 分間隔 

・昼間時（14 時台）：8 分間隔 

土曜・休日 

・15 分間隔 

10 分間隔 

（土日・平日とも） 

利用料金 180 円均一 100 円均一 

主な利用目的 都庁への通勤・業務 

休日の都庁観光 

駅から離れた地区への通勤・業務 

 

• これら２路線の利用状況をみると、ルート設定の関係から、西口地区内の比較的駅から離れた箇

所を出発地・目的地とした通勤・業務目的での利用が主体となっている。 

• 一方で、今回の検討のターゲットとして想定している買物客、宿泊客の移動については、主に西

口側から東口側の駅から離れた箇所への移動が主体と想定していることから、ターゲットは異な

るといえる。 

• 仮に、上記２路線を東口側へとルートを延伸するとした場合、延長の増大による所要時間の増加

を起こし、通勤・業務目的の利用者にも、買物・観光目的の利用者にも余分なルートとなること

から、双方にデメリットが生じる懸念があるため、本資料では、これら既存の循環バスとは切り

分けて整理を行っている。 

• ただし、新宿駅西口付近において、これら既存バスと新たな循環バスとの結節性を高める（例え

ばバス停を共用する、乗り継ぎ割り引きを適用する 等）ことにより、新たな需要を喚起する可

能性はあるといえ、今後検討を要する事項であると考えられる。 

 



 

20

 
（参考図）新宿駅周辺における循環バス 

 

 

名称 曜日 運行時刻 運行間隔 

S01 新都心循環（京王バス東） 平日・休日 07:05～20:55 10 分間隔 

C･H01 都庁循環（都営バス・京王バス東） 平日 07:30～19:00 約 8 分間隔 

 休日 11:00～15:45 15 分間隔 

  08:00～11:00 20 分間隔 

ヒルトン東京送迎バス 平日・休日 11:00～17:50 10 分間隔 

  17:50～21:30 20 分間隔 

 月・火・木 10:10～19:20 10 分間隔 

新宿パークタワー送迎バス 水 10:10～16:50 15 分間隔 

 金・土・日 10:10～19:50 10 分間隔 

 注)10:10～10:40 と 19:20 以降は 15 分間隔 

パークシティイセタンシャトルコーチ 平日 10:00～20:45 約 10 分間隔 

 休日 10:00～20:45 約 5 分間隔 
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3.バス導入に向けた支援方策案 

(1)速達性向上（渋滞解消）策 

新宿駅周辺へのバス導入を考えるにあたっては、慢性的な渋滞の発生により定時性・速達性確保

が困難であるということが非常に大きな問題であり、渋滞の解消がバス導入の成否を決める大きな

要素となるものと考えられる。 

このため、バスの導入に向けてはこれと一体的に渋滞解消に向けた取り組みを実施することが不

可欠といえ、近い将来実現されるあるいは短期的に実施可能と考えられる施策のメニューを列記す

ると下表のようなものが挙げられる。 

今後、協議会委員各位のご意見をいただきながら、実現性が高くかつ効果的な方策を模索してい

きたい。 

 

 概要 備考 

甲州街道新宿跨線橋

の架換え 

甲州街道とＪＲ線の交差部にあた

る新宿跨線橋を架替え道路幅員を

30 ｍから 50 ｍに拡幅し容量を拡大

国土交通省事業中 

平成 19 年度完了予定 

放射 6号の整備 現在未供用である放射 6号の北新宿

地区区間を整備することにより放

射方向の容量を拡大 

東京都事業中 

平成 18 年度暫定供用済 

道 路 容 量

の拡大 

信号現示の見直し （上記の道路整備にともなう交通

状況の変化等に応じて）渋滞交差

点の信号処理の見直しを行う。 

 

バ ス 走 行

空 間 の 確

保 

バス優先レーンの設

定 

バス専用または優先レーンを確保

し、バスの走行性向上を図る 

 

ただし、一般交通の混雑悪化が

懸念されるため、上記道路整備

の効果等を見極めた上での対応

が必要 

停車区画の整備 歩道の一部（植樹帯等）を利用し、

荷さばきなどが行えるスペースを

整備 

 

荷さばきパーキング

メーターの整備 

駐停車禁止箇所での荷さばきを減

らすため、荷さばきパーキングメー

ターを整備 

 

駐 停 車 ス

ペ ー ス の

確保 

コインパーキングを

活用した荷捌きスペ

ースの設置 

コインパーキングの駐車マスを荷

さばきスペースとして、運送・配送

業者に提供する 

東京都道路整備保全公社で試行

実施中 
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 概要 備考 

駐車場誘導案内の拡

充 

駐車車輌を効率的に駐車場に誘導

するため、様々なメディアを利用し

た駐車場の位置や満空情報の提供

の充実 

 既 存 駐 車

場 の 有 効

活用 

駐車場の料金設定の

検討 

駐車料金の「当初一定時間の無料

化」 

東京都道路整備保全公社では、

一部駐車場において30分未満無

料化を実施中（新宿駅周辺では

都庁駅前駐車場で実施中） 

駐停車禁止区域等の

明示 

交差点付近に赤系舗装（ギラギラ舗

装）を施し、ドライバーに駐停車禁

止区域等であることを明確にする 

明治通り、甲州街道等の主要交

差点で実施中 

駐車抑止テレビシス

テムの整備 

交差点付近に違法駐停車をしよう

とする車輌に対し、音声による警告

システムを整備する 

 

交通指導員等の配置 違法駐車の防止の指導啓発、所轄警

察署への通報等を行う交通指導員

を配置する 

 

駐停車禁止表示の拡

大 
ガードパイプに簡易的な表示を取

り付けるなどし、ドライバーに駐停

車禁止区域であることを明確にす

る 

 

路 上 駐 車

の抑制 

周知・広報キャンペ

ーン 

渋滞対策支援要員を活用する等、効

果的なキャンペーンを展開し、本事

業の普及及び違法駐車防止等の啓

発を図る 
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（参考）速達性向上（渋滞解消）策の事例 

 

対策 事例等 

甲州街道新宿跨

線橋の架換え 

・JR 線と交差する老朽化した国道

20 号線の跨線橋を、新たに架け替

える事業。跨線橋の耐震性向上を

図りかつ、道路の幅を 30m から

50m に、歩道幅 5m から 8m に広げ

てゆとりある空間を作る。ＪＲ南

口に面しており、駅前の混雑の緩

和と甲州街道の渋滞緩和が期待

される。 

放射 6号の整備 ・靖国通りのバイパスとして渋滞緩和が期待される路線。平成 19 年度中完成予定で、

平成 18 年６月に青梅街道中野坂下から小滝橋通り北新宿百人町交差点までの約

1km の区間が、２車線で暫定供用を開始している。 

バス優先レーン

の設定 

・バスの通行が優先されるよう車線を

運用する方式 

・都内では、平成 18 年より路線バスに

カメラを搭載させ、バス専用レー

ン・バス優先レーンにおいて、違法

走行及び違法駐停車をしている車両

を撮影し、その使用者に対して文書

で協力要請を行い、必要に応じ関係

官署に情報提供する方式を一部で導入している。 

停車区画の整備 ・歩道の一部を利用するなどし、荷さば

きなどがスムーズに行えるスペース

を整備する。 

・都内では東京都と警視庁が実施してい

る「スムーズ東京 21」の一環として実

施中。 
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対策 事例等 

コインパーキン

グを活用した荷

捌きスペースの

設置 

・東京都道路整備保全公社では、道路交

通法の改正にともない、大きな影響を

受ける荷捌き車両への対応として、駐

車場の一部区画を荷さばき可能駐車ス

ペースとして運用を開始している。 

駐車場の料金設

定の検討 

・東京都道路整備保全公社では、短時間

駐車の需要に応えるため、都内 33 箇所

の駐車場において、30 分未満の駐車料

金を無料化している。 

 

 

 

 

 

駐停車禁止区域

等の明示 

・東京都、警視庁が実施する「スムーズ

東京 21」では、駐停車禁止区間を約３

０ｍに拡大し、主要交差点近傍におい

て、赤系のカラー舗装で駐車禁止区間

であることを明示している。（ギラギ

ラ舗装） 

 

 

 

駐車抑止テレビ

システムの整備 

・主要交差点においてテレビカメラとスピーカーを設

置し、警察署のモニターで交差点の状況を確認後、違

法駐車車両に対し警告するシステム 

・交差点付近の駐車車両に対し音声警告を行い排除す

ることで、その周りの駐車車両に対しても効果を発揮

し、更に日常的に活用することで抑止効果もある。 
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(2)魅力向上策 

買物客や観光客をターゲットとしたバスを導入するにあたっては、単にバス路線を導入するのみ

ではなく、バス利用の魅力を高める取り組みをあわせて実施することが、利用者の拡大、まちの活

性化にとっても重要と考えられる。 

委員の方々に実施させていただいたアンケート調査結果もふまえ、バスの利便性を向上するため

の方策としては、下表に示すような方策の導入が考えられる。 

今後、協議会委員各位のご意見をいただきながら、実現性が高くかつ効果的な方策を模索してい

きたい。 

表 循環バスの魅力向上策として考えられるメニュー 

 概要 備考 

買い物バス券の導入 一定額以上の買い物をした人にバスの無料

券（または割引券）を提供する。 

 

車内への広告掲示、割

引券等の添付け 

バス車内に百貨店、商店の広告の掲示やチラ

シ・割引券の添付けを行う。 

 

駐車場利用者への割

引 

駐車場に駐車し循環バスを利用した人に対

し、駐車料金の割引を行う。 

 

商業者と一体となっ

たイベント等の実施 

商業施設等と連携し、例えばバス沿線の店舗

を回るスタンプラリー等のイベントを行う。 

 

買 い 物 客

対応 

 

トランジットモール

の試行 

休日に新宿通りで実施されている歩行者天

国区間内にバスを通行させることによりト

ランジットモール化を図る。 

歩行者天国区間内の走

行にあたっては、安全

性の確保が不可欠 

観光情報提供との連

携 

観光マップへの循環バス情報の掲載等、観光

情報の発信にあわせバス情報を提供する。 

 観光客 

対応 

旅行会社とのタイア

ップ 

ツアー料金にバス乗車券をセットで組込む

などし、観光客のバス利用を促進する。 

 

バス接近表示システ

ムの設置 

バス停でバスの接近状況を知らせることに

より、バス待ち客のイライラ解消を図る。 

 

待合スペースの設置 バス停での上屋の設置や、沿道施設（商業施

設・ホテル）等に待合スペースを確保しても

らうことにより、利便性向上を図る。 

 

ＩＣカードの導入 IC カードを導入することにより、既存バスや

鉄道との乗継ぎ利用者に対して料金割引を

行う等の利用者の利便性向上を図る。 

 

分かりやすいバス停

名の採用 

バス停名に番号をつけるなどし、分かりやす

くなるよう配慮する。 

 

愛称名等、デザイン等

の公募 

親しみやすい愛称、惹きつけやすいデザイン

などを公募する 

 

全般 

無料チケットの配布 バス導入時やイベント実施時等にバス無料

券を配布することにより認知度向上を図る 
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（参考）利便性向上（魅力向上）策の事例 

 

方策 事例 

買い物バス券の導入 ・浜松市では、遠鉄バス・電車

を利用の上、表示のある店舗

で、一定額以上買物をした人

に対し、遠鉄バス・電車でそ

のまま利用できる１００円補

助券を進呈している。 

 

商業者と一体となった

イベント等の実施 

・金沢フラットバスでは、バスの待ち時間を利用してゆっくりと買い物や沿

線の名所巡りを楽しんでもらうための取り組みとして、沿線の６商店街を

巡り、各商店街に２箇所ずつ（計１２箇所）設置されたチェックポイント

を巡るスタンプラリーを実施した。 

買

い

物

客

対

応 

 

トランジットモール ・沖縄県那覇市では、開放

された道路空間の活用に

よる商店街の活性化や高

齢者・障害者にやさしい

まちづくりを目指して商

店街が取り組んでいるの

が「トランジットモール」

の導入に向けた取り組み

が行われている。 

・これまでに、社会実験が実施されており、平成 19 年度の本格導入を目指

している。 

観

光

客

対

応 

観光情報提供との連携 ・京都市交通局では、市バスの利便性の向上と

利用促進を図るため、バスターミナルや主要

観光地を結ぶ，市バスの路線図と乗換早見表

や嵐山，金閣寺などの 5 つの観光エリアマッ

プを掲載し，各エリア間や主要鉄道駅へのア

クセス方法や所要時間を案内している。 
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方策 事例 

 旅行会社とのタイアッ

プ 

・旅行会社各社では、観光地等周辺のバスのフリー乗車券をセットにしたツ

アーを企画・販売している。 

（例）フリープラン  ステイ金沢 2日間 

女性に人気の街・金沢を自由きままに楽しむ旅。「城下まち金沢周

遊バス」1日フリー乗車券付！ 

バス接近表示システム

の設置 

・停留所や公共施設（病院等）の表示器

に、バスの接近情報や時刻表などを表

示するバス接近表示システムの設置が

全国各地で実施されている。 

・また、携帯電話等へのバス運行情報の

提供についても近年実施されてきてい

る。 

待合スペースの設置 ・地方の郵便局等においては、バス停から近い箇所

にある郵便局をバス待ち客にも解放する「バス待

ち郵便局」とし、バス利用者の利便性向上を図っ

ている。 

全

般 

乗継ぎ割引きの導入 ・都営バスでは、平成 12 年より、

乗車後９０分以内に他の都バス

に乗車する場合（２３区の場合）

に１００円（小児５０円）割引に

なる都営バス専用「乗継割引カー

ド」を発した。 

・また、鉄道では、都営地下鉄と

東京メトロとを乗り継ぐ場合に運賃が７０円引きになる乗継割引を導入し

ている。 
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方策 事例 

ＩＣカードの導入 
・「パスネット」、「バス共通

カード」及び「Ｓｕｉｃａ」を

発行する事業者は、平成 15 年

に、お互いのＩＣカード乗車券

で関東圏の鉄道・路線バスが乗

り降りできる「相互利用」を実

現していくことで合意した。  

・ＩＣカード乗車券の相互利用は、平成 18 年度から順次展開していくこと

を目指し準備が進められている。  

 

分かりやすいバス停名の

採用 
・ムーバス（武蔵野市）では、バス停に番号をふり、利用者に分かりやすいように配

慮している。 
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