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事例 12；地域循環バス調査（三郷市における総合的なバス交通計画） 

 
1) 事例の特徴 
○ さまざまな方法でバスに関連する交通実態や市民意識を調査 
○ 調査結果を参考として新しいバス路線網計画を提案・路線網の評価も実施 
→社会実験と実態調査を行いつつ、実現化へ 

 
2) 調査のねらい 
○ 世帯を対象とした実態調査や公共施設利用者への調査など種々の方法の調査によって

需要を把握する 
○ 潜在需要を加味したバス網再編計画案を作成・評価する 
 
3) 調査概要 
○ 調査の全体構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 路線バス再編計画に関する調査体系 

地域循環バス調査 
試案の確認と市民の交通行動、ニ

ーズの把握 

 
＜実態調査等＞ 

・無作為抽出市民アンケート 

・自転車駐車場利用者調査 

・公共施設利用者調査 

・グループインタビュー調査 

バス交通網再編計画案 

ＴＤＭ実証実験 
「地域コミュニティを中心とした

人・まち・環境にやさしい橋利用

促進事業」（H14.1～H16.1） 

①地域コミュニティバスの運行 

②既設路線の改善 

③ｻｲｸﾙｱﾝﾄﾞﾊﾞｽﾗｲﾄﾞの整備・充実 

④違法駐車防止指導、交差点改良 

⑤交通規制、信号調整、通行区分 

 帯の見直し 

ＴＤＭ実証実験関連調査 

（新規路線需要予測調査） 

バス利用フォローアップ調査 

ＴＤＭ効果分析・ 

バス利用フォローアップ調査 
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○ 実態調査体系 

・ 市民の交通行動、意識・ニーズを把握するために、「地域循環バス調査」において実施

された実態調査は、以下の通りである 
 

表 地域循環バス調査において実施された実態調査の概要 
調査名 調査対象 調査方法 調査目的 

市民交通意識
調査 

住民（15歳以上） 
（住民基本台帳から
２％をランダムサン
プリング） 

郵送配布郵送回収 
 
 
 

市民の相対的なニー
ズ、交通行動把握の
ため 
 

自転車利用者
調査 

自転車駐車場利用者 利用者の調査票を駐
輪場で直接配布、後
日回収 

自転車利用者のニー
ズ、実態の把握、バ
ス需要想定のため 

公共施設利用
者調査 

公共施設利用者 
（市役所、文化セン
ター、図書館など） 

施設来訪者に直接配
布、その場で回収 
（聞き取り調査） 

公共施設循環バスの
必要性確認、公共交
通利用者のニーズ把
握のため 

グループイン
タビュー調査 

住民（高齢者、主婦、
学生） 

地区別層別に集まっ
てもらい自由討議 
（インタビュー） 

アンケート調査では
把握できない本音の
意見を収集するため 

  
 
4) 調査項目 
○ 無作為抽出市民アンケート 
・ 日常の交通実態、バス利用意向、希望路線 等 

○ 自転車駐車場利用者調査 
・ 交通実態、バスへの転換意向、条件 

○ 公共施設利用者調査 
・ 交通手段、施設利用頻度、バス利用意向 等 

○ グループインタビュー調査 
・ バスへの要望等を自由討議 

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）



 12-3

 
5) 調査結果 
○ 実態調査の結果から考えられるバス交通に関するニーズ 

・ 実施された調査と各調査によって得られた意見、求められているバスサービスについ

て、以下に整理している 
 

表 各調査によって得られた意見とバスサービスに関するニーズ 
調査名 主な意見 バスサービスの方向性 
市民意識

調査 
・ バスに満足している人は 5％ 
→運行本数、定時性、路線形態のいず

れにも不満 
・ バス路線の要望は、 
① 鉄道駅に短時間で行ける通勤通学

に便利なバス（31％） 
② 市内を幅広く循環するバス（27％） 
③ 小さな区域内（生活圏）をサービ

スするバス（16％） 
④ バス車両は、高齢者や環境に配慮

したバスの導入希望（47％） 

○ ひとつのコミュニティ（生活圏）

を回り、鉄道駅に短時間で行ける

通勤通学に便利なバスの運行 
○ ノンステップバスや低公害バスの

使用 
 

自転車利

用者調査 
・ 自転車利用者の 60％が、自転車の
利用理由としてバスが不便なこと

を挙げている 
・ 自転車利用者の 45％は、バスの利
便性が向上すればバスに転換する

希望がある 

○ 駅へのアクセス手段としての潜在

的なバス利用希望が高い 
○ 一定水準のサービスレベルを持つ

バスであれば利用される 

公共施設

利用者調

査 

・ 便利なバスができた場合のバス利

用希望は 27％で、利用しない 30％
を下回っている 

・ 路線の新設を希望している 

○ 通勤通学の交通利便の向上はもと

より、買い物や通院など日常的な

生活行動を支えるバスへの希望が

高い 
○ 路線の新設が望まれている 

グループ

インタビ

ュー調査 

・ 運賃、運行ダイヤ、路線等、全般

にわたって不満があり、特に中部、

北部地域の人の不満が大きい 
・ 運賃については現行制度の不満が

多く、均一料金やバスカードの導

入を希望している 
・ 最寄りの鉄道駅にアクセスする路

線や地域をきめ細かく廻る路線を

希望 
・ 早稲田や彦成で新設希望が高く、

松戸発市役所止まりのバスも三郷

駅までの延伸希望が高い 
・ バスボディ、停留所のカラーリン

グや識別しやすい方向幕 

 

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）



 12-4

よって、求められるバス交通サービスをまとめると、 
○ 各コミュニティ内を、きめ細かく回り、高頻度で、短いルートで最寄り駅の鉄道駅にア

クセスするバス 
○ １路線だけでなく複数路線運行し、相互に連絡することによって、全体として一つ公共

交通サービスを展開するシステム（既設路線も含む） 
 
 
6) 分析・評価への活用 
○ 路線バス再編計画の提案と評価 

・ 得られた意見を考慮し、路線バスの再編を計画した 
・ バス再編計画の実施による効果は、以下のように整理される。 

 
① 市民の評価 
・ 市民意識調査（平成 14年度）での「良くなったと思われる施策」の第１位（46.1%）
に「市内バス網など公共交通機関の整備、充実」を挙げている 

② 利用者の確保 
・ 予想以上に利用者が確保でき、地域コミュニティバスの利用者数は 7 ヶ月で約 3 万
人増加した 

115,664人(H14.12)→143,553人（H15.7） 
③ 外出頻度の増加 
・ 交通の便がよくなることにより市民の外出頻度が増加した 

④ キスアンドライドの減少 
・ バス網が整備されることにより、キスアンドライドを行う車両が減少した 
（6:30～8:30） 
三郷駅南口  302台→168台  三郷駅北口  350台→176台 
新三郷駅東口 100台→ 90台  新三郷駅西口 347台→267台 

⑤ 渋滞緩和効果 
・ 駅周辺へ進入する車両が減少したため、渋滞長が減少した 
三郷駅北口では渋滞長 250～300ｍから 180ｍに緩和 
三郷駅南口では渋滞長 2500ｍから 150ｍに緩和 

⑥ バスの活用 
・ 地域コミュニティバスを広告媒体として活用している 
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○ 路線バス再編計画（みさとバスガイドブック） 

 
図 みさとバスガイドブック（パンフレット）の一部 
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市民交通意識調査 

調査協力についてのお願い 

 
 市民のみなさんには、日頃、市政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、このアンケートは、市民のみなさんを対象に、外出時の交通行動やバスの利用実態の

把握と市民の交通に対する意識等をお聞きし、今後の市の交通整備に向けての資料づくりを目

的に実施するものです。 

 お忙しいところ、大変恐縮ですが、アンケートの趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお

願い申し上げます。 

 なお、このアンケートは、ご記入いただいたのち、返信用封筒（切手を貼る必要はありませ

ん）に入れ、１１月３０日までに投函してください。 

 
平成１２年１１月 

三郷市交通対策課 

 
ご記入にあたってのお願い 

 ◎質問には、ご本人の方がご回答ください 

 ◎質問に対しては回答選択肢の番号に○を付けるか、（     ）や     の中に必要

な事項をご記入ください。 

 ◎ご記入の終わったアンケート用紙については、同封の返信用封筒（切手を貼る必要は 

ありません）にいれ、１１月３０日までに投函してください。 

 ◎この調査に対する問い合わせは、下記にお願いいたします。 

調査実施機関：三郷市環境経済部交通対策課交通対策係     0489-53-1111 

 

 
問１．あなた自身についてお聞きします。 

（１）性別     １．男    ２．女 

（２）年齢     １．10歳代  ２．20歳代   ３．30歳代   ４．40歳代 

          ５．50歳代  ６．60歳代   ７．70歳代   ８．80歳以上 

（３）職業     １．会社員  ２．公務員    ３．団体職員  ４．自営業 

          ５．家事従事者（主婦等） ６．学生  ７．無職  ８．その他 

（４）住所     １．三郷市        丁目  

（５）通勤・通学先 １．三郷市        丁目  

          ２．市外      都道府県       区市町 
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問２．日常の外出先についてお聞きします。 

（１）外出の目的は主に何ですか。 

      １．主に通勤（パートを含む）       

      ２．主に通学 

      ３．病院へ通院 

      ４．買物 

      ５．レジャー 

      ６．その他（         ） 

 
（２）通勤・通学している方にお聞きします。 

   自宅から通勤通学先までの利用交通手段と経路についてお答えください。 

   下記の利用交通手段の中から代表的なものを１つだけ選び、各手段の設問にもお答えくだ

さい。 

      １．鉄道    自宅から最初に乗車する鉄道駅はどこですか。    駅 

駅までどんな手段で行きますか。 

１．バス ２．自転車・バイク ３．徒歩 ４．自動車 

                      乗車バス停留所    ～ 降車バス停留所    駅前 

２．バス    乗車バス停留所    ～  降車バス停留所      

            （自宅側）           （目的地側） 

３．自動車   １．自分で運転  ２．相乗り  ３．家族が運転 

４．自転車・バイク   所要時間 約   分 

５．徒歩    所要時間    分 

６．その他（         ） 

   問３へお進みください。 

 
（３）通院・買物などを目的に外出している方にお聞きします。 

  ①外出の頻度はどのくらいですか。 

          １．ほぼ毎日 ２．週に 2～3 回 ３．週に 1 回 ４．月に 1 回 ５．その他（        ） 

  ②よく行く場所はどこですか。 

           １．三郷駅周辺   ２．新三郷駅周辺   ３．松戸駅周辺   ４．亀有駅周辺 

  ５．金町駅周辺   ６．その他（                ○○病院、○○スーパー等 ） 

  ③利用交通手段は何ですか。 

       １．バス  ２．自転車・バイク  ３．徒歩  ４．自動車 

                  乗車バス停留所            ～ 降車バス停留所             

   問３へお進みください。 

 

（２）へお進み下さい。 
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問３．バスについてお聞きします。 

（１）あなたは普段バスをどのくらいの割合で利用していますか。 

   １．ほぼ毎日 ２．週 2～3回 ３．週１回 ４．月 1回 ５．雨の日だけ 

   ６．その他（        ） 

（２）バスを利用するとしたら、最寄りのバス停留所はどこですか。 

                  
（３）あなたは今のバスに満足していますか。各項目について最も近いものを１つだけ選んでく

ださい。 

  ①運行本数について          １．満足 ２．まあまあ満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

   ②時間の正確さについて         １．満足 ２．まあまあ満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

   ③路線（目的地・経由地）について １．満足 ２．まあまあ満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

   ④快適性                 １．満足 ２．まあまあ満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

（４）あなたにとってどんなバスがあれば便利だと思いますか。 

  ①バス路線について（１つ選んでください。） 
１．最寄りの鉄道駅に短時間で行く通勤・通学に便利なバス 

         ２．近隣の市区町にいくことができる路線が中距離のバス 

         ３．幅広く市内を循環するバス 

         ４．市内をいくつかのブロックに分け、その区域内の商業施設、公共施設、医療施設などを

サービスするバス 

         ５．その他（                       ） 

②バスの運行形態について（１つ選んでください。） 
      １．運行本数の多いバス 

      ２．時間どおりに来るバス 

      ３．朝早くから夜遅くまで運行時間帯の長いバス 

      ４．バスの停留所の間隔が 200ｍ位と短く、どこからでも乗れるバス 

      ５．いつも座れるバス 

  ６．その他（                       ） 

③バスの料金などについて（１つ選んでください。） 
１．運賃の安いバス（100 円など） 

２．プリペイドカードが使えるなど便利なバス 

３．乗り継ぎ割引運賃のあるバス 

４．昼間の時間帯の割引回数券などがあるバス 

５．料金体系がわかりやすい運賃 

６．その他（                        ） 

  ④バス車両、停留所などについて（１つ選んでください。） 
１．ノンステップバスなど乗り降りしやすいバス 

２．ＣＯ２やＮＯ２など排気ガスの少ない環境に配慮したバス 

３．思わず乗りたくなるデザインの優れたバス 

４．上屋やベンチなど利用環境の整った停留所 

５．近くに自転車置き場があるなど利便性の高い停留所 

６．その他（                        ） 

 
問４．三郷市の交通についてあなたは満足していますか。 
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（１）歩行空間（歩道の有無、歩きやすさなど） 

   １．満足している ２．まあまあ満足 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

（２）道路（道路の整備、交通渋滞など） 

   １．満足している ２．まあまあ不満 ３．普通 ４．やや不満 ５．不満 

（３）鉄道・バスなどの公共交通（鉄道駅までの距離、バス路線、運行本数、停留所施設など） 

   １．満足している ２．まあまあ満足 ３．不満 ４．やや不満 ５．不満 

（４）特に不満を感じていることがあれば下記に具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 
問５．三郷市内の現況のバス交通をどのように改善すればよいとお考えですか。ご意見等があれ

ば具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（例）・新しいバス路線を○○～○○の区間に運行する 

・現在の○○～○○を運行する路線の経由地を○○  ○○に変更する 

 

 
ご協力ありがとうございました。 
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自転車利用者調査 

 調査協力についてのお願い 
 
 市民のみなさんには、日頃、市政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 さて、このアンケートは、市の公共施設をご利用のみなさまを対象としたもので、ご自宅や

駅から施設までの交通についてお聞きし、今後の交通整備やまちづくりに向けての資料づくり

を目的に実施するものです。 
 お忙しいところ、大変恐縮ですが、アンケートの趣旨をご理解の上、ご協力下さるようお願

い申し上げます。 
 なお、アンケート用紙は、ご記入の上、自転車駐車場管理室前に回収箱を設置しますので、 
11月 17日までに投函して下さい。 
                       平成１２年１１月 
                           三郷市交通対策課 
 

 

  ご記入にあたってのお願い 

 ◎質問には、ご本人の方がご回答ください。 

◎質問に対しては回答選択肢の番号に○を付けるか、     に必要な事項をご記入ください。 

◎この調査に対する問い合わせは、下記にお願いいたします。 

    調査実施機関：三郷市環境経済部交通対策課交通対策係       0489-53-1111 

 

問１．あなた自身についてお聞きします。 

（１）性別     １．男  ２．女 

（２）年齢     １．10 歳代  ２．20 歳代  ３．30 歳代  ４．40 歳代 

          ５．50 歳代  ６．60 歳代  ７．70 歳代  ８．80 歳以上 

（３）職業     １．会社員    ２．公務員  ３．団体職員  ４．自営業 

          ５．家事従事者（主婦等）    ６．学生      ７．無職    ８．その他 

（４）住所     １．市内          丁目  

          ２．市外     都道府県      区市町村 

（５）勤務・通学先 １．市内          丁目  

          ２．市外     都道府県      区市町村 

 

問２．自転車の利用についてお聞きします。 

（１）自転車を利用した目的は何ですか。 

       １．通勤  ２．通学  ３．買物  ４．通院  ５．その他の私用 

（２）自転車を利用している区間をお聞きします。 

       １．自宅～鉄道駅  ２．勤務先～鉄道駅  ３．学校～鉄道駅 

       ４．その他            

（３）自転車をどのくらいの割合で利用していますか。 

       １．ほぼ毎日  ２．週に 1～2  ３．週に 1回  ４．月に 1～2回 

       ５．その他            

①三郷駅北口自転車駐車場 

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）
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問３．自転車を利用している理由をお聞きします。 

      １．バスが不便だから→ １．最寄りのバス停留所まで遠い 

                  ２．バスの本数が少ない 

                  ３．時間がかかる 

                  ４．運賃が高い 

                  ５．その他            

      ２．バスもあるが、自転車の方が早くて便利だから 

      ３．その他     → １．健康のため 

                  ２．自転車が好きだから 

                  ３．その他            

 

問４．雨の日はどんな交通手段を利用していますか。 

      １．自転車   ２．徒歩   ３．バス     ４．自動車（自分で運転） 

      ５．自動車（家族が運転） ６．その他           

 

問５．自転車の利用にあたり何か不満がありますか。 

      １．特に不満はない 

      ２．不満がある   → １．駐輪場が遠い 

                  ２．自転車の出し入れが面倒 

                  ３．道路を通行するとき危険を感じる 

                  ４．その他             

 

問６．バスが便利になったらあなたは自転車をやめてバスを利用しますか。 

   １．自転車のまま 

   ２．条件によってはバスを利用したい 

 

        どんな条件ならバスを利用したいですか。 

        （１）バス停までの時間 

          １．3分以内 ２．5分以内 ３．10 分以内 ４．その他     

        （２）バスを待っている時間 

          １．3分以内 ２．5分以内 ３．10 分以内 ４．その他     

        （３）バスの遅れ時間 

          １．3分以内 ２．5分以内 ３．10 分以内 ４．その他     

        （４）バスの運賃 

          １．100 円   ２．150 円   ３．200 円    ４．その他     

        （５）終バスの時刻 

          １．22 時まで  ２．22 時 30 分まで  ３．23 時まで  ４．その他        

 

問７．自転車やバスについて何かご意見があればご記入ください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）
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施設名 

公共施設利用者調査 

 調査協力についてのお願い 
 
 市民のみなさんには、日頃、市政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
 さて、このアンケートは、市の公共施設をご利用のみなさまを対象としたもので、ご自宅や

駅から施設までの交通についてお聞きし、今後の交通整備やまちづくりに向けての資料づくり

を目的に実施するものです。 
 お忙しいところ、大変恐縮ですが、アンケートの趣旨をご理解の上、ご協力下さるようお願

い申し上げます。 
 
                       平成１２年１１月 
                           三郷市交通対策課 

 

問１．あなた自身についてお聞きします。 

（１）性別     １．男      ２．女 

（２）年齢     １．10 歳代  ２．20 歳代  ３．30 歳代  ４．40 歳代 

          ５．50 歳代  ６．60 歳代  ７．70 歳代  ８．80 歳以上 

（３）職業     １．会社員    ２．公務員  ３．団体職員   ４．自営業 

          ５．主婦     ６．学生     ７．無職    ８．その他 

（４）住所     １．市内      町      丁目  

          ２．市外      都道府県      市  

 

問２．今日、この施設にはどこから来ましたか。 

          １．自宅    ２．買物先    ３．病院    ４．学校    ５．会社 

                 ６．その他               

 

問３．この施設をどのくらいの割合で利用していますか。 

          １．ほぼ毎日  ２．週に 2～3 回  ３．週 1 回程度  ４．月 1 回程度 

                 ５．その他                 

 

問４．出発地からこの施設までどんな交通手段で来ましたか。 

               １．徒歩    ２．自転車    ３．バス     ４．自動車（自分で運転） 

                  ５．自動車（家族が運転）   ６．タクシー  ７．その他              

  

問５．出発地からこの施設までどのくらい時間がかかりましたか。 

          １．10 分以内   ２．10～20 分   ３．20～30 分   ４．30～60 分 

               ５．60 分以上 

 

問６．今日この施設を利用した目的は何ですか。 

          １．講座、教室  ２．サークル活動  ３．発表会  ４．展示会  ５．会議 

                ６．その他                  

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課 都市交通調査室（平成16年3月）
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問７．この施設以外によく利用する施設はありますか。 

   １．ない ２．ある 

             どの施設を利用していますか。 

              １．文化会館 ２．総合体育館 ３．鷹野文化センター 

              ４．東和東地区文化センター ５．彦成地区文化センター 

              ６．高州地区文化センター  ７．コミュニティセンター 

              ８．北公民館 ９．青少年ホーム 10．その他       

 

問８．問７で他の施設をよく利用すると答えた方は、その施設をどくらいの割合で利用していま

すか。 

   １．ほぼ毎日  ２．週 2～3 回  ３．週 1 回程度  ４．月 1 回程度  ５．その他        

 

問９．この施設に来るのに利便性に高いバスがあったら利用しますか。 

   １．毎回利用する  ２．天候によっては利用する  ３．利用しない  ４．その他         

 

問 10．三郷市の交通についてあなたは満足していますか。 

（１）歩行空間（歩道の有無、歩きやすさなど） 

   １．満足している  ２．まあまあ満足  ３．普通  ４．やや不満  ５．不満 

（２）道路（道路の整備、交通渋滞など） 

   １．満足している   ２．まあまあ満足  ３。普通  ４．やや不満  ５．不満 

（３）鉄道・バスなどの公共交通（鉄道駅までの距離、バス路線、運行本数、停留所施設など） 

   １．満足している   ２．まあまあ満足  ３．普通  ４．やや不満  ５．不満 

（４）特に不満を感じている箇所等があれば下記に具体的に記入して下さい。 

 

 

 

 

 

問 11．三郷市のバス交通をどのように改善すればよいとお考えですか。２つ以内でお答え下さい。 

１． 運行本数を増やす 

２． 路線網を充実する 

イ．新しい路線を増やす 

ロ．現在のルートを変更する 

ハ．その他                   

３． 運賃を安くする 

４． 停留所施設を整備する 

５． 遅れなどをなくす 

６． 車両をよくする 

７． その他 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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