
いただいたご意見と検討結果
(凡例)　対応済：済　対応予定：○　不可能：×

種別 整理No ルート 意  見  内  容 対応方針 説　　明
１．運行ルートに
　　関する意見 1 北

北ルートは北部コミュニティセンター からでよいのではないか。ターミナルからは
午前、午後各1便でよい。

2 北 北部ルートの関宿城までの延伸を希望する。

3 北 北ルートの関宿ターミナル以北 の延伸を希望する。

4 北 はやま工業団地まで延伸を希望する。

5 北
コミュニティバスルートになっているのに、北部、中部を通らないのは公平ではな
いと思う。出来れば起点関宿城博物館から通ってほしい。

6 北

関宿の中央より発着は、北部の人たちの利用はどうなるか。北部～中部コミセン、
そして今回の北部ルートにつなげる計画をし、年月をかけて改善していってほし
い。関宿城博物館もしくは北部コミュニティセンター をルート内に入れるよう要望
する。

7 北
北部地区への北ルートが中央ターミナルまでなく、1日1本でも2本でも通してほし
い。

8 北 関宿町からジャスコに行きたいと良く聞くので、市役所から延長を希望する。
×

市役所からジャスコへの延伸については、回転場所等の確保ができない ことから困
難である。ただし、乗り換えの時間がある程度かかる場合もあるが、南ルート2へ乗り
換える方法もある。

9 北 川間駅北口停車を希望する。
× 朝日自動車による路線バスが運行しており、路線バスと競合してしまうことからコミュ

ニティバスの導入は不可能である。

10 北 ウェルフェアに居住しているので、是非停車してほしい。 済 すでにウエルフェア前にバス停を設置する計画である。

11 南１
運行ルート案では当地区が外れている。運行を期待するお年寄りが多数おり、南
ルート１を東部小学校から明治屋商店前まで乗り入れ し、目吹郵便局から小張
病院方面に向かうルートに拡張してほしい。

○
（一部）

今秋開通する我孫子関宿線を通すことにより、路線バスとの競合が一部なくなり、新
たに目吹郵便局、野田養護学校が利用できることから、ルートを変更する。なお、
ルートから外れる福寿園は、既存の茨城急行バスが利用可能である。
→ルート図のとおり変更

12 南２ 野田市駅から市役所 へのバスルートを希望する。
×

野田市駅から市役所間については、茨城急行自動車による路線バスが運行してお
り、路線バスと競合してしまうことからコミュニティバスの導入は不可能である。なお、
野田市駅と市役所の直通ルートについては、過去に循環バスを運行し、利用者が
なかったことから廃止に至った経緯がある。野田市駅と市役所は、既存の路線バス
をご利用いただきたい。

13 南２ 南2ルートについて、下三ヶ尾地区にも延ばしてほしい。

14 南２
南ルート２について、現行案では起点が老人福祉センターとなっているが、特認
校である福田第二小及び障害者施設芽吹学園、老人施設ケアハウス野田方面
まで路線延長をお願いします。

×

旧関宿町北部地域については、朝日自動車による路線バスが運行しており、路線
バスと競合してしまうことからコミュニティバスの導入は不可能である。
（※旧関宿町北部地域への延伸は、県道結城野田線、県道我孫子関宿線の２ルー
トが考えられるが、中央ターミナル以北への延伸については、路線バス事業者（朝
日自動車）と調整の結果、いずれの県道においても競合してしまうことから不可能で
ある。

×

福田第二小学校については、小規模特認校に対する公共交通の確保の必要性は
考えられるものの、現時点での利用者は見込み難く、現行案のとおり老人福祉セン
ターを起終点とする必要性が高いものと考える。福田第二小学校以遠の下三ヶ尾
地区への延伸については、公共施設がなく、回転場所も確保できない。（芽吹学園
への延伸は、進入道路が２．７メートルのため不可能。ケアハウス野田には、送迎バ
スが運行されている。）



15 南２ 上花輪が運行ルート案にはないので配慮してほしい。 ×

上花輪については、24の小字の地区のうち太子堂他１９地区が、現行ルート案でバ
ス停からの距離５００ｍの範囲内にほぼ収まっているが、提案者宅から現計画の最
寄のバス停までは、直線距離で約６００メートルとなっている。ルートを松戸野田有料
道路に設定すれば提案者に利用しやすいルートとなるが、現計画の県道松戸野田
線と比較して利用者が見込めない ことから、ルート変更は困難である。

南ルート２について、欅のホールからみずきの街に行くルートは松戸野田線の幹
線だけを走っているが、大きな住宅地をカバーできない。（ニ中沿いの桜台、花井
の住宅地、平成やよい通り沿いの花井住宅、三生桜台などの住民は利用できな
い。）

○
花井、三生桜台の住宅地については、より多くの利用者が見込まれることを踏まえ、
ニ中前通り、平成やよい通り へルートを変更する。
→ルート図のとおり変更

みずきの街を終点とすると山崎貝塚町と山崎小前の大住宅地は交通不便地域の
まま取り残されてしまう。この地域はそろそろ高齢化が進んでいるので検討の必要
があるのではないか。

×

山崎貝塚町については、現行ルート案でバス停からの距離５００ｍの範囲内に約半
分程度の区域が収まっている。山崎貝塚町の区域の延伸については、道路条件か
らは可能であるが、バスの回転場所が確保できない 。山崎貝塚町から更に延伸し、
山崎小横の道路を通すルートについても同様にバスの回転場所が確保できない 。
更に延伸し、16号線から梅郷駅のバス降り待ち所で折り返すことについても、16号
線の山崎小横の道路との交差点は信号機と右折レーンのない交差点 であり、バス
ルートとしては不適当である。

17 南２ 南ルート２は片道往来型でなく、循環の一筆書きにしてはどうか。

18 南２ 南ルート２をぜひぜひ循環してほしい。

19 共通 公共施設、斎場、小学校を運行してほしい。

20 共通 公共施設や駅、病院を運行してほしい。

21 共通 公共施設と斎場にも行ってほしい。

22 共通 駅へのアクセスを希望する。（提案者は、みずきの街在住）
○

梅郷駅については、梅郷駅西土地区画整理事業において、県道松戸野田線から
駅への進入路が暫定で供用開始が予定されていることから、駅へ乗り入れするよう
ルートを変更する。
→ルート図のとおり変更

23 共通 保健所がルートにないので入れてほしい。 済 現行３ルートとも、保健所の近くにバス停を設置する計画である（徒歩約１分）。

24 共通 柏のがんセンター 行きのルートがほしい。

25 共通 ゆくゆくは吉川駅までの路線を希望する。（ＪＲへのアクセス）

26 共通 近い将来、コース拡張を希望する。
将来的には

要検討

運行にあたっては、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局の運行許可を得なけれ
ばならないので、運行開始後すぐに変更することは困難である。ただし、将来的に
は、諸条件を踏まえ、変更も考えられる。

27 共通
利用者の立場を考えて、乗りたい場所で乗れ、行きたいところに行ける ようにして
ほしい。

×
コミュニティバスは、合併による行政改革効果で生み出される財源で運行するもの
であり、これ以上のルート拡大は困難である。

28 共通 南１、南２では年配者にルート名が分かりづらい。中央などにしてはどうか。 ○ 利用する市民が分かりやすいルート名にするため、北、中、南ルートとする。

16 南２

×
変更するには、距離を約５.８ｋｍ長くしなければならず、運行時間も約１７分増加す
る。運行間隔は、現計画の120分から140分となり、運行便数も現計画の10便(片方
向5便）から8便(片方向4便）となり、利便性や速達性の観点 から困難である。

済
主要な公共施設、病院はできる限り利用できるような計画である。
斎場は、変更後の南ルート１では、最寄のバス停から徒歩約６分となる。

× コミュニティバスは、市内の公共施設への運行を目的とするものであるため、市外は
想定していない。



29 共通 県道ばかりではなく、運行可能な生活道路に入ってほしい。 済 運行条件の範囲内で対応している。

２．事業収支に関

　　する意見

３．料金に関する 31 ワンコイン100円を希望する。

32 運賃の均一性がうれしい。

33 利用者の立場を考える乗車賃としてほしい。

34 乗車賃について、障害者は手帳の掲示により無料としてほしい。

35
守谷市のバスは大人100円、一日券200円、子供50円、一日券100円で未就学児
童や障害者（手帳を掲示）及び介助者一名は無料である。

36
ある目的地に障害者を送迎する場合、障害者は2回、付き添いは送迎で4回、計6
回分の運賃を支払うことになるため、障害者と付き添いの料金を電車と同様に半
額にしてほしい。

４．運行頻度に関 37 運行時間帯を考慮してほしい。

38 運行開始時間を8時から7時に早く してもらいたい（通勤にも使える）

　
39 短い時間で何度も運行を希望する。

40 運行間隔を1時間以内に、理想は40分程度にしてほしい。

41 運行間隔が長いので、30分に1本くらいの運行と運行時間の延長希望する。

42 1時間に2回運行をお願いします。

43 少なくとも1時間の運行間隔を希望する。

44 近い将来台数の増加を希望する。

45 利用者の立場を考え、乗ってる時間、帰りたい時間を考慮してほしい。

46 運行を喜んだが、間隔が長い。あってもなくても同じ。

47
市役所や公共施設にどれくらい滞在するのか。市民の滞在時間を考えたうえで
時刻設定をしてほしい。

48 各ルートが交わるところで乗換えが可能な時刻設定 にしてほしい。 ○
市役所、欅のホールを乗り換えバス停として設定し、できる限り利便性が高まるよう
にダイヤを設定したい。

49 電車に合わせた時刻表 を設定してほしい。

50 コミュニティバスと路線バスをうまく活用できる時刻設定 をしてほしい。

５．送迎バスに関
51

ルート案に特に付け加えられるルートができないのであれば、自動車教習所の送
迎バスを視野に入れてはどうか。

30 空車で走る事のないように・・・財源の有効利用 ○ 財源を最大限に有効活用した運営とする。

済
市民が負担を感じることなく、気軽に利用できるよう、コミュニティバスの乗車運賃と
して定着しつつある１００円均一とする。なお、乳幼児は無料、小学生は半額とす
る。

○
（半額）

電車、路線バスの障害者割引制度及び近隣の事例等を踏まえ、身体障害者、知的
障害者、精神障害者及びそれぞれの介護人は、半額とする。

×

コミュニティバスは、合併による行政改革効果で生み出される財源で行うものであ
り、その財源には限りがある（運行委託料年４千万円）ことから、運行頻度を計画より
増やすことは不可能である。また、路線バスとの競合 を避けるため、運行時間帯を
拡げることは不可能である。なお、３ルートが重なる市役所ー欅のホール間は平均
約３５分の運行間隔となる予定である（既存バスと合わせれば平均約１７分の運行間
隔）。

×
バスの乗り換え結節点 （市役所、欅のホール）での利便性向上を最優先 するた
め、電車や路線バスとの接続を踏まえたダイヤ設定は想定していない。なお、接続
駅での電車の待ち時間は、最大でも１８分である。

他市で高齢者や障害者など利用者を限定して、教習所や病院の送迎バスを当該
事業者のボランティアにより活用している事例があるが、コミュニティバスの対象者は
不特定多数であり 目的が異なるものであること また 市内を走る送迎バスの運行

する意見

する意見

意見



52 病院バスとの調整 をしてほしい。

６．導入車両に関

53 車中でさわやかな音楽を流したらどうか
△

音楽を流すには、音源使用料と録音費用で合計最低で２５万円／年がかかる。ま
た、コミュニティバスは、視覚障害者などいろいろな方が利用するため、車内ではバ
ス停案内や緊急時の放送を最優先に考える必要があること等から、慎重な検討を
要する。

54 車道幅員が狭い道路が多いので、運行可能な車幅を望む。

55 バスは大型でないほうがよい。中型で45人以下でも。

56
障害者だけでなく関宿では交通手段が少ないので、子供もお年寄りも出掛けたく
なるようなバスを希望する。

○
バスのデザインやルート名の表示などを分かりやすく、親しみやすい ものとし、ま
た、高齢者や子供にも乗りやすいノンステップバスを導入する計画である。

57 ＣＮＧ（天然ガス）バス を導入してほしい。
× ＣＮＧ（天然ガス）バスは、高額（約２千7百万円）であるため、現時点での導入は困

難である。

58 低公害バスの導入を期待する。 済 環境に配慮したクリーンで静かな車両を導入する計画である。

59 バス車体をルート毎に色分けすれば、高齢者から幼児も分かりやすい。 △
コミュニティバス全体として視認性を高める 観点から、ルート毎のバス車体の色分け
は適当ではないが、ルート名の区分については、色分けする予定である。

60
導入車両について、バリアフリーを最重点に、杖でも車椅子でも補そう具でも誰
でも気軽に乗降出来る車両をお願いします。

61 乗車する際、できるだけステップをなくして ほしい。

たくさん停留所をつくって欲しい。 済
県公安委員会のバス停設置基準に沿い、300m～500m間隔 を目安としてバス停の
選定し、設置する計画である。

手を挙げれば危なくない限り止って欲しい。

63 利用者の立場を考えて、乗りたい場所で乗れる ようにしてほしい。

64
南ルート2の梅郷駅入口歩道橋先の停留所 は、道路がカーブしており、歩道もな
く危険であるので、路線バス当時の停留所と同じく、歩道橋近くと常夜灯付近の２
箇所設置してほしい。どちらも駅や公民館に近く利用者がバスを利用できる。

済
（一部）

路線バス当時の停留所と同じく、常夜灯付近にバス停を設置する 計画であるが、
歩道橋近くについては、駅へ乗り入れて駅前にバス停を設置 すべく計画変更す
る。

65 バス停について、点字ブロックの敷設 など安全利用への配慮をしてほしい。 △
バス停の中には歩道がないところも多く、全箇所への設置は困難であが、バス停は
安全面に配慮して設置する計画である。

病院に近接した停留所を設けてほしい。 済
主要な病院はできる限り利用できるようなバス停の設置計画である。（野田病院、
キッコーマン総合病院、小張総合病院）

路線バスと同じ位置に停留所を設ける場合、名称を同一にしてほしい。 ○ 路線バスと同じ位置に停留所を設ける場合、名称を同一にする考えである。

　2)その他
67 運行時間が決まったら、市報に掲載してほしい。

68 時刻表を市報にはさんでほしい。

×
不特定多数であり、目的が異なるものであること、また、市内を走る送迎バスの運行
内容を調べた結果、既存の路線バスと競合するルートが多いことから、利用は困難
である。
  　なお、コミュニティバスにより利用可能な病院は、野田病院、キッコーマン総合
　　病院、 小張総合病院。

済 車道幅員の狭い道路もあることから、小型バスを導入する計画である。

済
交通バリアフリー法に基づき、低床、ノンステップ、広く乗りやすい乗降口、車椅子
利用者に対応した設備 の車両を導入をする計画である。

７．その他
　1)停留所

62

×
乗りたいところで乗れるような、フリー乗降については、警察の指導により、①交通量
が少ないこと、②バスが停車した場合、後続車が安全に追い越しができること、③利
用者の安全が確保 できること、などが条件となっており、市内の道路条件を考えると
導入は困難である。

66

○ バスの時刻表については、ルート図と併せて全世帯に配布する予定である。

する意見



Iモードでの位置情報 による乗車ができるようにしてほしい。 △

Iモードでの位置情報を知らせるには、バスロケーションシステムがあり、ＡＳＰ（ソフト
の期間貸し）方式で全地球測位システム（ＧＰＳ）を使った従来システムより低価格で
導入できるが、それでも初年度約３１０万円、次年度以降約１６０万円の多額の経費
がかかる。また、同様に、ＡＳＰ（ソフトの期間貸し）方式で携帯電話を使ったシステム
では、初年度約５０万円、次年度以降約３５万円の経費となるが、利用者は登録者
に限定される。いずれのシステムにも一長一短があり、費用対効果の面から慎重な
検討が必要であるため、当初からの導入は困難と考えている。

迂回路により Iモード予約による乗車ができるようにしてほしい。
× 迂回に要する時間のダイヤへの影響、設備導入の経費等を考慮すると、速達性及

び財源の観点から導入は困難である。

運行は民間委託し、柔軟に対応してほしい。 ○ 運行は、民間バス事業者に委託 する計画である。

市民から運行計画・利用委員を選出し、常に改善策を模索 させることが必要であ
る。

71

実際に実乗し感じたこと、利用者の意見を聞きたたき台にしてほしい。
自治体コミバスで上手くいっている自治体はどのようにしてこぎつけたのか、意見
交換を行うなど、野田市に合わせて作り上げてほしい。
意見を聞くのは、数字でわかるようなものはやめ、街中における行動観察や、多く
の人とグループインタビューを行ってほしい。

72 体の不自由な方には電話一本で近くまで 来ててくれると良い。
× コミュニティバスの目的から不可能であり、体が不自由な方には、市で既に導入して

いる福祉タクシー制度 の利用をお願いしたい。

73 路線バスはもちろん、自家用車との共存 も考えてほしい。 済
路線バスとは競合調整を行っており、また、既存バス停と近接したバス停を考えてい
る。

74 鉄道がなかった地域へも出掛けられるようになるので、早期実現を望む。

75
日経新聞の報道によるとコミバスの運行は１月とのこと、合併効果を市民に見える
ようにするには一日も早く開始することが大切なので、早期運行を要望する。

76 広くなった野田市と住民への配慮がう れしい。

77 この案で賛同する。

78 野田病院を利用しているが、病院バス以外のバスがあるとありがたい。

79 居住地が駅から遠いため、年配者が運行を熱望していたのでうれしい。

80
コミュニティバスの運行は車の免許がない方やお年寄り、体の不自由な方にとっ
てうれしいことです。

81
野田行きのバスが廃止されたことにより非常に困っていたが、今回のコミバスにより
以前よりなお便利さと住民に対する市行政の愛を感じたので、利用させていただ
く。

69

済
有識者・住民代表からなる「コミュニティバス検討委員会 」を設置して意見を伺い、
運行計画を策定する。運行開始後も、各種手法により住民ニーズを見極め、常に財
源の最大限の活用を図る。

○
できるだけ早期の運行開始を目指す。（なお、この観点から、コミュニティバス運行
事業予算は、６月市議会流会に伴い、市長が直ちに専決処分した。）
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82 関宿が便利になってうれしい。

83 北と南を結ぶ人の流れが活発になればいい。

84 年寄りには市の中心部に行くのに便利になりそうなので助かります。

85 雨の日の公共施設での催しに行けるようになる。友人宅にも行けるルートである。
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