
東秩父村地域公共交通計画における
路線バスおよび交通空白地有償運送連携

（案）
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令和３年度より設立した「東秩父村地域公共交通活性化協議会分科会」

において、持続可能な公共交通を目指すため、路線バスと交通空白地有償

運送の連携を図り、利用促進策等の具体案を検討します。

※村の地域公共交通計画に基づいた内容となります。

●路線バスと交通空白地有償運送は、平成26年度に設立された「東秩父村地域公共交通活
性化協議会」 で運行体系などが協議され、村営バスと民間バスの統合などの路線再編や有
償運送の利用者拡充検討などを経て、現在に至っています。

東秩父村地域公共交通活性化協議会とは・・・ 【地域公共交通の活性化及び再生に関する法律】に基づいた法定協議会です。公共交通に関する一切
のことを議題とし、村内唯一の公共交通機関である路線バスや空白地有償運送をいかに維持・確保していくかということを中心に議論するものです。



■施策案（１）

路線バス
交通空白地有償運送

相互利用案内・乗り方
ガイドの作成

■概要

◎路線バスまたは、交通空白地有償運送の
利用者向けに乗り方ガイドを配布・掲示する。

配布場所については、

・イーグルバス車内

・やまびこ会車両

・村ホームページ・広報など 4

◎東秩父村地域公共交通計画の位置付け

Ⅲ 利便性の向上と利用促進

② バスの認知度の向上

１）時刻表、案内図の掲示および周知

目的・場所 方向 バス バス系統 バス停名 発着 ①時間 ②時間

和紙の里 発 8:59 10:16

小川町駅 着 9:17 10:34

小川町駅 発 11:46 15:48

和紙の里 着 12:04 16:06

小川町駅までの所要時間　：　18分程度

目的・場所 方向 バス バス系統 バス停名 発着 ①時間 ②時間

白石車庫 発 7:23 9:15

皆谷 発 7:30 9:22

小川町駅 着 8:05 9:50

小川町駅 発 11:46 13:18

皆谷 着 12:14 13:46

白石車庫 着 12:21 13:53

小川町駅までの所要時間　：　３５分程度

目的・場所 方向 バス バス系統 バス停名 発着 ①時間 ②時間

和紙の里 発 7:00 7:56

かやの湯前 発 7:10 8:06

寄居駅 着 7:23 8:19

寄居駅 発 12:40 15:34

かやの湯前 着 12:49 15；43

和紙の里 着 13:03 15:57

寄居駅までの所要時間　：　２３分程度

和紙の里バスターミナルからの東秩父路線バスお出かけコース

通院・おでかけ

など

行き
東秩父路線バス

（イーグルバス株式会社）

W03 和紙の里～

寄居駅

帰り
東秩父路線バス

（イーグルバス株式会社）

W03 和紙の里～

寄居駅

白石車庫・皆谷バス停からの東秩父路線バスお出かけコース

通院・おでかけ

など

行き
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）

W01 白石車庫

～小川町駅

帰り
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）

W01 白石車庫

～小川町駅

和紙の里バスターミナルからの東秩父路線バスお出かけコース

通院・おでかけ

など

行き
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）

W02 和紙の里～

小川町駅

帰り
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）

W02 和紙の里～

小川町駅

平日（月曜日から金曜日）にご利用する例

公共交通（路線バス・やまびこ会）を利用してお出かけしてみませんか？

白石車庫から小川町駅まで

35分程度で行く事が可能です！

バス運賃：650円（片道）白石

バス運賃：510円（片道）皆谷

和紙の里から寄居駅まで

23分程度で行く事が可能です！

バス運賃：370円（片道）和紙の里

バス運賃：２３0円（片道）かやの湯

寄居駅へ

和紙の里・かやの湯前（大内沢）からご利用の方

①「和紙の里」バス停を7時00分発の「W03 和紙の里～寄居駅」に乗って小川町駅へ

②「和紙の里」バス停を7時56分発の「W03 和紙の里～寄居駅」に乗って小川町駅へ

小川町駅へ

和紙の里からご利用の方

①「和紙の里」バス停を８時５９分発の「W02 和紙の里～小川町駅」に乗って小川町駅

へ②「和紙の里」バス停を10時16分発の「W02 和紙の里～小川町駅」に乗って小川町駅へ

和紙の里から小川町駅まで

１８分程度で行く事が可能です！

バス運賃：370円（片道）

白石車庫・皆谷方面からご利用の方
①「白石車庫」バス停を7時23分発の「W01 和紙の里～小川町駅」に乗って小川町駅へ

②「白石車庫」バス停を9時15分発の「W01 和紙の里～小川町駅」に乗って小川町駅へ

小川町駅へ

バスを利用する際の乗り方については次ページをご覧ください。

拡大版あり



施策案（１）

路線バス
交通空白地有償運送

相互利用案内・乗り方
ガイドの作成
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東秩父村路線バス乗り方ガイド 

降りたい停留所の案内がされたら、
窓枠・ひじ掛け・手すりなどに設置さ
れた「降車ブザー」を押します。 

整理券で乗車した方は、
バス車内前方に設置され
た運賃表を確認し、整理券
番号に該当するバス運賃
を用意しましょう。 

前のドア：バスから降りる時 後ろのドア：ここから乗ります 

現金で支払う場合は、運賃
と整理券などを投入口に
入れます。 

交通系 IC カード（PASMO・
Suica など）は、ここをタッチ
します。 

現金の両替の場合は、
ここで行います。 

・1,000 円札でチャージ可能。 

拡大版あり



施策案（１）

路線バス
交通空白地有償運送

相互利用案内・乗り方
ガイドの作成
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公共交通に関するお問い合わせ先

東秩父路線バスの運行に関すること

●イーグルバス株式会社

●NPO法人ふれあいやまびこ会

交通空白地有償運送に関すること

都幾川営業所 ☎0493-65-3900

JA農協東秩父2階 ☎0493-81-5914

その他のお問い合せ

●東秩父村役場 企画財政課

☎0493-82-1254

路線バス以外の公共交通手段

・NPO法人ふれあいやまびこ会が運営する「交通空白地有償運送」を利用してみませんか。

詳しくはふれあいやまびこ会まで

お問合せください。

拡大版あり



施策案（１）

路線バス
交通空白地有償運送

相互利用案内・乗り方
ガイドの作成

■ 施策案１ 乗り方ガイド・相互利用モデルについて
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◎現行の案では、４ページ目に路線バスの時刻表モデル・路線図などの掲示、
５ページ目以降から東秩父村路線バス、交通空白地有償運送の乗り方などを
示させていただき、利用者に周知実施を考えております。

◎具体的には、村内の広報配布時での周知やホームページの掲載、各公共交
通機関の車内周知などが挙げられます。

■ 協議会承認事項

◎上記内容については、新たな交通手段の取り組み等を行う際などは、適宜
内容の更新を図ってまいりたいと思いますので、当初の段階ではこのような形
で周知することにご承認いただければと存じます。

◎また、下記事項等を踏まえてご検討いただければと存じます。

・配布はどのような場所・手段で行うか。

・相互利用のモデルケースの検討 など

※相互利用のイメージ（拡大版）を「参考資料」として別紙で添付しています。

□ご意見やご提案がございましたら、別紙「回答書」にご記載をお願いいたします。



施策案（２）

交通空白地有償運送

自宅送迎制度実証運行（仮称）

概要

●村内への交通手段拡充に向け、現状の交通
空白地有償運送制度の中で、村内和紙の里で
有償運送車両を常駐させ、希望する村民の方
は、自宅へ送迎する。

村民の方が村外へ買い物や通学で帰宅する
際に、和紙の里止まりのバスに乗った場合、す
ぐ帰宅できない事があるため、それを補完する
制度の実証運行
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★自宅送迎制度イメージ図

①目的地付近のバス停留所から東秩父村路線バスに乗車・移動します。

②交通の結節点である「和紙の里バスターミナル」で降車します。

③和紙の里で常駐している交通空白地有償運送車両（やまびこ会）に乗車します。

④自宅までご利用できます。

①

②
③

④

乗り換え

◎東秩父村地域公共交通計画の位置付け

Ⅱ 持続可能な公共交通の確立

② やまびこ会

１）やまびこ会との連携



施策案（２）

交通空白地有償運送

自宅送迎制度実証運行（仮称）
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★実証運行概要（案）

項目 内容

運行形態 ・和紙の里で交通空白地有償運送車両が常駐し、利用者の自宅まで

運行する。（原則、バス利用者を乗車させる。）

運賃 ・ワンコインなどの一律料金にし、乗車の際に現金で支払う。

運行期間 ・令和４年9月からの秋頃を想定

※交通空白地有償運送の運転手募集の状況により実施時期の見直しあり。

運行日・時間 ・平日のみ 13時半～18時半

※開始時間と終了時間は5～10分の前後あり。

運行車両 ・定員で４名乗れる普通自動車（小型）

運行区域 ・和紙の里バスターミナル ⇔ 自宅 ※村内全域

交通事業者 ・NPO法人「ふれあいやまびこ会」（交通空白地有償運送事業者）

予約方法 ・予約については原則受け付けない.

村民の方が村外へ買い物や通学で帰宅する際に、和紙の里止まりのバスに乗車
した場合、すぐ帰宅できない事があるため、それを補完する制度の実証運行
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◎上記時間帯が実証運行に対応されるバスの時刻表となります。

例として、12：48に小川町駅からバスに乗り、13：05分和紙の里に到着

となり、そこから5～10分前後でやまびこ会の車両に乗りかえていただき、

自宅までお送りするものです。

小川町駅から和紙の里バスターミナルへの出発時刻と到着時刻

No. 場所 方向 バス バス系統 バス停名 発着 時間

小川町駅 発 12:48

和紙の里 着 13:05

小川町駅 発 13:48

和紙の里 着 14:05

小川町駅 発 16:29

和紙の里 着 16:46

小川町駅 発 17:28

和紙の里 着 17:45

小川町駅 発 18:14

和紙の里 着 18:31

東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）
W02 和紙の里

～小川町駅

帰り W02 和紙の里

～小川町駅

東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）
①

②

③ 和紙の里 帰り

和紙の里

和紙の里 帰り

東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）
W02 和紙の里

～小川町駅

④ 和紙の里 帰り
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）
W02 和紙の里

～小川町駅

⑤ 和紙の里 帰り
東秩父村路線バス

（イーグルバス株式会社）
W02 和紙の里

～小川町駅

施策案（２）

交通空白地有償運送

自宅送迎制度実証運行（仮称）
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◎現状では、やまびこ会車両乗車場所を和紙の里バスターミナルのバス降車

専用場所を想定しています。（左図 参照）

（ここにずっと常駐というわけではなく、あくまで時間になったら車両が来る想定です。）

◎右図では、和紙の里からやまびこ会車両が出発する想定時刻を載せています。

（バスが到着し、5～10分程度で出発する事を想定しています。）

施策案（２）

交通空白地有償運送

自宅送迎制度実証運行（仮称）



施策案（２）

交通空白地有償運送

自宅送迎制度実証運行（仮称）

■ 施策案Ⅱ 自宅送迎実証運行について
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◎村内の公共交通の充実を図るため、前述させていただいた実証運行を実施して
いきたいと考えております。

◎これについては、実施時期など未確定な部分はございますが、現行の案を基に今後実施
することをご承認いただければと存じます。

※実際に行う事となった場合、協議会で再度報告いたします。

◎また、下記事項等を踏まえてご検討いただければと存じます。

・本格運行となった場合、利用料金の設定（いくらで設定するか。）

・予約の有無（事前予約などの受付やシステムの導入など）

・実証運行の期間の設定・実施時期について

・実証運行アンケート実施内容

・車両の常駐場所 など

□ご意見やご提案がございましたら、別紙「回答書」にご記載をお願いいたします。

■ 協議会承認事項



施策案（３）

路線バス
交通空白地有償運送

共通スタンプラリー

★スタンプカード イメージ図（仮）

（例）表面

概要

●路線バスと交通空白地有償運送を利用し
た方にスタンプカードを配布し、利用１回に
つき1個スタンプを乗務員が押し、達成した
場合は、バス回数券無料券などの特典を贈
呈する。
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（例）裏面

◎東秩父村地域公共交通計画の位置付け

Ⅱ 持続可能な公共交通の確立

② やまびこ会

１）やまびこ会との連携



施策案（３）

路線バス
交通空白地有償運送

共通スタンプラリー
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◎スタンプの特典につきましては、バス回数券ややまびこ会利用無料券などを想
定しておりますが、現段階では検討中のため、何かご意見がございましたら、ご提
案ください。

◎また、下記事項等を踏まえてご検討いただければと存じます。

・特典の内容（どのようなものにするか）

・スタンプカードの配布方法

・スタンプ印はどのようなものを使用するか。

■ 施策案Ⅲ 共通スタンプラリーについて

◎現行の案では、路線バスと交通空白地有償運送をその日に、両方利用した方
が対象となります。これについては、大部分が検討中のため、継続的に検討して
いきます。

□ご意見やご提案がございましたら、別紙「回答書」にご記載をお願いいたします。

■ 協議会承認事項
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■お問合せ先 〒355-0393

埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂６３４番地

東秩父村役場 企画財政課 地域公共交通活性化協議会事務局宛

℡：0493-82-1254 FAX：0493-82-1562

Eメール：kikaku@vill.higashichihchibu.saitama.jp

●別紙「回答書」の「東秩父村路線バスおよびやまびこ会交通空白地有償運送連携について」の
それぞれの施策（案）について、承認する、承認しない いずれかに〇をお願いいたします。

●各施策項目の欄に、ご意見・ご提案等をご記入ください。

●同封の返信用封筒か下記お問合せ先のFAX、Ｅメール等でご回答をお願いいたします。


