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公共交通対策に関する提言書
我が国の社会経済情勢は、急速な少子高齢化の進行により、大きな変化
を遂げている。当町を取り巻く社会情勢も例外ではなく、とりわけ高齢者
や障が い者 、学生 等のい わゆ る交通 弱者の 移動 手段で ある公 共交 通の あ
り方が問われている。
高齢 者の 運転免 許証返 納に 伴う 外 出機会 の創 出や学 生をは じめ とし た
若年層の効率的な登下校、公共交通の空白エリアの解消など、公共交通を
めぐる 課題 は多岐 にわた り、 交通弱 者の多 様な ニーズ への対 応と 移動 手
段の確保は町の責務であり、喫緊の課題であると考える。
このような状況を鑑み、社会常任委員会では「公共交通対策に関する事
項」を所管事務調査と定め、地域住民・交通事業者・行政等が連携し、そ
れぞれ の役 割を果 たすこ とで 、 住民 のニー ズに あった サービ スの 提供 及
び利便性の向上が図られることを目的とし、関係者との懇談、先進自治体
への視察、住民及び企業アンケートを実施するなど調査・研究を重ねてき
た。
当町においても推進している、SDGs に掲げる誰ひとり取り残さない社
会、そして持続可能な地域づくりを目指すためには、公共交通の充実は必
要不可欠な施策である。
これらを踏まえ、次の４項目を議会の立場から提言する。
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（１）地域公共交通の調査研究
町内循環バスについては、無乗客による運行の解消、需要のある時
間帯の 運行 を増 強 するな ど細 やか な 対応を する とと も に、利 便性 を
含めた公共交通として価値のある運行を目指す こと。
ほっと タク シーの 事業強 化 や デマン ド交通 の導 入を考 慮しつ つ 、
インフラの整備、車両提供、各種人材の確保、補助金体制等の構築、
また、 実証 運行 を モデル ケー スと し て公共 交通 が十 分 届いて いな い
エリアで実施できるか調査検討すること。

（２）中学校生徒の町内循環バス通学における利便性の向上
町内循 環バ スを利 用して 通学 する生 徒が少 ない 現状に ついて 、そ
の原因 を分 析し 、 現 行の ダイ ヤ改 正 等によ り利 便性 を 向上さ せる こ
と。

（３）交通弱者における近隣市町への移動手段の充実
交通弱 者に おける 近隣市 町 の 病院へ の通院 等は 、公共 交通機 関の
乗り換 えや 移動 手 段の確 保に 苦慮 し ている こと から 、 循環バ スか ら
しなの 鉄道 等へ の 乗り換 え に 係る ダ イヤの 見直 しや 自 治体を 跨い だ
バスの乗り入れなど、利便性の向上をさせる こと。

（４）町地域公共交通会議における多様な意見の反映
町地域公共交通会議においては、現行委員に加え、ＰＴＡ及び学校
関係者等、信大・東大連携協定事業の協力体制を取り入れた産官学民
協働による協議検討の場とし、上記 ３項目を含むデマンド交通等の多
様な意見の反映に努めること。
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公共交通の課題と各提言の背景
（１）地域公共交通の調査研究 （別途参考資料 P3・49・59 ）
全区配布の住民アンケート調査結果（ 481 枚配布：476 枚回収：回収率
98.96％）からもわかるように、バスを利用していないとの回答が９割を
超えているにも関わらず、利用していない点が 改善されたら８割が利用す
ると回答している。その内容は、
「日中の本数を増加」が３割、
「自宅近く
にバス停がほしい」
「バス停整備、時刻表、路線図を解りやすく」
「新たな
ルート設置」
「朝夕の本数の増加」
「バスやしなの鉄道への乗り継ぎ」がそ
れぞれ２割であった。また、タクシーに関しても「料金が高い」
「呼ぶのが
面倒」が半数以上で、利用しにくいと感じている。これらのことから、循
環バスに関しては、需要のある時間帯の運行の増強等、利便性を含めた公
共交通として価値ある運行を求める。
外出頻度に関するアンケートでは「週 1 回～年に数日」との回答が、全
体の２割で年代別でも 70 代が３割、80 代以上が５割と高齢になればなる
ほど外出できていない状況であり、また、公共交通が十分行き届いていな
い地域に多いことがわかった。町が推進しているフレイル予防対策のため
にも、誰でも利用しやすい公共交通を整備するなど、外出を支援する対策
が求められる。
な お、デマンド交通に関しては、全体の 半数以上が「大いに利用する 」
「利用する」との回答であり、また区別の集計で ５割～７割を占めた区が
13 区あり、年代別では 60 代が５割、70 代が７割、特に 80 代以上は８割
を占めていることからも、デマンド交通への大きな期待がうかがえる。
一方、バス、タクシー会社へのデマンド交通への参入意思に関するアン
ケート調査では、運転手やオペレーター等の配置についての課題、そして
当町の立地条件、交通渋滞、繁忙期への対応等多くの課題があることが う
かがえた。今後、公共交通を維持していくためには枠組みの協議が必要で
あり、地域に合った交通体系を産官学民協働で検討し、地 域全体の公共交
通を維持・活性化していくべきである。
以上のことから、
「動脈」となる町内循環バスと、
「静脈」となるデマン
ド交通の相互の利便性を生かし区域による棲み分けをするなど、公共交通
体系の構築について協議検討していくことは、今後の高齢化、核家族化を
見据えた中で必要不可欠である。
また、主に南北地区や東地区の一部といった公共交通が十分に行き届い
ているとは言えない地域からは、多くの公共交通に期待する声が届いた。
このような地域において、住民のニーズに応える手段 として、デマンド交
通の実証運行を実施することを強く求める。
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○住民アンケート結果（抜粋）

（２）中学校生徒の町内循環バス通学における利便性の向上
軽井沢中学校の通学の原則が徒歩あるいは自転車であることは承知し
ているが、1・2 学年の生徒 262 名を対象に実施したアンケート調査（別添
参考資料 P31 ）では、それ以外の手段により通学 していると回答した生徒
が約 2 割（53 名）という結果であった。また、そのうちの 8 割以上（45 名）
が保護者の送迎により通学しており、バス等の公共交通を利用する生徒は
２割にも満たない状況にある。一方、
「登下校時刻に合う循環バスがあれば
利用するか」との設問に対し ては、全体の約 2 割（46 名）の生徒が「利用
する」との回答であった。
アンケート結果から推測するに、中学生の通学においてダイヤを改正す
ることが可能であれば、利用する生徒の 増加にも繋がるものと考える。こ
のことに関して、軽井沢中学生以外の住民アンケート（別途参考資料 P37 ）
でも同じ結果が出たことからも、町においては改めて分析を行い、通学生
徒の利便性の向上を図ることを求める。
○軽井沢中学校１、２年生へのアンケート結果（抜粋）
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（３）交通弱者における近隣市町への移動手段の充実
アンケート調査の公共交通に対して自由意見では、近隣市町の病院へ通
院する際などに利用しやすい公共交通の整備を求める意見が 多く見られ
た。現に、交通弱者が近隣市町へ出向く際の移動手段は、町内循環バスや
タクシーからしなの鉄道へ乗り継ぐか、タクシーで直接現地に赴くしかな
いなど、乗り継ぎ時間や料金 など利便性の面で課題があることから、広域
での協働も含め課題解決することを求める。（別途参考資料 P93）

（４）町地域公共交通会議における多様な意見の反映
バ ス会社、タクシ ー 会 社のアンケート調査 結果 からもわかるように 、
会議の中に幅広くＰＴＡ及び学校関係者 等も含め、信大・東大連携協定
を大いに活用し、産官学民で循環バスとデマンド交通の運行、渋滞対策
や料金等多種多様な意見を出し合い協議する場として、今後の町地域公
共交通体制について検討する「協議会」の設置を望む。
その際、デマンド交通については、特に大事な「利用者の意見」を最
重要視して反映すべきであり、その上で様々な分野との調整を持つこと
を求める。
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