
中心市街地と周辺地区をつなぐ
新しいコミュニティバス路線
の実証運行について

１．検討の経緯

２．新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証運行の概要

３．運行内容のイメージ

（参考資料|フリー乗降区間について、オンデマンド（電話予約）による一部迂回ルートについて）
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１．検討の経緯 22

令和３年３月に策定した真岡市地域

公共交通計画において、既存の公共交

通（真岡鐵道、民間路線バス、いちご

タクシー、いちごバス）を維持すると

ともに、中心市街地と周辺地域をつな

ぐ移動手段の確保や、周辺自治体と連

携した広域的な公共交通ネットワーク

の構築を目指すことを将来像に掲げて

いる。

令和３年度より、地域の実情に合っ

た交通手段・移動支援策の導入につい

て検討を開始

図 地域公共交通計画で示す将来像 2



１．検討の経緯 33

（１）第１回地区説明会（真岡、大内、山前、中村、二宮）… 令和3年5月

真岡市における地域公共交通の現状について説明、今後真岡市において求められる移

動手段、移動支援策の導入について意見の集約を行った。

（２）意見集約シートとりまとめ（真岡、大内、山前、中村、二宮）… 令和3年7月

地域の実情にあった移動手段、移動支援策の導入を検討するため、区長を通し地域に

おける課題、意見等のとりまとめを行った。

（３）第２回地区説明会（大内、山前、中村、二宮）… 令和3年10月

第１回地区説明会、意見集約シートの結果を基に、いちごタクシーの運行内容の見直

し検討、福祉タクシー券の利用可能枚数の上限見直し検討、新たなコミュニティバス路

線の実証運行の検討などについて説明し、意見の集約を行った。

（４）第３回地区説明会（真岡、大内、山前、中村、二宮）… 令和4年1月

これまでの検討状況の説明と、特に地元から要望の多かった、周辺地区と中心市街地

を繋ぐ新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証実験の提案について説明し、意

見の集約を行った。 3



２．新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証運行の概要 44

新たなコミュニティバス路線の導入を検討するにあたり、事業の効果を検証し、

バス路線導入の適合性を評価するため、以下の通り実証運行を実施する。

（１）概要

項 目 説 明

１. 実証期間 令和５年春頃より１年程度実施

２．運行頻度 各ルートとも週に1日の運行

1日あたり7～8便（9時～17時台までの運行を想定）

３．基本的な考え方 ・各地区とも複数のルートを設ける。
・オンデマンド(電話予約)による迂回ルートを設ける。
・オンデマンドにより迂回するルートは、１便あたり５～
10分程度に収まるよう調整する。

・フリー乗降区間の導入について検討する。
・既存の路線バスと競合しないルートとする。
・久下田地区、長沼地区以外は、いちごバスが運行する商業
施設を乗継ぎ地点とし、発着場所とする。

・久下田地区、長沼地区については、久下田地内の市街地循
環とする。

・車両は、ワンボックスタイプ（乗客定員8名）を想定する。
・運賃について、有償とすることを想定する。

４．運行手法 定時定路線＋オンデマンド(電話予約)による一部迂回型
4



２．新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証運行の概要

（２）運行ルート Ｐ８以降の「３．運行内容のイメージ」参照

（３）ルート概要

地区名 ルート 概要

大内地区 (１)大内東回り

※ 反時計回り

・行 程 17.5㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定35分（迂回ルート含め45分程度）

・発着地点 サンキ（荒町３丁目）

(２)大内中央回り

※ 反時計回り

・行 程 19.1㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定40分（迂回ルート含め40分程度）

・発着地点 サンキ（荒町３丁目）

山前地区 (３)山前北回り

※ 時計回り

・行 程 17.1㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定35分（迂回ルート含め45分程度）

・発着地点 とりせん東光寺店

(４)山前南回り

※ 時計回り

・行 程 17.1㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定35分（迂回ルート含め45分程度）

・発着地点 ザ・ビッグエクストラ

5
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２．新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証運行の概要 66

地区名 ルート 概要

中村地区 (５)中村北回り

※ 時計回り

・行 程 15.8㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定35分（迂回ルート含め45分程度）

・発着地点 とりせん真岡店

(６)中村南回り

※ 時計回り

・行 程 16.6㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定35分（迂回ルート含め45分程度）

・発着地点 とりせん真岡店

二宮地区 (７)物部線
※ 反時計回り

・行 程 21.3㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定45分（迂回ルート含め55分程度）

・発着地点 ザ・ビッグエクストラ

(８)長沼線
※ 反時計回り

・行 程 23.6㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定50分（迂回ルート含め60分程度）

・発着地点 二宮コミュニティセンター

(９)久下田西回り
※ 時計回り

・行 程 19.1㎞/周（迂回ルートを除く）

・所要時間 想定45分（迂回ルート含め50分程度）

・発着地点 二宮コミュニティセンター

(10)久下田東回り
※ 時計回り

・行 程 20.8㎞/周

・所要時間 想定45分（迂回ルート含め50分程度）

・発着地点 二宮コミュニティセンター 6



２．新たなコミュニティバス路線の導入に向けた実証運行の概要

（４）実証運行までのスケジュール

令和５年令和４年

４月 ８月 １１月 ３月 ４月２月１月１２月３月 １０月９月７月６月５月

運行ルート、バス停位置、運行ダイヤ、運賃の設定

警察、道路管理者、運輸局協議

愛称
募集

活性
化協
議会

車両調達・調整

停留所作成

運輸局への申請
警察、道路管理者への申請

令
和
５
年
春

実
証
運
行
開
始

座談会の実施 チラシ全戸
配布

運行準備（運行事業者）

試乗会の
実施

運行事業者選定

実証運行の評価項目等
の作成

活性
化協
議会

活性
化協
議会

活性
化協
議会

7

7

愛称市
民投票

関係機関事前協議

※スケジュールは今後変更となる場合があります。



３．運行内容のイメージ（大内地区：大内東回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

１日あたりの
運行本数

８便

通過地点 所要時間・距離
一方向：反時計回り

サンキ 0分 0km

（10分） (5.2km)

清水交差点 10分 5.2km

（8分） (4.2km)

大内東小学校 18分 9.4km

（7分） (3.5km)

田島公民館付近 25分 12.9km

（10分） (4.6km)

サンキ 35分 17.5km

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時20分

２便 9時55分 ６便 14時15分

３便 10時50分 ７便 15時10分

４便 11時45分 ８便 16時05分

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

３５分
（４５分）

小田井交差点

大内東小

ローソン

梵烏交差点

サンキ（荒町３丁目）

田島公民館付近

清水交差点原町十字路

8

※ルート、バス停、フリー乗降区間などは確定したも
のではありません。 8



３．運行内容のイメージ（大内地区：大内中央回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

１日あたりの
運行本数

８便

通過地点
所要時間・距離

一方向：反時計回り

サンキ 0分 0km

（10分） (5.0km)

飯貝交差点 10分 5.0km

（11分） (5.5km)

あぐ里っ娘 21分 10.5km

（8分） (3.6km)

真岡北稜陸橋 29分 14.1km

（11分） (5.0km)

サンキ 40分 19.1km

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時40分

２便 10時00分 ６便 14時40分

３便 11時00分 ７便 15時40分

４便 12時00分 ８便 16時40分

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

４０分
（５０分）

飯貝交差点

サンキ（荒町３丁目）芳賀日赤

あぐ里っ娘井頭温泉

高橋内科

六地蔵

井頭公園南陸橋

真岡北稜陸橋

熊野神社付近

9

※ルート、バス停、フリー乗降区間などは確定した
ものではありません。

9



３．運行内容のイメージ（山前地区：山前北回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時20分

２便 9時55分 ６便 14時15分

３便 10時50分 ７便 15時10分

４便 11時45分 ８便 16時05分

通過地点
所要時間・距離
一方向：時計回り

とりせん東光寺店 0分 0km

（9分） (4.6km)

西田井郵便局 9分 4.6km

（14分） (6.4km)

根本交差点 23分 11.0km

（6分） (3.1km)

総合運動公園 29分 14.1km

（6分） (3.0km)

とりせん東光寺店 35分 17.1km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

３５分
（４５分）

１日あたりの
運行本数

８便

とりせん東光寺店

根本交差点

総合運動公園

ファミリーマート 西田井小

西田井駅

10

※ルート、バス停、フリー乗降区間などは確定
したものではありません。 10



３．運行内容のイメージ（山前地区：山前南回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

通過地点
所要時間・距離
一方向：時計回り

ビッグエクストラ 0分 0km

（11分） (5.5km)

三宮神社 11分 5.5km

（12分） (6.0km)

かたぎり 23分 11.5km

（6分） (2.9km)

新境公民館 29分 14.4km

（6分） (2.7km)

ビッグエクストラ 35分 17.1km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

３５分
（４５分）

１日あたりの
運行本数

８便

ビッグエクストラ

君島須釜駐車場

南高岡公衆トイレ

デイサービスひだまり

新境公民館

西沼集落センター

かたぎり午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時20分

２便 9時55分 ６便 14時15分

３便 10時50分 ７便 15時10分

４便 11時45分 ８便 16時05分 11
※ルート、バス停、フリー乗降区間などは確定した
ものではありません。

11

三宮神社



３．運行内容のイメージ（中村地区：中村北回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

通過地点
所要時間・距離
一方向：時計回り

とりせん真岡店 0分 0km

（9分） (4.3km)

長田公園入口 9分 4.3km

（12分） (5.5km)

真岡製作所 21分 9.8km

（8分） (3.8km)

真岡西中学校 29分 13.6km

（6分） (2.2km)

とりせん真岡店 35分 15.8km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

３５分
（４５分）

１日あたりの
運行本数

８便

と
り
せ
ん
真
岡
店

長田公園入口

真岡製作所

亀山小学校前

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時20分

２便 9時55分 ６便 14時15分

３便 10時50分 ７便 15時10分

４便 11時45分 ８便 16時05分

大沼区公民館東

柳林公民館
真岡西中

12

※ルート、バス停、フリー乗降区間
などは確定したものではありません。 12



３．運行内容のイメージ（中村地区：中村南回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

4便運行後、60分程度の休憩時間とる。

通過地点
所要時間・距離
一方向：時計回り

とりせん真岡店 0分 0km

（7分） (3.1km)

寺内駅 7分 3.1km

（10分） (4.9km)

中里運動広場 17分 8.0km

（11分） (5.5km)

中村郵便局 28分 13.5km

（7分） (3.1km)

とりせん真岡店 35分 16.6km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

３５分
（４５分）

１日あたりの
運行本数

８便

とりせん真岡店

寺内駅

粕田寺分公民館

大野原公民館付近

中里運動広場

下大沼運動広場

中村郵便局

旧南小入口

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ５便 13時20分

２便 9時55分 ６便 14時15分

３便 10時50分 ７便 15時10分

４便 11時45分 ８便 16時05分 13
※ルート、バス停、フリー乗降区間など
は確定したものではありません。

13



３．運行内容のイメージ（二宮地区：物部線）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

3便運行後、60分程度の休憩時間とる。

１日あたりの
運行本数

７便

通過地点
所要時間・距離

一方向：反時計回り

ビックエクストラ 0分 0km

（12分） (5.8km)

物部会館 12分 5.8km

（13分） (6.4km)

高田公民館 25分 12.2km

（11分） (5.0km)

桜町陣屋跡 36分 17.2km

（9分） (4.1km)

ビックエクストラ 45分 21.3km

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ４便 12時55分

２便 10時05分 ５便 14時00分

３便 11時10分 ６便 15時05分

７便 16時10分

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

４５分
（５５分）

高田公民館

桜町陣屋跡

物部会館

ザ・ビックエクストラ

横田商店

高田新町公民館

原分公民館

14

※ルート、バス停、フリー乗降区間などは
確定したものではありません。 14



３．運行内容のイメージ（二宮地区：長沼線）

・ 運行時間は8：45～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

3便運行後、60分程度の休憩時間とる。

１日あたりの
運行本数

７便

通過地点
所要時間・距離

一方向：反時計回り

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0分 0km

（11分） (4.1km)

ファミリーマート 11分 4.1km

（10分） (5.3km)

長沼会館 21分 9.4km

（11分） (6.3km)

青田南公民館 32分 15.7km

（18分） (7.9km)

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 50分 23.6km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

５０分
（６０分）

青田南公民館

二宮コミセン

ファミリーマート

久下田駅

長沼会館

旧長沼北小

島田自動車

15
※ルート、バス停、フリー
乗降区間などは確定したものではありません。

15

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ４便 13時10分

２便 10時10分 ５便 14時20分

３便 11時20分 ６便 15時30分

７便 16時40分



３．運行内容のイメージ（二宮地区：久下田西回り）

・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

3便運行後、60分程度の休憩時間とる。

通過地点
所要時間・距離
一方向：時計回り

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0分 0km

（11分） (4.1km)

ファミリーマート 11分 4.1km

（11分） (5.5km)

程島公民館 22分 9.6km

（12分） (5.4km)

ファミリーマート 34分 15.0km

（11分） (4.1km)

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 45分 19.1km

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

４５分
（５０分）

１日あたりの
運行本数

７便

二宮コミセン

程島公民館

長島公民館

ファミリーマート

久下田駅

16

※ルート、バス停、フリー
乗降区間などは確定したも
のではありません。

セブンイレブン

16

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ４便 12時55分

２便 10時05分 ５便 14時00分

３便 11時10分 ６便 15時05分

７便 16時10分



３．運行内容のイメージ（二宮地区：久下田東回り）
・ 運行時間は9：00～17：00台
・ 1便運行ごとに10～20分程度の間隔をとり、

3便運行後、60分程度の休憩時間とる。

通過地点 所要時間・距離
一方向：時計回り

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0分 0km

（10分） (3.8km)

生涯学習館西 10分 3.8km

（9分） (4.7km)

沖集落センター西 19分 8.5km

（9分） (5.3km)

大根田集落ｾﾝﾀｰ 28分 13.8km

（9分） (3.9km)

二宮保健ｾﾝﾀｰ東 37分 17.7km

（8分） （3.1㎞）

二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 45分 20.8㎞

１便あたりの
想定運行時間
(迂回ルートを含む)

４５分
（５０分）

１日あたりの
運行本数

７便

二宮コミセン

生涯学習館西

二宮保健ｾﾝﾀｰ東

大根田集落センター

久下田駅

17

※ルート、バス停、フリー乗降区間などは
確定したものではありません。

17

午前の便 (出発目安時間) 午後の便 (出発目安時間)

１便 9時00分 ４便 12時55分

２便 10時05分 ５便 14時00分

３便 11時10分 ６便 15時05分

７便 16時10分



参考資料 フリー乗降区間について

全国の路線バスやコミュニティバスでは、バス停によらずどこでも乗り降りする
ことができる、いわゆる「フリー乗降区間」を設けているところがある。
交通量が多い場所やスピードが出やすい場所など、安全に停車できる場所が少な

いところではフリー乗降区間を設定することが難しくなる。
新たなコミュニティ路線の導入にあたっては、フリー乗降区間の設定を検討して

いるが、区間の設定にあたっては今後道路管理者や警察と協議を行う必要がある。

18

フリー区間はバス停
以外でも手を上げれ
ば乗れるわ

ここからフリー区間です

18



参考資料 オンデマンド（電話予約）による一部迂回ルートについて

路線バスは決まった時間に決まった路線を運行する手法が一般的であるが、バス
停まで遠い地域に迂回ルートを設定し、電話等による事前予約があったときのみ迂
回ルートを運行する手法がある。
新たなコミュニティバス路線の導入にあたっては、１周あたりの運行時間を短く

しながらも、きめ細かく地域をカバーできるように、基本の定路線に加えてオンデ
マンド（電話予約）による一部迂回ルートを設けた運行方法の導入を検討している。
また、実際に運用するときには、１便の運行のなかで迂回するところを５～１０

分程度に収まるように配車することを検討している。

本日11時の便で○○公民館にお迎えお願いします。
帰りは14時の便で、同じく○○公民館で降ります。

11時の便で○○公民館、
帰りは14時ですね。
予約お受けいたしました。
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