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埼玉県の現況 
出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

■ 本県は、鉄道を軸に発達したバス交通網 

■ 駅２km圏内の住宅数の割合： 約７３％ 
   バス停留所から５００ｍ圏内 ： 約８５％ 

バス交通は、鉄道と共に、多くの 
県民の大切な移動手段です。 

■人口 約７２２万人     

資料  H25.12.1.埼玉県推計人口 

  〇鉄道駅数 ２２４箇所 資料 H22年度埼玉県都市計画基礎調査  〇バス停留所数 約１万箇所  資料 H22年埼玉県バス協会   

〇コンパクトな都市構造   
      

鉄道路線 

バス路線 

市街化区域 

鉄道路線、バス路線図 
                        資料 H22年国土数値情報  

〇県面積の２割の市街化区域に     
  ８割の県民が居住。    

資料  H22年度埼玉県都市計画基礎調査 

資料 H20年住宅・土地統計調査     １ 



県は、官民協働で、 
誰もが出歩きやすいまちづくりを目指しています 
まちづくりの課題  

バス交通の利用促進を目指します 

②急増する運転免許返納 
   H23        

  

①急速に進む高齢化 

  
     
 

  
◎出歩きやすいまちづくり 
 

 

  

必須 

 伸び率は全国１位 

  
  20.9％  →     33.8％（＋12.9） 

H47（推計） 
  

 返納件数は全国４位 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

  資料 Ｈ２４高齢社会白書（内閣府）         資料 H16、H24運転免許統計（警察庁）       

２ 

 

  H16：1100件 → H24：6608件 
 

バス事業者  サービスを向上させたい 

市町村    市民の移動を便利にしたい 

県 

・まちづくりのコーディネート 
 出歩きやすいまちづくり推進会議（H25.5～） 
 （19バス事業者、16小売事業者、2バスロケ事業 
  者、48市町村、県 ） 
・部局間連携（保健医療部クールオアシス事業等） 

支援 

連携したい 

小売事業者  店に付加価値をつけたい ・ 社会貢献したい 



バスをもっと便利に！ 
出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

３ 

店で少し休もうか ☺ バス停まで一気に歩くと 
疲れてねえ・・ 

当店は 
「バスまちスポット」です！ 

当店は 
「まち愛スポット」です！ 

雨が強いし 
 店で待とうね 

バスまだ～？？ 

バスが１つ前のバス停まで 
来てる 

ﾊﾞｽに待っていることを伝え
よう！ push！「のる」ボタン 



      安心して健康に 
    暮らし続けることができる 

       ビジネスチャンスの拡大 

       多大な公共投資を 
     伴わない共助のまちづくり 

県
民 

事
業
者 

行
政 

効果 

☆ 
まち愛スポット 

速い ・ 便利 ・ 地域力活用   

「バスまちスポット」「まち愛スポット」によるバス待ち環境の改善 
 
 

  「バスｃｏｉ」によるバス運行サービスの向上      

・バスがいつくるか分かりづらい 

 
 バス停 移設  バス停 新設 

  

バス路線 

⇒ バス停まで一休みしながら歩ける！ 

徒歩圏 
５００ｍ 

バス停が遠い！ 

バス停が無い！ 

【イメージ】 

★ 

 ★バスまちスポット ⇒ 快適に安心してバス待ちができる！ 

☆まち愛スポット    

バスまちスポット 

従来 当事業 

⇒ バスの情報が分かりやすい！ 

・バスを待つとき暑さ,寒さ,雨風をしのぎたい 

・バス停まで一気に歩くのはつらい 

目指す「出歩きやすいまち」とは 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

出歩きやすいまち の基本概念 

取組１ 

取組２ 
２つの取組の相乗効果      

★ 

目的地に公共交通機関で行きやすい環境づくり 

★ 

４ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&source=images&cd=&cad=rja&docid=DJT1cYMyPutFPM&tbnid=MQIts1v5zwqJQM:&ved=&url=http://iconhoihoi.oops.jp/item/2011/07/117-paperbag-red.html&ei=pK9sUZrMB4bsiAf_yIGIDw&bvm=bv.45175338,d.aGc&psig=AFQjCNH2chGl45hwWAT4NKk5e4UNSF6UCQ&ust=1366163748498459
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&source=images&cd=&cad=rja&docid=DJT1cYMyPutFPM&tbnid=MQIts1v5zwqJQM:&ved=&url=http://iconhoihoi.oops.jp/item/2011/07/117-paperbag-red.html&ei=pK9sUZrMB4bsiAf_yIGIDw&bvm=bv.45175338,d.aGc&psig=AFQjCNH2chGl45hwWAT4NKk5e4UNSF6UCQ&ust=1366163748498459


 

・気軽にバス待ちできる施設「バスまちスポット」 
 歩く際に休憩できる施設   「まち愛スポット」 
 県が登録・公表しています。 （平成２５年６月～） 

 
 

 取組１：「バスまちスポット」「まち愛スポット」 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

登録対象：商店、病院、公共施設等 ～施設事業者のご厚意によるものです～ 

・登録施設はステッカーが目印です。 
 
 

バスの時刻表が 
あります！ 

ベンチや椅子が 
ご利用になれます！ 

① ② 

５ 



「バスまちスポット」「まち愛スポット」登録エリアと登録数 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

登録施設のある市町村 

今後も拡大予定です！ 
平成２６年２月末 １０市町 ５８施設 

バスまちスポット  ４７施設 
まち愛スポット   １１施設 

６ 

＜登録数＞ 



取組２：バスｃｏｉ 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

バス運行状況システム 
『バスｃｏｉ』 

バス 

バス利用者 

「バスまちスポット」に 

タブレット端末 

７ 



 また、バスまちスポットのパソコンやタブレット端末から 
 「乗車意思」を運転手に伝えることができます。 

 
 

 

・バスに搭載するスマートフォン（ＧＰＳ）の情報によって 
 利用者のスマートフォン、パソコンから、バスの路線図、時刻表、 
 バスの現在地が分かります。 
  
  
 

埼玉県バス運行状況システム「バスｃｏｉ」を開発しました 

出歩きやすいまちづくり ～バスでつなぐ・人がつながる～（埼玉県 都市整備部 都市計画課） 

 
 

～県とソフトバンクテクノロジー、ヤフーの協働事業です～ 

「バスまちスポット」 
上尾市役所の総合案内窓口 
に設置されたタブレット端末 

 

・社会実験開始 
 上尾市内循環バス 
 神川町営バス 
 平成２５年１２月２０日～ 

バスがいつも１０分以上遅れる。バスが来る時間が分かるのがいい。（上尾市民） 
「のるボタン」があると安心。（上尾市民） 
バスがどこにいるのかという市民の問合せに対応しやすい。（市職員）  
路面凍結でバスが遅れる。すぐに情報が伝えられていい。（町職員） 
 

 

ボタン 

【利用者の声】  乗ります！ 

８ 



埼玉県バス運行状況システム【バスｃｏｉ】 
ご利用案内 

Ｑ どのバスに乗ったらよいか分からない 

Ｑ バスがどこまで来ているか知りたい 
⇒解決！ 

バスまちスポットを 
確認できます 

バスの所在をリアルタイムに
確認できます 

路線図 バス停検索 

バスｃｏｉ 検策 
ＱＲコードからもアクセスできます 

廉価な導入費用で、汎用性のある、 「出歩きやすいまちづくり」を支援するシステムです 

歩行速度に合わせた 
バス停案内 

こ い 

時刻表が閲覧できます 
 

バスまちスポット「乗るボタン」 

＜バス乗り過ごし防止機能＞ 
バスまちスポットから 
運行中のバスに乗車の意思を伝えます 

約５分 

９ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=kupTQIKNuPD61M&tbnid=dUr_P5becytugM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://azukichi.net/arrow/arrow097.html&ei=gI1gUtGfBojikgWVqYDYAg&psig=AFQjCNECfUnIxM3y8qVagrCTDBBiAVDPkA&ust=1382145792151342


バスcoi in 上尾

ってこんなに便利！

のりたいときに、
のるボタンを押すだけで、
バスに乗車意思を伝えることができます。

STEP①：のりたいバス停を選んで「のるボタン」をクリック！

STEP②：乗車バス情報を確認して「のるボタン」ボタンをクリック！

１０ 



2014/2/18 神川町緊急のお知らせ（大雪） 

１１ 
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