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1. 「阿見町地域公共交通総合連携計画」策定の背景と目的
(1) 阿見町の公共交通のサービス水準向上の必要性
阿見町の路線バスでは、土浦方面は比較的頻度が高く、利用も多い路線です。しかし、平
坦で居住可能地が広いという地理特性があり、また周辺市においても郊外型施設が増加して
いるために、全般的に自家用車への依存を高まらざるをえない状況にあります。
近年開発され人口増加がみられる住宅団地では必ずしもバスの利便性が高くはなく、また、
高齢化が進み人口減少傾向にある地区ではバスの減便など公共交通の利便性低下が進むと
思われ、自家用車への依存が一層顕著になると予想されます。
自家用車依存のデメリットとしては、環境負荷が高いこと(特に地球温暖化に影響の強い
二酸化炭素排出が大きいこと)、高齢者の交通事故が増加するなどがあります。それ以上に、
民間バスの経営が厳しくなると一層のバスの利便性低下をもたらすことが懸念され、自家用
車を使えない高齢者等の生活の質の低下にもつながるおそれがあります。また、JR 駅への
移動の利便性が低下すると、東京方面等へ行く際の JR 線利用という選択肢が限られてしま
うことも懸念されます。
阿見町においても、道路運送車両法の改正以降、交通事業者の新規参入の自由度が増した
反面、採算性の悪い需要の小さな路線からの廃止・縮小が容易になったことから、平成 13
年度には土浦～福田間、土浦～若栗間、平成 16 年度には阿見小裏門～上寺子間、平成 19 年
度には江戸崎車庫・江戸崎高校～荒川沖駅東口間、さらに、平成 20 年度には江戸崎～東京
間の高速バスが不採算を理由に路線の廃止が相次いでおり、バス事業を取り巻く環境が厳し
さを増しております。これに対し、町は補填措置を行ないながらの運行や福祉バスの運行を
行ない、人々の足の確保に努めてきました。しかし、一層の利用者の減少や、福祉バスでは
必ずしも町民のさまざまな移動のニーズに対応できるものではなく、現に、小中学生の通学
の問題や、高齢者のさまざまな目的での買物や公共施設利用において、公共交通の不便さに
起因する生活の質の低下が見えはじめてきています。
今後、少子高齢化が進み、財政状況も厳しくなる中、年をとっても安心して地域で暮らせ
る生活環境の確保、高齢者にとっても安全で安心な外出を可能とする移動環境の確保、町の
活性化を支える地域の人々の交流促進、そして、子孫の代への負担ともなりかねない地球環
境への負荷の軽減といった、多様な影響を考え、町内の公共交通の総合的な改善を検討して
いく必要があります。そして、その際の公共交通サービスの公的負担をどのようにすべきか
といった方向性を明らかにする必要があります。
また、公共交通サービスを見直すには、利用者のニーズを的確に把握するためのデータの
分析や、利用者の声を聴取するしくみが必要ですが、これまでバス利用の改善を想定した調
査は行なわれておらず、あらためて交通の実態や町民の意向について調査を行って把握する
必要があります。
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(2) 総合連携計画の目的
策定する総合連携計画は、つぎのような公共交通改善を目的として設定します。
・ 公共交通での、土浦市および JR 常磐線、その他周辺の重要拠点へのアクセス性と利
用のしやすさの向上
・ 高齢化社会に向けた日常の生活に必要な足の確保と、安全・安心の向上
・ 町中心部まで、公共交通でアクセス可能な地域の拡大
・ 運輸部門における二酸化炭素排出量の低減に寄与を踏まえた、町民の公共交通への
意識改善
・ 今後の町の動勢に対応した交通課題の整理と、継続的な利用者ニーズの調査・分析・
反映のしくみの確立
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2. 公共交通の現状と移動の実態
(1) 阿見町の概要、公共交通の現状
阿見町は、人口約 48000 人、面積約 65 平方 km で、土浦市の南東に隣接し土浦市内にある
JR 常磐線荒川沖駅、および土浦駅を最寄り駅としています。高齢化率は約 17%で、郊外部は
高齢化が進んでいるものの、町内には新しい住宅地の開発が続いていて、人口はほぼ横ばい
となっています。
道路網としては、常磐自動車道が町の東側の土浦市内を南北に貫いていて、桜土浦インタ
ーが、阿見町中心部から約 7km のところに位置しています。また町の南部には圏央道の牛久
阿見インター、阿見東インターがあります。
町中心部には、東京医大霞ケ浦病院、茨城県立医療大学、茨城大学農学部が立地しており、
さらに東部・南部には 3 つの工業団地が立地しているほか、平成 21 年度には阿見東インタ
ーの直近にアウトレットモールの開業が予定されています。
町内には、路線バスとして、JR バス、関東鉄道バス、が走っています。また、平成 9 年
度より、町が福祉バスの運行を行なうとともに、不採算路線に対しては補填措置を行なって
きました。
高速バスは、東京駅から江戸崎行きの路線が、圏央道のつくば牛久 IC から一般道に入り、
阿見町内を通っており、町内の 7 箇所に停車しています。つくばエクスプレスの開業などを
機に減便があり、現在、関東鉄道による 1 日 4 往復の運行になっています。

おもな路線バス、高速バス、および阿見町福祉バスの便数
路線

平日

土日・祝日

土浦 – 江戸崎 (木原廻り)

19 往復

11 往復

土浦 – 江戸崎 (君島廻り)

9 往復

8 往復

土浦 – 阿見中央公民館

55 往復

45 往復

荒川沖駅東口 – 県立医療大学

10 往復

9 往復

荒川沖駅東口 – 江戸崎車庫

4 往復

3 往復

東京駅 – 関鉄江戸崎 (高速バス)

4 往復

4 往復

阿見町福祉バス 4 路線 各路線とも

週 2 日×2 便

-
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路線バスのバス停
8

福祉バスのバス停
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平成 16 年度に策定された「阿見町第 5 次総合計画」においては、基本計画の中で、公共
交通に関して、次の 2 つの項目が掲げられており、福祉巡回バスに留まらない、町民が利用
しやすい公共交通の整備を目指していくこととなっています。

1.

公共交通の利便性向上
○ 本町における公共交通の利便性向上を図るため、広報誌、町ホームページ、東京駅
に広告を掲出するなどして PR の強化を図り、高速バス路線の利用度向上を目指し
ます。
○ 既存の路線バスについては、路線の本数や鉄道駅へのアクセス強化を目指したルー
トの充実などについて、関係機関に要請していきます。
○ 圏央道や幹線道路整備の進捗に合わせて、新規バス路線の設置について関係機関に
要請していきます。
主要な事業 ◇高速バス推進事業

2. 新たな公共交通環境の形成
○ 町民の生活移動手段を確保するため、福祉巡回バスに留まらず、全ての町民が気軽
に利用できる比較的安価で便利な循環型のコミュニティバス等の導入を図り、新た
な路線網の整備を進めます。
○ 環境にやさしい交通環境の形成を図るため、自動車依存型から自転車利用型などへ
の転換を検討していきます。
主要な事業 ◇福祉巡回バス運行事業

また、平成 20 年度に実施した阿見町各課へのアンケートの結果では、政策推進において
次のような課題が生じていることが指摘されています。詳細は、添付資料１「阿見町の政策
推進における公共交通への課題」のとおりです。
・ 最寄り駅、全般的な公共交通の利便性が低いことによる影響


ノーマイカーデー等の取り組みが影響される



公務出張時の鉄道の利用効率

・ 公共施設の公共交通の利便性が低いことによる影響


受診率の低下の１つの要因につながっていると思われる



高齢者向けの教室等の拡大のネックになっている



総合運動公園の駐車場混雑



遠距離からの来庁者や町民でもタクシー利用が少なくない施設もある

・ 重要度の高い政策


小中学校の通学のための助成やスクールバス運行の継続確保



低床バスに対応した停留所の段差解消



生活の多様化に適した、町内及び周辺市町村との縦横のネットワーク化
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(2) 住民アンケート結果で見る移動の実態
添付資料３「住民アンケート結果で見る移動の実態と福祉バスの課題」のとおりです。

(3) 利用者分科会で抽出された移動の実態
利用者分科会でだされたご意見、またそこから整理した移動の実態について、添付資料４
「利用者分科会の開催の経緯と成果」に示したとおりです。

(4) 移動実態のまとめ
町民アンケートの集計結果と分科会で得られたご意見・情報をまとめると、次のような実
態があることが確認されました。
 交通のおもな目的地について
分科会の結果
通勤

買物

その他








町内、土浦市内が多い
荒川沖駅から東京方面もある
町外から工業団地へも考えるべきである
町内に分散している
地区内が多く、中央地区→西部地区間の移動は少ない
西部地区→中央地区は利用している人も少なくない(役場利用などとも関連
あり)
 周辺市にも広く分散している
 東京医大病院、役場などは重要な移動先である
 出張などで高速バスなどで東京方面への移動も多い

アンケートの結果
通勤



通学


買物



通院



目的地は、町内と町外がほぼ半々となっている
町外への通勤では、土浦、つくば、東京都が同じくらいある
町外から工業団地は今回の調査の対象外
通学している人は、アンケート回答者の3%程度
通学先は、町外がほとんどで、なかでも土浦、牛久が多い傾向にある
西部地区内では、地区内(土浦市の荒川沖周辺を含む)での買物が大部分
それ以外の地区では、中央地区を利用している割合が同じように高い
土浦市内(荒川沖周辺を除く)の利用は全体の2割程度
西部地区内では、地区内(土浦市の荒川沖周辺を含む)、土浦市内の順に多い
それ以外の地区では、中央地区、土浦市内の順に多い

 おもな交通手段について
分科会の結果
 地区内は徒歩等、町内
 土浦市内へも、バスはあまり利用しない
 ほとんどが自家用車
 地区間(西部地区→中央地区など)での自転車利用もある
 西部地区は、荒川沖駅から、つくば、牛久、龍ヶ崎に公共交通で行ける
 福祉施設利用者は、施設送迎バスの利用が多い
 東京方面へは高速バスを使うことも少なくない
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アンケートの結果
町 内 の 交 通 手  10代は、自転車と自家用車による送迎が大部分を占めており、バス利用は
段
アンケート回答はなかった
 バス利用という回答は、全体の3%程度
 70歳まではほとんど年齢に関係なく自家用車の運転が大きな割合を占めて
いる
 70歳以上では、年齢が進むに連れて運転が減少し、自家用車での送迎、バ
ス利用の割合が、それぞれ増加する傾向
 徒歩と自転車の合計は、20代以上ではほとんど年齢に関係なく3割程度の回
答率
JR利用
 毎日JRを利用している人は、全体の5%程度
 西部地区で、JR利用が、他の地区居住者より大きい (荒川沖駅利用)
 そのなかには、荒川沖駅から土浦駅方向の利用がみられる
 東部地区のみ、荒川沖駅よりも土浦駅の利用の方が多い
 そのなかには、上り方向(荒川沖・東京方面)が多数を占めている
土 浦 へ の 交 通  実際によく土浦へ行く人の交通手段として、自家用車や自家用車による送迎
手段
が大部分だが、バスも町内での移動に比べれば多い (荒川沖周辺で1割、その
他土浦市内で2割)
 鉄道利用者でも、自家用車や自家用車による送迎が大部分

3. 公共交通の課題
(1) 利用者分科会で抽出された課題と整備への期待
 現状の課題
第２回分科会では現状の公共交通の課題としてつぎのような点が抽出されました。
分科会の結果抽出された課題
バスの課題
 夜は便が少ないため利用することがない
 中央地区 - 西部地区間は便が少ないため、行きたい時間に使えない
 125号以北から荒川沖へはまったくバスがない
 東部地区・南部地区はほとんど利用できるバスがない
 高速バスの便が減って不便になった
 バス停の立地が、安全面や利便性で問題のある場所がある
 荒川沖駅の阿見方面バス停の場所が使いにくい
 バス停・バス路線がわかりにくい
 バス停がバリアフリーになっておらず、ノンステップ車両でも使えない
 駐輪場(サイクルアンドバスライド)がない
 路線バスの運賃が高い
その他の課題
 土浦駅周辺の駐車料金が高い
 現在バスが走っていないところで、十分な幅員のバス停の場所を確保するこ
とが難しい (特に子供だけでいる場合に危険)
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 効果が期待されると思われる整備水準
第２回分科会では現状の公共交通の課題をつぎのように解決すると、利用者が増えるなど
の効果が期待されるというご意見が示されました。
効果が期待される整備
路線
 地区内の循環 (東京医大、マイアミ、カスミ…)
→買物の利用者が増える
 中央地区から荒川沖へ (通勤 朝夕だけでも)
 中央地区からの買物は、荒川沖駅だけでなくその周辺やつくば、牛久なども
望まれる
 西部地区から中央地区へ (買物・通院)
 荒川沖から工業団地へ (通勤)
 荒川沖から、今後できるアウトレットや観光地である牛久大仏に行くための
バスができればよいのでは？
運行頻度
 15分間隔(～30分間隔) の運行なら
 通勤・通学・買物・通院で自分で利用するようになると思う
 20～30分間隔の運行なら
 子どもが利用するようになると思う
 仕事や通勤で電車を利用する時の駅までの手段として利用するよ
うになると思う
 30分～1時間間隔の運行なら
 買物・通院で時間に縛られないときや、目的地で時間をつぶせる
とき、たまに利用するような移動の時に、利用できると思う
 新たに行ってみたいと思うようなところに行けるのであれば利用
する
バ ス 停 ま で の  100～300m程度なら
距離
 通勤・通学・買物・通院で、自分で利用できる
 (0～)30(～100)m程度なら
 歩くのに体力的に厳しい高齢者でも、自力歩行ができる人なら、
このくらいで利用できると思う
 いま車を運転している高齢者に使ってもらうならこのくらい
 子どもの集団登校の集合場所に合わせるとわかりやすい
 家の玄関口まで来てくれるなら (デマンドを想定)
 多くの人が使える
 説明がしやすい
 移動に支援を必要とする人に使えるようになる
 その他
 駅へなら少し遠いバス停から乗ってもよいだろう(通勤や予約な
ら)
 バス停を密にしても、快速運行(またはデマンド運行)なら通勤・
通学でも使いやすい
 買物・通院・公共施設など福祉バスとしての機能を考えるなら近
くがよい
その他の整備
 バス停をわかりやすいところ(例 コンビニ)におく →慣れない人が使いや
すい
 バス停に地図がほしい
 バス停の場所を安全なところを選ぶ
 路線沿いならどこでも乗降できるフリー乗降
 デマンドの導入と路線バスへの連結
 バスに自転車を乗せてほしい
→買物利用
 バス停のバリアフリーの推進
→高齢者の利用
 利用頻度の高いバス停にはベンチ・屋根をつける →通勤・買物の利用にも
高齢者の利用にも有効

このほか、整備以外でも、次のような政策を組み合わせることが効果的であるというご意
見が示されました。
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効果が期待される関連施策
 荒川沖周辺のマイカー時間規制を行えば、バス利用が増える
 周知を徹底する
 宣伝をする (例「利用すると楽しい」「自分が使って良いのか」)
 定時運行の充実
 運行情報の提供
 回数券の充実やパスの発行で割安感を出す

(2) 住民アンケート結果で見る福祉バスの課題
集計結果は、添付資料３「住民アンケート結果で見る移動の実態と福祉バスの課題」のと
おりです。
福祉バスがあまり周知されていない問題点が指摘されました。また、「いろんな所を運行
する」「1 日の運行の回数を増やす」といった改善点を重視する意見が多く、バス停までの
距離や運行頻度の改善に効果が期待されていることが伺えました。

(3) 公共交通の現状と課題
ここでは、アンケート調査や 3 回の利用者分科会での議論のなかで、特に公共交通整備に
期待が持たれる区間・地域について、現状の課題を整理します。
a) 荒川沖周辺と中央地区、東部地区、南部地区の間の移動
交通需要の状況
・ 通勤・通学などで毎日 JR を利用する人は町内居住者の約 5%となっています。町内
居住者の通勤のうちの約 3%が東京都内となっているなど、JR 利用のしやすさの重
要性が指摘できます。
・ これらの人は、大部分が目的地は JR の上り方面であり、さらに、土浦駅へのアクセ
スは道路の混雑の問題があるため、ほとんどが荒川沖駅のみを利用しているのが実
態です。
・ 西部地区居住者にとって、役場などへの移動で中央地区に行く必然性がありますが、
現状は、そのほとんどがマイカー利用となっています。
・ 中央地区居住者からみれば、JR 利用以外では、中央地区でなくわざわざ荒川沖周辺
の商業施設等を利用する必然性は必ずしも高くありませんが、今後の動向によって
は交通需要を考慮する必要が出てくる可能性もあります。
・ 東部地区・南部地区の工業団地へは、町外からの通勤が少なくなく、JR 利用者の各
工業団地への交通の需要も存在しています。
公共交通の現況
・ 中央地区から荒川沖へはバスの便が少なく、また、東部・南部地区から荒川沖に直
接行くバスはほとんどありません。
・ 通勤・通学での荒川沖駅の利用者は、マイカーによる送迎がかなりの部分を占めま
すが、利用者分科会では、送迎する家族の立場として負担が減らせるように公共交
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通整備の必要性を指摘する声も強くありました。
・ 東部地区の居住者では、JR 上り方面を目的地としている場合でも、路線バスが運行
されている関係から土浦駅まで行って JR に乗るケースも見られました。
・ 工業団地への通勤者に対して企業の負担による通勤バスやタクシー相乗りが運行さ
れているケースがありますが、日中の来訪者・出張者はタクシー利用も少なくなく、
公共交通整備よるこれらの費用の軽減を期待しているという意見もありました。
公共交通整備の方向性と課題
・ 荒川沖周辺と中央地区との間は、現在、公共交通の利便性が低いことが原因で通勤・
通学者がマイカー送迎に頼っている可能性があり、これらの人々の交通手段転換を
念頭に置いた利便性の向上が課題となります。
・ それ以外の、中央地区・西部地区間の移動、また、工業団地への通勤者や来訪者・
出張者などの需要を効率よく重ね合わせる運用が可能であれば、バス車両の効率の
良い運行を行うことができる可能性があり、これらの利用者のニーズ把握に基づい
た整備の検討が求められます。
b) 各地区内での移動
交通需要の状況
・ 中央地区の居住者は、買物、通院、その他の所要において、半分以上が中央地区内
で行なわれているとみられます。また西部地区の居住者でも、役場や大きな病院の
利用で中央地区へ移動するものはありますが、それ以外の通院や買物等では西部地
区内での移動が大きな割合を占めています。
・ これらの移動のかなりの割合でマイカーが使われているほか、自転車・徒歩も少な
くありません。これらの移動が困難な高齢者等にとっては、家族による送迎に頼る
ことになり、また結果的に外出頻度が低くなってしまう傾向にあります。
公共交通の現況
・ マイカーが利用できる人、比較的元気で自転車・徒歩の利用に問題が無い人にとっ
ては、公共交通整備のニーズはさほど大きくはありませんが、これらの移動が困難
な高齢者等にとって、公共交通が必要となります。
・ 路線バスは、中央地区の役場から商業施設などを経由する便は少なく、さらに、こ
れらの便が通っていないところもあり、利用できるのは一部の住民に限られてしま
います。
・ 福祉バスは路線が長く地区内の比較的近い目的地までも時間がかかってしまうなど
地区内の移動には不便が生じていること、すべての便が商業施設を経由しているわ
けではないこと、運行日が限られていて便数も少ない、などの理由で、使いやすい
交通手段とはなっていません。
公共交通整備の方向性と課題
・ 運転ができない、また自転車・徒歩の長距離の移動が困難な高齢者等を対象とした、
地域内の所要施設を巡回するような交通手段の整備が課題となります。
・ 需要の発生地・目的地が面的に広がっていること、またこれらの利用者には自宅か
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ら近くに乗降場所を設けることは不可欠であることから、便数や所要時間の面で、
現在の福祉バスの問題点が解決できるような新しいシステムの検討が求められます。
c) 東部地区、南部地区から中央地区への公共交通の利便性の課題
交通需要の状況
・ 買物、通院、その他所要において、半分以上が中央地区内で行なわれているとみら
れるアンケート結果となっており、中央地区へのアクセスが重要と言えます。
・ これらの移動のかなりの割合でマイカーが使われており、車を運転できない高齢者
等にとっても公共交通の利用割合は、低い傾向にあります。
公共交通の現況
・ 東部地区では、土浦駅行きの路線バスが 1 時間に 1～4 本走っていますが、これらの
路線は中心部の商業施設・医療施設や役場へのアクセスがあまり良くなく、ごく一
部の便がこれら施設を経由するのみです。
・ 福祉バスで東部地区・南部地区から役場へアクセスすることは可能ですが、やはり
すべてが商業施設を経由しているわけではないこと、運行日が限られていて便数も
少ない、などの理由で、使いやすい交通手段とはなっていません。
公共交通整備の方向性と課題
・ 居住地が広がっていて需要の発生密度が低く、かつ、中心部まで比較的長時間の運
行が必要となるため、運行効率は低くならざるを得ません。
・ 利用者のニーズをできるだけ顕在化できる工夫をこらすとともに、利用者や行政の
適切な経費負担にも配慮して運行の水準を検討していくことが必要です。
・ 既述の、工業団地通勤者等の交通需要と重ね合わせることによる経費の圧縮、また、
中央地区から西部地区や土浦への路線への乗継ぎ等を前提としたこれら幹線路線の
収益からの補填といった考え方も取り入れていくことが望まれます。
d) 近隣都市への移動に関する課題
・ 通勤・通学や買物では、町内、土浦市の荒川沖周辺や土浦駅周辺以外にも、つくば
市、牛久市、龍ケ崎市など近隣の都市への移動が少なくありません。
・ これらの大部分はマイカー利用ですが、例えば荒川沖を拠点として、それぞれの方
向へ便利に乗り替えられるシステムの整備に期待する意見が利用者分科会で出され
ました。
e) 都市整備に伴う課題
・ 阿見東インターに接して位置するアウトレットモールが開業すると、町民や、土浦・
つくば方面など高速道路以外の経路でのマイカー利用による交通混雑が懸念されま
す。
・ 現在のバス路線では利用に適したものがないため、町民など利用者の動向を把握し、
また道路網の状況も踏まえて、公共交通の運行の可能性を検討することが望まれま
す。
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f)

高齢化に伴う課題
・ ひとりでは公共交通を利用できない高齢者については、施設送迎や福祉有償運送、
家族による送迎などを利用していると考えられます。
・ 現在の福祉バスを含む公共交通を利用することに対して、家族が安全・安心の面で
の不安を感じることで進んで送迎を行っている側面もあり、これらの家族送迎の負
担軽減、また本人の外出頻度の向上に、公共交通の整備によって対応することは必
ずしも容易ではありません。
・ 継続的に、これらの利用者の動向の把握に努め、今後のあり方について検討してい
くことが望まれます。

4. 公共交通整備事業の考え方
以上の、公共交通の現状と課題の分析結果を踏まえ、今後、次のような方向性をもって公
共交通の整備が進めていくことを検討していきます。さらに、それらが効率よく運用される
ために必要なソフト施策や、タクシーから鉄道までをも含む公共交通機関の間の連携、また
関連する都市施設整備等との連携に立った、総合的な計画を策定していきます。これら公共
交通のサービス水準の向上を通じて、町民の生活の活性化を目指すとともに、意識面におい
てもマイカーに依存しない生活の有用性への理解が深まるように努めることで、公共交通の
利用減を食い止めマイカーからの転換を促していきます。
・ 荒川沖駅にアクセスするバス路線の充実


町内から荒川沖方面へのバスについて、実験的に高頻度運行や路線の変更によっ
てサービス水準を高め、かつ、その利便性を体験させる政策を行なうことで、町
内居住者の移動頻度の向上、通勤・通学者のマイカーからの転換、工業団地通勤
者等の利用、東部・南部地区居住者の乗継ぎ利用などが顕在化するような取り組
みを行なうことが重要と考えられます。その結果として、恒常的な需要密度を高
め、標準サイズのバス車両の定時定路線運行で、サービス水準の上昇に見合った
料金収入が得られるような運用を目指していきます。



荒川沖駅から JR 乗換えや、つくば市へのバスなどの乗換えの利便性を確保する
ことによって、現状の多様な目的地への通勤・買物という行動実態に即し、また
来訪者の需要にも対応した、連携した交通システムを目指し、バスの運用効率を
高める検討していきます。



荒川沖駅や、乗換え・乗継ぎ等の結節点について、物理的な課題を抽出し、その
整備の方向性を検討していきます。

・ 地区内の短距離移動を支える交通手段の整備


現行の福祉バスの長距離・低頻度といった問題点の改善が望まれるとともに、現
在の福祉バス利用者の利便性を確保・向上を当面の目標と考えます。



小型車両(小型バス～ワゴン車～セダン車)による、地区内循環または経路可変(デ
マンド)運行を目指していきます。
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長距離の徒歩移動が困難な利用者のニーズ把握に努め、
これらの利用者がより使
いやすいように、継続的に、また情報提供の改善等を含めた総合的な検討が望ま
れます。



東部地区・南部地区では、後述の中央地区へのアクセスと一体で考えることが必
要です。

・ 東部地区、南部地区居住者の中央地区への公共交通整備


地域のコミュニティ組織等を活用し、
現在及び将来の利用者のニーズをより詳し
く的確に把握することが重要です。



それらのニーズに基づいて、現行の福祉バスの改善(一部の経路可変運行の検討
を含む)、あるいは新たな交通システム(セダン車両によるフルデマンドでサービ
スに応じた料金水準を設定するなど)への転換を検討することが求められます。



西部地区や土浦駅方面までの運行は効率面で制約があるため、中央地区で路線バ
スへの乗り換えなどによって利便性を確保する方法の検討も必要です。



運行方法の検討に当たっては、既述の、地区内の移動や、中央地区・西部地区間
の企業通勤者等の移動の仕組みとの連携を前提とする必要があります。

・ 東部地区、南部地区への工業団地通勤者向けの公共交通整備


各企業が運行している通勤バスと、上述の、東部地区・南部地区居住者向けの公
共交通との間で連携の可能性を検討し、それぞれのコストの圧縮を目指します。



荒川沖駅にアクセスするバス路線の充実・高頻度化との連携の可能性を検討しま
す。



それぞれの企業の実状に即し、かつ効率的な共同利用の運行が可能となるよう、
企業間で調整・検討を行なう組織をつくり、そこで、ニーズを的確に把握するこ
とが重要です。
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添付資料１

阿見町の政策推進における公共交通への課題
平成 20 年度に実施した阿見町各課へのアンケートの結果からは、政策推進において次の
ような課題やその背景として次のような点が指摘されました。
公共交通全般
•
自家用車への依存が進んでいる
•
公共交通への意識の低下を防ぐことが必要だが容易でない
•
住宅地や目的地が分散しており、路線バスのルート設定がむずかしい
• 行政は町民への基本的な行政サービスとして移動を保証して行くことが行政の役割
•
行政の支援がなければ、民間事業者は維持存続ができない
•
阿見町の集落や市街地の状況に応じた多様な形態が必要
•
商業者からの協賛金を考えるなどを含めた財源確保が重要だが容易ではない
地域別のポイント
• 荒川沖駅への依存が高いと思われるので、荒川沖方面への整備が求められる
• 土浦・荒川沖駅だけでなく、ひたち野うしく駅、つくば市、牛久市等、近隣市町村への移動が困難
• 交通空白地帯が広がっており、高齢者や子ども、障害者などの買い物や通学、通院などが困難になっ
ている。 (自家用車のある世帯でも、日中は高齢者だけになってしまう)
• 特に、小池までのバス路線の廃止の影響は大きかった
• 高齢者等の利用する生活路線として、町内公共施設及び商店街、最寄りのJR駅までの循環バスが必
要
サービス水準について
• 路線バス等のルートがわかりづらい
• 料金、頻度等のサービス水準が低い
• 料金の一元化による利用しやすいカード等を活用したシステムの検討
各課の政策の視点から
民生部社会福祉課
小さな集落が広い面積の中に散らばっているため、公共交通を整備するにも福祉
バスを走らせるにも非効率的になっている
民生部障害福祉課
低床バスに対応した停留所の段差解消が課題
生活産業部商工観 生活の多様化に適した、町内及び周辺市町村との縦横のネットワーク化が望まれ
光課
る
生活産業部町民活 町民活動センターの公共交通の利便性が悪い
動推進課
教育委員会学校教 小中学校の通学のため、バス会社に対して助成およびスクールバスを運行してい
育課
るが、これらを確保することが必要
高校のスクールバス・企業の送迎バス等の専用バスへの依存が進んでいる
総務部総務課
ノーマイカーデー等の取り組みに、路線バスの撤退が影響をうける
公務出張等の際、最寄の駅へのアクセスが不便
民生部健康づくり課 総合保健福祉会館の公共交通の利便性が悪い
健康診査の会場までの足の確保ができないため、受診率の低下の１つの要因につ
ながっていると思われる (町民活動推進課からも同意見)
高齢者向けの教室等の開催で送迎の負担があり、教室拡大のネックになっている
都市整備部区画整 南平台から土浦駅へなど、路線の効率が悪い
理課
西部開発区域への誘導として、荒川沖駅、本郷ふれあいセンター、朝日中、本郷
小、を巡回する路線も一考に価する
教育委員会生涯学 総合運動公園の駐車場混雑を緩和させ、施設利用促進が図れるとよい(各種団体
習課
等の大会時における)
教育委員会中央公 阿見町におけるターミナルを何処にするか、たとえば中央公民館なのかが、キーポ
民館
イント
消防本部総務課
車を利用できない町民、来庁舎(高齢者)が年々増加している
遠距離からの来庁者や町民でもタクシー利用が少なくない(消防署からも同意見)

添付資料２

アンケート調査票と調査概要
(1) アンケート調査の実施時期と配布回収数
調査対象

阿見町内全域
役場データよりランダム抽出

調査期間

10月13日～19日

調査方法

郵送配布郵送回収

実施状況

配布部数(部)：

3952

回収部数（部）：

1521

回収率（％）：

38.4

1) 目的別交通行動
調査内容

2) 交通手段利用実態
3) 生活における交通の必要性
4) 車依存に関する意識・その他

(2) 集計項目の地域割について
OD 交通データおよび居住地や利用する施設等を分析するに当り、サンプル数にも配慮した結
果、以下の 4 地区分類での集計を基本とすることとしました。
中央地区: 阿見小学校、阿見第一小学校、阿見第二小学校 の校区
西部地区: 実穀小学校、本郷小学校 の校区
ただし、目的施設の集計では土浦市の 荒川沖、沖新田、乙戸、中、中村、摩利
山、右籾までを含めることとした
東部地区: 君原小学校、舟島小学校の校区
南部地区: 吉原小学校の校区

アンケート票(依頼文、本文)を次ページ以降に示します。

阿見町地域公共交通意向調査

「日常の外出についてのアンケート」
阿見町地域公共交通活性化協議会
事務局 (阿見町企画財政課, 茨城大学)
アンケートへのご協力をお願いいたします
【調査の目的と返送方法について】

阿見町では、年をとっても安心して地域で暮らせる生活環境の確保、高齢者にとっ
ても安全で安心な外出を可能とする移動環境の確保、町の活性化を支える地域の
人々の交流促進、そして、子孫の代への負担ともなりかねない地球環境への負荷の
軽減といった、さまざまな影響を考え、町内の公共交通の総合的な改善を検討して
います。
この検討に当たって、必要な交通手段整備を考える上での基礎的なデータとするた
めに、現況のみなさまの交通の実態について調査を実施することといたしました。
お答えいただいた内容はすべて統計処理を行い、みなさまにご迷惑のかからぬよう
に取り扱います。調査の主旨をご理解の上、ご協力いただけますよう、よろしくお
願い申し上げます。
ご記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒に封入し 10月19日(日) までには
ポストに投函してください。切手は不要です。
【今後の公共交通調査の進め方について】
公共交通の改善の検討は、バス事業者などを含む阿見町地域公共交通活性化協議会のなかで行なっていきます。
今回のデータはこの会議で検討する際の基礎資料とさせていただきます。なお、改善策の検討では、今回の調査
の他に、公募の利用者・町民の方に参加いただく会議のなかでご意見をおうかがいしたり、改善案をまとめてい
く途中段階において改善の素案に対する意見募集を行なう機会を設け、広く町民の皆様のニーズに合致するよう
な改善策をとりまとめていく予定にしております。
つきましては、今後のこれらの調査・検討におきましても、ご理解とご協力を賜りたく、よろしくお願い申し
上げます。

【調査対象者の抽出について】
皆様の交通の実態や公共交通の利用状況を正確に把握するために、年齢別・地域別に必要な調査対象者数を算
出し、それぞれでコンピュータによる無作為抽出をおこなって対象者を選定させていただきました。つきまして
は、かならず封筒の宛名に書いてある方にお答えいただけますよう、お願いいたします。
なお、ご高齢などで記入が困難な方については、ご家族が代筆していただけると幸いです。その場合でも、か
ならず封筒の宛名に書いてある方の行動やご意見をご記入いただけますよう、お願いいたします。

【お問い合わせ・連絡先】
阿見町地域公共交通活性化協議会 事務局
〒300－0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目１番１号
阿見町総務部企画財政課
担当 建石，青山，荒井
TEL ８８８－１１１１㈹ 内線２２１・２２２
FAX ８８７－９５６０

質問 A.

へ記入されるときには、以下の例を参考にしてください

(例1) 朝仕事に出かけて、夜に帰宅し、それ以外に外出がない場合
自宅を出発した時間は-------------------------------------------------(午前・午後
最初にどこに行きましたか? -------------------------------------(

土浦

7 時

30

分)

市・町・村 桜町

)

次にどこに行きましたか? -----------------------------------------(

市・町・村

)・自宅

さらにその後どこに行きましたか? ----------------------------(

市・町・村

)・自宅

最後に自宅に戻った時間は -----------------------------------------(午前・午後

6

時

30

分)

外出の目的は次のどれでしたか あてはまるものすべてに○を付けてください。
------------ 1. 通勤 2. 通学 3. 仕事(農作業) 4. 仕事(業務) 5. 買物 6. 私用(用事)
7. 通院 8. 送り迎え 9. 趣味・友人宅訪問 10. 散歩・スポーツ 11. その他
利用した交通手段すべてに○を付けてください。
------------ 1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(

)

(例2) 朝仕事に出かけて、帰宅途中に買物をして、帰宅した場合
たくさん滞在先があって欄に書ききれないときは、滞在先が自宅から遠いものから順に3つまでを、滞
在した順に記入してください。
自宅を出発した時間は-------------------------------------------------(午前・午後

7 時

50

分)

最初にどこに行きましたか? -------------------------------------(

阿見

市・町・村 中郷

次にどこに行きましたか? -----------------------------------------(

阿見

市・町・村中郷 カスミ )・自宅

さらにその後どこに行きましたか? ----------------------------(
最後に自宅に戻った時間は -----------------------------------------(午前・午後

)

市・町・村
5

時

)・自宅
10

分)

外出の目的は次のどれでしたか あてはまるものすべてに○を付けてください。
------------ 1. 通勤 2. 通学 3. 仕事(農作業) 4. 仕事(業務) 5. 買物 6. 私用(用事)
7. 通院 8. 送り迎え 9. 趣味・友人宅訪問 10. 散歩・スポーツ 11. その他
利用した交通手段すべてに○を付けてください。
------------ 1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(

)

(例3) 一日中外出しないで自宅にいた場合
→ まったく外出しなくても 「自宅」のところにひとつだけ○をつけてください
自宅を出発した時間は-------------------------------------------------(午前・午後

時

分)

最初にどこに行きましたか? -------------------------------------(

市・町・村

)

次にどこに行きましたか? -----------------------------------------(

市・町・村

)・自宅

さらにその後どこに行きましたか? ----------------------------(

市・町・村

)・自宅

最後に自宅に戻った時間は -----------------------------------------(午前・午後

時

分)

阿見町地域公共交通意向調査
「日常の外出についてのアンケート」調査票
ご回答は、あてはまる番号に○をつけるか、( ) にご記入ください。
ご記入いただいたら、返信用封筒に封入し、切手を貼らずに10月19日(日)まで
にはポストに投函してください。
A. 調査対象日の外出: 10月15日(水)と10月16日(木)の外出についておうかがいし
ます。それぞれの調査日の終わり(またはその翌日など)に一日の動きを思い出し
ご記入ください
記入に当たっては、別紙(お願い文の裏面)の記入例も参考にしてください。
10月15日(水曜日)について
自宅を出発した時間は -------------------------------------(午前・午後

時

分)

最初にどこに行きましたか? --------------------------(

市・町・村

)

次にどこに行きましたか? ------------------------------(

市・町・村

)・自宅

さらにその後どこに行きましたか? -----------------(

市・町・村

)・自宅

最後に自宅に戻った時間は ------------------------------(午前・午後

時

分)

外出の目的は次のどれでしたか あてはまるものすべてに○を付けてください。
1. 通勤 2. 通学 3. 仕事(農作業) 4. 仕事(業務) 5. 買物 6. 私用(用事)
7. 通院 8. 送り迎え 9. 趣味・友人宅訪問 10. 散歩・スポーツ 11. その他
利用した交通手段すべてに○を付けてください。
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(

)

10月16日(木曜日)について
自宅を出発した時間は -------------------------------------(午前・午後

時

分)

最初にどこに行きましたか? --------------------------(

市・町・村

)

次にどこに行きましたか? ------------------------------(

市・町・村

)・自宅

さらにその後どこに行きましたか? -----------------(

市・町・村

)・自宅

最後に自宅に戻った時間は ------------------------------(午前・午後

時

分)

外出の目的は次のどれでしたか あてはまるものすべてに○を付けてください
1. 通勤 2. 通学 3. 仕事(農作業) 4. 仕事(業務) 5. 買物 6. 私用(用事)
7. 通院 8. 送り迎え 9. 趣味・友人宅訪問 10. 散歩・スポーツ 11. その他
利用した交通手段すべてに○を付けてください------------1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(
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B. 普段の外出についておうかがいします
問-1

通勤・通学しておられますか。通勤・通学している方は下の問にもお答えください。

通勤・通学していますか?----------------1. 通勤している 2. 通学している 3. していない
下にもお答えください
問2にお進みください
通勤・通学の両方がある方は、1. 2. 両方に○をつ
けた上で、通勤のみについて下にお答えください

通勤(通学)先の住所(町字名)-----------------------------(

)

市・町・村

そこへの通勤・通学の回数は--------------------------1. 週5回以上 2. 週3～4回 3. 週1～2回 4. 2週間に1回程度
そこへの通勤・通学で利用する交通手段すべてに○を付けてください。
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10.その他(
)

問-2 買物での外出についてお伺いします。食料品・日用品の買物と衣料の買物だけについて頻度を
お答えください。
食料品・日用品の買物-------------------------------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.行かない
衣料の買物-------------- 1.週1回以上 2.2週間に1回程度 3.月1回程度 4.それ以下 5.行かない

問-3 阿見町内で一番よく行く買物先と、土浦市内で一番よく行く買物先について、それぞれ次の質
問にお答えください。問-2の食料品・日用品・衣料だけでなくすべての買物について考えたと
き、行く回数が多い店舗を答えてください
阿見町内で一番よく行く買物先について
店舗名または住所(字名)-----------------------------------(

)

その店舗へ行く回数は-------------------------------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.町内で買物しない
その店舗へ行くときに利用する交通手段すべてに○を付けてください。 --------------------------1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. 自動車 8. 家族・知人の車に同乗 9. その他(
)
土浦市内で一番よく行く買物先について
店舗名または住所(町名)-----------------------------------(

)

その店舗へ行く回数は-------------------------------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.土浦で買物しない
その店舗へ行くときに利用する交通手段すべてに○を付けてください。 --------------------------1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(
)
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問-4 通院での外出についてお伺いします。最近2ヶ月の間で、どのくらいの頻度で通院しましたか?
(病院勤務やお見舞いは除きます)
通院 -----------------------1.週1回以上 2.2週間に1回程度 3.月1回程度 4.それ以下 5.行かない
問6にお進みください

問-5 最近2ヶ月で、一番多く通院した病院と、2番目に多く通院した病院について、そこに行った回
数、そこに行く時に利用した交通手段をお教えください。
最近2ヶ月で一番多く通院した病院について(病院勤務やお見舞いは除きます)
病院名または住所(町名)-----------------------------------(

)

市・町・村

その病院に行った回数は---------------------------------1.週1回以上 2.2週間に1回程度 3.月1回程度 4.それ以下 5.行かなかった
その病院へ行くときに利用した交通手段すべてに○を付けてください-------------------1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(

)

最近2ヶ月で2番目に多く通院した病院について(病院勤務やお見舞いは除きます)
病院名または住所(町名)-----------------------------------(

)

市・町・村

その病院に行った回数は---------------------------------1.週1回以上 2.2週間に1回程度 3.月1回程度 4.それ以下 5.行かなかった
その病院へ行くときに利用した交通手段すべてに○を付けてください-------------------1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. JR常磐線 8. 自動車 9. 家族・知人の車に同乗 10. その他(

)

問-6 家族などを車に乗せて送り迎えすることについて、次の質問にお答えください。
送り迎えをしますか。しているのであれば、どなたの送り迎えですか------------------------1. 夫または妻 2. 子 3. 親 4. 近所の人 5. 送り迎えしない 6.その他(

)

その人を送り迎えする行先で一番多いのは----1. 荒川沖駅 2. 土浦駅 3. その他(施設名や住所(町字名)

)

その人をそこへ送り迎えする回数は---------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.送り迎えしない
その人が何の目的で外出する際に送り迎えすることが最も多いですか------------------------1. 通勤 2. 通学 3. 仕事(農作業) 4. 仕事(業務) 5. 買物 6. 私用(用事)
7. 通院 8. 趣味・友人宅訪問 9. 散歩・スポーツ 10. その他(

)

問-7 これら以外の目的での外出の頻度をお答えください。
問-1～6以外の所要(役場,銀行,郵便局,理髪,美容,ボランティア,見舞い,墓参り,帰省などの合計) -----1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.行かない
娯楽(散歩,ハイキング,友人との面会,習い事,外食,スポーツ,鑑賞・観戦,旅行などの合計)-----------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.行かない
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問-8 次のことがらは自分で行きたいときに行くことができます
か? それぞれについて1,2,3 の選択肢から一つ選んで○を
つけてください。2,3 を選んだときには、その理由も右の
-------- の選択肢から最も近いものひとつを選んでその記号
(ア,イ,ウ…)を記入してください。

ア:
イ:
ウ:
エ:
オ:
カ:

左のようなことを行きたいときに行
くことができますか?
それぞれ1,2,3から一つ選んでくださ
い

1.できる

2.あまり

体力的に難しい
経済的に難しい
仕事で時間がとれない
適当な交通手段がない
行先についての情報がない
行こうと思わない

2,3を選んだときは、理由を
上の選択肢から選び、記号
(ア,イ,ウ…)を( )の中に
記入してください

3.まったく

できない

できない

記入例
ここから下にご記入ください

1.

2.

3.

(

食料品・日用品の買物

1.

2.

3.

(

)

衣料の買物

1.

2.

3.

(

)

通院

1.

2.

3.

(

)

理髪や美容

1.

2.

3.

(

)

墓参りや帰省

1.

2.

3.

(

)

友人との面会や趣味の集ま
りに行く

1.

2.

3.

(

)

芸術鑑賞やスポーツ観戦

1.

2.

3.

(

)

泊まりがけの旅行

1.

2.

3.

(

)

ウ

)

C. 目的地の場所ごとに、外出の頻度と交通手段をおうかがいします。通勤・通学、
買物、通院、その他、さまざまな目的での外出の合計でお答えください
問-1 日ごろの、JR常磐線の利用についておうかがいします
1) 荒川沖駅からのJR常磐線の利用頻度についてお答えください
荒川沖駅でのJRの利用頻度は-------------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
そのうちの、下り(土浦・水戸)方面は-------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
同じく、上り(牛久・東京)方面は --------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
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2)

土浦駅からのJR常磐線の利用頻度についてお答えください (荒川沖駅周辺にお住まいでJRで
荒川沖から土浦まで出かける場合や土浦乗換えの場合は、1)の方にお答えいただき、こちらに
は含めないでください)
土浦駅でのJRの利用頻度は ----------------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4. 2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
そのうちの、下り(水戸)方面は -----------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4. 2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
同じく、上り(牛久・東京)方面は--------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4. 2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない

問-2 東京方面の高速バスを利用することはどのくらいありますか
東京方面の高速バス -----1.週1回以上 2. 2週間に1回程度 3.月1回程度 4.それ以下 5.使わない
問-3 日ごろの阿見町内での外出についてお答えください
阿見町内での外出回数は---------------------------------1.週5回以上 2.週3～4回 3.週1～2回 4.2週間に1回程度 5.それ以下 6.行かない
そのときに、最もよく利用する交通手段をひとつ選んでください
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. 自動車 8. 家族・知人の車に同乗 9. その他(
)
2番目によく利用する交通手段をひとつ選んでください
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. 自動車 8. 家族・知人の車に同乗 9. その他(
)
そのときの路線バス(JRバス、関鉄バス)の利用頻度は ---------------------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
そのときの福祉バスの利用頻度は ------------------1.週2往復以上 2.週1往復程度 3.2週間に1往復程度 4.月1往復程度 5.それ以下 6.使わない
そのときのNPOなどの外出支援サービスの利用頻度----1.週2往復以上 2.週1往復程度 3.2週間に1往復程度 4.月1往復程度 5.それ以下 6.使わない
問-4 日ごろの、土浦市内への外出や常磐線の駅までの移動についてお答えください
荒川沖駅、その周辺、荒川沖駅からJR利用(土浦でのJR下車も含む)の外出の回数は合計で
1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.行かない
それ以外の土浦市内へ(土浦駅までバスや車で行ってJRに乗車の場合も含む)の外出回数は
1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.行かない
土浦市内や常磐線の駅までの移動に最もよく利用する交通手段をひとつ選んでください
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. 自動車 8. 家族・知人の車に同乗 9. その他(
)
2番目によく利用する交通手段をひとつ選んでください
1. 徒歩 2. 自転車 3. バイク 4. 路線バス 5. 福祉バス 6. タクシー
7. 自動車 8. 家族・知人の車に同乗 9. その他(
)
そのときの路線バス(JRバス、関鉄バス)の利用頻度は 1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
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問-5 家族や近所の人の自家用車に乗せてもらって外出することはどのくらいありますか
家族による送迎 -----------------------------------------------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
近所の人など(家族以外の人)による送迎---------1.週5往復以上 2.週3～4往復 3.週1～2往復 4.2週間に1往復程度 5.それ以下 6.使わない
問-6 阿見町の福祉バスについておうかがいします
阿見町が運行している福祉バスのことをご存じでしたか? あてはまるものにいくつでも○を付け
てください-------------------------------------------------------1. 自宅の最寄りバス停の場所を知っている 2. 良く行く先の最寄りバス停を知っている
3. 自宅近くに何曜日に来るか知っている 4. 自宅近くにバスが来る時間を知っている
5. 聞いたことがあるがよく知らない
6. 初めて聞いた
阿見町が運行している福祉バスについて、今後もし改善できるとすれば、以下の中で最も重要と
思うことはどれですか、一つ選んでください------------1. おなじバス停を毎日運行する
2. 1日の運行の回数を増やす
3. もっと早い時間から運行する
4. もっと遅い時間まで運行する
5. 決まった人の利用に固まらないよう、もっといろんなところを運行する
6. バス停の間隔をもっと短くする
7. 目的地までもっと速く着けるように、バス停や経路を整理する
8. 利用の少ない時間帯や経路を整理して、他のところにまわす
9. どのような改善がよいか、良くわからない

D. 通勤・通学・買物で自家用車を利用されている方におうかがいします
通勤・通学や買物で自家用車を利用すること(自分で運転、または家族などの車で送迎してもらう
こと)のある人にのみ、おうかがいします。ただし、仕事での車使用(自営、農作業、その他勤務時間
中の使用)、また、その必要のため自宅から自家用車で移動する場合のことは除いてお考えください。
該当するような自家用車利用のない方は E. の質問にお進みください。
問-1

ふだんのお考えをおうかがいします。表の、左のような考え方についてどのように思いますか?
それぞれ1～4から一つを選んでください
1. いつも 2. だいたい 3. あまり 4. まったく
そう思う
そう思う
思わない
思わない

1.

2.

3.

4.

自家用車を利用することは、あまり環境に
良くないことだ

1.

2.

3.

4.

自家用車を利用する際に、交通事故を起こ
したり受けたりすることが心配

1.

2.

3.

4.

自家用車を利用することは、自分の健康に
よくない

1.

2.

3.

4.

できることなら自家用車の利用を減らして
みたい

1.

2.

3.

4.

自家用車の利用をできるかぎり減らすよう
に心がけている

1.

2.

3.

4.

記入例
ここから下にご記入ください
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問-2 あなたが通勤・通学や買物で自家用車を使う区間について、少しでもバスや鉄道を使った手段
を選ぶことはできますか? --------------------1. できる (実際に使うことがある人もここに○をつけてください)
2. できないことはないが難しい
問-3にお進みください
3. 大変な無理をしないと利用できない
E.にお進みください
4. 絶対に無理で、もし車が使えなければ徒歩か自転車を使う
問-2で1.2.3.に答えた方におうかがいします。(それ以外の方は E. の質問にお進みください)
問-2で答えていただいた際の、バスや鉄道を利用するとした場合の経路について、下の質問に
お答えください。移動の目的地がいろいろある場合には、その中で最もバスか鉄道を利用しや
すい目的地ひとつをお答えください。

問-3

利用するバス停または駅の名前(または場所) -----

自宅の最寄り

目的地の最寄り

(

)→(

)

バスや鉄道を使った場合 ------ (およそ
その経路の、自宅から目的地までの
所要時間
自家用車を使った場合---------- (およそ

分)
分)

問-4 問-3でお答えいただいた経路でのバス(または鉄道)は、ときどきなら使ってみてもよいと思い
ますか ---------------------------------------------------1. いつも使えそうだと思う
2. ときどきなら使ってみてもよい
3. 車が使えないようなことになったら、このバス(または鉄道)を使うかもしれない
4. どんなことがあっても、利用することはないだろうと思う

E. あなたご自身のことについておうかがいします
・あなたの年齢は -------(

・あなたの性別は -------- 1. 男

) 歳

2. 女

・職業------------------------- 1. 会社員・公務員 2. 自営(農林業) 3. 自営(農林業以外) 4. 学生
5. パート・アルバイト 6. 専業主婦・主夫 7. 無職 8. その他(
・同居のご家族の人数(ご自身を含む)をお答えください ---------------------------15歳未満 (
)人
15歳～64歳 (
)人

)

65歳以上 (

)人

・運転免許 ----------------------------------- 1. 自動車運転免許あり 2. 原付・二輪のみ免許あり 3. 免許なし
・ご自分で運転しますか-------------- 1. はい 2. いいえ
・自由に使える車はお持ちですか(家族に運転してもらえる場合を含みます) --------- 1. はい 2. いいえ
・あなたのお住まいを次の地区名から選んで○をつけてください
(中央地区)
岡崎
中郷東 中郷西 西郷一 西郷二 立ノ越
青宿
新町
廻戸
北
宿
西方
中央東 中央西 中央南 中央北
鈴木
三区上
上郷 武器学校 阿見台 富士団地 白鷺団地 曙南
レイクサイドタウン
(西部地区)
住吉
二区南 二区北
一区
上本郷 下本郷 シンワ
中根
実穀
上小池 下小池
(東部地区)
君島
石川
塙
追原
上条
飯倉 飯倉二区 大形
上島津
竹来
南平台一丁目
南平台二丁目
南平台三丁目
(南部地区)
福田
大砂
上吉原 中吉原 下吉原
新山
1

2

3

4

5

6

7

8

9

霞台
三区下

大室
一区南
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A
B
C

寺子

筑見

上長

D
E

下島津

南島津

掛馬

F
G

H
10

おわかりにならないときはお住まいの郵便番号を記入してください → 3 0 0 ウラのページにつづきます

曙東
一区北

11

12

F．居住、および、あなたご自身の身体的なことについておうかがいします
問-1 いつから現在のところにお住まいですか ------------1. 他から引越して来た
2. 生まれたときから住んでいる(問2にお進みください)
・現在の場所に越してきたのはいつころですか ------(

年前)

・それまでのお住まいはどちらでしたか -----------------1.阿見町内 2. 阿見町の外
問-2 最寄りの路線バス(関鉄バス、JRバス)のバス停まで、どのくらいの距離がありますか --------1. 50m以内 2. 50～100m 3. 100～300m程度 4. 300m以上 5.わからない
問-3 最寄りの福祉バスのバス停まで、どのくらいの距離がありますか ---------------1. 50m以内 2. 50～100m 3. 100～300m程度 4. 300m以上 5.わからない
問-4 これからも現在のお住まいに住み続けたいですか ----------------------1. 住み続けたい 2. 当分住みたい 3. どちらとも言えない

4.できれば住み続けたくない

5. 住み続けたくない

問-5 現在のお住まいの周辺環境についてお伺いします。次の選択肢のうち、あなたのお住まいの地
域の魅力になっていると思うものにいくつでも○をつけてください --------------

1. 道路・公園や住宅などに樹木・草花が多い 2. 身近なところに農地が多い
3. 森林が近くある 4. ボランティアなど緑化に取り組んでいる人が居る
問-6 あなたご自身の身体的なことについておうかがいします
・100m以上を休まず歩けますか ---------------- 1. 普通にできる 2. ゆっくりならできる 3.できない
・一人でバスに乗り降りできますか------------ 1. 普通にできる 2. ゆっくりならできる 3.できない
・「階段の上り下り」はできますか------------ 1. 普通にできる 2. ゆっくりならできる 3.できない
・ふだん杖や手押し車は使っていますか----- 1. 使っていない 2. たまに使う 3. 常に使っている
・高齢者で介護保険の介護度認定を受けていますか -------1. 要支援の認定を受けている 2. 要介護の認定を受けている 3. 認定を受けていない
1.2.に答えた方は差し支えなければ介護度もお答えください → (
)
ご協力ありがとうございました。
以上で質問は終わりです。最後に阿見町の公共交通にご意見があれば、自由にお書きください。
普段の利用で感じていることや、多くの人に使ってもらうためのご意見など、どんなことでも結構で
す。今後、公共交通の改善の検討を行う上での参考にさせていただきます。
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料金受取人払郵便

300 0390

阿見局承認

【郵便切手不要】

茨城大学農学部

差出有効期限
平成20年10月
30日まで

内

阿見町 地域公共交通活性化協議会
事務局
住民アンケート担当

77

行
阿見町地域公共交通意向調査「日常の外出についてのアンケート」
茨城大学が配布・回収・
は、阿見町
阿見町からの委託契約に基づいて、
阿見町
集計・分析を行っております。
なおお問い合わせは、以下までお願いします。
〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目１番１号
阿見町総務部企画財政課
TEL888-1111(代) 内線 221・222

阿見町の公共交通改善のためのアンケート調査にご協力ください。

阿見町

地域公共交通活性化協議会 事務局
お問い合わせ先
〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目１番１号
阿見町総務部企画財政課
TEL888-1111(代) 内線 221・222

添付資料３

住民アンケート結果で見る移動の実態と福祉バスの課題
(1) 出発地別・目的地別トリップ数
・ 各地区とも、土浦や周辺市への移動が半分近くを占めていることがわかります
・ 中央地区や西部地区では、地区内の移動が多く、互いの地区間の移動は比較的小さく
なっています
・ 東部地区・南部地区でも、地区内の移動がみられるものの、それよりも中央地区への
移動の方が大きくなっています
・ 南部地区では、1 日の移動の量が他よりやや小さくなっています。
目的地別トリップ数(*)
居住地

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

中央地区
西部地区
東部地区
南部地区
中央地区
町内(詳細不明)
牛久市
県内その他

西部地区・荒川沖
土浦(詳細不明)
龍ケ崎市
東京

東部地区
土浦駅周辺
稲敷市
県外その他

南部地区
つくば市
美浦村
判読不能

居住地別・目的地別トリップ数

*) トリップ数とは、目的地までの移動(トリップ)の数のことで、ここでは、一人 1 日あたりの
数に換算したものです。また用事を終えて自宅へ帰るための移動はこの集計では除いています。
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(2) 居住地別 買物先
・ 良く行く買物先を、町内と、土浦市内からそれぞれ最大 1 箇所ずつ答えてもらった
ものの集計結果です (周辺市については答えてもらっていません)。すべての回答の総
数が 100%になる比率で示してあります
・ 西部地区内では、地区内(土浦市の荒川沖を含む)が大部分を占めています

居住地

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中央地区
西部地区
東部地区
南部地区
中央地区

西部地区・荒川沖

東部地区

南部地区

町内(詳細不明)

土浦(詳細不明)

土浦駅周辺

その他・不明

居住地別おもな買物先

・ それ以外の地区では、西部地区の回答の割合は小さく、中央地区が約 4 割となって
います。
・ 荒川沖以外の土浦への買物は、町内の全体の 2 割程度です

(3) 居住地別 通院先
・ 良く行く通院先を、2 箇所ずつ答えてもらったものの集計結果です。すべての回答の総
数が 100%になる比率で示してあります
・ 西部地区では、西部地区内で通院する割合が最も高く、次いで土浦市内の順になって
います
・ それ以外の地区では、中央地区へ通院する割合が多く、その次が土浦市内の順になっ
ています

居住地

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中央地区
西部地区
東部地区
南部地区
中央地区
町内(詳細不明)
牛久市
県内その他

西部地区・荒川沖
土浦(詳細不明)
龍ケ崎市
東京

居住地別おもな通院先
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東部地区
土浦駅周辺
稲敷市
県外その他

南部地区
つくば市
美浦村
判読不能

(4) 居住地別 JR 利用頻度
・ 凡例の数字は、週当り利用頻度の割合を示しています
・ 西部地区で、荒川沖駅からの JR 利用が、他の地区居住者より大きいことがわかります
・ 西部地区居住者は、荒川沖駅から下り方向(JR 土浦駅方向)の利用があることがわかり
ます
・ 東部地区では、荒川沖駅よりも土浦駅の利用の方が多い傾向があります。その土浦駅
利用においても、上り方向(東京方面)が多数を占めていることがわかります
・ 通勤など、毎日 JR を利用している人は、全体の 5%程度です
居住地-JR利用方面

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中央地区-上り
中央地区-下り
西部地区-上り
西部地区-下り
東部地区-上り
東部地区-下り
南部地区-上り
南部地区-下り
5～

3～4

1～2

0.5

それ以下

0

荒川沖駅の方面別利用頻度
居住地-JR利用方面

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中央地区-上り
中央地区-下り
西部地区-上り
西部地区-下り
東部地区-上り
東部地区-下り
南部地区-上り
南部地区-下り
5～

3～4

土浦駅の方面別利用頻度
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1～2

0.5

それ以下

0

(5) 町内での移動の交通手段
・ 町内で移動する際に良く使う交通手段を、2 つまで答えてもらったものの集計結果です
・ すべての回答の総数が 100%になる比率で示してあります
・ 10 代は、自転車と自家用車による送迎が大部分を占めており、バス利用は捕まえられ
ていません
・ バスは、全体では 3%程度ですが、70 歳以上で割合が高くなる傾向が見られます
・ 自家用車の運転は、70 歳まではほとんど変化なく大きな割合を占めています。70 歳以
上では年齢が進むに連れて減少し、自家用車での送迎の割合が増えています
0%

20%

40%

60%

80%

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代～
全体
徒歩
路線バス
自動車

自転車
福祉バス
家族・知人の車に同乗

年齢別の町内の移動手段
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バイク
タクシー
その他

100%

(6) 土浦への移動の交通手段
・ 土浦まで移動する際に良く使う交通手段を、2 つまで答えてもらったものの集計結果
です
・ 実際に、土浦(荒川沖、その他土浦市内)へ、週 1 回以上いくと答えている人のみの回
答を集計しました。またやはり週 1 回以上各駅から JR を利用する人についても抜き
出して集計しました
・ 南部地区居住者、および西部地区居住者で土浦駅利用は該当するデータが少なかっ
たため集計から除いています
・ 阿見町内での移動に比べてバスの割合が高くなっていることがわかります(中央地区
の「徒歩」はバス停までの移動として回答されたものと思われます)。しかし、鉄道
利用者でも、自家用車や自家用車による送迎が大部分を占めていることがわかりま
す
居住地区 0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

中央地区
西部地区
東部地区

荒川沖周辺への移動手段
居住地区 0%

20%

40%

60%

中央地区
西部地区
東部地区
徒歩
路線バス
自動車

自転車
福祉バス
家族・知人の車に同乗

バイク
タクシー
その他

荒川沖駅利用者の移動手段
居住地区 0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

中央地区
西部地区
東部地区

その他土浦市内への移動手段
居住地区 0%

20%

40%

60%

中央地区
西部地区
東部地区
徒歩
路線バス
自動車

自転車
福祉バス
家族・知人の車に同乗

土浦駅利用者の移動手段
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バイク
タクシー
その他

(7) 福祉バスの周知と改善点
・ 福祉バスの存在は比較的知られているようですが、実際の運行時間等を知っている
人は 5%程度であり、ほとんどの人が自分で利用できるだけの情報を持っていないこ
とがわかります
・ 「いろんな所を運行する」
「1 日の運行の回数を増やす」といった改善点を重視する
意見が多いことがわかります

0%

10%

20%

30%

40%

50%

回答率
60%

自宅の最寄りバス停の場所を知っている
良く行く先の最寄りバス停を知っている
自宅近くに何曜日に来るか知っている
自宅近くにバスが来る時間を知っている
聞いたことがあるがよく知らない
初めて聞いた

福祉バスの周知度

0%
同じバス停を毎日運行する
１日の運行の回数を増やす
もっと早い時間から運行する
もっと遅い時間まで運行する
決まった人にかたまらないよういろんな所を運行す
る
バス停の間隔をもっと短くする
目的地まで早くつけるように、バス停や経路を整理
する
利用の少ない時間帯や経路を整理し他に回す
どのような改善がよいか、良くわからない

福祉バスの改善点
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10%

20%

30%

回答率
40%

添付資料４

利用者分科会の開催の経緯と成果
(1) 分科会メンバー
地区や団体の代表および町内の企業等の従業員の代表 10 名、一般公募の町民 8 名に加え
て、町の関係各課長 8 名、計 27 名で構成しています。

(2) これまでの開催の経緯と各回の目的
第1回

テーマ

H20 年 10 月 15 日

公共交通の現状・人々の移動の現状を理解する

・ 自己紹介
・ 進め方の確認
・ 日常の移動のデータ化
第2回

テーマ

H20 年 11 月 26 日

現状の公共交通の課題・問題点を整理する

・ さまざまな課題について改善を目指している先進事例の確認
・ 移動に際して普段感じている困難・課題
・ それぞれの課題が解決されることのメリット
第3回

テーマ

H21 年 1 月 21 日

現状と課題のまとめ

・ 町民アンケート結果の確認
・ 交通整備課題とその重要度

(3) 開催の成果
第 1 回利用者分科会で得られた、日常の移動のデータと、それに関連する参加者の意見を、
分科会の班ごとに、次ページ以降に示します。

土浦市方面

つくば市方面

土浦市方面

つくば市
買物

土浦市内, 駅
買物(バス利用), イトーヨーカドー,
役所, 取引先, (時々)駅からJR

つくばまで行くと多方面に行きやすい

ジョイフルアスレティッククラブ
ジョイフル本田

マイアミショッピングセンター
食料品・衣料・雑貨

朝夜が不便
荒川沖への便がない

公民館

雨が降るとぬかるんでバス停に行けない
旧道の方が安全に乗降できる

常陽銀行

自転車で坂を越えられない
のでバスで行きたい
店舗が負担を考えるとよい

老人福祉センター

郵便局

カスミ
食料品・衣料・雑貨

便数が少ない(80分に1本)
時間がわかりにくい

荒川沖駅
JR東京方面へ, 買物

第2回分科会で加筆の結果
全般

ディスカウントスーパーヒーロー

つくば市方面

第1回利用者分科会のまとめ(第1グループ)

行きのみ福祉バス利用がある(帰りは施設送迎)
家族は安全からバスを使わせたくない
今の本数が維持されるのがよい
南平台に入る路線より使いやすい

東京医大
病院

キス&ライドが多い
駅前が混雑する
県立医療大
仕事で

一人で買物するような高齢者の立場からの検討が必要
子どもがバス停にいる場合、危険
バス停の整備が足らない

役場

発表要旨

保育園
総合保健福祉会館
便数が多い方が仕事・通勤に便利

カスミ 食料・衣料
中央公民館

高速バスで東京方面
仕事
便数が少ない
ひたち野うしく駅
JR東京方面へ, ついでに買物

荒川沖への便数が少ない
工業団地・ゴルフ場への人が
利用する可能性あり
バスを走らせるなら渋滞の原
因にならないように

通勤

とんかつ屋

消防本部
仕事で

水道事務所
仕事で

そば屋

運動公園

JRで東京
から通勤

公民館

通勤

かつては路線
バスがあった

凡例
通勤
通学バスはある

龍ケ崎市方面
トイザらス

目的地 利用する経路
車利用
公共交通利用
徒歩・自転車利用
居住地
関連の既存バス路線
バス整備が望まれる路線

(福祉バス)

(グループメンバーの居住地)
・中心部～東部に居住か、工業団
地へ通勤している人
(買物等)
・目的地は町中に分散している
・荒川沖駅でのショッピングがあま
りできない
・出かけるのが朝早くて、帰るのが
夜遅いため、利用できるバスが
ない
(通勤)
・通勤目的での移動は多い
・福田工業団地へのバス便がない
・荒川沖駅が、送迎のための車で
渋滞する
・会社がマイクロバスを出して駅ま
で送迎しているため需要はある
(朝夕通勤、昼は東京方面からの
来訪者)
(高速バス)
・東京への通勤で駅までマイカー
で送迎してもらう人がいる
・高速バス（東京方面）の便数が
へったことが影響している
(他の課題および提案)
・昼間だけでも循環バスが欲しい
(東京医大、マイアミ、カスミ、…
+ 荒川沖駅)
・今回の話し合いで運転できない
方のフォローはできなかったが、
特に公共交通を利用するだろう
身体的な制約の軽度の人のニー
ズを知る必要があろう

土浦市

第1回利用者分科会のまとめ(第2グループ)
つくば市方面
つくば市
買物

マルエツ
クリニック

荒川沖駅
買物, 通勤

東京医大
病院

うずら出張所
役場

保育園

発表要旨
(グループメンバーの居住地)
・ 荒川沖駅に近いところに住んでいる人が多
い
(買物等)
・ 荒川沖駅周辺で徒歩で用事がすむため、
バスはほとんど利用しない
・ 町中心部の、役場、医大、スーパーなどお
店には良く行く / 現時点では、自動車で移
動しているので、バスはあまり必要ない
・ 土浦方面に行く場合も、バスは使わない
・ つくば、牛久、龍ヶ崎にはバスで行ける / つ
くばに行く人が多く、ひたちのうしくに行く人
は少ない
(他の課題および提案)
・ 循環の路線があったら利用する可能性は
ある

総合保健福祉会館
カスミ

高速バスで東京方面
仕事

スーパー
日用品,レンタルビデオ

本郷小学校
PTA

中央公民館
図書館

実家

朝日中学校
PTA

運動公園

凡例

牛久市方面
牛久市, 牛久駅
買物, 送迎, 都内へ通勤

目的地 利用する経路

通勤

龍ケ崎市方面

龍ケ崎市方面
買物

車利用
公共交通利用
徒歩・自転車利用

うしくあみ斎場

買物,娯楽

居住地
関連の既存バス路線
バス整備が望まれる路線

(福祉バス)

水戸市

土浦市方面

第1回利用者分科会のまとめ(第3グループ)

土浦市内
通勤,通学

つくば市方面
マイアミショッピングセンター

つくば市
買物(衣料),食事

福祉センター

カスミ
食料品・衣料・雑貨
東京医大病院
荒川沖駅
JRに乗る

うずら出張所
役場

二区児童館
県立医療大

舟島ふれあいセンター
本郷ふれあいセンター

総合保健福祉会館

稲敷市
中央公民館から
駅へのアクセス

中央公民館,図書館
学習・読書

牛久市方面
牛久市

発表要旨
(グループメンバーの居住地)
・ おおむね町中心部
(買物等)
・ カスミや病院、銀行などの町中心部に良く行く
・ バスがあればバスで役場や荒川沖駅などに行く
・ 荒川沖駅のカスミなど全体的にバスで行けるが、自由な
時間に行けない。
(通勤)
・ 朝夕だけでも阿見中心から荒川沖駅へのバスがあれば
鉄道を利用する通勤・通学に便利
(他の課題および提案)
・ 土浦駅は駐車場料金が高い。
・ 中心部から荒川沖駅までの路線の整備が必要。
・ 現路線とループで結ぶような経路がよい
・ 荒川沖駅から、今後できるアウトレットや観光地である
牛久大仏に行くためのバスができればよいのでは？
・ 高齢者、障害者、子供などの車を利用できない人のため
に公共交通が必要。

運動公園
スポーツ,レクリエーション
公民館

凡例
目的地 利用する経路
車利用
公共交通利用
徒歩・自転車利用

龍ケ崎市方面
うしくあみ斎場

居住地
関連の既存バス路線
バス整備が望まれる路線

(福祉バス)

