
          ６．地域公共交通網形成計画



移動手段別の課題

①小川町駅南口駅前広場の整備

②小川町駅北口の開設

③乗継利便性の向上

④鉄道利用者数の増加

⑤人口が集積する町内２路線における高いサービス水準の維持

⑥周辺市町村間を結ぶ広域路線の維持

⑦地域条件に適した運行形態の検討

⑧財政的にも持続性のある福祉系公共交通の検討

⑨福祉系公共交通の利用者負担軽減に向けた仕組みづくり

⑩公共交通空白地域の解消

⑪小川町駅及び周辺の整備

⑫高校生や高齢者等の

⑬地域の実情に合った利用者負担の少ない公共交通手段の検討

⑭小川町駅周辺と各地域との結びつきを強化する公共交通網の

⑮高齢社会に対応した公共交通施策の検討

⑯定住促進・少子化対策としての公共交通施策の検討

≪公共交通の将来像・取組の方向性の概要≫
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⑭小川町駅周辺と各地域との結びつきを強化する公共交通網の
形成

⑮高齢社会に対応した公共交通施策の検討

⑰地域活性化や環境負荷の軽減につながる公共交通施策の検討

⑯定住促進・少子化対策としての公共交通施策の検討
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目標④ 公共交通の利用促進や環境負荷軽減に資する

施策の推進

■環境負荷軽減・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施
・公共交通利用に対する町民の意識醸成

・環境負荷軽減に対する町民の意識醸成

目標③ 小川町駅周辺のにぎわい創出や観光振興など、

町の活性化に資する施策の推進

■公共交通の結節点である小川町駅の機能充実
・駅南口の安全性・快適性の向上

・駅北口の開設

■商業施設等との連携による町の活性化

■公共交通での来訪者に対応した観光案内等の機能強化

目標② 町民が利用したいと思え、生活の質を維持

できる公共交通環境の形成

■公共交通の骨格を担う鉄道と既存路線バスの維持・充実
・鉄道：利用環境の維持・充実

・町内バス路線：高いサービス水準の維持

・町外バス路線：鉄道で結びつきの無い隣接市町村への路線維持

■公共交通利用環境の向上
・路線バス等の待合環境の充実

・乗継の利便性や運行頻度の充実等

目標① 高齢者等が自ら移動でき、健康的に暮らせる

公共交通手段の導入

■公共交通空白地域の解消
・小さな需要、広い範囲に対応した交通手段の導入

■高齢者等の外出を支援する公共交通施策の導入
・高齢者等が気軽に外出できる移動手段の確保（既存手段を含めた整理・再編）

・高齢者等の移動目的（通院、買物、交流等）に応じた公共交通網の形成
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公共交通での来訪者に対応した観光案内等の機能強化
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・高齢者等の移動目的（通院、買物、交流等）に応じた公共交通網の形成
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環境負荷軽減・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

小川町駅周辺のにぎわい創出や観光振興など、

   

  

・高齢者等が気軽に外出できる移動手段の確保（既存手段を含めた整理・再編）
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６－１ 公共交通の将来像

（１）公共交通の理念と目標

本町の公共交通は、「みんなが今よりも快適に移動でき、地域活性化にも資する公共

交通環境の実現」を理念としながら、以下の 4 つの目標実現を目指します。

目標① 高齢者等が自ら移動でき、

健康的に暮らせる公共交通手段の導入

既存の鉄道やバス等が確保されていない公共交通空白地域の解消に向けて、自ら

の力で自由に移動できる手段を持たない高齢者等の移動を支援する新たな公共交

通手段を導入し、これらの町民の外出機会増加など健康的な暮らしに寄与してい

くことを目指します。

目標② 町民が利用したいと思え、

生活の質を維持できる公共交通環境の形成

鉄道やバス等の既存公共交通は、高齢者等に限らずあらゆる世代の日常的な移動

を支える役割を担うこととし、その維持・充実及び利用したいと思える環境形成

を図ることによって、町民の生活の質を持続的に維持することを目指します。

目標③ 小川町駅周辺のにぎわい創出や観光振興など、

町の活性化に資する施策の推進

本町の公共交通は、町民及び来訪者の移動を支える役割をメインとしながら、人

の交流を促すことで間接的にまちのにぎわい創出や観光振興に寄与する役割を担

うこととし、町の活性化に資する公共交通環境づくりを目指します。

目標④ 公共交通の利用促進や

環境負荷軽減に資する施策の推進

本町の公共交通は、緑豊かな自然環境の保全を交通の面から支える役割（自然環

境にやさしい交通体系の実現手法としての役割）を担うこととし、町民の意識醸

成を図りながら、過度な自家用車利用から公共交通利用への段階的な転換を目指

します。

【理念】

みんなが今よりも快適に移動でき、

地域活性化にも資する公共交通環境の実現
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（２）公共交通網の形成方針

①公共交通網の構成の考え方

・本町の公共交通網は、「広域幹線軸」「幹線軸」「支線軸」の 3要素で構成します。

・人口集積度の高い箇所間の移動を広域幹線軸及び幹線軸が担い、集積度が低い箇

所の移動を支線軸が担う公共交通網の構築を目指します。

・小川町駅を中心拠点としながら、多くの町民が利用する病院・スーパー等が立地

する各地区拠点間とを「広域幹線軸」「幹線軸」によって放射状に結ぶ公共交通

網を構築し、公共交通の骨格を形成することを目指します。

・また、その骨格上に「乗継拠点」を配置し、拠点からのびる「支線軸」によって、

公共交通空白地域をきめ細かくカバーする公共交通網を構築します。

・以上によって全町域を網羅的にカバーし、町民等の移動を支えていくことを目指

します。

②各軸・拠点が担う役割と方向性

本町の公共交通網を構成する軸と拠点は、以下の役割及び方向性を担うことと

します。

役割と方向性

広域幹線軸 ・既存鉄道 2 路線は、本町の公共交通網の広域幹線を担う軸

として位置づけ、本町～近隣市町及び県南部・東京都を結

ぶ機能を、今後も維持します。

・既存町外バス 3路線は、本町の公共交通網の幹線を担う軸

として位置づけ、中心拠点～地域拠点及び集落部～隣市町

村を結ぶ機能を、今後も維持します。

幹線軸 ・既存町内バス 2路線は、本町の公共交通網の幹線を担う軸

として位置づけ、中心拠点～地域拠点及び住宅団地を結ぶ

機能を今後も維持します。

支線軸 ・公共交通空白地域の新たな交通は、本町の公共交通網のう

ち、地域をきめ細かくカバーする支線を担う軸として位置

づけ、各地域～幹線軸を結ぶ機能を確保します。

・幹線軸へつなぐことにより、相互が一体となって路線維持

を図る役割を担うこととします。

乗継拠点 ・乗継拠点は、各地域の幹線軸と支線軸の乗継機能、端末交

通から幹線軸への乗継機能を確保します。
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６－２ 取組の方向性（施策の方針）

（１）目標①に対応する方針

     〈目標①：高齢者等が自ら移動でき、健康的に暮らせる公共交通手段の導入〉

■公共交通空白地域の解消

・小さな需要、広い範囲に対応した交通手段の導入

■高齢者等の外出を支援する公共交通施策の導入

・高齢者等が気軽に外出できる移動手段の確保（既存手段を含めた整理・再編）

・高齢者等の移動目的（通院、買物、交流等）に応じた公共交通網の形成

（２）目標②に対応する方針

      〈目標②：町民が利用したいと思え、生活の質を維持できる公共交通環境の形成〉

■公共交通の骨格を担う鉄道と既存路線バスの維持・充実

・鉄道：利用環境の維持・充実

・町内バス路線：高いサービス水準の維持

・町外バス路線：鉄道で結びつきの無い隣接市町村への路線維持

■公共交通利用環境の向上

・路線バス等の待合環境の充実

・乗継の利便性や運行頻度の充実等

（３）目標③に対応する方針

   〈目標③：小川町駅周辺のにぎわい創出や観光振興など、町の活性化に資する施策の推進〉

■公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・駅南口の安全性・快適性の向上

・駅北口の開設

■商業施設等との連携による町の活性化

■公共交通での来訪者に対応した観光案内等の機能強化

（４）目標④に対応する方針

        〈目標④：公共交通の利用促進や環境負荷軽減に資する施策の推進〉

■環境負荷軽減・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の実施

・公共交通利用に対する町民の意識醸成

・環境負荷軽減に対する町民の意識醸成
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６－３ 取組の方向性に基づく施策

■施策一覧

今後の公共交通の目標と

取組の方向性

取組の方向性に基づく施策

名  称
実施工程

H28 H29 H30 H31 H32

目
標
①

高齢者等が自ら移動でき、健康的に暮らせる公共交通手段の

導入

■公共交通空白地域の解消

・小さな需要、広い範囲に対応した交通手段の導入

■高齢者等の外出を支援する公共交通施策の導入

・高齢者等が気軽に外出できる移動手段の確保（既存手段を

含めた整理・再編）

・高齢者等の移動目的（通院、買物、交流等）に応じた公共

交通網の形成

①デマンド型交通の導入

（デマンドバス、デマンドタクシー）
１）事業計画の作成、実証実験

２）事業計画の検証

３）再編実施計画の作成

４）本格運行

②基幹交通（鉄道・バス）への

乗継拠点整備
１）計画検討

２）用地取得・設計・工事

③乗継割引、高齢者割引、免許返納者割引

の導入
１）現行制度の周知

２）町独自制度の導入可能性検討

３）実証実験

４）町独自制度の導入

④公共的な移動サービスの望ましい方向性

検討
１）公共的な移動サービスのあり方や連携方策の検討・見直し

２）見直し後の公共的な移動サービスの運用開始

目
標
②

町民が利用したいと思え、生活の質を維持できる公共交通環

境の形成

■公共交通の骨格を担う鉄道と既存路線バスの維持・充実

・鉄道：利用環境の維持・充実

・町内バス路線：高いサービス水準の維持

・町外バス路線：鉄道で結びつきの無い隣接市町村への路線

維持

■公共交通利用環境の向上

・路線バス等の待合環境の充実

・乗継の利便性や運行頻度の充実等

⑤鉄道の路線維持・充実 １）望ましい鉄道のあり方検討

⑥バス路線の維持・充実 １）望ましい路線バスのあり方検討

⑦路線バス車両のバリアフリー化 １）バリアフリー対応の車両導入

⑧バス停留所の機能充実 １）計画検討

２）用地取得・設計・工事

⑨鉄道・路線バス間の乗継利便性向上 １）鉄道と路線バス間のダイヤ見直し検討

目
標
③

小川町駅周辺のにぎわい創出や観光振興など、町の活性化に

資する施策の推進

■公共交通の結節点である小川町駅の機能充実

・駅南口の安全性・快適性の向上

・駅北口の開設

■商業施設等との連携による町の活性化

■公共交通での来訪者に対応した観光案内等の機能強化

⑩小川町駅周辺の整備（南口駅前広場の整備、

北口開設・駅前広場等の整備検討）
１）整備内容の検討

２）関係機関等協議

⑪商業施設等との連携による利用促進

（商店とタイアップした割引サービス導入

等）

１）制度の事例研究・仕組み検討

２）参画する交通事業者や商店の調整等

３）実証実験等の実施

４）制度の本格導入

⑫観光客への周知・利用促進

（観光客向けマップ作製等）
１）観光施設への公共交通アクセス手段の HP による情報発信

２）観光客向けの公共交通マップの作製・観光案内所等での配布

３）イベント開催時のシャトルバス運行

４）公共交通による周遊観光商品の開発、実証実験の実施

目
標
④

公共交通の利用促進や環境負荷軽減に資する施策の推進

■環境負荷軽減・公共交通の利用促進に向けたソフト施策の

実施

・公共交通利用に対する町民の意識醸成

・環境負荷軽減に対する町民の意識醸成

⑬利用促進イベントの実施 １）利用促進イベントの検討・実施

⑭町民への周知・利用促進のための

情報ツール作製
１）公共交通運行状況を発信する町 HP の作製

２）公共交通運行状況を発信するパンフレット・マップ等の作製

⑮小中学校との連携による周知・利用促進 １）小中学校での体験学習の実施

⑯行政区等の地域単位での周知・利用促進 １）行政区等でのワークショップ等の実施

⑰民間事業者等の単位での周知・利用促進 １）ノーマイカーデーやエコ通勤等の実施

※可能な箇所から順次実施

※可能な箇所から順次実施

※車両入替に合わせて段階的に実施

※可能な箇所から順次実施

※可能な箇所から順次実施

※可能な箇所から順次実施

※可能な箇所から順次実施

※状況変化に応じて

リニューアル

※いずれかの路線でダイヤ見直しの

必要性が生じた際に実施
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①デマンド型交通の導入（デマンドバス、デマンドタクシー）

■施策の概要

概 要

目 的 人口分布や地形条件等の様々な理由から既存の鉄道及び路線バスが確保さ

れていない公共交通空白地域等において、自由に移動する手段を持たない町

民でも移動が可能となる新たな公共交通を確保し、高齢者等が健康的に暮ら

せる住環境を創出することを目的とします。

実施概要

イメージ

・本町の公共交通空白地域は、人口密度の低い集落が広範囲にわたって分布

し、同地域には目的地となる主要施設がほとんど立地していないため、一

定のまとまりある利用者が見込まれないことが想定されます。また、集落

内は狭隘道路が多く、大型・中型車両の進入が困難である地域特性も踏ま

え、新たな公共交通として「デマンド型交通」を導入します。

・導入にあたっては、モデル地域を対象とした実証実験により需要量等の把

握・検証を行い、望ましい運行形態の検討や他地域への導入を検討します。

（主な公共交通空白地域）

【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

≪公共交通空白地域の新たな交通イメージ≫

：公共交通空白地域

：新たな交通
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＜事例：埼玉県東松山市  デマンドタクシー（実証運行）＞

（概要）

運 行 期 間 ： 平成 26 年 10 月から 3か月間

（日曜・祝日・年末年始を除く）

※本格運行時は月曜日～土曜日

運 行 形 態 ： デマンド型交通 区域運行（第 4条）

市が交通事業者に運行を委託

運 行 区 域 ： 高坂・高坂丘陵・野本地区

（面積 24.31ｋ㎡、人口 27,142 人 高齢化率 24.3％）

※本格運行時は市全域

乗 降 場 所 ： 自宅前～区域内で指定した 187 箇所

※本格運行時は 469 箇所

対 象 者 ： 地区内に居住する中学生以上の登録者

（登録者が同乗すれば地区外・市外居住者も可）

運 行 便 数 ： 午前 8時 30 分～午後 5時

車 両 ： セダン型タクシー 75 台（4社合計、通常タクシー兼用）

予 約 方 法 ： 事業者への電話により予約

（既存システム・オペレーターを活用）

運 賃 ： 1運行 500 円（均一運賃）

※本格運行時はタクシーメーター料金別 3段階で設定

2,000 円未満       ⇒500 円

2,000 円以上 3,000 円未満 ⇒1,000 円

3,000 円以上       ⇒1,500 円

割 引 ： 障害者、運転免許返納者 450 円

市財政負担： タクシー通常料金と利用者運賃の差額分を補助

（結果）

登 録 者 数 ： 1,476 人

実利用者数： 338 人

利 用 件 数 ： 1,782 件

補 助 額 ： 約 190 万円

乗 車 人 数 ： 1人 80％、2人 19％、3人 1％

利 用 距 離 ： 1,000 円以下 18%、1,000～2,000 円 60％、2,000～3,000 円

20％、3,000 円以上 2％

乗 降 箇 所 ： （乗車）

駅・バス停 483、金融機関 15、学校等 4、公共施設 26、福祉・

体育施設 5、医療施設 260、商業施設等 165、自治会集会所 9、

自宅 815

（降車）

駅・バス停 471、金融機関 19、学校等 11、公共施設 43、福

祉・体育施設 22、医療施設 290、商業施設等 143、自治会集

会所 19、自宅 763

出典：第 8回東松山市地域公共交通会議資料
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≪デマンド型交通の役割≫

・自ら自由に移動できる手段を持たず、真に公共交通を必要とする町民に

対し、必要最低限の移動サービスを提供する役割を担います。

≪既存バス路線との役割分担≫

・公共交通機能の重複を避けるため、既存路線バスが基幹、デマンド型交

通が支線としての役割を担うこととします。

・なお、運行頻度が少ない既存バス路線沿線地域においては、デマンド型

交通が基幹の機能を補う役割も担うこととします。

≪実証実験イメージ≫

・実証実験は、限られた財源の中で、望ましい運行形態検証に活用できる

検証データを効果的に収集するため、対象箇所を絞り込んで実施します。

・実証実験を行う際の詳細な運行形態等については、事業計画の作成段階

で交通事業者や地域住民等の意見を踏まえながら検討していきます。

実証実験の運行形態の例

設定の考え方

運行

形式

○自由経路ミーティングポイント型

（ルートを定めず予約に応じて目的地間を最短経路で結ぶ方式）
⇒地形条件・集落形態を踏まえルートを定めない。

乗降

方式

○以下の箇所での乗降

・自宅

・指定の目的地（地域の主要箇所、公共・商業・医療施設等）

・地域の乗継拠点
⇒既存バス路線との競合を避けるため乗継拠点での乗換えを推奨する。

⇒ただし、利用者意向に応じて直接目的地まで行くことも可とする。（利

用運賃に差をつける等でなるべく既存バス利用を促す）

対象

地域

○以下の条件に該当する地域

・公共交通空白地域等

・趣旨に賛同し協働で取り組む機運が高まっている地域
⇒協働で取り組む体制が整った箇所を対象地域として設定するため、ト

リガー方式等を導入する。

利用

対象者
○上記対象地域の町民（利用登録者）
⇒公共交通空白地域解消が目的であるため対象者を制限しない。

実施エリア 公共交通空白地域

実施主体 ◎：交通事業者、町、協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)事業計画の作成、実証実験

2)事業計画の検証

3)再編実施計画の作成

4)本格運行



②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

■施策の概要

目

実施概要

イメージ

実施エリア

実施主体

実施工程

②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

■施策の概要

的 基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

利便性

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

します。

実施概要

イメージ

・公共交通空白地域

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

乗継

整備に当たっては

デザイン化に配慮することとします。

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

必要な整備を行っていきます。

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

実施エリア 地域拠点

実施主体 ◎：町

△：各種団体・

実施工程
実施項目

1)計画検討

2)用地取得・設計・工事

②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

利便性を向上させる

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

します。

公共交通空白地域

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

乗継する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

整備に当たっては

デザイン化に配慮することとします。

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

必要な整備を行っていきます。

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

地域拠点

◎：町   〇：国・県、協議会、交通事業者

△：各種団体・

実施項目

計画検討

用地取得・設計・工事

：既存バス路線

：デマンド型交通

：交通結節点

②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

させることを目的に実施します。

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

公共交通空白地域と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

整備に当たっては、乗継

デザイン化に配慮することとします。

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

必要な整備を行っていきます。

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

〇：国・県、協議会、交通事業者

△：各種団体・民間事業者

用地取得・設計・工事

：既存バス路線

：デマンド型交通

：交通結節点

公共交通空白地域
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②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

概

基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

ことを目的に実施します。

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

乗継時の利便性向上、待合環境の向上、ユニバーサル

デザイン化に配慮することとします。

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

必要な整備を行っていきます。

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

〇：国・県、協議会、交通事業者

民間事業者等

年度
H28

小川町駅

公共交通空白地域

②基幹交通（鉄道・バス）への乗継拠点整備

要

基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

ことを目的に実施します。

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

時の利便性向上、待合環境の向上、ユニバーサル

デザイン化に配慮することとします。

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

〇：国・県、協議会、交通事業者

H28 H29

基幹交通への乗継拠点整備は、基幹交通（鉄道・路線バス）と支線交通（公

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

時の利便性向上、待合環境の向上、ユニバーサル

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

H30

※可能な箇所から

公共交通空白地域

公共交通空白地域

）と支線交通（公

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

時の利便性向上、待合環境の向上、ユニバーサル

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

≪公共交通空白地域の新たな交通と既存バス路線の乗継イメージ≫

H31 H32

※可能な箇所から

順次実施

公共交通空白地域

公共交通空白地域

）と支線交通（公

共交通空白地域の新たな交通）間の乗継場所において、利用者の快適性及び

公共交通空白地域の新たな移動手段の利用促進を図る上で乗継拠点整備は

効果的であり、町全体の公共交通利用促進にもつながるため、一体的に実施

と既存公共交通の結節点を対象に、車両の転回及び待機

スペース、ベンチを含めた利用者の待合スペース、雨・日差しを遮る上屋、

する交通の時刻等を知らせる案内表示、トイレ等の整備を行います。

時の利便性向上、待合環境の向上、ユニバーサル

・乗継拠点の現状や利用者数等を考慮した上で、具体的な整備内容を検討し、

H32

※可能な箇所から
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③乗継割引、高齢者割引、免許返納者割引の導入

■施策の概要

概 要

目 的 乗継割引・高齢者割引・免許返納者割引の導入は、公共交通を乗り継ぐこ

とにより増加する利用者の費用負担の軽減と、自由に移動できる手段を持た

ない高齢者等に対して安全・安心な移動支援を福祉の観点から行うことを目

的に実施します。

実施概要

イメージ

・バス等を乗り継ぐことにより利用者の費用負担が多くなるため、乗継先公

共交通の運賃から一定金額が割り引かれる等の乗継割引を導入します。

・高齢者は自由に移動できる手段を持たない方が多いため移動にかかる負担

が大きく、また、外出機会を増やすことで健康増進を図るなど福祉の観点

から移動支援を行う必要性が高いため、高齢者や免許返納者を対象に、利

用運賃から一定金額が割り引かれる等の割引を導入します。

・これらの割引制度は公共交通空白地域の新たな移動手段との一体的な導入

を目指しますが、町が確保すべき財源規模が不明確なため、実証実験を行

いながら実現可能性の検討を行うこととします。

≪事例：埼玉県警察 シルバー・サポーター制度≫

・埼玉県警察では、免許証の返納に伴い、運転経歴

証明書を申請可能な制度を創設しています。

・運転経歴証明書は身分証明書として使用できるだ

けでなく、協賛事業所で提示すると割引等の様々

な特典が受けられます。（スーパー、商店街、医療

機関、タクシー等の様々な事業所が協賛になって

いますが、平成 27年 7月時点で町内の協賛事業所

はなし）

・証明書交付件数(平成 25年度、県全体)：7,727件

出典：埼玉県警 HP

実施エリア 町全域

実施主体 ◎：交通事業者  〇：町、協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)現行制度の周知

2)町独自制度の導入可能性検討

3)実証実験

4)町独自制度の導入 ※可能なものから

順次実施
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④公共的な移動サービスの望ましい方向性検討

■施策の概要

概 要

目 的 公共交通サービスの重複を避け、効率的な行政支援を行うため、公共的な

移動サービスの望ましい方向性を検討します。

実施概要

イメージ

・公共交通空白地域の新たな交通の導入に伴い、行政が支援する移動サービ

スの重複を避けるため、デマンド型交通・小川町いきいきタクシー券支給

事業・公共的な送迎サービス（パトリアおがわ一般送迎）等の望ましいあ

り方や、福祉有償運送との連携方策について検討します。

・デマンド型交通の運行形態によって、公共的な移動サービスが担うべき役

割が異なってくることから、本格運行と合わせて整理・再編することとし

ます。

実施エリア 町全域

実施主体 ◎：町  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)公共的な移動サービスのあり

方や連携方策の検討・見直し

2)見直し後の公共的な移動サー

ビスの運用開始

⑤鉄道の路線維持・充実

■施策の概要

概 要

目 的 鉄道の路線維持・充実は、本町における通勤通学の主要な交通手段の確保

と、町外への広域移動手段の確保を目的に実施します。

実施概要

イメージ

・鉄道は、町民の通勤通学における主要な交通手段であるため、持続的な路

線維持とサービス向上に向けて、東武東上線の小川町駅までの複線化、JR
八高線の電化・運行本数の増強などの既存鉄道路線の望ましいあり方を、

利用者ニーズ等を踏まえながら検討します。

実施エリア 東武東上線、JR八高線

実施主体 ◎：町  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)望ましい鉄道のあり方検討
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⑥バス路線の維持・充実

■施策の概要

概 要

目 的 バス路線の維持・充実は、町内の主要拠点間を結ぶ公共的な移動手段の確

保と、鉄道で結ばれていない隣接市町への公共的な移動手段の確保を目的に

実施します。

実施概要

イメージ

・既存路線バスは、鉄道の端末交通であり、町内の公共交通網を構成する軸

（町内の主要拠点間を結ぶ公共的な移動手段、鉄道で結ばれていない隣接

市町村への公共的な移動手段）として重要であるため、持続的な路線維持

とサービス向上に向けて、運行本数の増強や利用者ニーズに応じたルート

変更などの望ましい路線のあり方を、利用者ニーズ等を踏まえながら検討

します。

実施エリア 町内全バス路線

実施主体 ◎：町  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)望ましい路線バスのあり方

検討



71

⑦路線バス車両のバリアフリー化

■施策の概要

概 要

目 的 路線バス車両のバリアフリー化は、高齢者・障害者・子育て世代等の全て

の町民が移動しやすい公共交通利用環境の形成を目的に実施します。

実施概要

イメージ

・高齢者・障害者・子育て世代等の全ての町民が移動しやすい公共交通利用

環境の形成に向けて、バリアフリー対応の車両導入を促進します。

・バリアフリー対応の車両導入は、事業者の意向に応じて導入支援策の検討

を行いながら、既存車両の入れ替えに合わせて段階的に導入していくこと

とします。

≪バリアフリー対応の車両イメージ≫

出典：東北地方におけるノンステップバス導入促進について報告書

（国土交通省東北運輸局交通環境部消費者行政・情報課、平成 24年 3月）

実施エリア 町内全バス路線

実施主体 ◎：交通事業者  〇：町、協議会、国・県

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)バリアフリー対応の車両導入
※車両入れ替えに合わせて段階的に実施
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⑧バス停留所の機能充実

■施策の概要

概 要

目 的 バス停留所の機能充実は、利用者が乗車するまでの待合時間における快適

性を向上させることにより、公共交通利用促進を図っていくことを目的に実

施します。

実施概要

イメージ

・バス停留所の機能充実を図るため、日差しを遮る上屋・風雨を遮るシェル

ター・ベンチ等の整備を図ります。

・町内停留所のほとんどが上屋やベンチ等が未整備であるため、必要性の高

い箇所から段階的に整備を進めていくこととします。

・中心拠点・地域拠点内の停留所、公共施設・医療施設の最寄停留所等の利

用者の多い箇所は整備の必要性が高いため、優先的に進めていきます。

≪バス停留所の整備イメージ≫

出典：福岡市・京都市 HP

実施エリア 主に中心拠点及び地域拠点内停留所

実施主体 ◎：町、国・県  〇：協議会、交通事業者

△：各種団体・民間事業者等

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)計画検討

2)用地取得・設計・工事 ※可能な箇所から

順次実施
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⑨鉄道・路線バス間の乗継利便性向上

■施策の概要

概 要

目 的 公共交通全体の利用促進を図っていくことを目的に、鉄道・路線バス間の

乗継利便性向上を実施します。

実施概要

イメージ

・JR八高線と路線バス間の乗継については、出来る限り待ち時間が少なくな

るよう、ダイヤの見直しを図ります。

・東武東上線と路線バス間の乗継については、次回のダイヤ改定時に一体的

な見直しを図り、相互連動性を維持します。

・ダイヤ改定の際には事前に事業者間での調整を図ります。

実施エリア 町内の全鉄道及びバス路線

実施主体 ◎：交通事業者  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)鉄道と路線バス間のダイヤ見

直し検討

⑩小川町駅周辺の整備

（南口駅前広場の整備、北口開設・駅前広場等の整備検討）

■施策の概要

概 要

目 的 小川町駅南口駅前広場の整備、北口開設・駅前広場等の整備検討は、駅利

用者の安全性・快適性を向上させることを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・南口

安全性確保に向けた駅前広場の整備に係る関係機関との協議・検討

・駅北側

北口開設や駅前広場の整備に係る関係機関との協議・検討

実施エリア 小川町駅周辺

実施主体 ◎：町  〇：交通事業者、国・県、協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)整備内容の検討

2)関係機関等協議

※いずれかの路線でダイヤ見直し

の必要性が生じた際に実施
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⑪商業施設等との連携による利用促進

（商店とタイアップした割引サービス導入等）

■施策の概要

概 要

目 的 商業施設等との連携による利用促進は、商業と連携して本町の課題である

公共交通利用促進と地域活性化に一体的に取り組み、相乗効果を生み出すこ

とでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・バス及びタクシーで中心拠点の商店街まで来て買物をした場合にポイント

を貯めることができ、貯まったポイントを公共交通の運賃として利用でき

るなど、公共交通の利用頻度に応じて利用者に還元されるポイント制度の

導入を図ります。

・導入に向けては、ポイント制度の仕組検討や、参画する交通事業者・商店

の調整等が必要となるため、当面は事例研究や手法の検討・実証実験等の

実施により、制度検討を行います。

実施エリア 小川町停車場通り商店会、その他商工会加盟事業所 等

実施主体 ◎：交通事業者、各種団体・民間事業者等  〇：町、協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)制度の事例研究・仕組み検討

2)参画する交通事業者や商店の

調整等

3)実証実験等の実施

4)制度の本格導入



⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

■施策の概要

目

実施概要

イメージ

実施エリア

実施主体

実施工程

⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

■施策の概要

的 観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

振興に一体的に取

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・HP

向けのマップ

信の強化等に取

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

がら、段階的に取

≪

トバスを利用しながら、市内主要観光地を周

遊するツアーを実施しています。

【ツアー工程】

【ツアーに含まれるもの】

実施エリア 町全域

実施主体 ◎：町、各種団体・

実施工程
実施項目

1)観光施設への公共交通アクセ

ス手段の

2)観光客向けの公共交通マップの

作製

3)イベント開催時のシャトルバ

ス運行

4)公共交通による周遊観光商品

の開発、実証実験の実施

⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

振興に一体的に取

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

HP 等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

向けのマップ

信の強化等に取

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

がら、段階的に取

≪事例：小江戸川越ミニパックツ

川越のシンボル的な存在であるボンネッ

トバスを利用しながら、市内主要観光地を周

遊するツアーを実施しています。

【ツアー工程】

川越駅→本川越駅→喜多院→本丸御殿

→蔵の街→時の鐘・菓子屋横丁→昼食→

フリー乗車券による自由行動

【ツアーに含まれるもの】

施設入場料／巡回バス１日フリー乗車

券／食事／ガイド／散策マップ

町全域

◎：町、各種団体・

実施項目

観光施設への公共交通アクセ

ス手段の HP

観光客向けの公共交通マップの

作製･観光案内所等での配布

イベント開催時のシャトルバ

ス運行

公共交通による周遊観光商品

の開発、実証実験の実施

⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

振興に一体的に取り組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

向けのマップ作製及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

信の強化等に取り組みます。

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

がら、段階的に取り組んでいくこととします。

小江戸川越ミニパックツ

川越のシンボル的な存在であるボンネッ

トバスを利用しながら、市内主要観光地を周

遊するツアーを実施しています。

【ツアー工程】

川越駅→本川越駅→喜多院→本丸御殿

→蔵の街→時の鐘・菓子屋横丁→昼食→

フリー乗車券による自由行動

【ツアーに含まれるもの】

施設入場料／巡回バス１日フリー乗車

券／食事／ガイド／散策マップ

◎：町、各種団体・民間事業者

観光施設への公共交通アクセ

HP による情報発信

観光客向けの公共交通マップの

観光案内所等での配布

イベント開催時のシャトルバ

公共交通による周遊観光商品

の開発、実証実験の実施
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⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

概

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

組みます。

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

組んでいくこととします。

小江戸川越ミニパックツアー

川越のシンボル的な存在であるボンネッ

トバスを利用しながら、市内主要観光地を周

遊するツアーを実施しています。

川越駅→本川越駅→喜多院→本丸御殿

→蔵の街→時の鐘・菓子屋横丁→昼食→

フリー乗車券による自由行動

【ツアーに含まれるもの】

施設入場料／巡回バス１日フリー乗車

券／食事／ガイド／散策マップ

民間事業者等  

年度
H28

観光施設への公共交通アクセ

による情報発信

観光客向けの公共交通マップの

観光案内所等での配布

イベント開催時のシャトルバ

公共交通による周遊観光商品

の開発、実証実験の実施

⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ

要

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

組んでいくこととします。

アー（イーグルバス

川越のシンボル的な存在であるボンネッ

トバスを利用しながら、市内主要観光地を周

川越駅→本川越駅→喜多院→本丸御殿

→蔵の街→時の鐘・菓子屋横丁→昼食→

施設入場料／巡回バス１日フリー乗車

  〇：交通事業者、協議会

H28 H29

⑫観光客への周知・利用促進（観光客向けマップ作製等）

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

組んでいくこととします。

（イーグルバス(株)）≫

出典：イーグルバス

〇：交通事業者、協議会

H30

等）

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

み出すことでまちづくりに寄与させていくことを目的に実施します。

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

≫

出典：イーグルバス HP

〇：交通事業者、協議会

H31 H32

観光客への周知・利用促進は、本町の課題である公共交通利用促進と観光

組み、公共交通利用による観光の定着と、相乗効果を生

等を通じた町内観光施設への公共交通アクセス手段の情報発信、観光客

及び配布、企画切符の作成、観光案内所における情報発

・公共交通による観光の定着に向けて、まずはイベント開催時のシャトルバ

ス運行や、公共交通による周遊観光商品の開発及び実証実験等を実施しな

H32



76

⑬利用促進イベントの実施

■施策の概要

概 要

目 的 利用促進イベントの実施は、普段公共交通を利用しない町民が公共交通に

ふれるきっかけづくりを行い、町民の公共交通に対する意識醸成を図ること

で公共交通利用促進につなげていくことを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・自家用車への依存度が高い本町においては、町民の意識醸成が重要であり、

公共交通にふれる機会を増やす取組からはじめることが重要であるため、

利用促進イベントを実施します。

・普段公共交通を利用しない町民が、公共交通にふれるきっかけづくりとし

て、車庫見学ツアーや車両展示イベント等の利用促進イベントを実施しま

す。

・また、イベント実施に合わせて、運賃の特別割引等を行いながら公共交通

利用を促進するキャンペーンを実施します。

・なお、公共交通に関心の低い町民に対しても効果的に周知を図るため、集

客力の高い他の町内イベントと同時に実施します。

≪事例：公共交通への理解を深めるイベント実施（横浜市交通局）≫

横浜市では、市営交通への理解を深めてもらうために様々なイベント

（運転席体験乗車、車両基地内見学ツアー、お仕事体験、不要物品販売

等）を実施しています。

運転席体験乗車          お仕事体験

出典：横浜市交通局 HP

実施エリア 町全域、町内を運行する交通事業者施設 等

実施主体 ◎：町、交通事業者、各種団体・民間事業者等  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)利用促進イベントの検討・

実施
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⑭町民への周知・利用促進のための情報ツール作製

■施策の概要

概 要

目 的 町民への周知・利用促進のための情報ツール作製は、本町における鉄道及

びバスの運行状況を広く周知することで公共交通利用促進につなげていくこ

とを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・情報不足によって利用を断念している町民を支援するため、公共交通の運

行路線・時刻・利用特典等の情報を発信する町 HP やパンフレット等を作製

します。

・作製したパンフレット等は、町内主要施設等で配布するとともに、転入者

が住民票の手続きを行う際に配布します。

≪事例：公共交通マップ（富山県黒部市）≫

黒部市では、市内を通る公共交

通（新幹線・在来線・高速バス・

路線バス・コミュニティ交通）の

情報を１つにとりまとめ、HP によ

り情報発信しています。また、観

光客が多い地域特性を踏まえ、ま

ち歩きコースや沿線風景等の情報

についても発信しています。

HPで発信されている公共交通マップ

出典：黒部市公共交通戦略推進協議会 HP

実施エリア 町全域

実施主体 ◎：町  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)公共交通運行状況を発信する

町 HP の作製

2)公共交通運行状況を発信する

パンフレット・マップ等の作製

※状況変化に応じて

リニューアル
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⑮小中学校との連携による周知・利用促進

■施策の概要

概 要

目 的 小中学校との連携による周知・利用促進は、子ども世代に公共交通を身近

に感じてもらうとともに、幼少期からの意識づけを行うことで公共交通利用

促進につなげていくことを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・町内小中学校における課外学習の一環として、公共交通の利用方法（乗降

方法、運賃支払方法 等）や乗車マナー等を実際の乗車を通して学ぶ体験

学習を実施します。

≪事例：バス・鉄道乗り方教室（山口県山口市）≫

山口市では、小学生以下の子どもたちを対象に、小さい頃からバスや鉄

道に親しんでもらおうと、バス・鉄道事業者と協力して乗り方教室を実施

しています。また、小学生のほか、クルマに頼り過ぎない生活に向けて高

齢者を対象とした乗り方教室も実施しています。

乗車体験          車椅子乗車体験

出典：山口市 HP

実施エリア 町内小中学校、町内を運行する交通事業者施設 等

実施主体 ◎：町、交通事業者  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)小中学校での体験学習の実施 ※可能な箇所から順次実施
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⑯行政区等の地域単位での周知・利用促進

■施策の概要

概 要

目 的 行政区等の地域単位での周知・利用促進は、「地域のライフラインの維持」

「環境配慮型の交通行動への転換」の 2 つの観点から公共交通への利用転換

の必要性の周知を図り、なるべく公共交通を利用する意識を高めることで過

度な自家用車依存から公共交通へ利用転換を図ることを目的に実施します。

実施概要

イメージ

・公共交通の必要性をテーマとした講演、バリアフリー対応や燃料電池のバ

ス及び自家用車の展示・乗車体験、免許自主返納や公共交通の各種割引制

度等の紹介・説明を行うワークショップや出前説明会等を実施します。

・町全体で取り組んでいくため、各取組は行政区などの小さなコミュニティ

単位で実施していきます。

実施エリア 各行政区、町内を運行する交通事業者施設 等

実施主体 ◎：町、交通事業者  〇：協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)行政区等でのワークショップ

等の実施

⑰民間事業者等の単位での周知・利用促進

■施策の概要

概 要

目 的 民間事業者等の単位での周知・利用促進は、「環境配慮型の交通行動への転

換」の観点から利用転換の必要性の周知を図り、なるべく公共交通を利用す

る意識を高めることを目的に実施します。また、実施可能な小さな単位で効

果的な周知・利用促進を図ることを目的とします。

実施概要

イメージ

・民間事業者等の小さな単位を対象に、積極的な公共交通利用の呼びかけや

マップ配布等を行います。

・また、無理のない範囲で自家用車から公共交通への転換を図っていくため、

期間を限定して自家用車利用を制限するノーマイカーデーや、通勤時に限

定して自家用車利用を抑制する等のエコ通勤の取組を実施します。

実施エリア 各民間事業者 等

実施主体 ◎：各種団体・民間事業者等  〇：町、協議会

実施工程 年度

実施項目
H28 H29 H30 H31 H32

1)ノーマイカーデーやエコ通勤

等の実施

※可能な箇所から順次実施

※可能な箇所から順次実施
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６－４ 計画の目標
本計画で掲げた目標の達成状況を確認するための指標および目標値を以下のとおり設定

します。

《本計画の達成状況を確認するための指標と目標値》

指標 現況値 目標値（H32） 備考

【指標 1】

公共交通の満足度

（不満・やや不満の割合）

29.7%（H27） 現況より改善
目標①に対応

する指標

【指標 2】

公共交通利用者数
（H26）

現状維持
目標②③に対

応する指標

バ
ス

小川町駅～下里～小川パークヒル 152,444 人/年

小川町駅～みどりが丘循環～小川町駅 241,408 人/年

小川町駅～東秩父村役場入口～皆谷～白

石車庫
75,387 人/年

せせらぎバスセンター～東光寺入口～小

川町駅
30,060 人/年

熊谷駅～小江川～小川町駅線 ※数値なし

鉄
道

小川町駅（東武東上線） 10,859 人/日

小川町駅（JR 八高線） 1,228 人/日

東武竹沢駅（東武東上線） 791 人/日

竹沢駅（JR 八高線） ※数値なし

【指標 3】

利用促進活動実施回数

（小中学校、行政区、民間事業者等）

0 回（H27） 10 回（累計）
目標④に対応

する指標

《目標値の設定の考え方と把握方法》

指標 目標値設定の考え方 把握方法

【指標 1】公共交通の満足度

（不満・やや不満の割合）

各取組の実施によって、不満に

感じる町民の割合を現況よりも

改善することを目指す。

アンケート調査

等により把握

【指標 2】公共交通利用者数

各取組の実施によって、公共交

通利用者数を維持することを目

指す。

各運行事業者よ

り把握

【指標 3】利用促進活動実施回数（小

中学校、行政区、民間事業者等）

各年 2 回程度実施することを目

指す。

取り組み実績値

から把握



６－５

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

（１）

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組

その進捗状況を把握・評価し（

新たな取組

PDCA

するものの

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

す。

６－５ 計画の進行管理と推進体制

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

（１）PDCA

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組

その進捗状況を把握・評価し（

新たな取組の計画を立てていく（

PDCA サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

するものの 3種類を実施します。

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

必要に応じて

必要に応じて

計画の進行管理と推進体制

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

PDCA サイクルの実行

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組

その進捗状況を把握・評価し（

の計画を立てていく（

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

種類を実施します。

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

計画

必要に応じて適宜見直し

必要に応じて適宜見直し

計画の進行管理と推進体制

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

サイクルの実行

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組

その進捗状況を把握・評価し（Check）、問題点があれば内容の見直しを検討し（

の計画を立てていく（Plan）という、

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

種類を実施します。

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

《PDCA サイクルの実行イメージ》

中間見直し

計画期間の見直し

見直し

見直し

小川町地域公共交通網形成計画

P

P
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計画の進行管理と推進体制

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

サイクルの実行

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組

）、問題点があれば内容の見直しを検討し（

）という、PDCA

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

サイクルの実行イメージ》

中間見直し

見直し 又は

地域公共交通網形成計画

C

A

P

C

A

P

計画の進行管理と推進体制

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

取り組みに合わせた評価・改善の仕組みを定めます。

本計画で掲げた目標を確実に達成するため、継続的に取組を実施していく（

）、問題点があれば内容の見直しを検討し（

PDCA サイクルを実行していきます。

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

なお、進捗状況の把握・検証は、本計画に掲げた目標指標だけではなく、各種施策につい

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

サイクルの実行イメージ》

次期計画策定

地域公共交通網形成計画

D

D

各
年
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

各
年
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

を実施していく（

）、問題点があれば内容の見直しを検討し（

サイクルを実行していきます。

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、

だけではなく、各種施策につい

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

サイクルの実行イメージ》

次期計画策定

D

C

A

P

D

C

A

P

中
期
的
な
Ｐ
Ｄ
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中
期
的
な
Ｐ
Ｄ
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各
年
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
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本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

を実施していく（Do）とともに、

）、問題点があれば内容の見直しを検討し（Action

サイクルを実行していきます。

サイクルは、計画期間全体を通じたもの、中間時期に実施するもの、1年ごとに実施

だけではなく、各種施策につい

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

D

P

C

A

計
画
全
体
の
Ｐ
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中
期
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Ａ

中
期
的
な
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P

本計画で掲げた目標を、着実かつ計画的に実施するとともに、長期的な地域公共交通の基

本方針の達成を目指し、社会情勢の変化等に合わせて柔軟に施策を企画・展開していくため、

）とともに、

Action）、

サイクルを実行していきます。

年ごとに実施

だけではなく、各種施策につい

ても実施することとします。これにより、定期的・継続的に計画の進捗状況や各種施策の効

果発現状況をモニタリング・評価し、必要に応じて計画の見直しを検討していくこととしま

計
画
全
体
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
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（２）PDCA サイクルの実行体制

本計画の PDCA サイクルの実行は、小川町地域公共交通活性化協議会が推進していきます。

また、専門的かつ地域に即した調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設置する

こととし、デマンド型交通に関わる事項については、関係者で構成する分科会を中心として、

実証実験実施内容の具体化等に取り組んでいきます。

さらに、地域公共交通を持続性のあるものとして守り・育んでいくため、町民意向把握や

各種の取り組みに対する町民評価等については、地域住民や各種団体等を中心として取り組

んでいくなど、利用者である町民との協働による取組推進を重視していきます。

《PDCA サイクルの実行体制イメージ》

・・・分科会 分科会 分科会

小川町地域公共交通活性化協議会

町

地域住民等

学識経験者

国・県

交通事業者・団体

警察


