
                ３．小川町の現況
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３－１ 上位・関連計画における公共交通の位置づけ

（１）小川町第 5次総合振興計画

【平成 28 年 小川町策定、計画期間平成 28～37 年】※策定中

①基本理念（基本構想）

１．自然と文化を活かしたまちづくり   ２．未来につなぐまちづくり

３．人が輝くまちづくり

②将来像

自然の恵みと文化を未来につなぐ、人が輝くまち おがわ

③土地利用構想（基本構想）

＜中心拠点＞

公共交通の結節点である小川町駅周

辺を中心拠点として位置づけ、既存の

商業・医療・行政サービス機能の維持・

充実や、暮らしの質を高められる都市

機能の集積、それに伴うまちなかへの

居住促進を図るとともに、観光ＰＲの

場としての強化を目指します。

＜地区拠点＞

各地区の公共施設や生活サービス施

設などが立地している箇所を、各地区

でのさまざまな活動が活発に展開され

る地域に根差した拠点として位置づけ、

現在の機能の維持を図ります。

＜公共交通軸＞

広域間や拠点間を結び、人・物の交

流を促進するための鉄道およびバス路

線を公共交通軸として設定します。

④分野ごとの基本方針（基本計画）

道路・

交通

鉄道については東武東上線の複線化や増発、新駅の設置、ＪＲ八高線の充実を要請

します。また、路線バスの維持・充実を関係機関に要請します。

商業

小川町駅周辺の中心市街地活性化を進行させるため、商工会との連携により伝統産

業を活用した事業や、経営者主体の事業と商品開発や研究を引き続き積極的に支援

し、基盤整備を加えた総合的な環境整備を促進します。

観光

観光の核づくりを推進し、安全で快適な観光施設を維持し、豊かな自然の恵みと伝

統産業の魅力を向上させます。鉄道事業者や地元商工業者と連携した観光商業振興

体制を確立し、継続的な来訪の促進を目指します。

⑤道路・交通の基本計画（基本計画）

・駅周辺整備・鉄道輸送の充実（駅周辺の整備／新駅の検討／輸送力の強化）

・バス輸送等の充実（路線バスの維持・充実／公共交通空白地域の解消）

図：土地利用構想図



（２）小川町都市計画マスタープラン

①まちづくりの

未来につなぐ

まちづくり

自然と文化

を活かした

まちづくり

②将来都市構造

＜小川町駅周辺中心拠点＞

公共交通の結節点である小川

町駅周辺を中心拠点として位置

づけ、既存の商業・医療・行政サ

ービス機能の維持や、暮らしの質

を高められる都市機能の集積、そ

れに伴う街なかへの居住促進を

図るとともに、観光ＰＲの場とし

ての強化を目指し

駅南口の再整備や北口開設及

びそれと合わせた駅北側の未利

用地の有効活用により、民間活力

を活用した都市機能立地を推進

し、町の顔としての求心性を高め

ます。

＜地域拠点＞

各地区の公民館や生活サービ

ス施設がまとまって立地してい

る箇所を地域拠点として位置づ

け、各地区での様々な活動の拠点

とします。

＜公共交通軸＞

東武東上線・

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

③交通網整備方針

・公共交通空白地域の解消

・公共交通の維持・充実、利用環境の向上

・町の活性化に資する公共交通

（２）小川町都市計画マスタープラン

まちづくりの

理念

未来につなぐ

まちづくり

自然と文化

を活かした

調和型の

まちづくり

②将来都市構造

＜小川町駅周辺中心拠点＞

公共交通の結節点である小川

町駅周辺を中心拠点として位置

づけ、既存の商業・医療・行政サ

ービス機能の維持や、暮らしの質

を高められる都市機能の集積、そ

れに伴う街なかへの居住促進を

図るとともに、観光ＰＲの場とし

ての強化を目指し

駅南口の再整備や北口開設及

びそれと合わせた駅北側の未利

用地の有効活用により、民間活力

を活用した都市機能立地を推進

し、町の顔としての求心性を高め

ます。

＜地域拠点＞

各地区の公民館や生活サービ

ス施設がまとまって立地してい

る箇所を地域拠点として位置づ

け、各地区での様々な活動の拠点

とします。

＜公共交通軸＞

東武東上線・JR

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

③交通網整備方針

・公共交通空白地域の解消

・公共交通の維持・充実、利用環境の向上

・町の活性化に資する公共交通

（２）小川町都市計画マスタープラン

【平成

まちづくりの理念と目標

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・既存都市基盤を有効活用した市街地形成

・地域間ネットワークの強化

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

・まちの資産を連携したまちづくり

・まちの中央を流れる槻川を

・本町の特性、資産を

が向上するまちづくり

②将来都市構造

＜小川町駅周辺中心拠点＞

公共交通の結節点である小川

町駅周辺を中心拠点として位置

づけ、既存の商業・医療・行政サ

ービス機能の維持や、暮らしの質

を高められる都市機能の集積、そ

れに伴う街なかへの居住促進を

図るとともに、観光ＰＲの場とし

ての強化を目指します。

駅南口の再整備や北口開設及

びそれと合わせた駅北側の未利

用地の有効活用により、民間活力

を活用した都市機能立地を推進

し、町の顔としての求心性を高め

各地区の公民館や生活サービ

ス施設がまとまって立地してい

る箇所を地域拠点として位置づ

け、各地区での様々な活動の拠点

JR 八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

③交通網整備方針

・公共交通空白地域の解消        

・公共交通の維持・充実、利用環境の向上

・町の活性化に資する公共交通

（２）小川町都市計画マスタープラン

【平成 28 年

と目標

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・既存都市基盤を有効活用した市街地形成

・地域間ネットワークの強化

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

・まちの資産を連携したまちづくり

・まちの中央を流れる槻川を

・本町の特性、資産を

が向上するまちづくり

公共交通の結節点である小川

町駅周辺を中心拠点として位置

づけ、既存の商業・医療・行政サ

ービス機能の維持や、暮らしの質

を高められる都市機能の集積、そ

れに伴う街なかへの居住促進を

図るとともに、観光ＰＲの場とし

駅南口の再整備や北口開設及

びそれと合わせた駅北側の未利

用地の有効活用により、民間活力

を活用した都市機能立地を推進

し、町の顔としての求心性を高め

各地区の公民館や生活サービ

ス施設がまとまって立地してい

る箇所を地域拠点として位置づ

け、各地区での様々な活動の拠点

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

        

・公共交通の維持・充実、利用環境の向上

・町の活性化に資する公共交通      
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（２）小川町都市計画マスタープラン

小川町策定、計画期間平成

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・既存都市基盤を有効活用した市街地形成

・地域間ネットワークの強化

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

・まちの資産を連携したまちづくり

・まちの中央を流れる槻川を

・本町の特性、資産を活かした

が向上するまちづくり

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

        ・高齢者等の外出を支援する公共交通

・公共交通の維持・充実、利用環境の向上 ・公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

      ・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

（２）小川町都市計画マスタープラン

小川町策定、計画期間平成

目標

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・既存都市基盤を有効活用した市街地形成

・地域間ネットワークの強化

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

・まちの資産を連携したまちづくり

・まちの中央を流れる槻川を活かしたまちづくり

活かした様々な取組が調和することで生活環境

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

位置付け、鉄道・路線バスの機能維持・充実を図ります。

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）に

地誘導を図り、町民が暮らしやすい環境形成を目指します。

・高齢者等の外出を支援する公共交通

・公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

図：将来都市構造図

小川町策定、計画期間平成 28～

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・既存都市基盤を有効活用した市街地形成

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

まちづくり

様々な取組が調和することで生活環境

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

公共交通軸沿線（駅周辺や主要な路線バスが運行する道路沿道）には、生活サービス機能の立

・高齢者等の外出を支援する公共交通

・公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

図：将来都市構造図

～47 年】※策定中

・人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトな市街地形成

・これまでのまちの発展形成を踏まえた中心市街地の再生

・各地域に存在する自然・歴史・文化・産業資産の継承・発展

様々な取組が調和することで生活環境

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

は、生活サービス機能の立

・高齢者等の外出を支援する公共交通

・公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

年】※策定中

様々な取組が調和することで生活環境

八高線とともに、他都市や町内の拠点間を結ぶ路線バスを公共交通軸として

は、生活サービス機能の立

・公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施
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３－２ 人口

（１）総人口及び世帯数の推移

国勢調査によると、本町における人口のピークは平成7年の37,822人となっており、

その後は減少傾向で推移しています。平成 22 年現在は 32,913 人となっており、ピーク

時よりも 4,909 人減少しています。

世帯数は平成 17 年の 11,711 世帯をピークに減少に転じています。平成 22 年現在は

67 世帯減少した 11,645 世帯となっています。

また、世帯当たり人員も減少傾向にあり、核家族化が進んでいます。

表：人口及び世帯数の推移

Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22

人口（人） 33,709 37,822 37,301 35,401 32,913

世帯数（世帯） 9,291 11,076 11,546 11,711 11,645

世帯当たり人員（人/世帯） 3.63 3.41 3.23 3.02 2.83

地域別の人口分布をみると、平成 27 年現在最も人口が多いのは小川地区であり、総

人口の36.1％を占める11,410人となっています。次いで大河地区の5,693人（18.0％）、

八和田地区の 4,125 人（13.0％）、みどりが丘地区の 3,957 人（12.5％）、東小川地区の

3,463 人（11.0％）、竹沢地区の 2,970 人（9.4%）となっています。

みどりが丘地区以外は平成 2年の人口と比較して減少しており、大河地区の減少数が

最も多くなっています。最も人口割合の大きい小川地区は、平成 20 年に減少傾向から

増加に転じましたが、近年は再び減少傾向となっています。八和田地区は平成 8 年をピ
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11,546 11,711 11,645 
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図：人口及び世帯数の推移

資料：国勢調査
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ークに減少傾向が続いています。住宅団地が整備された東小川地区では平成 9年まで増

加傾向にありましたが、その後は徐々に転じ、近年は減少傾向が強くなっています。一

方、みどりが丘地区については町内で唯一増加傾向が続いています。

表：地区別人口（各年 12 月末時点）の推移    単位：人

小川地区 大河地区 竹沢地区
八和田

地 区

東小川

地 区

みどりが丘

地 区

Ｈ2 12,056 8,579 3,919 5,195 3,511 1,060

Ｈ3 12,061 8,666 3,879 5,198 3,811 1,670

Ｈ4 12,009 8,587 3,877 5,249 4,005 2,212

Ｈ5 12,062 8,658 3,894 5,281 4,330 2,690

Ｈ6 12,464 8,510 3,926 5,282 4,544 3,019

Ｈ7 12,501 8,512 3,849 5,298 4,627 3,461

Ｈ8 12,509 8,551 3,873 5,266 4,673 3,671

Ｈ9 12,498 8,464 3,840 5,246 4,650 3,839

Ｈ10 12,350 8,391 3,833 5,199 4,578 3,927

Ｈ11 12,290 8,358 3,789 5,164 4,533 3,966

Ｈ12 12,200 8,340 3,730 5,124 4,455 3,963

Ｈ13 12,138 8,285 3,704 5,050 4,443 3,932

Ｈ14 12,036 8,205 3,631 5,019 4,388 3,930

Ｈ15 11,839 8,149 3,613 4,988 4,384 3,926

Ｈ16 11,710 8,026 3,618 4,946 4,294 3,890

Ｈ17 11,582 7,949 3,519 4,873 4,222 3,862

Ｈ18 11,365 7,818 3,495 4,777 4,125 3,790

Ｈ19 12,035 6,770 3,490 4,730 4,049 3,766

Ｈ20 11,946 6,646 3,437 4,675 3,988 3,773

Ｈ21 12,122 6,218 3,364 4,565 3,934 3,820

Ｈ22 11,983 6,130 3,313 4,483 3,849 3,894

Ｈ23 11,894 6,049 3,264 4,433 3,760 4,057

Ｈ24 11,844 5,969 3,196 4,376 3,708 4,143

Ｈ25 11,696 5,907 3,140 4,314 3,618 4,113

Ｈ26 11,532 5,816 3,054 4,247 3,528 4,041

Ｈ27 11,410 5,693 2,970 4,125 3,463 3,957

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

（人）

地区別の人口推移（直近10年間） 小川地区 大河地区 竹沢地区

八和田地区 東小川地区 みどりが丘地区

資料：住民基本台帳
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（２）年齢別人口の推移

年齢別人口をみると、年少人口（15 歳未満）及び生産年齢人口（15～64 歳）のピー

クは平成 7 年の 7,120 人、25,287 人となっており、その後減少傾向にあります。ピー

ク時と平成 22 年を比較するとそれぞれ 3,817 人、3,902 人減少しています。

一方で、老年人口（65 歳以上）は継続して増加傾向にあり、平成 22 年には「超高齢

社会」に突入し、総人口の 25.0％を占める 8,221 人となっています。埼玉県の高齢化

率は 20.4％となっていることから県平均よりも高齢化が進行しています。特に、小川

町駅の南側で高齢化率が高くなっています。

表：年齢別人口の推移       単位：人（％）

Ｈ2 Ｈ7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22

年少人口

（15 歳未満）

6,989

（20.7）

7,120

（18.8）

5,707

（15.3）

4,303

（12.2）

3,303

（10.0）

生産年齢人口

（15～64 歳）

22,537

（66.9）

25,287

（66.9）

25,162

（67.5）

23,889

（67.5）

21,385

（65.0）

老年人口

（65 歳以上）

4,176

（12.4）

5,415

（14.3）

6,396

（17.2）

7,207

（20.4）

8,221

（25.0）

合 計 33,702 37,822 37,265 35,399 32,909

図：年齢別人口の推移

資料：国勢調査
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資料：国勢調査

12

資料：国勢調査
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（３）人口集中地区の推移

都市計画基礎調査（平成 22 年）によると、DID（人口集中地区）面積は 200ha で、市

街化区域の約 36％を占めています。人口は 8,045 人で DID 地区密度は 40.2 人／ha とな

っています。

DID の変遷を見てみると、昭和 40 年時点で小川町駅の南側の商業地域を中心に展開

していた市街地は、しだいに駅北側地域や（主）熊谷小川秩父線沿いに拡大し、40 年

間で約 5 倍の面積となり、新市街地（みどりが丘・東小川・ひばり台地区）を除く市街

化区域の大部分を占めています。直近 20 年間を見ると、面積はほぼ横ばい状況にあり

ますが、人口密度は低下傾向にあります。

表：区域区分面積・人口

都市計画区域 市街化区域 人口集中地区（DID）
人口

(人)

面積

(ha)

人口

密度

(人/ha)

人口

(人)

面積

(ha)

人口

密度

(人/ha)

人口

(人)

面積

(ha)

人口

密度

(人/ha)
S35 24,769 5,994 4.13 5,284 40 132.1

40 25,096 5,994 4.18 5,114 40 127.9

45 25,641 5,994 4.28 5,806 80 72.6

50 26,084 5,994 4.35 7,880 150 52.5

55 27,045 5,994 4.51 13,169 566.0 23.31 8,771 210 41.8

60 29,232 5,994 4.88 14,618 566.0 25.83 8,558 230 37.2

H2 33,709 6,041 5.62 18,259 566.0 32.26 9,033 230 39.3

7 37,822 6,045 6.26 22,257 553.4 40.21 9,603 200 48.0

12 37,301 6,045 6.17 21,767 553.4 39.33 9,425 208 45.3

17 35,401 6,045 5.86 21,197 553.4 38.30 8,941 205 43.6

22 32,913 6,045 5.44 19,750 553.4 35.69 8,045 200 40.2

資料：都市計画基礎調査

（４）人口密度の推移

平成 22 年の人口密度は、市街化区域では新市街地（みどりが丘・東小川地区）と小

川町駅周辺において特に高くなっています。市街化調整区域では、八和田地区を中心に

低密度の居住地域が広範囲に広がっている状況にあります。

平成 2 年～平成 22 年の推移をみると、町全域で相対的に低下している傾向にあり、

既存市街地において低下傾向が強くなっています。
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資
料
：
都

市
計

画
基
礎

調
査



みどりが丘地区

みどりが丘地区

みどりが丘地区

みどりが丘地区

東小川

八和田

東小川

八和田

東小川地区

八和田地区

東小川地区

八和田地区

みどりが丘地区みどりが丘地区

東小川東小川地区

八和田地区

資料：国勢調査資料：国勢調査

15

資料：国勢調査
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（５）将来予測人口の推移

平成 27 年の総人口は 3 万人を超過していますが、国立社会保障・人口問題研究所の

推計では、概ね 20 年後の平成 47 年には 21,390 人（約 30％減）とされており、一貫し

て減少することが予測されています。

年齢階層別人口割合をみると、少子高齢化がより進行することが見込まれており、平

成 47 年の年少人口（15 歳未満）割合は総人口の 6.0％、生産年齢人口（15～64 歳）は

47.9％、老年人口（65 歳以上）は 46.1％と予測されています。

表：年齢階層別人口の推移      単位：人（％）

Ｈ27 Ｈ32 Ｈ37 Ｈ42 Ｈ47 Ｈ52

年少人口

（15 歳未満）

2,630

（8.6）

2,106

（7.4）

1,748

（6.7）

1,483

（6.2）

1,288

（6.0）

1,109

（5.6）

生産年齢人口

（15～64 歳）

18,355

（60.1）

15,602

（55.0）

13,409

（51.4）

11,730

（49.3）

10,250

（47.9）

9,873

（49.4）

老年人口

（65 歳以上）

9,555

（31.3）

10,653

（37.6）

10,950

（41.9）

10,575

（44.5）

9,852

（46.1）

8,995

（45.0）

合 計 30,540 28,361 26,107 23,788 21,390 19,977

図：年齢階層別人口の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所
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３－３ 公共交通の運行状況

（１）鉄道

①路線の状況

町内には 2 本の鉄道（JR 八高線、東武東上線）が通り、小川町駅・東武竹沢駅・

竹沢駅の 3つの鉄道駅があります。東武東上線の運行頻度は、小川町駅から上り方面

の区間は 3 本／時間（朝夕ピーク時５本／時間）、下り方面の区間は 2 本／時間（朝

夕ピーク時 3～4 本／時間）となっています。JR 八高線の運行頻度は、上り方面・下

り方面ともに 1本／時間（朝夕ピーク時 2 本／時間）となっています。

東武東上線については、利用者サービス向上及び輸送力増強を目的に、小川町駅北

口改札の創設及び駅前広場整備や複線化等の要望活動を進めており、また、東小川団

地周辺については、新駅誘致の要望を、鉄道会社に対してねばり強く続けています。

JR 八高線については、現在も非電化のままで運行本数も少なく、利便性は低くな

っているため、鉄道会社に対して利便性の向上を要望している状況です。

表：町内の鉄道路線

路線名 駅 運行頻度 運賃※

JR 八高線
小川町駅

上り 1 本／時間

（朝夕ピーク時：2 本／時間）

190 円

下り

竹沢駅
上り 1 本／時間

（朝夕ピーク時：2 本／時間）下り

東武東上線

小川町駅

上り
3 本／時間

（朝夕ピーク時：5 本／時間）

150 円

下り
2 本／時間

（朝夕ピーク時：3～4本／時間）

東武竹沢駅
上り 2 本／時間

（朝夕ピーク時：3～4本／時間）下り

※運賃：町内区間の金額

資料：JR 東日本 HP、東武鉄道 HP
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②駅の整備状況

町の玄関口である小川町駅は、住宅団地などの人口密度が高い箇所が鉄道以北に多

くあるものの、改札・駅前広場が整備されているのは南口のみとなっています。

小川町駅は朝夕のラッシュ時を中心に利用者が多く、交通手段間の乗り継ぎが行わ

れる重要な交通結節点ですが、駅前広場は、歩行者、送迎の自家用車、タクシー、路

線バスの動線が明確に分かれておらず、交通手段間の乗継利便性が低く、十分に安全

性が確保されていない状況です。

東武竹沢駅については、駅舎・駅前広場が概ね整備済みです。竹沢駅は利用者が少

ない無人駅であり、エレベーター等の施設のバリアフリー化も図られていない状況で

す。

小川町駅：駅構内 小川町駅：駅前広場

小川町駅：バス停留所 小川町駅：タクシー乗場

東武竹沢駅：駅前広場 竹沢駅：駅前広場
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（２）バス

①路線の状況

路線バスについては、近隣の熊谷市・ときがわ町・東秩父村と本町を結ぶ広域路線

3 路線と、みどりが丘地区・東小川地区と小川町駅を結ぶ町内路線 2 路線が運行され

ており、小川町駅から放射状にのびる路線網が形成されています（図Ｐ27 参照）。

公共交通利用圏域（鉄道駅から半径 800ｍ・バス停留所から半径 300ｍの範囲）内

に居住する町民の割合は 61.5％となっています。人口が集積する主要な箇所は公共

交通によってカバーされていますが、八和田地区の田園集落が広がる箇所や、小川・

大河・竹沢地区の谷津にあたる箇所等は公共交通空白地域となっています。多くの地

区は人口密度が低く高齢化率は高くなっており、大型・中型バス車両の通行が困難な

狭隘道路が多くなっています。

＜主な公共交通空白地域＞（Ｐ28 参照）
【小川地区】大塚、下里、角山

【大河地区】腰越、青山、上古寺、下古寺、増尾、飯田

【竹沢地区】原川、笠原、靭負、勝呂、木呂子

【八和田地区】上横田、下横田、中爪、奈良梨、能増、高見、高谷、伊勢根、

西古里、鷹巣

全５路線のうち、「熊谷駅～小江川～小川町駅線」「小川町駅～東秩父村役場入口～

皆谷～白石車庫」「せせらぎバスセンター～東光寺入口～小川町駅」の町外を結ぶ 3

路線は、運行頻度が低く、通勤・通学目的で利用しづらい運行形態となっています。

②停留所の状況

町内バス停留所において、雨や日差し等を遮り快適な利用環境を確保する上屋やベ

ンチはほとんど整備されていません（みどりが丘団地内、東小川団地内、パトリアお

がわ前等の数箇所のみ）。利用者がバスを待つためのスペースについても設けられて

おらず、多くの箇所では歩道空間がその機能を担っています。

また、停留所位置や時刻表等を示す案内表示は歩道上に設置されている状況であ

り、運行事業者ごとに異なるデザインのものが複数設置されています。

停留所：駅入口町内路線を運行するバス
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表：路線バスの状況

路線名・運行事業者 主要経由地 運行頻度 運賃

小川町駅～下里～小

川パークヒル【川越観

光自動車(株)】

伝統工芸館前・下

里

2～3 本／時

間

※小川町駅からの料金

小学校前：180 円

下里：190 円

5 丁目：230 円

小川パークヒル：240 円

小川町駅～みどりが

丘循環～小川町駅【川

越観光自動車(株)】

小川みどりが丘団

地・みどりが丘 3

丁目入口

2～3 本／時

間（朝夕：4

本／時間）

町内一律 180 円

熊谷駅～小江川～小

川町駅線【国際十王交

通(株)】

奈良梨・小江川・

江南病院前

１本／時間 ※小川町駅からの料金

変電所：180 円

前高谷：190 円

八和田学校前：240 円

奈良梨・県立循環

器呼吸器病センタ

ー・江南病院前

小川町駅～東秩父村

役場入口～皆谷～白

石車庫【イーグルバス

(株)】

パトリアおがわ・

東秩父村役場入

口・坂本・皆谷・

不動橋

1 本／時間 ※小川町駅からの料金

森林組合前：180 円

木落し：210 円

切通し：260 円

せせらぎバスセンタ

ー～東光寺入口～小

川町駅【イーグルバス

(株)】

日影分館 1 本／時間 町内一律 220 円

資料：各事業者 HP

表：公共交通利用圏域（駅から 800m、バス停留所から 300m）

町全域 市街化区域内

利用圏域内人口 20,200 人 12,400 人

人口カバー率 61.5% 88.8%

利用圏面積 1,251ha 467ha

面積カバー率 20.8% 84.5%

※総人口（H22 年国勢調査）：32,913 人

※市街化区域内人口（H22 年国勢調査を基に GIS で算出）：13,984 人

※町域面積（H22 年都市計画基礎調査）：6,031ha

※市街化区域面積（H22 年都市計画基礎調査）：553ha
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③乗継の状況

【路線バスから鉄道（東武東上線）への乗継状況】

路線バスから東武東上線への乗り継ぎは、運行本数の多い町内循環路線では、鉄道

への乗継時間が概ね 10 分以内となっていますが、時間帯により乗継時間が 20～25 分

となるケースもある状況です。町外路線については、乗継時間が概ね 10～20 分とな

っています。

【路線バスから鉄道（JR 八高線）への乗継状況】

路線バスから JR 八高線への乗り継ぎは、東武東上線に比べて乗継時間が長く、町

外路線では 20～55 分となるケースもある状況です。

表：路線バスから鉄道（東武東上線）への乗継時間

路線名 朝夕ピーク時 その他時間帯

小川町駅～下里～小

川パークヒル

上り
3～10 分 4～9分（1時間に 1 本は 10

～15 分程度もあり）

下り

朝：1～12 分（23 分程度

も半数あり）

夕：5～9分（12～19 分も

半数あり）

AM：1～4 分（25 分程度も

半数あり）

PM：15 分（20～25 分程度

も数本あり）

小川町駅～みどりが

丘循環～小川町駅

上り 4 分以内 10 分以内

下り

朝：1～9分（20 分程度も

数本あり）

夕：4～12 分（15 分程度

も数本あり）

AM：5～7 分（25 分程度も

数本あり）

PM：5分程度

熊谷駅～小江川～小

川町駅線
上り

朝：4～10 分

夕：3～8分

18～24 分

下り
朝：7～12 分

夕：4～16 分

9～16 分

小川町駅～東秩父村

役場入口～皆谷～白

石車庫

上り 10～15 分（25 分程度も数本あり）

下り
AM：10 分以内

PM：10～20 分

せせらぎバスセンタ

ー～東光寺入口～小

川町駅

上り 5～14 分

下り 10～20 分

資料：各事業者 HP
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表：路線バスから鉄道（JR 八高線）への乗継時間

路線名 朝夕ピーク時 その他時間帯

小川町駅～下里～小

川パークヒル

上り 8～18 分 4～20 分

下り
7～18 分 AM：1～13 分（40 分程度も

あり）

小川町駅～みどりが

丘循環～小川町駅
上り

朝：4～13 分

夕：7～16 分

1～15 分

下り
朝：1～7分

夕：4～9分

20～30 分

熊谷駅～小江川～小

川町駅線
上り

朝：4～18 分

夕：22～55 分

5～35 分

下り
朝：4～48 分

夕：10～43 分

7～58 分

小川町駅～東秩父村

役場入口～皆谷～白

石車庫

上り 20～55 分程度（10 分程度も数本あり）

下り

せせらぎバスセンタ

ー～東光寺入口～小

川町駅

上り 2～13 分（20～40 分程度も数本あり）

下り 3～12 分（25～35 分程度も数本あり）

資料：各事業者 HP
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時刻表（鉄道（東武東上線）：小川町駅）

資料：東武鉄道 HP
時刻表（鉄道（ＪＲ八高線）：小川町駅）

資料：JR東日本 HP
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時刻表（バス：小川町駅～みどりが丘循環～小川町駅【川越観光自動車(株)】）

時刻表（バス：小川町駅～下里～小川パークヒル【川越観光自動車(株)】）

資料：川越観光自動車 HP
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時刻表（バス：熊谷駅～小江川～小川町駅線 小川町駅入口バス停【国際十王交通(株)】）

資料：国際十王交通株式会社 HP
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時刻表（バス：小川町駅～東秩父村役場入口～皆谷～白石車庫【イーグルバス(株)】）

時刻表（バス：せせらぎバスセンター～東光寺入口～小川町駅【イーグルバス(株)】）

資料：イーグルバス HP
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（３）その他公共的な移動サービス

既存の公共交通による利用が困難な町民に対しては、福祉事業により移動手段が設

けられています。

バス停留所までの移動が困難な障害者については、福祉有償運送及び小川町いきい

きタクシー券支給事業により、デマンド型の公共交通手段が確保されています。また、

移動目的が福祉施設利用時に限定されるものの、障害児（者）生活サポート事業及び

パトリアおがわ一般送迎により、デマンド型の公共交通手段が確保されています。

75 歳以上の高齢者については、小川町いきいきタクシー券支給事業によりデマン

ド型の公共交通が確保されていますが、その他の年齢層については公共交通手段が確

保されていない状況です。

表：各サービスの状況

名称 運行事業者 利用対象者 運行概要

障害児（者）生活

サポート事業

NPO、社会福

祉法人等

身体障害者

知的障害者

精神障害者

発達障害者

難病患者

登録された民間のサービ

ス団体が障害児（者）の一

時預かり、派遣による介

護、送迎、外出援助等の介

護サービスを実施

福祉有償運送 NPO、社会福

祉法人等

移動困難者（身体障害者、

要介護・要支援認定者、そ

の他肢体不自由、内部障

害、知的障害、精神障害）

公共交通を利用して移動

することが困難な町民に

対して有償送迎サービス

を実施

（7団体、保有台数 66 台）

パトリアおがわ

一般送迎

パトリアお

がわ

施設を利用する全町民（2

名以上）

町内在住で2名以上の利用

の際に無料送迎を実施

4本／日運行

小川町いきいき

タクシー券支給

事業

町内タクシ

ー会社 3社

在宅の身体障害者・知的障

害者及び高齢者

・身障手帳 1～3 級・下肢

の 4級、療育手帳 B以上

・運転免許を所有しない 75

歳以上の方

利用対象者に対してタク

シー初乗り運賃相当額の

助成券交付（2 枚／月×12

ヶ月）を実施
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３－４ 公共交通の利用者数等

（１）鉄道

本町から都心までは 1時間程度で行くことができるため、都心方面への通勤・通学者

が多く、東武東上線小川町駅の 1日平均利用者数は約１万人となっています。

東武東上線小川町駅の利用者は近年減少傾向にありますが、JR 八高線の小川町駅及

び東武竹沢駅の利用者は微増傾向にあります。

表：町内の駅の 1日平均乗降客数

路線名 駅 H24 年度 H25 年度 H26 年度

JR 八高線 小川町駅 1,162 人 1,186 人 1,228 人

竹沢駅※ － － －

東武東上線 小川町駅 12,383 人 11,308 人 10,869 人

東武竹沢駅 746 人 789 人 791 人

※竹沢駅は非公表

資料：JR 東日本 HP、埼玉県 HP

（２）バス

民間路線バスの運行を維持するため、町において補助を行っている路線もあります。

今後人口減少が想定される中では、路線の維持が困難になってくることが想定されます。

表：路線毎の 1年間の利用者数

路線名 運行本数 Ｈ26年度

小川町駅～下里～小川パークヒル 2～3本/時間(朝夕：4本/時間) 152,444 人

小川町駅～みどりが丘循環～小川町駅 2～3本/時間(朝夕：4本/時間) 241,408 人

熊谷駅～小江川～小川町駅線 1本/2 時間（2系統合計） ﾃﾞｰﾀなし

小川町駅～東秩父村役場入口～皆谷～白石車庫 1本/時間 75,387 人

せせらぎバスセンター～東光寺入口～小川町駅 1本/時間 30,060 人

資料：各事業者提供データ

表：民間路線バスに対する補助額の推移

年度 補助額

平成 26年度 2,870,000 円

平成 27年度 2,919,000 円
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表：路線別補助額（平成 27 年度）

路線名 町の補助額

小川町駅～東秩父村役場入口～皆谷～白石車庫 2,239,000 円

せせらぎバスセンター～東光寺入口～小川町駅   680,000 円

合計 2,919,000 円

資料：都市政策課

（３）その他公共的な移動サービス

表：各サービスの利用者数・運行経費等

名称 利用者数（平成 26 年度実績）

障害児（者）生

活サポート事業

206 人

重度心身障害者

福祉タクシー利

用料金助成

交付件数：497 件

利用件数：5,602 件

パトリアおがわ

一般送迎

H22：2,125 人（3.7 人／回）

H23：2,167 人（3.6 人／回）

H24：1,621 人（3.1 人／回）

H25：1,323 人（3.1 人／回）

H26：917 人 （3.1 人／回）

福祉有償運送 団体名 輸送人員 保有台数

（NPO 法人）たすけあいつばさ 444 人 4 台

（NPO 法人）たすけあいほっとライフ小川 7,507 人 4 台

（社福）小川町社会福祉協議会 2,768 人 4 台

（NPO 法人）ケアサポートすずらん 1,049 人 5 台

（NPO 法人）ケアサポートウィン 243 人 1 台

計 12,011 人 18 台

資料：福祉介護課、健康増進課
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表：地域内における輸送の対象となる移動制約者数（平成 26 年度末時点）

分類 人数 内訳

身体障害者手帳所持者数 1,099 名 視覚障害 66 名

聴覚・平衡機能障害 80 名

音声・言語・そしゃく機

能障害
9名

肢体不自由 605 名

内部障害 339 名

介護保険要介護（要支援）認定者数 1,722 名 要介護１ 326 名

要介護２ 219 名

要介護３ 197 名

要介護４ 237 名

要介護５ 214 名

要支援 529 名

療育手帳所持者数 266 名

精神障害者保健福祉手帳所持者数 149 名

精神障害者通院医療費公費負担患者数 345 名

特定疾患医療給付受給者数 176 名

小児慢性特定疾患医療給付受給者数 38 名

その他（知的障害児者把握数 等） 0名

合計 3,795 名

資料：福祉介護課、町民生活課

表：各サービスの利用者数・運行経費等

名称 町からの支援 運行収入

障害児（者）生

活サポート事業

事業所に 1,900 円/ｈ

利用者に 450 円/ｈ

福祉有償運送 （平成 26 年度実績）

・実績なし

（平成 26 年度実績 区域内）

たすけあいつばさ： 271,000 円

たすけあいほっとライフ小川：2,699,000 円

小川町社会福祉協議会：1,004,000 円

ケアサポートすずらん：650,000 円

はぐくむ会ライフサポート部のびる：31,350 円

ケアサポートウィン：60,000 円

埼玉のぞみの園生活支援サービスのぞみ 48,400 円
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名称 町からの支援 運行収入

重度心身障害者

福祉タクシー利

用料金助成

（平成 26 年度実績）

・利用料金助成：

4,089,460 円

・タクシー券印刷、事

務手数料：560,200 円

パトリアおがわ

一般送迎

なし 運賃はなし

資料：福祉介護課、健康増進課


