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１．運行ルートの設定 

山武市地域公共交通戦略計画で示された新たな公共交通システムは、以下の３つのイメージ

である。 

 

○ イメージ１：コミュニティバスによる公共交通システム 

（基幹バス＋コミュニティバス） 

○ イメージ２：乗合タクシーによる公共交通システム（乗合タクシー） 

○ イメージ３：連携型による公共交通システム（基幹バス＋乗合タクシー） 

 

それぞれの公共交通システムの具体的導入計画案を検討するにあたり、運行ルートを設定す

る必要あるのは、基幹バス（イメージ１とイメージ３）、コミュニティバス（イメージ１）で

あり、以下のように運行ルートを設定した。 

 

（１）運行ルートの基本的考え方 

運行ルートの基本的な考え方は次のように考える。 

 

① 基幹バスの運行ルートの基本的考え方 

基幹バスの運行ルートの基本的な考え方は、次のように考える。 

 

 ○ 速達性を有した市内の拠点間の連絡  

面的カバーについては、イメージ１ではコミュニティバスが、イメージ３では乗合タ

クシーが受け持つものと考え、基幹バスは、蓮沼・松尾地区、成東地区、山武地区間の

速達性を有した連携機能を担う交通システムとして考える。 

 

 ○ 既存路線バスと競合しない経路  

主に山武市と市外を連絡する既存路線（ちばフラワーバス千葉線・八街線・海岸線、

蓮沼循環、空港シャトルバス）との競合が少ない経路とする。 

 

 ○ 全市的に結節が望まれる施設を経由  

住民アンケートで結節希望が特に多い（10票以上）施設を経由する。具体的には、山

武市役所、さんぶの森元気館、組合立国保成東病院、ラパーク成東の各施設とする。 
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② コミュニティバスの運行ルートの基本的考え方 

コミュニティバスの運行ルートの基本的な考え方は、機能面より次のように考える。 

 

 ○ より多くの地区をカバーでき公共交通空白地域を解消するルート  

地区間の連携を主目的とする基幹バスと異なり、コミュニティバスは地区内の主要な

地区（人口 1,000 人以上もしくは高齢化率 35％の地区を優先）を面的にカバーする経路

を運行することを目的とする。 

 

 ○ 各地区内での運行を基本とし、乗換が可能な循環ルート  

松尾･蓮沼地区、山武地区及び成東地区の３つの地区内を運行する循環ルートを基本と

して考える。また、各地区の路線については、他の地区の路線と供するバス停を設置し、

区間の路線間での乗換が可能なように考える。 

 

 ○ よく利用する施設を連絡する経路  

住民アンケート調査でよく利用される病院、店舗や公共施設をできるだけ経由する経

路で運行する。 

 

 ○ 利用者が見込める経路  

新しい公共交通システムの導入に際して見直しされる既存バスにおいて、利用状況が

高い地区・バス停・施設等を連絡する経路で運行する。 

 

 ○ 既存路線バスと競合しない経路  

主に山武市外と連絡する既存路線（ちばフラワーバス千葉線・八街線・海岸線、蓮沼

循環、空港シャトルバス）との競合が少ない経路とする。 

 

 ○ 60 分以内で運行が可能な経路  

導入車両を極力少なくし、運行本数できるだけ多くするために、各ルートの運行に関

わる所要時間は 60分以内とする。 
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（２）運行ルートの検討 

① 基幹バス 

１）経由施設 

基幹バスの運行ルートで連絡する地点としては、「山武市都市計画マスタープラン」（現在

策定中）の中で地域交流拠点として位置付けられる地域と、基本的考え方で示した住民アン

ケートで結節希望が多い施設とする。 

【地域交流拠点】 

・松尾庁舎及びＪＲ松尾駅周辺地区 

・山武庁舎及びさんぶの森公園・元気館周辺地区 

・ＪＲ成東駅周辺地区 

・蓮沼庁舎及び道の駅オライはすぬま周辺地区 

【結節希望の多い施設】 

・山武市役所 

・組合立国保成東病院 

・ラパーク成東 

 

２）運行ルート 

上記施設を連絡するための運行ルートとしては、オライはすぬま～松尾ＩＴセンター～松

尾駅～成東駅～山武市役所～成東病院～ラパーク成東～成東駅～日向駅～さんぶの森元気館

と考える。運行距離は約 29ｋｍ、所要時間は約 50 分（空港シャトルバスと同程度の表定速

度（35km/h））となる。 

なお、上記以外に松尾駅とさんぶの森元気館を直接連絡するルートも考えられる。このル

ートを導入した場合には、松尾駅からさんぶの森元気館までの所要時間は成東地区経由の場

合の 40 分に対して、直接連絡するルートでは 22 分と 18 分程度の時間短縮が見込めるが、

以下の理由より、ルートの設定は行わなかった。 

・成東地区経由のルートと比べ、直行ルートの沿線には、大きな人口集積や集客施設がな

く、途中ルートでの大きな利用者は見込めない。 

・道路幅員が狭く速達性を有した基幹バスの運行が困難。 

・60 分間隔の場合には基幹バスを１台、30 分間隔の場合には２台新たに導入することが必

要となり、そのための運行経費として、60分間隔の場合は年間約 4,400 万円、30 分間隔

の場合は約 8,800 万円が必要とされるものの、導入による大きな運賃収入の増加は見込

めない。 
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図１ 基幹バスの運行ルート案 
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② コミュニティバス 

コミュニティバスの運行ルートとして蓮沼・松尾地区内ルート、山武地区内ルート、成東

地区内ルートを設定した。なお、山武地区の路線については、既存の山武市巡回バス路線の

利用状況を考慮してルートを検討した。 

また、成東地区と山武地区のコミュニティバスの乗り継ぎについては、基幹バス、八街線

が運行されており、その乗換利用者は少ないことが考えられることより、乗り継ぎバス停は

設置しなかった。 

以下に、各地区のコミュニティバスの概要を示す。なお、所要時間の算定に用いた表定速

度は、山武市巡回バス、市営教習所バスと同程度の 30㎞/h とした。 

 

１）蓮沼・松尾地区内ルート 

蓮沼・松尾地区内ルートは、松尾駅から蓮沼地区等の海側を回るルート（蓮沼・松尾ルー

ト１）と、松尾駅から山室地区等の山武地区側を回るルート（蓮沼・松尾ルート２）の２ル

ートを設定した。 

蓮沼・松尾ルート１の運行距離は約 23ｋｍ、所要時間は約 48 分となり、蓮沼・松尾ルー

ト 2 の運行距離は約 27ｋｍ、所要時間は約 55 分となる。 

 

２）山武地区内ルート 

既存の山武市巡回バス路線を見直しする案として、運行ルートの削減案を以下のように設

定した。 

・乗降客数の多いさんぶの森元気館、さんぶの森公園、山武出張所、日向駅を中心とする。 

・乗降客数が 5人／日以下である停留所間を削減する。 

・現在の 4ルートから 2ルートにまとめる。 

その結果、山武地区内ルートは、日向駅から板川地区等の北側を回るルート（山武ルート

１）と、日向駅から植草地区等の南側を回るルート（山武ルート２）の 2ルートを設定した。 

山武ルート１の運行距離は約 29ｋｍ、所要時間は約 58 分となり、山武ルート２の運行距

離は約 26ｋｍ、所要時間は約 52 分となる。 

 

３）成東地区内ルート 

成東地区内ルートは、成東駅から海岸方面、富士見台地区等を回る 1ルート（成東ルート）

を設定した。 

成東ルートの運行距離は約 27ｋｍ、所要時間は約 54 分となる。 
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図２ コミュニティバスの運行ルート 

 

乗換ポイント 

乗換ポイント 
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（３）各イメージの運行ルート 

以下に、各イメージの運行状況を示す。 

 

① イメージ１：コミュニティバスによる公共交通システム（基幹バス＋コミュニティバス） 

 



 8 

 

② イメージ２：乗合タクシーによる公共交通システム（乗合タクシー） 
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③ イメージ３：連携型による公共交通システム（基幹バス＋乗合タクシー） 

 



 10

２．概算運行費用の試算 

以上で設定された運行ルートの運行費用は次のように考えられる。 

 

（１）イメージ１の概算運行費用 

イメージ１の費用は、初期費用としては、基幹バス・コミュニティバスの車両購入費が中

心であるが、今回の試算では車両は事業者より借上げ、特に発生しないものとして算定した

（その他にバス停施設等の設置費用があるが今回の検討では対象外とする）、また、運行経費

としては、それぞれの運行委託費が必要となる。 

 

① 算定の前提条件 

基幹バス・コミュニティバスの導入車両数としては、運行間隔を 60 分、30 分の２ケース

を想定すると、表１のように考える。また、購入、運行に関する単価としては次のように考

える。 

 

表１ 必要導入車両数 

備考 
 30 分間隔 60 分間隔 

ルート数 所要時間 

基幹バス ４台 ２台 １ルート 約 50 分 

合 計 10 台 ５台 ５ルート 約 48～58 分 

松尾･蓮沼 ４台 ２台 ２ルート 約 48 分・55 分 

山 武 ４台 ２台 ２ルート 約 58 分・52 分 
コミュニティバス 

成 東 ２台 １台 １ルート 約 54 分 

 

表２ 運行委託単価 

 運行委託単価 備考 

基幹バス 4.5 万円／台・日 中型バス 

コミュニティバス 3.0 万円／台・日 ワゴン車 

  注）上記単価については、ヒアリングにより詳細をつめる。 

 

② 概算費用の算定 

概算費用としては、表３に示すように、30 分間隔で運行する場合には年間約１億 7､500 万

円、60 分間隔で運行する場合に約 8,800 万円が必要となるものと考えられる。 

 

表３ 概算費用の算定結果（イメージ１） 

 30 分間隔 60 分間隔 

運行委託費 17,520 万円 8,760 万円 

注）365 日運行として算定。



 11

（２）イメージ２の概算費用 

イメージ２の費用は、イメージ１と同様に運行委託費用の他、乗合タクシーの配車を効率

的に行うためのデマンドシステム費と配車の受付を担当するオペレータ人件費が必要となる。 

 

① 算定の前提条件用 

乗合タクシーの導入台数としては、他地域の事例を参考に 10 台として算定する。 

 

表４ 必要導入車両数 

 導入車両数 人口 面積 1 台当り人口 1 台当り面積 

山武市 10 台 59,000 人 146.4km2 5,900 14.6  

酒々井町 ４台 21,400 人 19km2 5,350 4.8  

古河市※１ ６台 88,164 102.58 14,694 17.1  

南相馬市※２ ４台 14,000 人 92km2 3,500 23.0  

神栖市 ９台 93,900 人 147.2km2 10,433 16.4  

石岡市 ９台 79,900 人 213.4 km2 8,878 23.7  

参 

 

考 

平均 － － － 10,436 17.7 

※１：古河市の人口・面積は乗合タクシーが運行されている区域の数値である。 

※２：南相馬市の人口・面積は乗合タクシーが運行されている区域の数値である。 

 

表５ 運行委託単価 

 運行委託単価 備考 

乗合タクシー 3.0 万円／台・日 ワゴン車 

注）365 日運行として算定。 

 

また、配車システム関連の導入費用としては、柏市などで導入実績があり、現時点で導入・

運営費用が最も安価と考えられる、東京大学で開発された「コンビニクル」（株式会社順風路

が実際には運営している）の利用を前提として概算費用の試算を行った。 

なお、他のシステムを導入した場合の費用等については、今後、機能面等の比較を含め検

討していく。 

「コンビニクル」利用時に必要な費用は、サーバ運営費と車載器レンタル費の２つであり、

初期導入費用（サーバーの購入費・システム作成費等）やシステム更新費用は不要となって

いる。 
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ａ．サーバ運営費 

月々のサーバ運営費は、以下の式で算出され、基本管理費は、利用者数（＝実デマンド

数）によって表６のように設定されている。 

 

月サーバ運営費＝基本管理費＋(実デマンド数－無料デマンド数)×デマンド単価 

 

表６ 基本管理費のランク 

1 ヶ月のべ利用者数 基本管理費 無料デマンド デマンド単価 
ランク 

(人) （円/月） （デマンド） （円） 

1 0 ～ 999 60,000 1,000 0 

2 1,000 ～ 9,999 60,000 1,000 5 

3 10,000 ～ 99,999 105,000 10,000 2.5 

4 100,000 ～ 999,999 330,000 100,000 1.25 

5 1,000,000 ～ 9,999,999 1,455,000 1,000,000 0.625 

6 10,000,000 ～   7,080,000 10,000,000 0.3125 

 

ｂ．車載器のレンタル費 

車載器のレンタル費は、以下の通りである。 

 

表７ 車載器のレンタル費 

レンタル期間 単価 

実験期間１年未満 24,150 円／月 

実験期間１年以上 18,900 円／月 

本格運行期間 12,600 円／月 

注）通信費,保守費用も含む。 

 

また、山武市における利用者数（＝実デマンド数）については、主に山武市内を運行する

既存バスの沿線人口利用率 14.4％（表８参照）に人口を乗じて算定すると乗合タクシーの利

用者は約 8,500 人（＝59,000 人×14.4％）と算定されることより、6,000 人／月、8,000 人

／月、10,000 人／月、12,000 人／月の４ケースとする。 
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表８ 既存交通の沿線住民利用率 

路線名 沿線人口 利用者数 利用率 

 （人） （人/月) （％） 

海岸線 10,298 3,340 32.4 

八街線（成東駅－宿間） 6,050 613 10.1 

蓮沼循環バス 4,478 904 20.2 

巡回バス 18,213 3,444 18.9 

教習所バス 24,312 798 3.3 

市内運行路線 計 63,351 9,099 14.4 

注）H19 年度年間利用者数から算出。 

 

ｃ．オペレータ人件費 

デマンドの受付等に必要なオペレータとしては、他地域の事例より２名とし、その人件

費は、交代要員を含めて年間 1,000 万円とした。 

 

② 概算費用の算定 

配車システム利用費としては、サーバ運営費が 85,000～110,000 円／月（表９参照）、車載

機レンタル費が 126,000 円／月（＝12,600 円×10 台）、オペレータ人件費としては 1,000 万

円／年、また、車両の運行委託費としては年間約１億 1,000 万円と算定される。以上の結果

より、イメージ２の年間経費としては約１億 2,000 万円と想定される。 

 

表９ 月サーバ運営費 

利用者数 基本管理費 実デマンド 無料デマンド デマンド単価 サーバ運営費    

(人／月) 
ランク 

(円/月) (デマンド) (デマンド) (円/月) (円/月) 

6,000 2 60,000 6,000 1,000 5 85,000 

8,000 2 60,000 8,000 1,000 5 95,000 

10,000 3 105,000 10,000 10,000 2.5 105,000 

12,000 3 105,000 12,000 10,000 2.5 110,000 

 

表 10 概算費用の算定結果（イメージ２） 

利用者数想定（人／月） 6,000 8,000 10,000 12,000 

運行委託費（万円／年） 10,950 

システム利用費（万円／年） 253 265 277 283 

オペレータ人件費（万円／年） 1,000 

合計（万円／年） 12,203 12,215 12,227 12,233 
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（３）イメージ３の概算費用 

① 算定の前提条件 

基幹バスの導入台数としては、イメージ１と同様に 30 分間隔、60 分間隔で運行する場合

を想定し、それぞれ４台、２台の２ケースを想定する。 

また、乗合タクシーの導入台数については、過去に算定された東大の山武巡回バスの利用

実績を用いたシミュレーション結果より、各地区とも２台ずつ導入するものとして想定する。 

なお、運行委託単価については、イメージ１、イメージ２と同様に基幹バス 45,000 円／台・

日、乗合タクシー30,000 円／台・日とする。 

配車システム費及び人件費についてはイメージ２と同様に考える。 

 

表 11 必要導入車両数 

 30 分間隔 60 分間隔 

基幹バス ４台 ２台 

合 計 ６台 

松尾･蓮沼 ２台 

山 武 ２台 
乗合タクシー 

成 東 ２台 

 

② 概算費用の算定 

イメージ３の概算費用としては、基幹バスを 30分間隔で運行する場合には約１億 4､400 万

円／年、また 60 分間隔で運行する場合に約１億 1､100 万円／年と想定される。 

 

表 12 概算費用の算定結果（イメージ３） 

利用者数想定（人／月） 6,000 8,000 10,000 12,000 

運行委託費（万円／年） 13,140 

システム利用費（万円／年） 223 235 247 253 

オペレータ人件費（万円／年） 1,000 

30 

分 

間 

隔 合計（万円／年） 14,363 14,375 14,387 14,393 

運行委託費（万円／年） 9,855 

システム利用費（万円／年） 223 235 247 253 

オペレータ人件費（万円／年） 1,000 

60 

分 

間 

隔 合計（万円／年） 11,078 11,090 11,102 11,108 
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３．運賃の検討 

（１）利用者数／運賃による公的負担額の試算 

① 試算の前提条件 

利用者数及び１人当り平均運賃について複数のケースを想定し、公的な負担額を試算した。 

なお、乗合タクシーの実デマンド数の想定と同様に、主に山武市内を運行する既存バスの

沿線人口利用率 14.4％（表８参照）に人口を乗じて算定された 8,500 人／月を参考に、以下

の４ケースを想定した。 

○  6,000 人／月：現状より利用率が３割程度減少した場合 

○  8,000 人／月：概ね現状並みの利用率とした場合 

○ 10,000 人／月：現状より利用率が１割程度増加した場合 

○ 12,000 人／月：現状より利用率が３割程度増加した場合 

また、１人当り平均運賃については、他地域の事例より以下の３ケースを想定した。 

 ○ 100 円：コミュニティバスなどで設定されている運賃（山武巡回バス等） 

 ○ 200 円：近年郊外部のコミュニティバスなどで設定されている運賃（香取市等） 

 ○ 300 円：乗合タクシーなどで設定されている運賃（酒々井町等） 

 

② 試算結果 

以上の前提条件に基づく試算結果を次頁に示す。 

イメージ１の 30 分間隔で運行した場合では、各ケースとも公的負担額は１億円を超えるこ

とが見込まれ、また負担割合が最も良いケース（月利用者数：12,000 人、運賃：300 円）で

も 75.3％、公的負担額１億 3,200 万円（現状の３倍）と非常に大きな額となっている。 

また、60 分間隔で運行した場合では、公的負担額は約 4,500～8,100 万円となっており、

最も公的負担額、負担割合とも少なくなる。 

イメージ２での公的負担額は、約 6,900～１億 500 万円となっている。 

イメージ３で基幹バスを 30 分間隔で運行した場合では、公的負担額は、約１億 100～１億

3700 万円となっており、イメージ１の 30 分間隔に次いで公的負担額、負担割合が多くなる。 

また、60 分間隔で運行した場合では、公的負担額は、約 6,800～１億 400 万円となってお

り、イメージ１の 60 分間隔に次いで公的負担額は少ない。 

 

※ 平成 19 年度の公共交通への公的負担総額は、5,269 万円となっており、そのうち山武

巡回バスの運行経費は 2,844 万円となっている。また、山武巡回バスの公的負担割合

は 87％程度となっている。 
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表 13 利用者／運賃別の公的負担額と負担割合の試算結果 

月利用者数 

6,000 人／月 

（利用率が３割減） 

8,000 人／月 

（概ね現状並み） 

10,000 人／月 

（利用率が１割増） 

12,000 人／月 

（利用率が３割増） 
 運行間隔 運賃 

公的負担額 負担割合 公的負担額 負担割合 公的負担額 負担割合 公的負担額 負担割合 

運行経費 

100 16,780 95.9% 16,540 94.5% 16,300 93.1% 16,060 91.8% 

200 16,060 91.8% 15,580 89.0% 15,100 86.3% 14,620 83.5% 30 分 

300 15,340 87.7% 14,620 83.5% 13,900 79.4% 13,180 75.3% 

17,500 

100 8,080 91.8% 7,840 89.1% 7,600 86.4% 7,360 83.6% 

200 7,360 83.6% 6,880 78.2% 6,400 72.7% 5,920 67.3% 

イ
メ
ー
ジ
１ 

60 分 

300 6,640 75.5% 5,920 67.3% 5,200 59.1% 4,480 50.9% 

8,800 

100 10,480 93.6% 10,240 91.4% 10,000 89.3% 9,760 87.1% 

200 9,760 87.1% 9,280 82.9% 8,800 78.6% 8,320 74.3% 

イ
メ
ー
ジ

２ － 

300 9,040 80.7% 8,320 74.3% 7,600 67.9% 6,880 61.4% 

11,200 

100 13,680 95.0% 13,440 93.3% 13,200 91.7% 12,960 90.0% 

200 12,960 90.0% 12,480 86.7% 12,000 83.3% 11,520 80.0% 30 分 

300 12,240 85.0% 11,520 80.0% 10,800 75.0% 10,080 70.0% 

14,400 

100 10,380 93.5% 10,140 91.4% 9,900 89.2% 9,660 87.0% 

200 9,660 87.0% 9,180 82.7% 8,700 78.4% 8,220 74.1% 

イ
メ
ー
ジ
３ 

60 分 

300 8,940 80.5% 8,220 74.1% 7,500 67.6% 6,780 61.1% 

11,100 
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４．市民意見交換会へのサービス水準の提案内容 

以上の検討結果より、市民意見交換会への各イメージの具体的なサービス水準の提案内容と

しては、次のように考えたい。 

 

（１）イメージ１：コミュニティバスによる公共交通システム 

 ① 運行間隔 

30 分間隔の運行は公的負担額が非常に大きく、公共交通システムの持続可能性を考慮する

と大きな問題が考えられることより、60 分間隔での運行とする。（山武巡回バスの運行本数

は１ルート当り６本：運行間隔は概ね１時間 30分） 

② 運行ルート 

検討されるルート案を基本とする。しかしながら、市民意見交換会での要望等を踏まえ今

後見直しを行うことも考えられる。その場合には、60 分間隔での運行を確保するため、１ル

ート 50 分程度の運行ルートとする。 

また、運行は片周り、あるいは交互運行（山武巡回バスと同様）とする。（両方向を常時運

行した場合には 30分間隔の場合と同程度の公的負担となる。） 

③ 運賃 

運賃は、利用者数が現況並み（月 8,000 人）とした場合に公的負担額が 6,900 万円程度と

なる 200 円（コミュニティバス、基幹バスとも均一運賃）として考える。また、コミュニテ

ィバスと基幹バスを乗り継ぐ場合は無料で乗り継げるものと考える。 

 

（２）イメージ２：乗合タクシーによる公共交通システム 

 ① 運行間隔 

利用者の要望に対応して運行するため運行間隔はない。（酒々井町の場合では混雑時には利

用者の希望する時刻より 30 分程度の遅れが出る場合がある。しかし、酒々井町と人口当たり

は同程度の導入台数であるが、面積的には山武市の方がかなり大きく、混雑時にはさらに待

つ場合が生じることが危惧される。） 

② 運行ルート 

利用者の要望に対応して運行するため運行ルートはない。 

③ 運賃 

運賃は、現況並みの利用者とした場合に公的負担額が 8,300 万円程度となることより、同

一ゾーン及び隣接ゾーンへの移動については 300 円、またそれ以外のゾーン間の移動につい

ては 500 円と考える。 

なお、ゾーン区分については、次頁に示す案を基本に今後詳細を検討する。 
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発  着 蓮・松１ 蓮・松２ 蓮・松３ 山武１ 山武２ 山武３ 成東１ 成東２ 成東３ 

蓮・松１ 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 

蓮・松２ 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 300 円 500 円 300 円 500 円 

蓮・松３ 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 300 円 500 円 500 円 500 円 

山武１ 500 円 500 円 500 円 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 500 円 

山武２ 500 円 500 円 500 円 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 300 円 

山武３ 500 円 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 500 円 500 円 300 円 

成東１ 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 500 円 300 円 300 円 300 円 

成東２ 500 円 300 円 500 円 500 円 500 円 500 円 300 円 300 円 300 円 

成東３ 500 円 500 円 500 円 500 円 300 円 300 円 300 円 300 円 300 円 

 

図 イメージ２の運賃ゾーンと運賃（案） 
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（３）イメージ３：連携型による公共交通システム 

 ① 運行間隔 

基幹バスの運行間隔については、イメージ１と同様に持続可能性の観点から 60 分間隔とす

る。 

また、ゾーン内の乗合タクシーについては、利用者の要望に対応して運行するため運行間

隔はない。（イメージ２と比べると移動距離が短くなるため、待ち時間は大きく減少するもの

と考えられる。（山武地区で現状の山武巡回バスの利用実績をもとに、東大が行ったシミュレ

ーション結果では、２台の運行で混雑時でも待ち時間は 20分以内になるとのこと）） 

② 運行ルート 

基幹バスは、提案したルートを基本とし、乗合タクシーについては、利用者の要望に対応

して運行するため運行ルートはない。 

なお、乗合タクシーについては、松尾・蓮沼地区、山武地区、成東地区のそれぞれの地区

内のみ利用可能とし、他の地区へは利用できないものとする。ただし、各地区の境界に隣接

する町字からは隣接する他のゾーンへの利用は可能とする。 

③ 運賃 

運賃は、乗合タクシーについては、利用者数が現況並みの場合に公的負担額が 8,200 万円

程度となる 300 円（基幹バスに乗り継ぐ場合も 300 円で乗り継ぎ可能）とし、基幹バスだけ

利用する場合は均一 100 円と考える。 
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５．各イメージの比較 

（１）利用者からみたサービス面の比較 

各イメージの利用者からみたサービス状況は次のとおりです。 

比較の視点 
イメージ１ 

（コミュニティバス） 

イメージ２ 

（乗合タクシー） 

イメージ３ 

（連携型） 

事前登録・予約の必要

性 

・事前に登録していただ

く必要はありません。 

・利用に際、予約の必要

はありません。 

・事前に住所・氏名等を

登録していただく必

要があります。 

・また利用に際しては、

電話・ＦＡＸ・インタ

ーネット等での予約

が必ず必要になりま

す。 

・乗合タクシーを利用す

る場合には、事前に住

所・氏名等を登録や、

利用時に電話・ＦＡ

Ｘ・インターネット等

での予約が必ず必要

です。 

・基幹バスだけ利用する

場合には必要ありま

せん。 

ドア・トゥ・ドア性 ・バス停やバス路線まで

出て行く必要があり

ます。 

・出発地や目的地のすぐ

そばまで利用できま

す。 

・地区内の移動について

は、出発地や目的地の

すぐそばまで利用で

きます。 

・ただし、基幹バス利用

時にはバス停まで出

て行く必要がありま

す。 

地域のカバー性 

 

・バスルート沿線しかカ

バーできません。（約

85％の市民が利用可

能、面積では市域の約

50％をカバー） 

・市内をすべてカバーす

ることができます。 

・市内をすべてカバーす

ることができます。 

速達性 

 

・３つのイメージの中で

速達性は最も高くな

ります。 

・全ての利用者に目的地

を経由するため、対応

するため目的地まで

は時間がかかります。 

・利用できるエリアが限

られているため、イメ

ージ２よりは速達性

は高いです。 

定員 

 

・中型バスで運行するの

で乗れない場合はほ

とんどないと考えら

れます。 

・セダンやワゴン車など

で運行するので、乗れ

ない場合が発生する

ことも考えられます。 

・両者の特性を持ってい

ますが、運行する区域

がイメージ２より狭

いため乗れない場合

は少ないと考えられ

ます。 

乗り継ぎ性 

 

・バスルート沿線以外の

目的地に行くために

は、乗り継ぐ必要があ

ります。 

・市内であればどこでも

乗り継ぎなしに移動

できます。 

・地区内であればどこで

も移動できますが、地

区外へは基幹バスへ

の乗り継ぎが必要と

なります。 
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比較の視点 
イメージ１ 

（コミュニティバス） 

イメージ２ 

（乗合タクシー） 

イメージ３ 

（連携型） 

定時性 

 

・ダイヤどおりに運行す

るため定時性は高い

です。（ただし、デマ

ンド運行を行った場

合は若干の遅延が発

生します。） 

・利用者が多い場合、目

的地への到着に時間

がかかることが多く

なると考えられます。 

・両者の特性を持ってい

ます。 

 

待ち時間 

 

・60 分間隔で運行され

ます。ダイヤに合わせ

て行動することによ

り待ち時間はほとん

どありません。 

・利用したい時に運行さ

れます。しかし、利用

者が多い場合は 30 分

程度待つことがあり

ます。 

・両者の特性を持ってい

ます。 

・また、乗合タクシーの

待ち時間はイメージ

２と比べ短くなると

考えられます。 

運賃 

 

・コミュニティバス、基

幹バス、両方を乗り継

いだ場合、全て 200

円で利用することが

でき、３つのイメージ

中で最も安く利用で

きます。 

・同一地区内は 300 円、

地区間は 500 円で利

用することができ、３

つのイメージの中で

は最も運賃は高くな

ります。 

・乗合タクシーだけの利

用や、基幹バスに乗り

継ぐ場合は 300 円で

利用することができ

ます。また、基幹バス

だけを利用する場合

は 100 円で利用する

ことができます。その

ため、２つの中間的な

運賃となります。 
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（２）費用等からみた比較 

各イメージの費用面等からみた比較は次のとおりです。 

 

比較の視点 
イメージ１ 

（コミュニティバス） 

イメージ２ 

（乗合タクシー） 

イメージ３ 

（連携型） 

導入費用 

（ランニングコスト） 

・運行経費としては年間

約 8,800 万円が必要

と考えられ、３つのイ

メージの中で最も安

く導入することがで

きます。 

・運行経費としては年間

約１億 1,200 万円が

必要と考えられます。 

・運行経費としては年間

約１億 1,100 万円が

必要と考えらます。 

公的補助額 

 

・現状並みの利用者であ

った場合では、年間約

6,900 万円の市から

の補助が必要となり、

３つのイメージの中

で最も補助額が少な

くなります。 

・現状並みの利用者であ

った場合では、年間約

8,300 万円の市から

の補助が必要となり

ます。 

・現状並みの利用者であ

った場合では、年間約

8,200 万円の市から

の補助が必要となり

ます。 

既存の公共交通機関 

への影響 

 

・既存の公共交通機関へ

の影響は最も少ない

と考えられます。 

・バス・タクシーとの競

合が高く、市内を運航

する全ての路線バス

が無くなる場合も考

えられます。 

・２つの中間的な影響が

あるものと考えられ

ます。 

実現可能性 

（合意形成の容易さ） 

 

・２つのイメージの中間

と考えられます。 

・３つのイメージの中で

合意形成が最も困難

と考えられます。 

・最も合意形成がしやす

く、実現可能性が高い

と考えられます。 
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参考：カバー人口とカバー面積 

各イメージにおける公共交通体系のカバー人口及びカバー面積の算定結果を以下に示す。 

なお、カバー圏域の考え方については、基幹バス及びコミュニティバスについては、路線

の沿線 300ｍ圏を、また、乗合タクシーについては運行可能地域全てをカバー圏域とした。 

 

○ 現況：公共交通の人口カバー率は 84.5％となっているが、面積カバー率では 51.3％

と約半分程度である。 

○ イメージ１：公共交通の人口カバー率は 89.6％と現況より 5％程度向上する。また、

面積カバー率は 59.2％となっている。 

○ イメージ２：公共交通の人口・面積カバー率は乗合タクシーによる運行のため 100％

と市内全域をカバー可能である。 

○ イメージ３：公共交通の人口・面積カバー率は乗合タクシーによる運行のため 100％

と市内全域をカバー可能である。 

 

表 カバー圏域の比較 

イメージ１ イメージ２ イメージ３ 
運行形態 現況 コミュニテ

ィバス型 

乗合 

タクシー型 
連携型 

新規導入交通 - 69.8 146.4 146.4 
 

既存交通 - 29.5 9.9 9.9 

合 計 75.0 86.7 146.4 146.4 

カ
バ
ー
面
積(
ｋ
㎡
） 

カバー率 51.3% 59.2% 100.0% 100.0% 

新規導入交通 - 42,451 59,019 59,019 
 

既存交通 49,894 24,764 9,489 9,489 

合 計 49,894 52,900 59,019 59,019 

カ
バ
ー
人
口(

人) カバー率 84.5% 89.6% 100.0% 100.0% 

千葉線 ○ ○ ○ ○ 

海岸線 ○ ○ ○ ○ 

八街線 ○ ○ ○ ○ 

蓮沼循環バス ○ ○ △ △ 

巡回バス ○ - - - 

送迎乗合バス ○ - - - 

既
存
交
通
の
想
定 

シャトルバス ○ ○ ○ ○ 

※新規導入交通と既存交通のカバー圏域は、重複計上している。 

※カバー人口は、「千葉県年齢別丁町字別人口」の H20 年度値より丁町字単位で集計した。エ

リア内で半分以上の集落をカバーしている丁町字を計上した。 

※カバー率は、面積 146.38k ㎡、人口 59,019 人（千葉県年齢別丁町字別人口 H20 年度値）に

対する割合。 


