
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市地域公共交通網形成計画策定に係る調査業務 
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■調査の概要 

対象者 ・市内にお住まい満 15歳以上の男女 4,000人（無作為抽出） 

主な調査項目 

・利用者属性（性別、年齢、居住地等）、外出時交通手段、移動目的 

・日常生活の移動実態（主な行き先、利用交通手段、外出頻度等） 

・生活利便施設の利用実態と意識・要望（生活利便施設の利用に対する満足度） 

・公共交通の利用実態と意識・要望（運行サービスに対する満足度） 

・公共交通の維持・確保意向（効果的な公共交通の利用促進策） 

調査方法 ・郵送による配布・回収 

調査期間 ・2018/9/18（火）～2018/9/30（日） 

回答数（Ｎ） ・N=2,096（回収率 52.4%） 

回答の内訳 

性

別 

・男性 N=848(40.5%) ・女性 N=1,086(51.8%) 

・無回答 N=162 (7.7%)  

年

齢 

・10歳代 N=62 (3.0%) ・20歳代 N=70 (3.3%) 

・30歳代 N=142 (6.8%) ・40歳代 N=250 (11.9%) 

・50歳代 N=253 (12.1%) ・60歳代 N=471 (22.5%) 

・70歳代 N=495 (23.6%) ・80歳以上 N=341 (16.3%) 

・無回答 N=12 (0.6%)  

職

業 

・会社員・公務員 N=451 (21.5%) ・自営業 N=181 (8.6%) 

・農林水産業 N=72 (3.4%) ・学生 N=63 (3.0%) 

・専業主婦（夫） N=172 (8.2%) ・パート・アルバイト N=275 (13.1%) 

・無職（年金生活含む） N=805 (38.4%) ・その他 N=53 (2.5%) 

・無回答 N=24 (1.1%)  

地

区 

・船形地区 N=158 (7.5%) ・那古地区 N=217 (10.4%) 

・北条地区 N=497 (23.7%) ・館山地区 N=586 (28.0%) 

・西岬地区 N=117 (5.6%) ・神戸地区 N=132 (6.3%) 

・富崎地区 N=43 (2.1%) ・豊房神余地区 N=112 (5.3%) 

・館野地区 N=127 (6.1%) ・九重地区 N=80 (3.8%) 

・無回答 N=27 (1.3%)  

※構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計値が 100%とならない場合があります。  
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問１ （２）性別 

 

 

問１ （３）年齢 

 

 

問１ （４）職業 

 

 

 

37.3%

43.3%

36.2%

43.7%

40.2%

46.2%

37.2%

41.1%

33.1%

43.8%

44.4%

40.5%

57.6%

53.5%

56.5%

48.1%

50.4%

48.5%

58.1%

47.3%

55.1%

48.8%

22.2%

51.8%

5.1%

3.2%

7.2%

8.2%

9.4%

5.3%

4.7%

11.6%

11.8%

7.5%

33.3%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

男性 女性 無回答

3.8%

2.3%

2.6%

3.4%

1.7%

1.5%

4.7%

3.6%

4.7%

2.5%

3.0%

3.2%

3.7%

3.2%

5.1%
1.7%

2.3%

2.7%

1.6%

2.5%

3.3%

3.8%

6.9%

7.2%

10.6%

3.8%

2.3%

1.8%

7.9%

3.8%

7.4%

6.8%

12.0%

12.0%

14.7%

11.6%

10.3%

11.4%

4.7%

14.3%

7.1%

10.0%

7.4%

11.9%

10.1%

11.1%

13.7%

10.2%

17.1%

11.4%

9.3%

12.5%

15.0%

13.8%

7.4%

12.1%

23.4%

24.0%

19.3%

20.3%

25.6%

26.5%

30.2%

28.6%

21.3%

27.5%

29.6%

22.5%

24.1%

25.8%

21.9%

22.7%

27.4%

25.8%

18.6%

25.0%

26.8%

21.3%

22.2%

23.6%

19.6%

13.4%

16.7%

15.7%

16.2%

18.9%

27.9%

11.6%

15.7%

17.5%

11.1%

16.3%

0.9%

0.6%

0.3%

1.3%

14.8%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

18.4%

26.3%

21.3%

23.4%

16.2%

15.9%

16.3%

19.6%

22.0%

26.3%

14.8%

21.5%

10.8%

5.5%

11.7%

6.3%

17.1%

10.6%

4.7%

8.0%

7.1%

7.4%

8.6%

6.0%

8.5%

10.6%

4.7%

6.3%

11.3%

3.4%

4.4%
2.3%

3.2%

2.9%

4.7%

4.5%

3.9%

2.5%

3.0%

7.0%

6.9%

9.1%

8.7%

6.8%

3.8%

14.0%

7.1%

12.6%

6.3%

7.4%

8.2%

12.7%

12.9%

13.9%

14.3%

11.1%

9.8%

14.0%

15.2%

13.4%

7.5%

7.4%

13.1%

41.8%

37.8%

36.2%

39.8%

35.9%

43.2%

39.5%

36.6%

34.6%

40.0%

40.7%

38.4%

2.5%

2.3%

2.4%

2.2%

2.6%

2.3%

2.3%

1.8%

3.9%

5.0%

3.7%

2.5%

1.0%

1.4%

2.3%

18.5%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）
会社員・公務員 自営業 農林水産業
学生 専業主婦（夫） パート・アルバイト
無職（年金生活含む） その他 無回答
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問１ （５）家族構成 

 

 

問１ （６）自動車運転免許 

 

 

問１ （７）自動車の所有状況 

 

 

 

16.5%

11.5%

15.5%

16.7%

14.5%

15.2%

23.3%

18.8%

15.0%

18.8%

18.5%

15.9%

32.3%

29.5%

30.4%

31.9%

36.8%

26.5%

34.9%

31.3%

29.9%

32.5%

37.0%

31.3%

29.7%

33.2%

34.8%

32.3%

26.5%

31.8%

18.6%

31.3%

32.3%

36.3%

18.5%

32.1%

5.7%

5.5%

4.2%

5.6%

10.3%

9.1%

7.0%

7.1%

6.3%

8.8%

7.4%

6.1%

15.2%

18.0%

14.3%

12.1%

10.3%

15.9%

11.6%

11.6%

13.4%

3.8%

3.7%

13.2%

0.6%

2.3%

0.8%

1.4%

1.7%

1.5%

4.7%

3.1%

14.8%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

ひとり暮らし 夫婦のみ 親と子ども 親と子どもと孫 その他 無回答

63.9%

78.8%

72.2%

71.7%

80.3%

78.8%

62.8%

76.8%

78.7%

83.8%

70.4%

73.9%

30.4%

17.1%

23.7%

23.2%

13.7%

16.7%

34.9%

17.9%

18.1%

8.8%

14.8%

21.3%

5.1%

2.8%

3.0%

3.6%

3.4%

4.5%

3.6%

0.8%

3.8%

3.2%

0.6%

1.4%

1.0%

1.5%

2.6%

2.3%

1.8%

2.4%

3.8%

14.8%

1.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

ある ない 運転免許返納済 無回答

44.3%

61.8%

52.1%

55.1%

65.0%

63.6%

46.5%

62.5%

62.2%

72.5%

48.1%

56.6%

25.9%

22.1%

23.3%

22.5%

26.5%

20.5%

34.9%

19.6%

20.5%

11.3%

14.8%

22.5%

27.8%

13.4%

23.3%

21.5%

7.7%

12.1%

16.3%

16.1%

14.2%

12.5%

18.5%

19.0%

1.9%

2.8%

1.2%

0.9%

0.9%

3.8%

2.3%

1.8%

3.1%

3.8%

18.5%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

自分専用の自動車がある 家族共用の自動車がある 持っていない 無回答
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問１ （８）外出について 

 

 

問１ （９）最寄りのバス停又は駅までの徒歩での所要時間 

 

 

問１ （１０）過去 10年間の館山市への転入状況 

 

 

 

86.1%

92.2%

90.3%

89.2%

90.6%

90.2%

83.7%

87.5%

87.4%

95.0%

74.1%

89.4%

10.1%

5.1%

6.4%

7.7%

8.5%

8.3%

7.0%

12.5%

7.1%

2.5%

7.4%

7.4%

3.2%

1.4%

1.2%

1.2%

0.8%

4.7%

3.9%

1.4%

0.9%

0.8%

4.7%

1.3%

3.7%

1.1%

14.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

ひとりで外出できる 家族等の送迎で外出できる 介護サービスを利用し外出できる 外出できない 無回答

55.7%

47.0%

28.0%

45.1%

63.2%

41.7%

48.8%

25.0%

25.2%

50.0%

25.9%

40.6%

30.4%

20.7%

25.8%

25.6%

23.9%

22.0%

39.5%

15.2%

28.3%

15.0%

40.7%

24.9%

9.5%

6.5%

16.5%

10.4%

6.8%

14.4%

7.0%

17.0%

14.2%

11.3%

7.4%

11.9%

2.5%

6.9%

11.5%

4.8%

1.7%

9.8%

2.3%

6.3%

13.4%

8.8%

3.7%

7.3%

1.3%

8.3%

8.0%

5.1%

1.7%

6.8%

10.7%

7.9%

8.8%

6.2%

4.6%

4.0%

4.8%

3.0%

16.1%

7.9%

3.8%

3.7%

4.6%

4.1%

4.2%

3.2%

7.1%

2.4%

3.7%

3.1%

2.7%

14.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

5分以内 10分以内 15分以内 20分以内 30分以内 30分超 わからない 無回答

12.0%

14.3%

11.5%

17.2%

13.7%

13.6%

4.7%

15.2%

9.4%

13.8%

44.4%

14.1%

84.2%

82.0%

85.5%

80.0%

82.9%

80.3%

93.0%

81.3%

88.2%

85.0%

37.0%

82.5%

3.8%

3.7%

3.0%

2.7%

3.4%

6.1%

2.3%

3.6%

2.4%

1.3%

18.5%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

転入してきた 10年以上前から館山市に住んでいる 無回答



5 

問２（１）もっとも頻度の多い外出目的 

 

 

問２（２）その目的で外出する際の主な目的地（具体的な名称）を教えてください。 

 

地区 年代 性別 内容 

船形地区 10歳代 女性 学校 

男性 千葉医療福祉専門学校 

男性 学校 

男性 安房高校 

男性 セブンイレブン那古海岸 

20歳代 女性 千葉医療福祉専門学校 

女性 アベイル 

女性 コンビニ 

女性 学校 

女性 おどや船形店 

30歳代 女性 北条小学校、第３中学校 

女性 イオン、おどやスーパーセンター 

女性 介護老人保健施設 晴耕苑 

女性 館山特別養護老人ホーム 

男性 会社 

男性 職場（具体的な名前は書きたくありません） 

40歳代 女性 イオンモール 

女性 那古の職場 

女性 スーパーおどや北条店 

女性 職場 

女性 南房総市内 

女性 会社 

女性 ときわや 

男性 館山市内（船形） 

男性 市内各地 

男性 中原病院 

男性 個人宅なので特にありません。 

男性 鴨川市内 

男性 （株）房洋堂 

男性 市内 

不明 仕事 

不明 船形学童クラブ（船形こども園） 

不明 千倉 

50歳代 女性 イオンタウン 

女性 館山市役所、歯科医院、業務用スーパー、銀行（千葉こうぎん） 

女性 館山市北条 

女性 イオン、スーパーおどや等 

女性 赤門整形外科内科 

女性 岩井 

男性 館山市役所 

男性 那古の運送会社 

 

86.1%

92.2%

90.3%

89.2%

90.6%

90.2%

83.7%

87.5%

87.4%

95.0%

74.1%

89.4%

10.1%

5.1%

6.4%

7.7%

8.5%

8.3%

7.0%

12.5%

7.1%

2.5%

7.4%

7.4%

3.2%

1.4%

1.2%

1.2%

0.8%

4.7%

3.9%

1.4%

0.9%

0.8%

4.7%

1.3%

3.7%

1.1%

14.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

ひとりで外出できる 家族等の送迎で外出できる 介護サービスを利用し外出できる 外出できない 無回答
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 50歳代 男性 南行徳 

男性 館山特養 

男性 館山市山本／富士工業（株） 

男性 イオンとおどや船形店 

60歳代 女性 おわりや、イオン 

女性 スーパーおわりや、イオン館山店 

女性 イオン、おどや 

女性 おどや船形店 

女性 スーパー尾張屋、館山マーケットプレイス店 

女性 おどや、イオン、船形店 

女性 北条（館山駅）付近から八幡にかけて、宮沢書店、アミーゴ 

女性 館山市内にあるスーパーに買い出し、君津市内にある大型スーパー（ジョイフルホンダ） 

女性 デイサービス 

女性 スーパー尾張屋 

女性 尾張屋 

女性 ふれあい市場 

女性 スーパーおどや船形店、カインズホーム、尾張屋、イオン 

女性 とみうらマート 

女性 安房地域医療センター、和田眼科、佐々木医院、水泳（温水プール） 

女性 スーパーおどやイオン 

女性 ・マーケットプレイス尾張屋 ・イオン 

女性 スーパー尾張屋、赤門整形外科・内科 

女性 イオン館山店 

女性 尾張屋、ジャスコ 

男性 館山船形漁協施設内（館山支所）、地方卸売市場 

男性 スーパー（おどや） 

男性 木更津市、会社 

男性 スーパーおどや 

男性 自営の営業 

男性 スーパー尾張屋 

男性 スーパー尾張屋 

男性 税理士法人ＭＩＧＯ 

男性 スーパーオドヤ 

男性 イオン、オワリヤ、オドヤ 

男性 パチンコ 

男性 館山駅 

70歳代 女性 おどや 

女性 赤門整形、亀田ファミリークリニック 

女性 館山地区の個人住宅 

女性 公会堂 

女性 尾張屋、イオン 

女性 スーパーセンター尾張屋、カインズ医者 

女性 館山市北条海岸か、特養老人ホーム 

女性 スーパーおどや 

女性 館山駅 

女性 スーパー（尾張屋） 

女性 八幡地区の会社 

女性 北条、館山、白子へ、パートに行く 

女性 スーパーおどや船形店、おわりや館山マーケットプレイス 

女性 おどや船形店 

女性 スーパー不特定、外科（伊賀）、歯科、亀田クリニック 

女性 イオン館山店、スーパーおどや、館山病院 

男性 スーパーおどや船形、千葉銀行、郵便局船形 

男性 市内（店） 

男性 スーパーマーケットプレイス 

男性 船形館山ドック 

男性 安房地域医療センター 

男性 館山市役所 

男性 おどや船形店、尾張屋 

男性 スーパーおどや船形店 

男性 納品 

不明 カラオケ 

80歳以上 女性 小林病院 

女性 ジャスコ（イオン）、おどや、カインズ、コメリ、わくわく広場 

女性 ＯＤＯＹＡ 

女性 亀田クリニック、又、亀田ファミニー 

女性 北条市内 

女性 オドヤ船形店 
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 80歳以上 女性 おどや、病院、コミュニティセンター、文化ホール 

女性 館山病院（医療センター、３か月に１回）、平野眼科 

女性 スーパーイオン、おどや店 

女性 亀田ファミリークリニック 

女性 南房総市 介護デイサービスほのぼの 

女性 デイケア北条 

女性 循環器内科外科 

女性 スーパーおどや船形店 

女性 スーパーおどや 

女性 日村病院、尾張屋、市役所 

男性 病院 

男性 おどや船形店、たてやま整形外科クリニック、小林病院 

男性 病院→６か所、孫の送り迎え、スーパーおどや本店、おどや船形店、尾張屋、カワチ、銀行 

男性 パチンコ 

男性 船形オドヤ、亀田正木 

不明 おどや、小林病院、白幡医院 

那古地区 10歳代 女性 病院 

男性 高校 

男性 学校 

男性 館山市立第一中学校 

男性 安房高校 

20歳代 女性 中村パン屋 

女性 会社 

女性 通勤（市内） 

男性 職場 

30歳代 女性 南房総ファミリアクリニック 

女性 おどや、イオン 

女性 会社（北条） 

女性 スーパー（イオン、尾張屋）、カインズホーム、ユニクロ、しまむら 

女性 会社 

女性 ＪＡ安房プラザＲ１２８ 

女性 通勤→南房総市 

女性 イオン 

男性 木更津市 

男性 犬石 

男性 富津市 

男性 会社 

男性 職場 

不明 イオンタウン館山 

40歳代 女性 勝山（鋸南小学校） 

女性 勤務先 

女性 職場 

女性 会社 

女性 ①中村屋（駅前） 

女性 勝浦市、勝浦警察署 

女性 館山市内 

女性 学校、スーパーおわりや 

女性 おどや 

女性 カワチ薬品 

女性 館山病院 

男性 職場 

男性 千葉県富浦学園 

男性 鋸南町 

男性 職場：中里地区 

男性 木更津市、勝浦市 

男性 南房総市役所 

男性 安房地域医療センター 

男性 仕事、館山航空基地 

男性 ＡＥＯＮ、おどや、尾張屋、勤務先 

男性 南房総市役所 

男性 千倉 

50歳代 女性 南条 

女性 南房総市、三好村道の駅、鄙の里 

女性 岩井 

女性 鋸南町 

女性 イオン館山店、カワチ薬品、尾張屋マーケットプレイス店、イオンタウン、コメリスーパー
センター 

女性 イオン館山店 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 50歳代 女性 高速バスのバス停（富浦） 

女性 尾張屋 

女性 スーパーセンターおどや、イオン 

女性 館山バイパスの店、カインズ、オワリヤ、職場 

女性 市内北条 

女性 館山市立船形小学校 

女性 三芳 

男性 ジャスコ、おどや、コメリ、おわりや 

男性 勤務地 

男性 おどや、イオン、カインズ、尾張屋、コメリ他 

男性 勤務先 

男性 仕事 

男性 木更津駅 

男性 イオン館山、尾張屋 

不明 通勤に犬石、佐野へ 

60歳代 女性 日々の食材を購入する為、スーパーおどや、尾張屋、館山信用金庫、那古船形支店 

女性 那古（職場が那古地区内） 

女性 はま寿司 

女性 館山駅前（洋品店） 

女性 スーパーおどや、尾張屋、ジャスコ 

女性 スーパーおわり屋 

女性 イオン館山店 

女性 スーパーおどや、イオン、カインズ 

女性 尾張屋 

女性 イオンタウン、尾張屋、カインズ 

女性 安房地域医療センター 

女性 館山駅→星野クリニック 

女性 化粧品販売（安房、君津、摂津）、会議（幕張）月に２度 

女性 尾張屋マーケットプレイス店、おどや船形店、カインズ館山店 

女性 イオン、ときわや、尾張屋 

女性 おどやスーパーセンター、イオン 

女性 スーパーおどや、スーパー尾張屋 

女性 スーパー（おどや船形店、尾張屋） 

女性 館山市内（パチンコスキップ） 

女性 尾張屋イオン 

女性 イオン館山店 

女性 尾張屋館山マーケットプレイス店 

女性 サーズ 

女性 イオン 

女性 冨浦（職場） 

女性 主に尾張屋、ジャスコなど 

女性 スーパーおどや 

男性 南房総、館山市（内外） 

男性 会社まで市内 

男性 スーパーおどや 

男性 安房地域医療センター、外食（日本蕎麦店） 

男性 船形、スーパーおどや 

男性 スーパーおどや 

男性 千葉県庁 

男性 東京都 

男性 千葉市内（会社） 

男性 尾張屋オドヤ 

男性 日用品、食料品等を買うために近くのスーパー、コンビニ等への外出。 

男性 カインズ、おわりや 

男性 オドヤ、イオン 

男性 スーパーおわりや湊店 

男性 びわクラブ、医療センター 

男性 尾張屋（食料） 

男性 木更津、君津、安房郡市 

男性 館山市、南房総市 

男性 スーパーおどや市内各店 

不明 イオン、尾張屋、カインズホーム 

70歳代 女性 タテヤマクリニック 

女性 カワチさん、イオン、カインズホーム、尾張屋さん、ユニクロさん、パシオスさん、マツキ
ヨさん 

女性 買物で（オワリヤ）（イオン）、通院、太田整形外科、友愛クリニック 

女性 スーパーときわや 

女性 スーパー館山店 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 70歳代 女性 スーパーセンターおどや 

女性 スーパーわくわく 

女性 イオンモール 

女性 イオン、スーパーセンターおどや、ときわや 

女性 館山市竹原、サウンドシグマ、送迎有 

女性 那古小、船形小、コミセン、館山地区にある公文会場、一中体育館 

女性 安房地域医療、イオン、市役所、文化センター館山駅 

女性 スーパーイオン、スーパーオドヤ船形店 

女性 館山市内 

女性 カモ川亀田クリニック 

女性 スーパーおどや（南町） 

女性 スーパーイオンジャスコ 

女性 館山病院 

女性 スーパー尾張屋 

女性 （株）中村屋 

女性 尾張屋 

女性 おわりや 

女性 おどや船形店、おどや北条店、伊賀整形クリニック、平野眼科 

女性 スーパーときわや、スーパー尾張屋 

女性 尾張屋 

男性 ジャスコ、オドヤ海岸店 

男性 スーパー尾張屋、小戸屋 

男性 スーパー尾張屋 

男性 スーパー尾張屋 

男性 スーパー尾張屋 

男性 買物（イオン、尾張屋） 

男性 スーパー尾張屋、ジャスコ 

男性 スーパー（尾張屋）、亀田クリニック（鴨川）、安房地域医療センター 

男性 おどや、尾張屋 

男性 市内スーパー、ジャスコ 

男性 赤間整形、原医院 

男性 医療センター 

男性 亀田ＣＬ、東京、横浜の病院、安房地域ＭＣ 

男性 カインズ館山店 

男性 スーパー尾張屋 

男性 スーパーおわり屋 

男性 週にスーパーに２回ぐらい。 

男性 市内スーパー尾張屋 

男性 田畑山林 

男性 赤門整形外科内科、おどや北条店・海岸店、イオン館山店、尾張屋マーケットプレイス、カ
インズ館山店、パワーコメリ、その他 

不明 館山市内、スーパー 

80歳以上 

 

女性 館山整形外科クリニック、亀田ファミリークリニック、遊びでカラオケシダックス 

女性 八幡、尾張屋マーケット 

女性 イオンモール 

女性 イオン（食事の食品） 

女性 スーパーおわりや、安房地域医療センター、郵便局、銀行 

女性 館山市北条、佐須医院 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 安房地域医療センター 

女性 おどや、おわりや 

女性 食事、スーパー 

女性 イオンタテヤマ店 

女性 オドヤ船形店、富浦原診療所 

男性 天野病院、野原病院 

男性 スーパーセンター、病院 

男性 スーパー、イオン 

男性 野原病院 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 カインズ、尾張屋、マツキヨ、高橋青果店、おどや、館山病院、小林病院、佐伯眼科 

男性 食料品購入病院等へ、スーパー、宮沢本屋 

男性 鴨川亀田病院（定期健診） 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 カインズホーム、オワリヤ、ウエルシア 

男性 スーパーおどや北条店 

男性 市内の病院 

不明 北条病院 

不明 スーパーおどや、スーパー尾張屋、カインズ、イオン 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 不明 女性 おわりや、おどや、亀田病院 

男性 スーパー等 

北条地区 10歳代 女性 高校 

女性 南総文化ホール前バス停 

女性 学校 

女性 館山市立第三中学校 

女性 安房特別支援学校 

女性 高速バスにより東京へ行く 

男性 おどや、イオン、高校 

男性 安房高 

男性 高校 

男性 学校 

男性 高校 

20歳代 女性 オドヤスーパーセンター、イオンタウン館山、 

女性 館山駅 

女性 会社（勤務先）、千葉市 

女性 鴨川消防署 

女性 イオン 

女性 南房総市立の小学校 

女性 サーズ 

女性 大学へ行く 

女性 千葉市（大学） 

男性 会社 

男性 千葉市内（学校） 

30歳代 女性 房南小学校 

女性 亀田ファミリークリニック館山 

女性 南房総市立三芳幼稚園 

女性 幼稚園 

女性 勤務地へ 

女性 館山市山本 

女性 館山二中 

女性 会社 

女性 尾張屋（マーケットプレイス店）、イオン館山店、北条小 

女性 南房総市内の会社 

女性 あいおいニッセイ同和損保 

女性 尾張屋 

女性 スーパーおわりや 

女性 仕事場（三芳） 

女性 市外勤務先 

女性 中央公民館（コミセン） 

女性 北条小学校付近 

女性 イオン、カワチ、カインズ、おわりや（ユニクロ近く）、しまむら、シャンブル、コメリ、ウ
エルシア（イオン近く）、ヤックス（スポーツランド近く） 

女性 こども園 

女性 職場 

女性 スーパー等（オドヤ、オワリヤ各店舗） 

男性 館山市内 

男性 君津市 

男性 亀田総合病院 

男性 職場 

男性 館山駅近く 

男性 会社（（株）マービー館山工場） 

男性 北条病院 

不明 会社 

40歳代 女性 おどや、尾張屋 

女性 介護施設 

女性 会社 

女性 職場：館山病院 

女性 イオン館山店 

女性 鴨川（職場名になりますので、地名までで失礼します） 

女性 職場 

女性 北条中心地（官公庁） 

女性 パート先 

女性 市原市、千葉市、そごう 

女性 小林病院 

女性 富浦デイサービス 

女性 会社 

女性 オワリヤ 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 40歳代 

 

女性 西岬 

女性 イオンタウン館山店内タツミヤ 

女性 館山市役所 

女性 買物 

女性 イオン、おどや北条店 

女性 マクドナルド 

女性 仕事場 

女性 イオン、おどや、カインズ等 

女性 イオン、おどや、北条店、カインズ 

女性 スーパー尾張屋館山マーケットプレイス店 

女性 勤務先 

女性 イオン、カワチ、屋張屋、おどや等 

女性 イオン 

女性 イオン 

女性 勤務地（勤務先）が特定されるため拒否します。 

女性 館山市学校給食センター 

女性 イオン、オワリヤ、カワチ等 

女性 おわりや（スーパー） 

女性 北条 

女性 おどやＳＣ店 

男性 みよし病院（ディーケア）〔アミーゴ〕、のぼう平磯（デイケア．サービス） 

男性 職場 

男性 職場 

男性 千葉市中央区にある会社に行く 

男性 スーパー 

男性 市原市以南のサッカー場 

男性 木更津 

男性 会社 

男性 イオン館山店、スーパーおどや木更津店 

男性 尾張屋、カインズ、イオン 

男性 近所のスーパーおどや 

男性 イオン 

男性 安房地域医療センター 

男性 館山市立館山小学校 

男性 会社 

男性 昭櫻精機（株） 

男性 コンビニ 

男性 イオン、尾張屋・下真倉、おどや北条 

男性 （株）工藤商事 

不明 宮沢書店本店 

不明 館山市内 

不明 鴨川市横渚 

50歳代 

 

女性 イオンタウン館山、おどやスーパーセンター、尾張屋館山本店 

女性 館山駅、道の駅、バイパス周辺 

女性 館山イオン 

女性 イオン、おどや、おわりや 

女性 イオンや尾張屋やおどやさんくらいの買い物 

女性 イオン、おわりや 

女性 イオン館山、おどや北条店、カインズ等 

女性 スーパーおどや 

女性 会社、大賀地区 

女性 おどやスーパーセンター、おわりやマーケットプレイス店 

女性 おどやスーパーセンター館山店、おどや北条店、ウエルシア 

女性 君津 

女性 イオン 

女性 イオン、尾張屋、おどや 

女性 文化ホールに行く 

女性 市内尾張屋 

女性 安房保健所 

女性 館山市湊マーケットプレイス内 

女性 冨浦町多田良セブンイレブン 

女性 鋸南町 

女性 鴨川市 

女性 勤務先（南房総市） 

女性 市内、那古 

女性 尾張屋マーケットプレイス 

女性 イオン館山店 

女性 スーパーセンター 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 

 

50歳代 

 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 館山市八幡の職場 

女性 イオン、尾張屋、カインズ、コメリ、マツキヨ、セブンイレブン 

女性 会社（仕事） 

女性 南房総市谷向 

女性 カインズホーム 

男性 南房総市岩井 

男性 鴨川市 

男性 那古 

男性 会社 

男性 尾張屋、館山マーケットプレイス店 

男性 職場 

男性 岩井郵便局 

男性 教育事務所 

男性 南上原、君津、木更津方面 

男性 安房高校 

男性 スーパーおどや、イオン、尾張屋 

男性 会社 

男性 自分の会社、館山市沼地内 

男性 配達、買い物、鉅南、南房総各地 

男性 イオン鴨川店 

男性 カインズ、コメリ、尾張屋、おどや、イオン 

男性 職場 

男性 外仕事のため、日々違う 

男性 自営業の為、客先宅 

男性 会社 

男性 館山市役所 

男性 介護３の母 

男性 安房地区全域 

男性 千倉中 

不明 スーパーおどや大神宮店 

不明 イオン、尾張屋、おどや、パワーコメリ、カインズ、ヤックス、ダイソー 

不明 尾張屋マーケットプレイス店、おどやスーパーセンター店、イオン館山店 

60歳代 女性 スーパーおどや北条店 

女性 おどや、ときわや、イオン 

女性 尾張屋マーケットプレイス 

女性 白浜、仕事（勤務地） 

女性 安房地域医療センター 

女性 おどや（スーパー）、イオン、カワチ、オワリヤ 

女性 イオン、スーパーセンターおどや 

女性 スーパー小戸屋 

女性 イオンタウン 

女性 北条幼稚園 

女性 館山市内が主です。 

女性 館山市内 

女性 カーブス館山テックピットガーデン 

女性 たてやま整形外科クリニック、尾張屋スーパー 

女性 公民館 

女性 南房総市 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパーおどや北条店 

女性 スーパーマーケット（おどや北条店、おわりやＭＰ店、イオン館山店） 

女性 ときわや、尾張屋、マーケットプレイス 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや、スーパーセンター館山店 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 スーパーときわや、スーパーセンターおどや、マツモトキヨシ 

女性 おどや北条店、尾張屋 

女性 職場 

女性 スーパーおどや北条店、ジャスコ、スーパー尾張屋 

女性 おどやスーパーセンター館山店 

女性 イオン、スーパーセンターおどや 

女性 スーパーセンター 

女性 おどやスーパーセンター館山店 

女性 おどや北条店 

女性 尾張屋館山本店 

女性 おどや、オワリヤ、イオン、カインズ、コメリ 

女性 スーパーセンターおどや 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 60歳代 女性 三芳病院売店 

女性 スーパーマーケット（おどや、おわりや） 

女性 スーパーおどや、イオン、セブンイレブン 

女性 コメリ、カインズホームセンター、海岸おどや、安房地域医療センター、他 

女性 毎日の食事の食材イオン、習い事（コミセン） 

女性 木更津方面（イオン、ユニクロ、ＧＵ、雑貨屋） 

女性 イオン、オワリヤ 

女性 ワークス館山 

女性 正木（デイサービス） 

女性 エコラックスランドリー館山 

女性 スーパー尾張屋 

女性 イオン・セブン、恋人の整地（海のベンチ） 

男性 会社 

男性 富浦、ホテル＆リゾート南房総 

男性 スーパー尾張屋館山本店 

男性 おわりや館山 

男性 館山市亀ヶ原自営店舗 

男性 オドヤ、オワリヤ 

男性 イオン館山 

男性 昭和運送工業株式会社 

男性 カインズホーム、おどや北条店 

男性 スーパーおどや、イオン館山店 

男性 スーパーオドヤ、ゴルフ場 

男性 館山病院 

男性 農産物直売所（ＪＡグリーン、わくわく広場）※出荷の目的 

男性 おどや、尾張屋、イオン、スシロー 

男性 勝浦 

男性 鴨川駅前 

男性 スーパーおどや北条店、尾張屋 

男性 ロックシティー周辺 

男性 仕事場（館山市内） 

男性 会社 

男性 おどや 

男性 尾張屋館山本店 

男性 ゴルフ練習場 

男性 友人宅（複数） 

男性 イオン 

男性 スーパーおわりや 

男性 職場鴨川市、鴨川グランドホテル 

男性 ＯＤＯＹＡ Ｓ．Ｃ館山店、ＣＡＩＮＺ ＨＯＭＥ館山店、イオン館山店 

男性 色々な所 

男性 イオンタウン 

男性 スキップ、コミュニティセンター 

男性 新潟県浦佐 

男性 イオン館山、木更津イオン 

男性 オドヤ、尾張屋など 

男性 市役所（館山） 

男性 スーパーオドヤ、スーパーオワリヤ、コメリ 

不明 おどやスーパーセンター 

不明 職場 

不明 市内 

不明 鴨川市 

70歳代 

 

女性 スーパーおどや、イオン館山店、ファミクリ 

女性 病院、スーパー尾張屋 

女性 地元農産物直売所 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 イオン館山店 

女性 尾張屋マーケットプレイス 

女性 館山市内（尾張屋）（イオン） 

女性 パワーコメリ、おどや北条店、イオン 

女性 スーパーおどや、尾張屋、かわち薬局 

女性 小戸屋 

女性 イオン、おわりや、カワチ 

女性 尾張屋館山本店 

女性 スーパーおどや 

女性 おどや本庄店 

女性 尾張屋スーパー港店 

女性 市内スーパーおどや 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 70歳代 女性 食事の準備、趣味（陶芸、カーブス、野菜園） 

女性 スーパーイオン 

女性 スーパーおどや、スーパー尾張屋 

女性 スーパー、病院 

女性 鴨川亀田病院 

女性 おどや、尾張屋、マツキヨ 

女性 おわりや食品、おどやスーパーセンター 

女性 マーケットプレイス 

女性 スーパー尾張屋、おどや 

女性 （おどや）（オワリヤ）病院亀田７か所ぐらい 

女性 スーパーべりーフーズ、スーパーオドヤ 

女性 スーパー市内全域（おどや、尾張屋、病院、市役所等） 

女性 スーパー尾張屋、おどやホームセンター、たてやま循環器 

女性 北条 

女性 安房地域医療センター、吉川歯科、清川整形外科 

女性 スーパーおどや 

女性 尾張屋、オドヤ、コメリ、カインズホーム、イオン（館山店） 

女性 おどやスーパーセンター、尾張屋本店、ＪＡグリーン館山店、丸高石油（株）、業務スーパー
おどや北条店、おどや海岸店、カインズ、コメリ、イオン 

女性 スーパー（ときわや） 

女性 スーパーセンター小手屋、イオン、尾張屋 

女性 イオン 

女性 市内銀行、局 

女性 亀田医療 

女性 イオン、小戸屋北条店、小戸屋館山店・海岸店、オワリヤ 

女性 イオン、尾張屋マーケットプレイス 

女性 スーパーおわりや、他 

女性 君津、木更津方面のスーパー 

女性 スーパー 

女性 オドヤスーパーセンター 

女性 マーケットプレイス（スーパー）（湊区内）、イオン（スーパー）、 

女性 スーパーおどや 

男性 イオン、尾張屋、ときわや 

男性 スーパーセンターおどや 

男性 市内塩見（通勤）、家族の通院（真倉、安布里等）、買い物 

男性 東京へ行く。散歩、買い物、オドヤ、イオン、おわりや。 

男性 おどやスーパーセンター 

男性 安房地域医療センター 

男性 スーパー館山店 

男性 亀田クリニック 

男性 北条地区のスーパー店（小戸屋） 

男性 大房岬自然の家 

男性 イオン（ショッピングセンター）、ホームセンター（市内２店） 

男性 スーパーおどや 

男性 館山市内 

男性 イオン、尾張屋等。安房地域医療センター。 

男性 北条小学校、各所のパチンコ店、買物（イオン、おどや、尾張屋） 

男性 スーパー（おどや、イオン、尾張屋） 

男性 イオン 

男性 館山病院、ジャスコ、尾張屋、城山公園、郵便局、新井北条海岸 

男性 尾張屋と周辺 

男性 ホームセンター 

男性 スーパー、小売店 

男性 スーパーおどや、コメリ 

男性 お客様の訪問、館山市内、南房総市内 

男性 会社、病院 

男性 尾張屋、マーケットプレイス店 

男性 館山運動公園、スーパーおどや、おわりや、亀田クリニック、安房地域医療センター 

男性 千倉Ｇ＆Ｂ 

男性 スーパーおどや、スーパーおわりや 

男性 オドヤスーパーセンター 

男性 スーパー（ジャスコ） 

男性 スーパー尾張屋館山マーケットプレイス店 

男性 スーパーおどやセンター店 

男性 館山市内、カラオケ 

男性 館山整形外科クリニック 

男性 スーパーおどや北条店 

男性 館山市内（スーパーおどや北条店）、カインズ（スーパーイオン） 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 70歳代 男性 スーパー、ホームセンター、コンビニ 

男性 おどや、尾張屋 

男性 スーパーおどや（本店） 

不明 買い物（オドヤスーパーセンター、イオン館山） 

不明 スーパーおどや、おわりや、館山運動公園 

不明 おわりや、おどや、コミセン 

不明 スーパーおどや 

不明 スーパーおどや 

不明 スーパーおどや、スーパーセンター 

不明 市役所、スーパーおどや 

不明 館山コミュニティセンター 

不明 市内外の複数の医療機関 

不明 スーパーおどや、尾張や、ワクワク広場 

不明 おどやスーパー、ジャスコ、市役所、病院 

不明 スーパーおどや 

80歳以上 女性 スーパーセンター 

女性 スーパーおどや、役所、安房地区医療センター、和田眼科 

女性 市内、スーパーおどや、尾張屋、マーケットプレイス 

女性 亀田ファミリークリニック、イオン 

女性 ③おわりや、おどや、マツモトキヨシ、カインズ、ジャスコ ⑦ＪＰ（お金の出し入と手紙） 
⑧絵手紙の会（コミセン）、上野美術館・博物館、六本木その他東京に有る美術館 ⑨立川と

千葉 ④鈴木クリニック 

女性 スーパー尾張屋 

女性 安房地域医療センター 

女性 イオン、その他 

女性 安房地域医療センター、スーパー小戸や 

女性 館山病院 

女性 スーパーセンターおどや、文化ホール（南総） 

女性 きたえるーむ、館山キリスト教会 

女性 スーパーおどや、郵便局、カメダクリニック 

女性 太田整形外科 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 月１回の病院 

女性 スーパー、安房地域医療センター、市役所 

女性 尾張屋（マーケットプライス）、北条（ＪＡ農協） 

女性 スーパーマーケットおどや 

女性 スーパーおどや 

女性 パン屋、魚屋、通院 

女性 イオン 

女性 医療センター、近くのスーパーおどや 

女性 市内 

女性 亀田ファミリーセンター館山 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパー尾張屋本店 

女性 鈴木内科クリニック 

女性 館山市コミュニティセンター、スーパーおどや北条店 

女性 館山病院、和田眼科医院、たてやま整形外科クリニック 

女性 赤門整形外科内科、和田眼科医院 

女性 スーパーオドヤ（北条店）、スーパー尾張屋（館山本店） 

女性 スーパー尾張屋 

女性 スーパーおどや 

女性 イオン、亀田ファミリークリニック 

女性 亀田クリニック、佐々木歯科 

女性 スーパーオドヤ、カインズ、マツモトキヨシ、ＪＡグリーン、菜の花ホール 

女性 おどや 

女性 太田整形外科 

女性 イオンタウン、オドヤ、オワリヤ等 

女性 子供に送迎してもらい病院へ行くだけで散歩にも行けない状態です。 

女性 伊賀整形外科 

女性 菜の花ホール 

女性 菜の花ホール、イオンタウン、コミュニティ、館山公民館 

女性 おどや。生活のための食品を買いにいく。 

女性 小戸屋海岸店 

女性 スーパーマーケット 

女性 病院（館山）、館山整形外科クリニック、佐伯眼科、スーパーおどや北条店、ジャスコ 

男性 ○○スーパー 

男性 畑 

男性 オド屋北条店 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 80歳以上 男性 スーパーおわりや、Ａｅｏｎ 

男性 スーパーおどや 

男性 イオン館山 

男性 安房地域医療センター、スーパーイオン、尾張屋 

男性 医療センター、鈴木クリニック 

男性 セントラル（スイミング） 

男性 青柳内科クリニック 

男性 ゴルフ 

男性 太田整形外科、安房地域医療センター、循環器外科内科 

男性 市内正木のクリニック（天野クリニック、つじ泌尿器科など） 

男性 イオン 

男性 散歩 

男性 買い物はおどや 

男性 畑 

男性 透析の為、医療センターを利用 

男性 スーパーオワリヤ、オドヤ 

男性 スーパー尾張屋 

男性 たてやま循環器内科・外科 

男性 イオン、おどや 

不明 館山市内 

不明 ①館山市北条南町のおどや、館山市役所近くのおどや ②なの花ホール、八幡青年館 

不明 おどや北条店 

不明 スーパーおどやさん 

不明 館山整形外科、鈴木内科、スーパーおわりや 

不明 病院（館山循環器内科、太田整形） 

不明 スーパージャスコ、安房地域医療センター 

不明 女性 スーパーおどや北条店（食品買物）、病院（佐伯眼科）、館山病院 

男性 木更津ある会社 

館山地区 10歳代 女性 館山駅 

女性 安房地域医療センター 

女性 安房高校 

女性 学校 

女性 飲食店 

女性 館山市立第二中学校 

女性 高校 

女性 勤務先 

女性 館山総合高校 

女性 第二中学校 

女性 千葉中央区（千葉医療秘書専門学校） 

女性 イオン、おどや、しまむら 

男性 千葉県立長狭高等学校 

男性 学校（拓心） 

男性 高校 

男性 仕事の現場 

男性 学校へ行く 

男性 安房拓心高校 

不明 学校など 

20歳代 女性 イオンタウン 

女性 たてやま友愛クリニック 

女性 安房地域医療センター駐車場 

女性 職場（海上自衛隊館山航空基地） 

女性 イオン館山店 

女性 イオン木更津（映画） 

男性 イオンタウン館山店 

男性 仕事場（会社） 

男性 千葉の大学 

男性 仕事場 

男性 田村病院 

男性 職場 

男性 中学校 

男性 渚銀座 

男性 千葉県立安房特別支援学校、イオン館山店 

男性 城山、野鳥の森等 

男性 コンビニ 

男性 千倉町 

男性 農協 

男性 館山市内公共施設 

男性 南房総市学校 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 20歳代 男性 尾張屋館山マーケットプレイス店 

男性 セブンイレブン館山城山公園店 

男性 現場により変わるため、なし 

不明 おどや館山店、尾張屋館山マーケットプレイス店 

不明 ココス、ガスト、バーミヤン、友人宅 

30歳代 女性 南房総市、館山市 

女性 オドヤ（通勤） 

女性 イオン館山店 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 会社 

女性 安房地域医療センター 

女性 聖アンデレ保育園 

女性 職場 

女性 イオンタウン 

女性 市内のスーパーおどや、コンビニ、マックス 

女性 鴨川市内 

女性 イオン館山店 

女性 職場 

女性 市内尾張屋、マーケットプレイス 

女性 館山市館山の会社への通勤 

女性 歯科 

女性 北条小・中 

女性 おどや、イオン 

女性 イオン、尾張屋、小学校 

女性 尾張屋本店 

女性 市内（近所）の病院 

男性 安房地域医療センター 

男性 安房地域医療センター 

男性 会社 

男性 館山駅 

男性 目的地は定めないサイクリング 

男性 郵便局 

男性 南国ホテル 

男性 自宅（市川市） 

男性 ひまわり薬局 

男性 木更津市 

男性 富津市佐貫駅近く「ハヤシレピック（株）」 

男性 会社（市外） 

男性 南房総市本職周辺 

男性 勤務先（有料老人ホーム光風苑） 

男性 イオン、カワチ 

男性 南房総市白浜町 

男性 イオン、オドヤ、セブンイレブン 

男性 海上自衛隊館山航空基地 

男性 市内 

男性 亀田ファミリークリニック 

男性 館山市役所 

不明 イオン館山 

不明 ひまだから 

不明 友人宅、神社など 

不明 鴨川駅 

40歳代 女性 イオン館山店 

女性 イオン 

女性 館山市内病院 

女性 三芳小学校 

女性 仕事、純真保育園 

女性 おどや 

女性 会社 

女性 東長田 

女性 九重方面 

女性 安房地域医療センター 

女性 ユニクロ館山店 

女性 海上自衛隊館山基地 

女性 おどや館山海岸店、イオン 

女性 職場 

女性 （株）マツモトキヨシ館山店、尾張屋館山本店 

女性 星野メンタルクリニック 

女性 職場 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 40歳代 女性 下真倉 会社 

女性 佐々木歯科 

女性 中里の家 

女性 勤務先（館山市内） 

女性 おどや館山海岸店 

女性 買物（おどや、尾張屋） 

女性 ホテル 

男性 極洋船舶工業（株） 

男性 安房地域全体 

男性 子供の習い事など 

男性 職場 

男性 北条小体育館 

男性 市内勤務先 

男性 オドヤ、コンビニ、館山海岸店 

男性 館山市内のスーパーおどや 

男性 カインズホーム 

男性 館山基地 

男性 勤務先（富津市） 

男性 三芳病院、アミーゴデイケア 

男性 千葉（勤務先） 

男性 ホームセンターコメリ、イオン 

男性 鴨川市（職場） 

男性 郵便局 

男性 市民グラウンド 

男性 館山病院 

男性 海上自衛隊館山基地 

男性 会社 

男性 会社（鋸南） 

男性 館山市内の店（おどや、カインズ、イオン、おわりや、コメリ） 

男性 畑 

不明 イオン、おわりや 

不明 通勤松戸 

不明 平砂浦（館山市坂井）館山カントリークラブ 

不明 スーパーセンター 

50歳代 女性 青堀駅（富津市）（勤務地の最寄駅） 

女性 コメリ 

女性 スシロー館山店 

女性 スーパー 

女性 カインズ 

女性 イオンタウン館山店、ウエルシア、カワチ、カインズ、スーパーおどや 

女性 イオンタウン館山 

女性 スーパーおどや、館山海岸店 

女性 光栄館 

女性 職場 

女性 特別養護老人ホーム（南房総市内） 

女性 イオン館山店 

女性 おどや館山海岸店、尾張屋館山店、イオン、マツモトキヨシ 

女性 田村病院 

女性 イオン、おどや北条店、スーパーセンター店 

女性 ユネスコ保育園 

女性 尾張屋、おどや 

女性 スーパーおどや海岸店 

女性 スーパーおどや北条店 

女性 スーパーおどや、イオン 

女性 尾張屋、おどやスーパーセンター、イオンタウン館山店 

女性 ＪＡグリーン館山店とＪＡ安房神戸支店 

女性 スーパー尾張屋 

女性 スーパーおどや大神宮店 

女性 市内亀田ファミリークリニック、おどや 

男性 スーパーおわりや 

男性 職場（海自館山基地） 

男性 会社 

男性 富津 

男性 南房総市役所 

男性 木更津は通勤、君津ホームセンター、木更津アウトレット 

男性 カインズ鴨川店 

男性 館山市内 

男性 イオン 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 50歳代 男性 南房総市三芳 

男性 イオン館山、おどや、尾張屋 

男性 マツキヨ、ヤックス、オドヤ等 

男性 館山市役所 

男性 館山病院 

男性 館山駅近く 

男性 西岬地区、会社へ通勤 

男性 東京に行く 

不明 館山市北条・勤務先 

不明 仕事 

不明 会社 

不明 寿司屋 

不明 おどや（海岸店）、イオン、カワチ 

60歳代 女性 市内キンム先（六軒町） 

女性 市内スーパーセンターおどや 

女性 西岬 

女性 安房地域医療センター 

女性 オドヤスーパーセンター店 

女性 スーパー尾張屋 

女性 ベリーフーズ館山店 

女性 イオンスーパー 

女性 イオンタウン館山、スーパーおどや 

女性 スーパーおどや館山海岸店 

女性 安房高 

女性 イオン、おどや、カワチ、カインズ、コメリ 

女性 スーパー尾張屋北条店、亀田病院、鈴木医院 

女性 尾張屋館山店 

女性 安房地域医療センター 

女性 スーパーおどや 

女性 豊津ホール等 

女性 ジャスコ、スーパーおどや、トキワヤ 

女性 スーパー 

女性 スーパー、病院他 

女性 湊、スーパー尾張屋 

女性 北条（通勤）、真倉（おわりや、マルヤ） 

女性 スーパー尾張屋（湊） 

女性 館山市 

女性 スーパーおどや、イオン、尾張屋 

女性 安房地域医療センター 

女性 中里の家 

女性 スーパーオワリヤ館山本店、イオン館山店 

女性 ジャスコ 

女性 スーパー尾張屋本店、スーパーセンターおどや 

女性 カインズ館山店 

女性 スーパーセンターおどや、尾張屋、ジャスコ、コンビニ、銀行、郵便局、コミュニティセン

ター（サークル）、藤原運動公園（ジム通い） 

女性 スーパーおどや館山海岸店、イオン館山店（イオンタウン） 

女性 コミュニティセンター、なのはなホール 

女性 スーパーおどや、尾張屋 

女性 勤務先（市内） 

女性 スーパーおどや館山海岸店、ベリーフード尾張屋館山店 

女性 おどやスーパーセンター店 

女性 近隣の公共施設（菜の花ホール、コミセン、元気くらぶ他） 

女性 おどや、イオン 

女性 イオン館山店、おどやＳＣ館山店 

女性 おどや、おわりや、イオン 

女性 イオンモール、おどや、尾張屋、マーケットプレイス 

女性 おどや 

女性 イオン 

女性 スーパー尾張屋、おどや 

男性 安房聖苑、葬儀社の斎場など 

男性 おどや、カインズ、イオン、かわち、中村パン屋 

男性 市内 

男性 イオン、おどや 

男性 医療センター、イオン 

男性 スーパーマーケット（おどや） 

男性 遊び。買い物。趣味カメラで写真を撮る（風景）。 

男性 市内、スーパー尾張屋 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 60歳代 男性 南房総市勤務先 

男性 館山市内（原クリニック） 

男性 木更津市岩根（航空自衛隊） 

男性 各仕事場へ向かう 

男性 おわりや、おどや等 

男性 スーパーセンターおどや 

男性 スーパーおどや北条店 

男性 会社 

男性 イオン、スーパーオワリ屋 

男性 館山市役所 

男性 概ね市内のスーパー 

男性 同区内 

男性 コメリ、おどや、尾張屋 

男性 たかの島 

男性 市内腰越地区 

男性 成田市、市内（営業）、南房総市 

男性 釣り（海） 

男性 スーパーおどや 

男性 趣味の農業、病院（月３回） 

男性 外房方面 

男性 スーパー、コンビニ 

男性 南房総市白浜町 

男性 おどや、尾張屋、ジャスコ 

男性 スーパーマーケット（おどや海岸店）、和田眼科、赤門内科 

男性 安房合同庁舎 

男性 尾張屋本店 

男性 南房総市向浜 

男性 コメリ、オドヤ 

男性 市外Ｄ２ 

男性 沼１０３２、東生産業（株） 

男性 おどや、おわりや 

男性 つり、沖の島 

男性 東京、ＪＲ貨物東京貨物ターミナル駅 

男性 館山市役所 

男性 スーパー尾張屋 

男性 イオンタウン館山（買い物） 

男性 イオン 

男性 通勤 リブ丸山（グループホーム） 

不明 おどや、イオン 

不明 イオン、ファミリークリニック館山 

不明 銀行、亀田ファミリークリニック、市役所、医療センター、田村病院 

不明 スーパーおどや 

不明 おどや、尾張屋 

不明 医療センター 

不明 館山市内 

70歳代 女性 館山病院、スーパー、コンビニ 

女性 おどや海岸店、尾張屋 

女性 海岸おどや、尾張屋、今井歯科医院、館山病院 

女性 鴨川亀田クリニック行っています（今は主人が元気で車まで行ってくれますが、できなくな

ったらこまります。バスか電車で行くしかない。タクシーではいかれません。 

女性 尾張屋館山本店 

女性 菜の花ホール、若潮ホール 

女性 おどや海岸店 

女性 白浜まで（南国ホテル） 

女性 鴨川亀田病院、館山病院、スーパーオドヤ、尾張屋本店 

女性 ①病院（安房地域医療センター、亀田病院） ②（藤原）館山運動公園 ③市民プール 

女性 スーパーおどや、吉川歯科、ミヤザワ本屋、ブックオフ、スーパーわくわく広場、亀田病院 

女性 スーパーおどや 

女性 市内、安房郡、買物スーパーイオン 

女性 納涼祭、忘年会、カラオケ飲食会 

女性 館山市正木亀田ファミリークリニック、スーパー尾張屋、おどや週２～３日 

女性 スーパーおどや、おわりや 

女性 スーパー尾張屋 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや 

女性 働く為（アルバイト先） 

女性 スーパーおどや館山店、及び、尾張屋 

女性 イオン、スーパーセンター 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 70歳代 女性 スーパーおどや海岸店 

女性 スーパーおどや 

女性 白浜オーシャンリゾート 

女性 尾張屋スーパー他 

女性 館山病院 

女性 白浜（通勤）、買物、通院、ほとんど館山市内 

女性 館野→館山整形外科、北条→館山循環器内科 

女性 イオン（スーパー）、オワリヤ（スーパー）、ギョウムセンター（食品） 

女性 館山内（オドヤ、パート先（かにた婦人の村）） 

女性 スーパーおどや 

女性 北条、スーパーおどや、おわりや 

女性 イオン 

女性 市内スーパー尾張屋 

女性 市内 

女性 車 

女性 市内 

女性 鴨川（亀田病院）館山（赤門病院） 

女性 買い物－＞オドヤスーパーセンター、カインズ、コメリ、カワチ薬品、通院－＞鈴木内科ク
リニック、館山整形外科クリニック、金融機関、郵便局、千葉銀、市役所 

女性 友人宅（市内） 

女性 尾張屋、館山本店 

女性 イオン、おどや 

女性 イオン、おどや 

女性 スーパー尾張屋 

女性 スーパーおどや海岸店 

女性 自転車 

女性 イオン、おわりや、おどやスーパーセンター 

女性 スーパー尾張屋、イオン、おどや、鈴木内科クリニック 

女性 スーパーおどや海岸店 

女性 オドヤ、イオン、君津中央病院、館山病院 

女性 おどや、スーパー 

女性 わくわく広場、スーパーオドヤ 

女性 食事の買物、通院など 

女性 おどや海岸店、おわりや、マツキヨ、カインズ 

女性 スーパーおどや海岸店 

女性 千倉、白浜（パート先） 

女性 おどや海岸店 

女性 スーパーおどや本店、安房地域医療センター 

女性 あいクリニック、イオンタウン、スーパーおどや 

女性 買い物をしたり散歩で城山へ行ったり、孫が遊びに来ると出かけます。 

女性 スーパーおどや館山海岸店 

女性 おどや、尾張屋、ときわや、ヤックス、郵便局（館山、国分） 

男性 コミュニティセンター、中央公園、市民運動場 

男性 スーパー尾張屋 

男性 ベリーフード、カインズホーム、コメリ 

男性 勤めている 

男性 オドヤ、和田眼科、安房地域医療センター 

男性 尾張屋 

男性 スーパーマーケット、銀行 

男性 スーパーマーケット、ホームセンター 

男性 ＯＤＯＹＡ、ＯＷＡＲＩＹＡ、イオン 

男性 新宿３丁目（銅羅ライブハウス） 

男性 市内、鴨川 

男性 色々 

男性 亀田病院 

男性 新宿 

男性 通院（医療センター） 

男性 南房総市富浦町 

男性 尾張屋バイパス店、カインズ、コミセン、パワー、市内全般の店 

男性 シーデイズ（ヨガ教室） 

男性 電柱調査（安房郡市内） 

男性 セントラルスポーツ 

男性 すぐ近くおわり屋、亀田病院（カモ川） 

男性 パワーコメリ 

男性 おどや（館山海岸店、スーパーセンター）、尾張屋（青柳）、イオン 

男性 三芳方面（畑仕事） 

男性 農作業（野菜作り）、借用地（九重地区） 

男性 コメリ、カインズ、イオン 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 70歳代 男性 船形（館山ドックサービス） 

男性 安房地域医療センター 

男性 入浴施設（出野尾老人健康センター） 

男性 ジャスコ、道駅（三芳） 

男性 イオンタウン 

男性 館山漁港 

男性 いろいろ 

男性 イオン、スーパーセンター（おどや） 

男性 富津市相川、君津市小櫃川、南房総市白浜 

男性 中央公民館、豊房公民館 

男性 スーパーイオン 

男性 コメリ、カインズホーム 

男性 市民運動場、藤原運動公園 

男性 ジャスコ、安房地域医療センター 

男性 区域外のスーパー（ときわや、ベリーフーズ、イオン） 

男性 尾張屋館山本店 

男性 工場へ通勤 

男性 おどや 

男性 スーパー 

男性 スーパー尾張屋、スーパーおどや 

男性 姉赤門病院送迎、釣り、パチンコ 

男性 館山駅か北条。三芳方面、館山市役所 

男性 パワーコメリ、尾張屋 

男性 スーパーおどや、ときわや 

男性 スーパーときわや 

男性 スーパー小戸屋海岸店、尾張屋本店 

男性 スーパー尾張屋館山本店、パワーコメリ、イオンタウン 

男性 房南興業建材 

男性 ウォーキング 

不明 オドヤ、オワリヤ 

不明 ＪＡ直売所、スーパーときわや、健人館 

不明 市内のスーパー、尾張屋、スーパーおどや、わくわく、コメリ―、病院、館山（鈴木クリニ
ック、佐伯眼科、友野歯科、亀田クリニック、亀田総合） 

不明 スーパー尾張、スーパーおどや 

不明 スーパーときわや九重店、鴨川亀田病院 

不明 おどや（館山海岸店） 

不明 尾張屋、スーパーセンターおどや、イオン 

80歳以上 女性 鈴木病院（赤門） 

女性 スーパーおわりや 

女性 女学校時代の友人と飲食のため。同窓会のお役で。 

女性 スーパー 

女性 イオン 

女性 安房地域医療センター 

女性 館山公民館、豊津ホール、神明町（日舞の練習場） 

女性 真倉（おわりや） 

女性 おどや海岸店、マツキヨ真倉店 

女性 館山病院 

女性 スーパー各店 

女性 スーパー尾張屋、スーパーおどや 

女性 赤門病院に行くため 

女性 イオン 

女性 館山市沼の赤門整形外科内科 

女性 スーパー尾張屋 

女性 おどや海岸店、三越 

女性 市内（六軒町、上町） 

女性 スーパーおどや、尾張屋 

女性 館山→ファミリークリニック、イオン、鴨川→亀田病院、娘宅 

女性 スーパー（尾張屋） 

女性 スーパーおどや湊店 

女性 医療センター、鈴木内科クリニック、佐々木歯科、和田眼科 

女性 おどや海岸店 

女性 館山市（立山信用金庫） 

女性 館山病院、和田眼科 

女性 安房地域医療センター 

女性 尾張屋、カワチ、イオン館山店など 

女性 館山市街、スーパーセンターおどや、文化ホール、イオンなど、他、鴨川方面へ時々 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 赤門 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 80歳以上 女性 イオン、おどや（正木） 

女性 市内 

女性 オドヤ港店 

女性 安房地域医療センター、館山整形外科クリニック（リハビリ） 

女性 オドヤ、医療センター、館山整形外科クリニック 

女性 医療センター、たてやま整形クリニック 

女性 スーパーおどや館山店 

女性 スーパー尾張屋 

女性 和田眼科医院、もちづき化粧品店、鴨川亀田病院 

男性 北条 

男性 みのりの家 

男性 出野尾老人福祉センター 

男性 食品の買い出し、生活用消耗品販売店（スパー、カインズ、イオン、おどや） 

男性 尾張屋、農協、カインズ 

男性 イオン、中央公民館 

男性 城山公園散歩 

男性 おどや館山海岸店 

男性 イオン、尾張屋、マツキヨ、パワー 

男性 和田医院、館山病院 

男性 伊賀整形外科クリニック、オドヤ海岸店 

男性 下真倉、スーパー尾張屋館山本店 

男性 館山循環器月１回、毎日の朝の散歩、ラジオ体操、毎日約１時間 

男性 カインズ、コメリ 

男性 尾張屋館山本店 

男性 館山市内 

男性 スーパー、コンビニ、マツキヨ、大型量販店、電気店、白幡耳鼻科、鈴木クリニック 

男性 会社 

男性 スーパーおどや海岸店 

男性 カインズ 

男性 おどや海岸店 

男性 スーパーマーケットでの買い物（イオン、館山店） 

男性 あいクリニック、佐伯眼科 

男性 館山病院 

男性 館山駅西口、船形眼科、館山病院、たてやま循環器 

男性 安房地域医療センター、亀田クリニック 

男性 スーパーいなげや他 

男性 スーパーおどや海岸店、尾張屋 

不明 老健なのはな「なぎさ」 

不明 館山病院のリハビリ、デイサービスももの木 

不明 近場の旅行 

不明 千葉市稲毛区天台青少年女性会館（１０月に移動） 

不明 イオン、おどや、尾張屋等、サークル活動 

不明 スーパー、釣り 

不明 安房地域医療センター 

不明 おどや 

不明 女性 赤間院、スーパーイオン 

男性 スーパー尾張屋、亀田病院、北条病院、 

西岬地区 10歳代 女性 千葉駅又は東京都、千葉ビューティーアート専門学校 

女性 館山市立第二中学校 

20歳代 女性 イオンタウン館山 

女性 イオン 

40歳代 女性 おどや 

女性 千葉県立館山運動公園、温水プール（館山市）、鋸南町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

女性 勤務先、スーパー（ショッピングモール） 

女性 スーパーオドヤ 

女性 スーパーセンターおどや、イオン 

女性 西岬小 

男性 職場（自己所有の畑） 

男性 イオンタウン館山 

男性 会社 

男性 イオン 

男性 カインズホーム 

不明 おどや海岸店、おわりや本店 

50歳代 女性 尾張屋本店 

女性 市内洲の宮にある保養所 

女性 市内のスーパー他、安房地域医療センター 

女性 セブンイレブン館山藤原店 

女性 北条小学校 
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地区 年代 性別 内容 

西岬地区 50歳代 女性 館山市内 

女性 ＪＡグリーン、スーパーおどや、カワチ、コメリ、カインズ 

男性 赤門整形外科 

男性 スーパーおどや、尾張屋、イオン、カインズ等 

男性 尾張屋館山本店、イオン館山店、カインズホーム、ＪＡグリーン館山店 

男性 おどや（中央店、海岸店）、パワーコメリ、カインズホーム、イオンモール、尾張屋（上真倉）
等 

不明 イオン 

60歳代 女性 館山市内、カインズホームセンター 

女性 田村病院 

女性 おどや大神宮店 

女性 イオン、ベリーフード 

女性 オドヤ海岸店 

女性 イオン、おどや、海のマルシェ、わくわく広場、カインズホーム 

女性 館山市内、スーパーおどや、カインズ、コメリ、尾張屋等 

女性 おどや、イオン、ときわやｅｔｃ 

女性 食材の仕入れ、スーパーおどや 

女性 微笑みの里（介護施設）の厨房 

女性 おどやスーパーセンター、イオンタウン 

女性 スーパーおどや 

男性 市内、市外 

男性 おどや、イオン、おわりや、パワーカインズ、マツモトキヨシ 

男性 館山市南条（会社） 

男性 カインズ、オドヤ 

男性 現場通勤、館山市内、安房郡、南房総市、鴨川市内 

男性 イオン、カインズ、おどや 

男性 パワー 

男性 カインズホーム、パワーコメリ 

男性 市内にての買い物、金融機関 

男性 亀田クリニック 

不明 おどや（海岸通店） 

不明 尾張屋（館山本店） 

不明 おどやイオン 

70歳代 女性 通院（北条病院、伊賀整形） 

女性 スーパーおどや、尾張や 

女性 館山病院、おどや海岸店 

女性 イオン、オワリヤ、カインズ、オドヤ、コメリ 

女性 館山市内のイオン、カインズホームその他、スーパーマーケット２，３か所 

女性 館山整形外科クリニック、西岬診療所 

女性 ジャスコ、おどや海岸店 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや、おわりや 

女性 スーパー小戸屋、カワチ、パワー 

女性 スーパーおどや 

女性 コミュニティセンター 

男性 イオン周辺 

男性 おどや北条店 

男性 市内（中心）買物、東京 

男性 坂田→西川名 

男性 市内に通院 

男性 館山市内（スーパーオドヤ、尾張や）、鴨川（通院） 

男性 スーパーセンターおどや 

男性 スーパーおどや 

男性 ジャスコ、原クリニック（南房総市）、医療センター 

男性 スーパーおどや館山海岸店 

男性 ホームセンター（パワー館山店） 

不明 農作業 

不明 スーパーおどや、清川整形下 

不明 スーパーおどや、ジャスコ、おわりや他 

80歳以上 女性 病院など 

女性 ほとんどです食べる物 

女性 スーパーセンターおどや、和田眼科 

女性 館山市内、スーパーおどや館山店 

女性 コミュニティセンター 

女性 館山の町 

女性 スーパー（毎日の食品その他日常品） 

女性 館山市菜ノ花ホール 

男性 病院への外出、館山病院、赤門整形 



25 

地区 年代 性別 内容 

西岬地区 80歳以上 男性 スーパー小戸屋 

男性 ①通勤：南房総市久枝４１４、東京都北区立岩井学園②買い物：おどや、イオン、カインズ、
コメリ 

男性 食料品の買物（スーパーオワリヤ） 

男性 ゴルフ 

男性 おどや海岸店、館山病院 

男性 カインズ 

神戸地区 10歳代 女性 千葉県立安房高等学校 

男性 通学の為、館山駅 

20歳代 男性 スーパーおどや 

30歳代 女性 トスラブ館山ルアーナ 

男性 なのはな館みさき 

男性 たてやま整形外科クリニック 

40歳代 女性 里見の湯 

女性 館山駅 

女性 職場 

女性 バイト先 

男性 コメリ、カインズ、ホームセンター 

男性 富浦町深名 

男性 波佐間 

男性 （杵）ワンズディー 

男性 市原市、市原乳牛研究所 

男性 ファミリーマート館山中央店 

男性 農場 

50歳代 女性 おわりや本店 

女性 おどやスーパーセンター、ロックシティー、館山信用金庫 

女性 マルシェ 

女性 スーパーおどや 

女性 市内 

女性 ガスト等 

男性 木更津市 

男性 ガスト 

男性 田畑 

男性 鋸南町下佐久間 

60歳代 女性 スーパーおどや 

女性 おどや、コメリ、カインズ、ジャスコ、おわりや、マツキヨ、ウエルシア 

女性 イオン館山店 

女性 スーパーオドヤ、大神宮店 

女性 スーパー尾張屋館山本店、スーパーセンターおどや、カインズ、イオン、カワチ薬品、マー

ケットプレイス、市役所 

女性 館山市山本（介護施設） 

女性 館山病院 

女性 館山市内（イオンｅｔｃ）、スーパーおどや、おわりや 

女性 菜の花ホール 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 スーパー尾張屋 

女性 セントラル 

女性 カインズ、マツキヨ、コメリ、おどや 

女性 スーパー尾張屋、おどや 

男性 館山市内 

男性 コメリ 

男性 スーパーおどや大神宮店 

男性 南房総市立千倉子ども園 

男性 スーパーおどや、館山青果市場 

男性 会社及びスーパー等 

男性 自分の会社 

男性 現場は常に違うのでかけません 

男性 イオン館山 

男性 市内のスーパー、館山ファミリークリニック（亀田） 

男性 ホームセンター、スーパー 

男性 スーパーオドヤ 

男性 スーパーおどや、スーパーおわりや 

男性 館山運動公園 

不明 鴨川市 

不明 スーパーマーケットおどや、尾張屋 

70歳代 女性 安房地域医療センター、イオン、波奈、カツ波奈、スシロー 

女性 おどや大神宮店 

女性 スーパーベリーフーズ、三越、おどや、イオン 
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地区 年代 性別 内容 

神戸地区 70歳代 女性 館山病院、他市内の病院 

女性 スーパー、医療センター 

女性 中央公民館 

女性 館山病院、和田眼科、おどや 

女性 スーパーおどや大神宮店 

女性 ジャスコ、おどやその他スーパー、通院（主人と自分） 

女性 クリニック他１回 

女性 バスで行ける所の病院を選んでいる。佐々木歯科、鈴木クリニック、伊賀整形、オワリヤス
ーパー 

女性 犬石～冨浦 

女性 館山市内（郵便局本局）の近く。（住友生命たてやま支部） 

女性 館山市内 

男性 館山市北条（イオン、おどやセンター） 

男性 スーパーときわや、おどや 

男性 ＥＯＮ、カインズ、スーパー常盤屋、安房庁舎、エリア、市役所、南総ホール、スーパーコ

メリ 

男性 イオン、尾張屋（マーケットプレイス店、館山本店）、パワーコメリ 

男性 オドヤ大神宮店 

男性 病院 

男性 スーパーおどや大神宮店 

男性 スーパー 

男性 尾張屋館山マーケットプレイス店 

男性 スーパー小戸屋大神宮店 

男性 館山市内スーパー尾張屋 

不明 館山市内のスーパー（オドヤ）、たてやま整形 

不明 長須賀、北条、安布里、館山病院、たてやま整形クリニック、真倉おわりやで買物 

80歳以上 女性 スーパーおどや 

女性 館山病院 

女性 眼科、医療センター 

女性 コミュニティセンター、菜の花ホール 

女性 イオン 

女性 館山市内買物 

女性 和田眼科、館山病院 

女性 尾張屋 

女性 安房地域医療センター 

男性 スーパー（複数）、催物のある場所 

男性 館山市内の病院 

男性 安房医療センター、たてやま整形外科クリニックなど医療機関など４ヶ所。おどや、イオン
タウンなどスーパーへの買い物、市役所。 

男性 内科医、眼科 

男性 ＳＣおどや館山店 

男性 安房地域医療センター 

男性 田畑の作業 

男性 館山病院 

男性 尾張屋 

不明 スーパー、通院 

富崎地区 10歳代 女性 千葉県立長狭高等学校 

男性 学校 

20歳代 女性 館山駅 

40歳代 女性 おどや、尾張屋（館山本店）、イオン 

男性 館山公園緑化事務所 

50歳代 女性 会社 

女性 会社（北条） 

女性 （有）川名ボディショップ 

男性 相浜港 

60歳代 女性 スーパーおどや 

女性 仕事 

女性 スーパー尾張屋、おどや（スーパーセンター）、カインズホーム、コメリ 

女性 おどや大神宮店 

女性 イオン、カインズ、コメリ、おどや大神宮店・館山店 

男性 スーパーおどや、ジャスコ 

男性 白浜紋屋旅館 

男性 おどやスーパー 

男性 安房高等学校 

男性 房州カントリークラブ 

70歳代 女性 スーパーおどや 

女性 館山スーパーマーケット 

女性 花の舞、すし波奈 
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地区 年代 性別 内容 

富崎地区 70歳代 男性 市内、尾張屋、おどや、コメリ、カインズ 

男性 スーパーオドヤ（バイパス店） 

男性 ホームセンター、カインズ 

80歳以上 女性 地区（富崎）公民館 

女性 布良局、スーパーオドヤなどは徒歩 

女性 小林病院、オドヤ（大神宮、館山）、館山コメリ、館山信用金庫（白浜、館山鴨川）支店 

女性 ほとんどしない 

女性 おどや大神宮店 

女性 館山整形外科 

女性 スーパー尾張屋、市役所、医院 

男性 食品 

男性 近所のおどやスーパー 

不明 スーパーオドヤ大神宮店 

豊房神余地区 10歳代 女性 学校 

女性 学校 

女性 安房高校 

男性 セブンイレブン下真倉店、マツモトキヨシ下真倉店 

20歳代 女性 スーパー館山店 

男性 職場 

30歳代 女性 おどやスーパーセンター館山店、カインズ館山店 

女性 イオン、おどや、おわりや 

40歳代 女性 通勤：館山病院 

女性 大賀地区 

女性 会社 

女性 三芳病院 

女性 館山病院 

女性 イオン館山店（イオンモール） 

女性 子供の習い事の送り迎え（セントラルプール、ＥＣＣ） 

男性 有料老人ホームヴェルデ北条 

男性 勤務先（市内） 

男性 市内コミュニティセンター 

男性 ブックオフ 

男性 館山市役所 

不明 勤務地 

50歳代 女性 おどやスーパーセンター 

女性 イオン館山店、スーパーセンターおどや、ファミリークリニック館山 

女性 おわりや館山本店、おどやスーパーセンター 

女性 館山病院 

女性 那古 

女性 館山駅 

男性 イオンタウン館山 

男性 会社 

男性 ＶＥＲＹ ＦＯＯＤＳ 

男性 スーパーおどや船形店 

男性 千倉駅付近 

不明 （株）田中運送 

不明 北条地区 

60歳代 女性 イオン、おどや、おわりや 

女性 尾張屋、オドヤ 

女性 館山市北条 

女性 豆腐屋 

女性 スーパーおどや 

女性 館山市湊スキップ館山店 

女性 スーパー（おどやスーパーセンター） 

女性 オワリヤ（真倉店） 

女性 スーパーおどや白浜店 

女性 おどや 

女性 白浜駅の近くの会社 

女性 オワリヤ、おどや、ガソリンスタンド、カワチ、カインズ 

女性 南房総市の職場 

男性 スーパーときわや、おどや 

男性 ベリーフーズ 

男性 安房鴨川駅 

男性 スーパーおどや 

男性 地区内 

男性 館山市役所 

男性 館山市役所 

男性 館山市内 
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豊房神余地区 60歳代 男性 現場での仕事 

不明 スーパー 

不明 コメリ、イオン、オワリヤ、カインズ 

70歳代 女性 尾張屋、おどや、イオン 

女性 コミセン 

女性 館山整形、尾張屋スーパー 

女性 館山病院 

女性 館山病院内メフォス館山事業所 

女性 おどや白浜店、パワー、スーパー尾張屋長須賀店 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 ベリーフーズ 

女性 スーパーセンターオドヤ 

女性 尾張屋 

女性 おわりや、おどや 

男性 尾張屋（湊）、オドヤ、イオン 

男性 食料品の買い物 

男性 スーパーおどや館山海岸店 

男性 農業のため、田畑など 

男性 スーパー尾張屋 

男性 尾張屋 

男性 スポーツ、グラウンドゴルフ 

男性 スーパー尾張屋、カインズホーム 

男性 スーパー尾張屋館山店 

男性 オドヤ 

男性 食料の買い入れ（尾張屋） 

不明 スーパーオドヤ、館山病院、イオン、安房地域医療センター他 

不明 スーパーセンターおどや、イオン、尾張屋（湊店、館山店） 

80歳以上 女性 あいクリニック、おどや北条 

女性 医療センター青柳、たてやま整形外科 

女性 館山教会 

女性 ①鈴木内科クリニック②林歯科③佐伯眼科 

男性 尾張屋館山本店 

男性 尾張屋館山本店 

男性 病院、スーパー、市役所 

男性 スーパーおどや、イオン館山、スーパー尾張屋 

館野地区 10歳代 女性 館山駅→木更津駅 

女性 学校 

女性 イオン幕張 

男性 館山市立第三中学校 

男性 イオン 

20歳代 女性 市役所 

女性 ＪＡ安房北条支店 

30歳代 女性 カインズホーム、スーパーセンターおどや 

女性 尾張屋 

女性 職場 

女性 スーパーときわや 

男性 職場 

男性 職場（名称は控えさせてください） 

不明 千葉駅 

40歳代 女性 館山市北条、駅周辺 

女性 おどやスーパーセンター、ときわや 

女性 おどやスーパーセンター、尾張屋、ジャスコ 

女性 スーパー尾張屋など 

女性 木更津市、君津市、鴨川市のスーパーや商店 

男性 おどやフラワータウン店 

男性 亀田病院 

50歳代 女性 スーパーおどや九重店 

女性 シルバー人材センター 

女性 職場（清川整形外科） 

女性 南房総市立嶺南中学校 

女性 小林病院、勤務地へ 

女性 尾張屋館山本店 

女性 仕事で千倉へ 

女性 ときわや、おどや九重店 

男性 那古 

男性 大房岬 

男性 鴨川市 

男性 南房総市 
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地区 年代 性別 内容 

館野地区 50歳代 男性 おどやスーパーセンター館山店、おどや九重店、スーパーときわや、尾張屋館山マーケット

プレイス店、カインズ、コメリパワー館山店 

不明 仕事 安房郡内 

60歳代 女性 スーパーおどや、尾張屋 

女性 北条小学校 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパーセンターおどや、イオン 

女性 スーパーおどや九重店 

女性 実家 

女性 市内スーパー（ときわや、業務スーパー、尾張屋、イオン等） 

女性 スーパーおどや館山店、イオン館山店 

女性 スーパー（尾張屋など） 

女性 スーパーセンターおどや、スーパーおわりや 

女性 スーパーおどや、オワリヤ、ジャスコ 

女性 安房地域医療センター 

女性 スーパーセンター館山店 

女性 スーパー（おどや、おわり屋） 

男性 館山総合高校 

男性 おどやスーパーセンター、カインズ、パルシステム 

男性 ときわや、おわりや、カインズ 

男性 会社が千葉にある為 

男性 スーパー 

男性 おどや、カインズ、イオン 

男性 北条市内 

不明 スーパーおどや、尾張屋 

不明 仕事場 

70歳代 女性 スーパーおどや 

女性 スーパー（おどや、ダイコー、カインズ） 

女性 館山市内と鴨川、天野クリニック、亀田病院、ときわや、おどや 

女性 スーパーおどや、整骨院 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 おどやＳＣ館山店 

女性 スーパー（おどや、尾張屋）、イオン 

女性 亀田病院、医療センター、鈴木医院、小嶋眼科、太田歯科、ライクケア 

女性 病院へ月２回通院 

女性 オドヤスーパーセンター、イオン、おわりや、ときわや 

女性 ジャスコ 

女性 スーパー（尾） 

女性 買物－おどや、おわり屋、コメリ 

女性 スーパーときわや 

男性 海の花、イタリア食堂等 

男性 おどや、ジャスコ、君津方面 

男性 イオン、ときわや、カインズ 

男性 スーパーおどや、尾張屋、トキワヤ等 

男性 スーパー 

男性 スーパー 

男性 君津市内（ジョイフルホンダ） 

男性 尾張屋 

男性 通院 

不明 九重のスーパー「ときわや」 

不明 フラワーセンター小戸や、尾張屋 

不明 イオン、スーパーセンターおどや 

不明 市内各スーパー等買物、金融機関 

不明 亀田病院 

不明 スーパーおどや 

80歳以上 女性 北条病院、わたびき歯科、スーパーおどや本店 

女性 安房地域医療センター 

女性 館山ケアセンターゆめクラブ 

女性 安房地域医療センター、スーパーおどや、亀田クリニック、ときわや 

女性 おどや九重店、移動販売車、ときわや 

女性 安房地域医療センター 

男性 写真写し 

男性 あいクリニック、スーパーおどや、コメリ 

男性 通勤 

男性 安房地域医療センター、スーパーときわや 

男性 デイサービスたんぽぽの会 

男性 尾戸屋、尾張屋、イオン、医療センター、郵便局 
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地区 年代 性別 内容 

館野地区 80歳以上 不明 北条病院、スーパーおどや、市役所 

不明 眼科、内科、整形外科、皮膚科、スーパーおどや 

不明 スーパーおどや、スーパー尾張屋 

九重地区 10歳代 女性 イオン 

男性 館山三中 

20歳代 女性 千葉興業銀行館山支店 

不明 母と姉の送迎等 

30歳代 女性 三芳病院 

男性 安房地域医療センター 

男性 会社 

40歳代 女性 スーパーおどや九重店 

女性 ちくら 

50歳代 女性 小規模多機能ホーム、リブテラス丸山 

女性 館山市北条 

女性 スーパー、イオン、おわりや、おどや、ときわや 

女性 おどや丸山店 

男性 鴨川市 

男性 九重駅 

男性 君津青葉高校 

男性 館山市内 

男性 木更津 

不明 館山市役所 

60歳代 女性 カインズホーム 

女性 スーパーときわや、イオンタウン、おどや他 

女性 （有）雲母 

女性 館山市亀ヶ原勤務 

女性 県立館山総合高等学校 

女性 ①サークル参加、白浜コミュニティセンター②農業、南房総市千倉町、瀬戸 

女性 北条 

女性 おどや九重店 

女性 スーパーときわや 

女性 ときわや 

女性 スーパーときわや 

女性 スーパーときわや、おどや 

男性 農地 

男性 千倉町白子１６６７－１ 千倉白子郵便局 

男性 市内北条の会社 

男性 スーパーときわや 

男性 イオン、カインズ、コメリ 

男性 赤門整形外科 

男性 鴨川合同庁舎（県） 

不明 カインズ 

70歳代 女性 北条小学校・館山総合高校へのおくりむかへ 

女性 スーパーときわや、スーパーおわりや 

女性 スーパーときわや、鴨川亀田病院 

女性 おどや、ときわや、安房地域医療センター等 

女性 ときわや、オドヤ九重店、ローソン 

女性 九重地区（スーパーときわや） 

女性 九重安東 

男性 市内へ通院の為 

男性 イオンタウン 

男性 ときわや 

男性 スーパーオドヤ 

男性 スーパーときわや 

男性 市内、カインズ 

男性 スーパートキワヤ、たてやま循環器内科、外科 

男性 ときわや 

男性 館山市内（ＣＡＩＮＳ） 

80歳以上 女性 清川整形外科 

女性 菜の花ホール 

女性 ときわや、おどや、書道教室 

女性 眼科医、整形外科 

女性 スーパー 

男性 スーパーときわや 

男性 スーパーときわや、おどや 

不明 大井地区内 

不明 和田眼科、スーパーときわや 

不明 女性 スーパーときわや等に、主に食料品を買いに行く。 
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地区 年代 性別 内容 

不明 30歳代 男性 白浜町 

男性 館山市内スーパー等、おわりや、おどや、ときわや 

40歳代 男性 会社 

50歳代 女性 銀行、食料、オワリヤ 

60歳代 女性 おわりや 

女性 赤間 

女性 尾張屋、わくわく広場、おどや（南校前） 

女性 スーパーセンター、尾張屋、イオン 

男性 千倉 

男性 バス 

男性 増改築、新築工事 

70歳代 男性 館山整形外科 

男性 イオン 

不明 オワリヤ（スーパー）、セブンイレブン 

80歳以上 女性 スーパー尾張屋、おどや、イオン、南総文化ホール、病院も時々、カインズ 

男性 ジャスコ、ホームセンター 

男性 近辺の顧客の家 

不明 不明 富山学園 

不明 中央おどや、真倉マツキヨ、スーパーコメリ 

 

問２（３）その目的で外出する頻度を教えてください。 

 

 

問２（４）その目的で外出する曜日と時間帯を教えてください。【曜日】 

 

 

 

39.9%

42.9%

46.5%

44.0%

23.9%

34.1%

39.5%

36.6%

32.3%

40.0%

44.4%

41.1%

22.8%

26.3%

27.0%

28.0%

30.8%

23.5%

16.3%

28.6%

38.6%

27.5%

37.0%

27.6%

21.5%

18.9%

17.1%

15.9%

29.9%

20.5%

18.6%

17.9%

20.5%

20.0%

14.8%

18.6%

5.7%

6.9%

3.0%

5.1%

10.3%

6.8%

11.6%

8.0%

3.9%

6.3%

5.4%

5.7%

1.4%

3.4%

3.4%

1.7%

10.6%

2.3%

3.6%

2.4%

1.3%

3.5%

3.8%

2.3%

2.3%

3.7%

1.3%

1.8%

1.6%

1.4%

1.7%

2.3%

9.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

週に５日以上 週に３～４日 週に１～２日 月に２～３日 月に１回程度 年に数回程度 その他 無回答
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64.1%

68.4%

65.2%

73.5%

72.0%

65.1%

68.8%

66.9%

63.8%

55.6%

67.0%

5.1%

6.0%

6.0%

5.6%

2.6%

3.0%

2.3%

7.1%

7.9%

3.8%

14.8%

5.6%

15.8%

17.5%

19.3%

20.1%

12.0%

9.8%

20.9%

15.2%

15.0%

20.0%

22.2%

17.7%

4.4%

5.5%

2.6%

4.8%

3.4%

5.3%

4.7%

3.6%

3.9%

7.5%

4.2%

7.6%

6.9%

3.6%

4.3%

8.5%

9.8%

7.0%

5.4%

6.3%

5.0%

7.4%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

平日 土日祝日 毎日 特定の曜日 無回答
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問２（５）その目的で利用する主な交通手段を教えてください。 

 

 

問２（６）２番目に頻度の多い外出目的は何ですか？ 

 

 

問２（７）もっとも頻度の多い外出目的 

 

地区 年代 性別 内容 

船形地区 10歳代 男性 体育館、野球グラウンド 

男性 塾 

男性 祖母の家 

男性 コンビニ 

20歳代 女性 イオン 

30歳代 女性 南房総道楽園 

女性 佐々木歯科、亀田ファミリークリニック 

女性 イオン館山店 

女性 館山三中 

男性 イオン館山店 

男性 スーパーおどや、尾張屋、カワチ、ウエルシア等 

40歳代 女性 亀田総合病院 

女性 イオン館山、おどや船形店 

女性 イオン館山店 

女性 おどや、イオン 

女性 おどや船形店 

女性 市内 

女性 尾張屋、おどや、イオン館山 

女性 亀田総合病院 

8.2%

2.3%

13.3%

11.1%

1.7%

2.3%

14.0%

0.9%

2.4%

3.8%

7.4%

8.1%

12.7%

9.2%

15.1%

11.4%
2.6%

1.5%

2.3%

7.1%

8.7%

6.3%

10.1%

1.9%

1.8%

1.4%

2.0%

0.9%

0.8%

2.3%

2.4%

7.4%

1.6%

50.6%

70.5%

54.7%

57.5%

76.1%

71.2%

51.2%

68.8%

67.7%

73.8%

63.0%

61.4%

11.4%

7.8%

8.9%

9.0%

11.1%

12.9%

16.3%

12.5%

8.7%

6.3%

11.1%

9.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）
徒歩 自転車 バイク・原付 自家用車を自分で運転
家族による送迎 介護サービス 高速バス 路線バス
鉄道 タクシー その他 無回答

4.4%

4.1%

3.8%

3.8%

5.1%

1.5%

2.3%

8.0%

5.5%

3.7%

4.0%

44.9%

46.5%

39.6%

46.4%

38.5%

48.5%

51.2%

42.0%

44.1%

51.3%

48.1%

44.3%

22.2%

19.8%

17.5%

14.3%

20.5%

14.4%

18.6%

24.1%

13.4%

17.5%

14.8%

17.3%

2.5%

3.7%

3.6%

3.9%

2.6%

4.5%

2.3%

4.7%

3.8%

7.4%

3.6%

5.1%

3.7%

5.6%

4.1%

7.7%

6.8%

2.3%

5.5%

4.6%

11.4%

13.4%

15.1%

16.0%

12.0%

9.8%

10.7%

15.0%
18.8%

14.8%

14.2%

2.5%

4.1%

5.4%

5.1%

5.1%

5.3%

3.6%

4.7%

1.3%

3.7%

4.5%

5.7%

3.2%

5.8%

4.4%

6.8%

9.1%

9.3%

8.0%

6.3%

3.8%

7.4%

5.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

通勤 通学 買物 通院 食事・飲み会 公共施設利用 金融機関利用 遊び・趣味・習い事等 その他 無回答
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 

 

40歳代 男性 スーパー尾張屋 

男性 つりの為、各海岸近く 

男性 カインズ 

男性 尾張屋 

男性 イオンタウン館山 

男性 カワチ 

男性 千葉及び東京 

不明 仕事 

不明 イオン館山店 

不明 おどや、イオン、おわりや 

50歳代 女性 図書館 

女性 接待 

女性 カワチ 

女性 ホームセンターカインズ 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 スーパーおどや船形店、イオン 

女性 館山市内 

男性 市内 

男性 イオン館山、おどや 

男性 コンビニ、ドラッグストア 

男性 スーパー（尾張屋） 

男性 イオン 

男性 イオンタウン 

男性 赤門 

60歳代 女性 館山病院、小林病院 

女性 郵便局、千葉銀行 

女性 イオン館山店ＡＴＭ 

女性 山本、子供の家 

女性 買い物 

女性 亀田クリニック、安房医療センター 

女性 その時々で異なる 

女性 赤門外科、青柳内科 

女性 イオン、尾張屋、土のめぐみ館等 

女性 出口歯科医院 

女性 千葉銀行那古船形支店 

女性 スーパージャスコ店 

女性 ココス栄蔵 

女性 天野クリニック 

女性 兄弟の所へ遊びに行く 

女性 イオン館山店 

女性 館山信用金庫本店、千葉相互銀行、千葉銀行船形支店 

男性 コメリ、カインズ、スーパーおどや（船形店）等 

男性 郵便局（船形） 

男性 カインズ 

男性 スーパー 

男性 東京駅 

男性 尾張屋 

男性 イオン 

男性 亀田病院 

男性 スーパーオドヤ 

男性 東京駅 

男性 スーパーおわりや、イオン 

男性 おどやスーパーセンター 

70歳代 女性 整骨院、内科 

女性 船形公民館 

女性 コミニュティーセンター 

女性 ジャスコ、おどや 

女性 イオン、おどや 

女性 館山病院 

女性 イオン 

女性 天野クリニック、館山病院 

女性 イオン店 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパー尾張屋 

女性 イオン 

女性 菜の花ホール 

女性 安房地域医療センター、生方クリニック（富浦） 

女性 富浦原診療所、三浦歯科、佐伯眼科 
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 70歳代 女性 整形外科（伊賀）、亀田クリニック 

女性 館山病院、たてやま整形クリニック 

女性 那古病院 

男性 館山信金那古船形、セブンイレブン 

男性 千葉銀行那古船形店 

男性 病院（医療センター） 

男性 菜の花ホーム（公民館）、富津元気クラブ 

男性 スーパーおどや 

男性 カインズ 

男性 海岸付近 

男性 船形公民館、那古公民館 

男性 平野眼科 

男性 各スーパー 

不明 スーパー 

80歳以上 女性 オドヤ船形店 

女性 医療センター、スーパーおどや 

女性 小林病院 

女性 館山循環器 

女性 亀田クリニック、亀田ファミリー 

女性 イオン 

女性 小林病院 

女性 館山整形外科、おどや、コミュニティセンター（習い事） 

女性 上田、岡本八百屋 

女性 おどや 

女性 小林病院 

女性 安房地域医療センター、亀田ファミリアクリニック 

女性 スーパーオドヤ、イオン 

女性 カラオケシダックス、つくし 

女性 小林病院 

男性 原診療所、佐伯眼科、佐々木皮フ科 

男性 たてやま整形外科クリニック 

男性 生活上、必要な所多くて書ききれません。 

男性 医療センター 

男性 スーパーイオン 

不明 北條 

不明 千葉銀行、郵便局、おどや、白幡医院、小林病院、安房地域医療センター 

那古地区 10歳代 女性 イオン 

男性 イオンタウン館山店、館山市民運動場 

男性 おどや船形店 

男性 友達の家 

男性 イオン、宮沢書店 

20歳代 女性 散歩 

女性 イオン 

女性 木更津イオン 

女性 イオン館山 

男性 カインズ、イオン 

30歳代 女性 尾張屋、イオン 

女性 亀田クリニック鴨川 

女性 尾張屋（カインズ近く） 

女性 ファミール産院 

女性 イオン 

女性 イオン、おどや、おわりや 

女性 スーパーおわりや、カインズホーム、しまむら等 

女性 千葉銀行 

男性 尾張屋 

男性 館山駅 

男性 尾張屋、カインズ 

男性 スーパー尾張屋 

男性 イオン 

不明 新宿、池袋、横浜 

40歳代 女性 スーパーオワリヤ 

女性 スーパー 

女性 マーケットプレイス、尾張屋バイパス店 

女性 イオン 

女性 尾張屋（スーパーセンター）、イオン 

女性 イオン 

女性 イオン、尾張屋マーケットプレイス等 

女性 イオン、尾張屋等 
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那古地区 40歳代 女性 おわりや、おどや、セントラル 

女性 スーパーイオン店、スーパーカワチ店 

女性 オワリヤ、イオン等 

男性 おどや南町店、イオン等 

男性 実家 

男性 セントラルスポーツクラブ館山 

男性 イオン 

男性 ショッピングモール 

男性 イオン館山 

男性 イオン 

男性 館山市営プール 

男性 イオン 

男性 イオン、コンビニ、おどや 

男性 学校、運動施設 

男性 イオンタウン館山店 

男性 市内 

50歳代 女性 スーパー等 

女性 館山市北条 

女性 イオン館山店、スーパーおどや、スーパー尾張屋 

女性 イオン館山店、尾張屋 

女性 イオン、尾張屋館山メーケットプレイス店、おどや船形店 

女性 イオン 

女性 ファミリークリニック館山 

女性 尾張屋、マーケットプレイス 

女性 スーパーおどや船形店 

女性 亀田クリニック、その時による 

女性 亀田クリニック 

女性 館山郵便局、イオン 

女性 おわりや 

女性 イオン館山店 

女性 イオン 

男性 朝・夕、房総中島の散歩 

男性 いろいろ 

男性 会社 

男性 コンビニ 

男性 イオンタウン 

男性 カインズホーム 

男性 コンビニ（セブンイレブン正木店、八幡店、富浦店。ローソン富浦店。） 

男性 亀田病院 

不明 ジャスコ、おどや 

60歳代 女性 那古公民館 

女性 スーパー尾張屋 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや（九重店） 

女性 ジャスコ 

女性 スーパー尾張屋マーケットプレイス店 

女性 竹寿司 

女性 ときわや 

女性 郵便局、銀行 

女性 佐伯眼科 

女性 労働金庫 

女性 スーパーおわりや 

女性 東藤→館山駅→鴨川→亀田クリニック 

女性 安房地域医療センター 

女性 安房地域医療センター、わたひき歯科、和田眼科 

女性 マーレ―動物病院、青柳内科 

女性 安房地域医療センター 

女性 平野眼科、赤門整形外科 

女性 ヤックスドラッグ、スーパーおどや、セブンイレブン 

女性 パート 

女性 イオン館山店 

女性 千葉銀行那古船形支店 

女性 イオン 

女性 千葉銀行、京葉銀行 

女性 館山運動公園 

女性 白浜 パート 

女性 ココスなど 

男性 市内作業場 
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那古地区 60歳代 男性 尾張屋スーパー 

男性 安房地域医療センター 

男性 亀田病院 

男性 スーパーおどや、カインズ 

男性 イオンタウン 

男性 イオンタウン 

男性 安房郡内を色々と 

男性 亀田総合病院原クリニック、亀田ファミリークリニック 

男性 スーパーオドヤ 

男性 鴨川東条病院、亀田病院 

男性 亀田ファミリークリニック館山 

男性 千倉町 

男性 木更津、君津、安房郡市、各家庭を訪問している（得意先） 

男性 スーパーオドヤ 

男性 安房医療センター、原クリニック、青柳クリニック、白幡耳鼻咽喉科、佐伯眼科 

不明 千葉循環器病センター、安房地域医療センター 

70歳代 女性 おわりや 

女性 墓地、河川敷の草刈り等です 

女性 館山信用金庫那古船形支店、郵便局 

女性 パチンコスキップ 

女性 コミュニティセンター 

女性 和田町、市内３か所 

女性 コミセン 

女性 亀田ファミリークリニック、イオン 

女性 イオン、ダイソー、マツモトキヨシ、尾張屋（スーパー） 

女性 千葉Ｂ船形支店 

女性 老人福祉センター 

女性 カモ川亀田クリニック 

女性 富浦、生方内科クリニック、和田眼科 

女性 東京都小金井市Ｓ治療室 

女性 尾張屋館山本店 

女性 スーパー、カインズホーム 

女性 ジャスコ、スーパーおどや、ときわや 

女性 はま寿し 

女性 和田眼科 

女性 館山市内、スーパーときわや 

女性 まさき、しすろう 

女性 赤門整形外科 

女性 おどや、おわりや、カワチなど 

男性 海、つり 

男性 藤原体育館、ゴルフ場（房州カントリー） 

男性 医療センター 

男性 富浦原診療所 

男性 安房地域医療センター 

男性 那古公民館 

男性 船形奥港、自衛隊堤防、館山奥港 

男性 亀田クリニック 

男性 マーケットプレイス店（館山）、亀田クリニック（鴨川） 

男性 原クリニック、平野眼科、観音寺歯科 

男性 風呂、ジャスコ 

男性 スーパーおどや 

男性 おどや 

男性 スーパーセンターおどや、魚肉専門店 

男性 館山整形外科 

男性 アイリスの里 

男性 千葉市 

男性 通院、その他 

男性 鴨川亀田病院 

男性 カインズホーム、コメリ 

男性 イオン館山店、尾張屋マーケットプレイス、おどや北条店 

不明 館山市内、スーパー 

80歳以上 女性 八幡、尾張屋マーケット 

女性 コミュニティセンター 

女性 お寿司（スシロー）、うなぎ 

女性 館山市山本→安房地域医療センター、、館山市湊→スーパー尾張屋、館山市正木→亀田ファミ

リークリニック館山 

女性 館山市船形スーパーおどや 

女性 館山整形外科 
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那古地区 80歳以上 女性 尾張屋（スーパー） 

女性 町内集会所 

女性 小林病院 

女性 那古郵便局 

女性 富浦町 原診療所 

男性 おどやスーパーセンター 

男性 スーパー、イオン 

男性 鴨川国際射撃場 

男性 館山病院（妻を送迎）月に２～３日、小林病院（本人のみ）月１回 

男性 渋谷病院、和田眼科 

男性 コンビニエンスストア（約２０分） 

男性 安房地域医療センター 

男性 正木＝小西さんの畑 

男性 ダイナム 

男性 館山市内の病院（館山病院） 

不明 船形、オドヤ 

不明 スーパーマーケット 

不明 なのはなホール、和田眼科 

不明 女性 スーパーおわりや、佐々木皮膚科、和田眼科、亀田病院 

男性 スーパー 

北条地区 10歳代 女性 ショッピング、カラオケ 

女性 コンビニ 

女性 新宿（東京都） 

女性 イオンタウンなど 

女性 イオン、友達の家 

女性 菜の花牧場（白浜） 

男性 おどや、イオン 

男性 神子学院 

男性 イオン 

男性 イオン 

男性 イオン館山店 

20歳代 女性 館山コミュニティセンター 

女性 イオン 

女性 館山イオン、スーパーおどや、千葉そごう 

女性 イオンタウン館山 

女性 ハローワーク 

女性 イオンタウン館山 

女性 館山病院 

女性 亀田クリニック 

女性 おどや、コンビニ 

男性 イオン館山 

男性 東京 

男性 不特定 

男性 イオン 

男性 イオン館山店 

30歳代 女性 亀田病院 

女性 おどや（南総文化ホール近くと市役所近く） 

女性 イオンタウン館山 

女性 オドヤスーパー北条 

女性 イオン、おどや 

女性 スーパーおどやさん、他スーパー 

女性 イオン、おどや、ｅｔｃ・・・。 

女性 スーパーおわりや 

女性 尾張屋マーケットプレイス 

女性 イオン館山店 

女性 小学校体育館 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパーオドヤ 

女性 イオン、おどや（スパセン）、尾張屋（マーケットプレイス）ｅｔｃ 

女性 和田眼科 

女性 イオン 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 会社 

男性 ホームセンター 

男性 木更津、イオンモール、市内スーパー（スーパーセンターおどや、マーケットプレイス尾張
屋） 

男性 館山イオン 
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北条地区 30歳代 男性 おどや 

男性 館山駅西口方面 

男性 セブンイレブン湊店 

不明 ウエルシア 

40歳代 女性 ファミレス 

女性 中学校、小学校 

女性 純真保育園 

女性 尾張屋マーケットプレイス店、カインズホーム館山店 

女性 イオン館山 

女性 イオン 

女性 イオン館山店 

女性 イオン、尾張屋マーケットプレイス 

女性 スーパーおわりや（バイパス） 

女性 尾張屋マーケットプレイス店 

女性 イオン館山、尾張屋スーパーマーケットプレイス 

女性 おわりやマーケットプレイス店 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 スーパー尾張屋 

女性 市内 

女性 藤原運動公園 

女性 カワチ薬品、スーパーおどや（スーパーセンター） 

女性 北条小学校 

女性 イオン 

女性 ときわや、おどや、まつもときよう、カインズ 

女性 東京、横浜 

女性 鋸南町 

女性 イオン館山店 

女性 おわり屋、イオン 

女性 北条小、三中 

女性 館山病院 

女性 イオン、ＡＴＭ 

女性 不特定多数 

女性 おどや北条店、イオン館山、オワリヤマーケットプレイス店 

女性 館山駅周辺 

女性 尾張屋、カインズ、コメリ等 

女性 八幡 

女性 千葉銀行館山支店 

男性 スーパーおどや 

男性 ファミリーマート（コンビニ）、イオンタウン 

男性 北条小学校体育館 

男性 オートバックス、ヤックスドラッグバイパス店など 

男性 コンビニ、ドラックストア 

男性 亀田クリニック、鴨川市 

男性 イオン 

男性 千葉市以南 

男性 パチンコ店 

男性 イオン 

男性 会社 

男性 セントラルスポーツ 

男性 イオン 

男性 イオン、カインズ 

男性 田村病院 

男性 イオン 

男性 スーパーおわりや 

男性 おどやスーパーセンター、おわりや 

男性 スーパー尾張屋 

男性 冨浦方面、市内各所 

男性 尾張屋、カインズ 

不明 スーパーおどや館山店 

不明 スーパーおどや北条店、イオン、尾張屋マーケットプレイス店 

不明 おどや、おわりや 

50歳代 女性 安房高校 

女性 海岸 

女性 スーパーおどや 

女性 尾張屋、マーケットプレイス店 

女性 さくら北条 

女性 ゆうあいに母の通院のため 

女性 横浜 
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北条地区 50歳代 女性 千葉銀行、郵便局 

女性 イオン、しまむら、くつ屋 

女性 図書館 

女性 館山運動公園、トレーニングルーム 

女性 千葉興業銀行館山支店、館山八幡郵便局 

女性 館山イオン 

女性 おどや、尾張屋 

女性 文化ホール 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 館山市湊マーケットプレイス内 

女性 スーパー尾張屋 

女性 尾張屋 

女性 おどや 

女性 おどや 

女性 スーパーおどや本店 

女性 市内尾張屋、イオン、マツキヨ、カワチ、おどや 

女性 館山二中 

女性 おどや北条店、おわり屋バイパス店 

女性 館山病院 

女性 尾張屋 

女性 スーパーおどや 

女性 赤門、亀田ファミリークリニック（歯科） 

女性 スーパーおどや 

女性 ファミリーマート 

女性 スーパーおどや 

女性 尾張屋マーケットプレイス店 

男性 尾張屋 

男性 イオン館山 

男性 スーパー尾張屋マーケットプレイス 

男性 スーパー 

男性 館山病院 

男性 スーパー尾張屋 

男性 渚の駅 

男性 君津、木更津方面 

男性 おどや 

男性 特に決まっていない 

男性 ホームセンター（カインズ、コメリ） 

男性 神奈川（横浜）、東京他 

男性 鉛 

男性 スーパーおどや 

男性 コメリ、ベイシア、イオン 

男性 尾張屋 

男性 パワーコメリ、カインズ等 

男性 道の駅、農産物直売所 

男性 イオン 

男性 スーパーおどや 

男性 電動自転車（オドヤ、イオン、コンビニ、税金等の支払い 

男性 スーパーおどや北条店、カインズ、コメリ 

男性 おどやスーパーセンター 

不明 スーパーおわりや 

不明 カラオケ、パチンコ等 

不明 京葉銀行館山支店、千葉銀行館山支店、郵便局、イオン ＡＴＭ 

60歳代 女性 ジャスコ館山店 

女性 ファミレス、ココス、グラッチェ 

女性 尾張屋 

女性 カインズ、ジャスコ 

女性 尾張や、おどや、イオン 

女性 セントラルスポーツ 

女性 銀行、郵便局 

女性 イオン 

女性 和田眼科 

女性 スーパーおどや、ヤックス 

女性 おどや、おわりや 

女性 スーパーおどや、おわりや 

女性 おどやＳＣ館山店 

女性 木更津東邦病院 

女性 イオン 

女性 おどや、イオン、ときわや（館山市内） 
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北条地区 60歳代 女性 鈴木内科クリニック 

女性 利用者宅にうかがうので様々（ヘルパーなので） 

女性 東京 

女性 鴨川市内 

女性 青柳クリニック 

女性 市内の小学校 

女性 千葉銀行館山支店 

女性 丸亀うどん 

女性 市内の両親の家 

女性 なのはなホール 

女性 スーパーおどや、スーパーセンター 

女性 スシロー、ココス、グラッチェ、はまずし、ビックボーイ、バーミヤン 

女性 カーブス 

女性 館山病院 

女性 亀田病院 

女性 北条病院 

女性 きたえルーム館山 

女性 スーパー尾張屋 

女性 おどや 

女性 イオン 

女性 千葉銀行、イオン、館山市役所 

女性 館山市立図書館 

女性 おどやスーパーセンター、おわりや 

女性 ゆうあいクリニック 

女性 銀行（ＡＴＭなども）、郵便局 

女性 耳鼻咽喉科白幡医院、太田整形外科医院 

女性 コミセン、適度の運動、習い事 

女性 亀田病院 

女性 太田整形外科、和田眼科 

女性 亀田クリニック 

女性 医療センター、亀田ファミリークリニック、中原病院 

女性 おどや北条店 

女性 農業（隔地） 

女性 館山ファミリーパーク、はなれている家族に会いに行く時（東京方面）、銀行、安房地域医療
センター、南房総方面等、館山市役所 

男性 イオン、スーパーおどやスーパーセンター等 

男性 イオン館山、おどやスーパーセンター 

男性 館山運動公園（藤原地先） 

男性 尾張屋、マーケットプレイス店 

男性 公民館 

男性 安房地域 

男性 イオンモール 

男性 京葉銀行 

男性 亀田病院 

男性 館山駅前、コーヒーショップ 

男性 おどや 

男性 尾張屋、おどや、ジャスコ等 

男性 ひなの里、富楽里 

男性 市内 

男性 館山イオン 

男性 スーパーおどや 

男性 ウエルシア館山八幡店 

男性 たてやま循環器内科、外科 

男性 中央公民館 

男性 イオン等 

男性 多数あり 

男性 ドライブ 

男性 スーパーオワリヤ 

男性 おどや、尾張屋、イオン 

男性 京葉銀行館山支店 

男性 千倉野崎医院 

男性 安房地域医療センター 

男性 おどやスーパーセンター 

男性 イオンタウン 

男性 渚銀座、木更津イオン 

男性 友人宅、マックなど 

男性 スーパーおどや 

不明 いろいろ 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 60歳代 不明 スーパー 

不明 鋸南町（おどや鋸南店）、鴨川市（亀田病院） 

70歳代 女性 亀田病院ファミクリ（定期検診） 

女性 母の用事 

女性 菜の花ホール、指導者個人宅 

女性 安房地域医療センター 

女性 館山整形外科 

女性 赤門整形外科 

女性 今は館山整形外科 

女性 郵便局（八幡）、千葉銀、イオンＡＴＭ 

女性 鈴木内科クリニック、たてやま整形クリニック 

女性 コミュニティセンター 

女性 八幡神社 

女性 館山信用金庫本店 

女性 館山循環器病院 

女性 館山市内 

女性 館山病院 

女性 海岸周辺 

女性 スーパー 

女性 鴨川亀田病院、スーパー数店 

女性 ＪＡ館野支店 

女性 駅前郵便局、興銀、農協 

女性 八幡郵便局 

女性 スーパーおどや、おわりや 

女性 コミュニティセンター（水彩絵教室）藤原運動公園（ストレッチ教室） 

女性 市内 

女性 しまむら、パシオス、京葉銀行 

女性 館山病院、安房地域医療センター、亀田病院 

女性 館山文化ホール、館山市立病院（音楽室） 

女性 東長田の別荘 

女性 買い物、イオン、オドヤ、オワリヤ、公共施設 

女性 亀田病院 

女性 イオン 

女性 市内 

女性 安房地域医療センター、亀田クリニック 

女性 館山市役所、イオン 

女性 千倉運動公園 

女性 病院（白幡） 

女性 那古地区（那古寺） 

女性 尾張屋 

男性 亀田総合病院 

男性 木更津、君津、鴨川のスーパー等 

男性 スーパーおわりや、スーパーときわや 

男性 館山市内いろいろな所 

男性 安房医療センター 

男性 ウォーキングなので特に目的地なし 

男性 尾張屋、マーケットプレイス店 

男性 地銀、京葉銀、郵便局 

男性 城山 

男性 北条スーパーと鴨川市内 

男性 東京 

男性 東京都 

男性 買物＝イオン、おどや、尾張屋、コンビニ（セブンイレブン、ファミリーマート） 通院＝

亀田ファミリークリニック、医療センター等 

男性 ゴルフ場（房カン、館カン、コスモＣＣ） 

男性 たてやま整形外科クリニック 

男性 ジャスコ、尾張屋、おどや、館山病院 

男性 住居周辺 

男性 パチンコ 

男性 館山市役所 

男性 会社、医療センター 

男性 ＪＡ 

男性 館山運動公園、市民運動場 

男性 カインズ、カワチ、コメリ 

男性 三芳中、中ゼキ 

男性 友人の家、岩井南房総市、ドライブ 

男性 亀田病院 

男性 はま寿司館山八幡店 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 70歳代 男性 神社、青年館 

男性 館山市内 

男性 藤原運動公園 

男性 館山駅前局 

男性 東京都内の病院 

男性 市内 館山循環医院、千葉銀行 

男性 おどや、おわりや 

男性 和食屋（一定ではない） 

不明 薬をもらう 

不明 亀田ファミリークリニック 

不明 コミュニティセンター 

不明 運動（カーブス） 

不明 船形 

不明 運動公園（藤原） 

不明 スーパーおどや 

不明 天野医院、（２）と同じ 

不明 安房地域医療センター 

不明 ＪＡ支店、郵便局 

不明 コミセン、文化ホール、菜の花ホール 

不明 おどや、ジャスコ 

不明 安房地域の病院 

80歳以上 女性 北条病院、和田眼科 

女性 市内、亀田クリニック、鈴木クリニック 

女性 市役所、保健所 

女性 通院－伊賀整形、たてやま循環器、やまわき歯科 

女性 安房地域医療センター、スーパー小戸や 

女性 夢庵 

女性 南総文化ホール 

女性 スーパーおどや（海岸店） 

女性 安房地域医療センター 

女性 ＪＡ 

女性 足腰の治療のため 

女性 千葉銀行館山支店、郵便局（駅前） 

女性 中村パン店、丸太魚店 

女性 安房地域医療センター、観音寺歯科 

女性 千銀、医療センター、おどや港店 

女性 病院 

女性 亀田ファミリー館山 

女性 ＴＳＣホール 

女性 安房地域医療センター、鴨川亀田病院 

女性 近くのスーパーマーケット、スーパー北条店＆尾張屋 

女性 おどや、イオン 

女性 上野（美術館） 

女性 館山病院 

女性 館山市中央公民館 

女性 亀田クリニック、佐々木歯科 

女性 スーパーオドヤ、郵便局、カインズ、ＪＡグリーン、菜の花ホール、ダイソー、パンヤ 

女性 スシロー 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 那古公民館 

女性 館野農協直売所 

女性 スーパーオドヤ館山店、ワクワク広場 

女性 オドヤスーパー 

女性 整形医院、内科医院 

女性 たてやま整形外科クリニック 

女性 館山市内 

男性 伊賀整形外科 

男性 医療センター 

男性 文化センター、コミセン 

男性 安房地域医療センター 

男性 安房地域医療センター、スーパー 

男性 館山中央公園 

男性 郵便局 

男性 スーパーおどや 

男性 市内北条（おどやスーパー店） 

男性 鈴木内科クリニック 

男性 会社（北条海岸通り）、（有）みよしヴィラ 

男性 イオン 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 80歳以上 男性 北条自動車工場の西 

男性 スーパーオワリヤ、オドヤ他、病院、医療センター等 

男性 お茶の水（井上眼科病院） 

男性 ビーバー歯科医院 

男性 伊賀医院 

不明 スーパーおどや館山店 

不明 八幡青年館、なの花ホール 

不明 館山市安布里、たてやま整形外科クリニック 

不明 菜の花ホール 

不明 オドヤ 

不明 男性 館山ゴルフクラブ 

館山地区 10歳代 女性 図書館 

女性 イオン館山店 

女性 イオン 

女性 特に決まっていない 

女性 イオン 

女性 イオンタウン館山 

女性 色々 

女性 館山店イオン 

女性 ブックオフ 

女性 中目黒 

女性 祖母の家 

男性 ヤングボウル館山店 

男性 イオン 

男性 みやざわ書店 

男性 友人の家 

男性 コンビニ 

男性 木更津イオン 

不明 イオン 

20歳代 女性 イオンタウン 

女性 イオンタウン 

女性 イオンタウン館山店 

女性 おどや 

女性 おどや館山海岸店 

女性 スーパーセンターおどや 

男性 友人宅 

男性 木更津、千葉方面 

男性 館山市、藤原運動公園 

男性 スーパー 

男性 イオンタウン館山 

男性 ツタヤ 

男性 おどや 

男性 登山（いよケ岳） 

男性 イオン館山店 

男性 仕事場 

男性 イオンタウン館山 

男性 市内、木更津 

男性 館山市内商業施設 

男性 オドヤ 

男性 イオンタウン館山 

男性 ハローワーク館山 

男性 スシロー館山店、おどやスーパーセンターなど 

不明 イオンで買物 

不明 はま寿司、イオンタウン館山 

不明 魚民 

30歳代 女性 館山市、木更津市、東京 

女性 カインズホーム、オドヤスーパーセンター、イオン 

女性 特に決まった目的地はない 

女性 会社 

女性 イオン、おどや 

女性 オワリヤ、オドヤ、ジャスコ 

女性 おどや海岸店 

女性 おわりや、マツキヨ、１００均 

女性 郵便局、銀行（ちば興業） 

女性 鴨川市内 

女性 県内外 

女性 おどや、おわりや、ヤックス 

女性 市内または市外 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 30歳代 女性 オドヤ海岸店 

女性 イオン館山店 

女性 主人をおくる、むかえ、船形 

女性 千葉銀行 

女性 おさかな倶楽部 

女性 スーパー、ドラッグストア 

男性 おどや、イオン等 

男性 セブンイレブン 

男性 イオン 

男性 イオン 

男性 スーパーおどや（スーパーセンター店） 

男性 スーパーおどや 

男性 尾張屋、館山マーケットプレイス店 

男性 尾張屋、ODOYA 

男性 海 

男性 館山市内 

男性 他県、千葉駅 

男性 尾張屋本店 

男性 イオンモール館山 

男性 イオンタウン館山 

男性 中里麺 

男性 イオン館山店 

男性 北条海岸 

男性 日用品の購入（カワチ） 

男性 おどやスーパーセンター館山店 

男性 マツモトキヨシ 

男性 フクダ電子アリーナ 

男性 二中武道場 

不明 イオン館山 

不明 食べ物を買いに行く 

不明 マツキヨ、イオン 

不明 千葉市のデパート 

40歳代 女性 フラワータウン、尾張屋 

女性 イオン館山店、館山駅 

女性 イオンモール 

女性 おどや、尾張屋、イオン 

女性 スーパーときわや 

女性 尾張屋 

女性 三芳 

女性 尾張屋、おどや 

女性 イオン館山等 

女性 イオン 

女性 スーパー尾張屋 

女性 イオン 

女性 尾張屋真倉店、イオン館山店、ウエルシア八幡店 

女性 イオン館山店、おどやスーパーセンター、カインズ 

女性 イオン、業務スーパー、おどや（南総文化ホール近く）、マクドナルド（おどや）、マツモト

キヨシ（真倉）、セブンイレブン（城山） 

女性 スーパーおどや、カインズホーム 

女性 尾張屋館山本店 

女性 スーパーおわりや本店 

女性 館山幼稚園、森のようちえん（大房岬） 

女性 イオン 

女性 ユニクロなど 

女性 尾張屋 

女性 尾張屋館山店、カインズホーム、イオン館山店 

女性 おどや海岸店、イオン 

女性 横浜 

女性 おわりや館山本店 

女性 おわりや 

女性 木更津市 

女性 原クリニック 

女性 温水プール、塾 

女性 おわりや、イオン、カワチ 

男性 イオン館山、おどやスーパーセンター 

男性 特にきまりなし 

男性 イオン、カインズ、市外 

男性 市内スーパーやホームセンター等 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 40歳代 男性 渚銀座 

男性 白浜町 

男性 スーパーセンターおどや 

男性 遊技場 

男性 市内スーパー 

男性 イオン、中パン 

男性 スーパーおどや 

男性 多方面 

男性 イオン 

男性 館山イオン 

男性 君津市、他 

男性 おどや海岸店 

男性 オドヤ館山海岸店かイオン館山店かカインズ館山店かコメリ館山店 

男性 イオン館山 

男性 スーパーおどや 

男性 海、ヤックス 

男性 スーパーときわや 

不明 館山港 

不明 館山ジャスコ、木更津ジャスコ 

不明 イオン館山 

不明 イオン 

50歳代 女性 スーパーおどや館山海岸店 

女性 イオン、カワチ 

女性 グラッチェ 

女性 尾張屋（マーケットプレイス店） 

女性 ココス 

女性 尾張屋 

女性 イオンタウン館山 

女性 イオンタウン館山 

女性 イオン 

女性 カワチ薬品館山店、尾張屋館山本店 

女性 おどや、おわりや 

女性 スーパー 

女性 イオン館山店 

女性 おどや海岸店、尾張屋 

女性 鈴木クリニック 

女性 マツキヨ 

女性 千葉銀行館山店、郵便局（館山局） 

女性 おどやイオン 

女性 イオン、おどや（海岸店、スーパーセンター） 

女性 佐々木歯科 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 本多医院 

女性 北条病院 

女性 千葉銀行館山支店、館山郵便局 

女性 おどや、尾張屋 

女性 千葉銀行 

女性 館山市内、スーパーおどや 

女性 亀田クリニック 

女性 イオン ショッピング 

男性 おどや 

男性 イオン 

男性 館山運動公園 

男性 安房高校 

男性 君津のジョイフル本田、木更津アウトレット 

男性 スーパーおどや館山店 

男性 木更津市、千葉市等 

男性 パチンコ、マラガ 

男性 東京都秋葉原 

男性 娘の自宅・那古 

男性 マラソン 

男性 千葉銀行館山支店 

男性 おどや海岸店 

男性 亀田ファミリークリニック 

不明 館山市北条、おどやスーパーセンター 

不明 スーパーおわりや、おどや、イオン 

不明 パワーコメリ 

不明 イオン館山、マツキヨ、しまむら 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 

 

50歳代 不明 館山駅付近 

60歳代 
 

女性 佐伯眼科 

女性 尾張屋館山本店 

女性 なの花ホール 

女性 スーパー尾張屋、おどや 

女性 郵便局 

女性 イオン館山 

女性 赤門 

女性 館山信用金庫本店、郵便局 

女性 ファミリークリニック 

女性 市内の親せきの家 

女性 イオン、尾張屋 

女性 和田歯科医院、亀田クリニック 

女性 亀田病院、鈴木医院 

女性 館山市内（畑） 

女性 安房地域医療センター 

女性 ココス 

女性 東京 

女性 スーパーおどや、スーパー尾張屋 

女性 市役所 

女性 亀田クリニック他 

女性 スーパーときわや店 

女性 スーパーおどや、おわりや 

女性 北条 

女性 ときわ屋（九重） 

女性 館山市 

女性 亀田病院、安房地域医療センター 

女性 スーパー尾張屋、スーパーオドヤ 

女性 施設に入居している 

女性 スーパーおわりや 

女性 館山信用金庫、千葉銀行南出張所 

女性 イオンタウン館山店 

女性 コミュニティセンター（ヨガサークル週一回）、藤原運動公園（ジム週一回） 

女性 はなの舞、波奈、お好み焼きあかね、ぼーのぼーの 

女性 スーパーおわりや、スーパーおどや 

女性 赤門内科外科 

女性 スーパー（おわりやさん） 

女性 （館山市正木）天野クリニック 

女性 尾張屋 

女性 スーパー（おどや）スーパーセンターｏｒ海岸店、イオン 

女性 南総ホール、菜の花ホール、新井集会所 

女性 館山信用金庫 

女性 コミュニティセンター 

女性 イオン 

女性 和田眼科 

男性 亀田クリニック 

男性 菜の花ホール、中央公民館 

男性 市内 

男性 鈴木内科クリニック、他 

男性 千葉銀行館山店 

男性 買い物（スーパー、カメラやさん） 

男性 市内、あいクリニック 

男性 イオン 

男性 セブンイレブン 

男性 スーパーマーケット（おどや、ときわや、他） 

男性 カインズ、海 

男性 コメリパワー館山 

男性 おどや北条店 

男性 おどや 

男性 仕事 

男性 習い事、館山駅 

男性 スーパーおどや 

男性 城山公園周辺、富津陸上競技場 

男性 同区内 

男性 千葉銀行、労勤 

男性 尾張屋真倉店 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 ＢＫ（ＡＴＭ） 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 60歳代 男性 尾張屋館山店 

男性 スーパー尾張屋、おどや 

男性 買物、パチンコ、カインズホーム、イオン 

男性 病院 

男性 コメリ、カインズホーム 

男性 館山病院、歯科 

男性 コミセン 

男性 市内スーパーおどや 

男性 畑（農作業） 

男性 スーパーマーケット（おどや海岸店） 

男性 市内各所 

男性 パチンコヒルトン 

男性 小戸屋スーパーセンター 

男性 船形、富浦、千倉、鴨川 

男性 館山循環器内科 

男性 市原市八幡公民館、茂原市市民センター 

男性 スーパーおどや 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 ＯＤＯＹＡ 

男性 市原市 

男性 イオン、館山病院 

男性 スーパーおわりや館山本店 

不明 友人宅 

不明 館山市役所、銀行 

不明 亀田ファミリークリニック 

不明 館山病院 

不明 入、出金で千葉興銀、ゆうちょ柏崎支店 

不明 スーパー 

70歳代 女性 整形外科、内科、歯科 

女性 ココス 

女性 館山病院、今井歯科医院、和田眼科 

女性 若潮ホール 

女性 オワリヤ店、おどや、イオン 

女性 館山病院、亀田病院 

女性 館山運動公園、市民プール 

女性 昼から買物にいきます。後は金融機関。 

女性 安房地域医療センター 

女性 中村ヤ 

女性 仕事、食材買物、カラオケ 

女性 スーパー尾張屋、おどや 

女性 赤門 

女性 レストラン 

女性 コミセン 

女性 カインズホーム 

女性 銀行、郵便局（国分支店） 

女性 安房地域医療センター、館山病院、亀田総合病院、林歯科等 

女性 安房地域医療センター 

女性 スーパーおどや 

女性 イオン、尾張屋 

女性 千葉銀行 

女性 サロン・ド・サノ（美容院） 

女性 尾張屋、バイパス、真倉 

女性 スーパー買物 

女性 おどや、渚の駅、個人商店、安房地域医療センター 

女性 おどやイオンスーパーセンターおわりや 

女性 亀ヶ原、畑 

女性 宮城コミュニティ 

女性 ストレッチ、三味線 

女性 車 

女性 コミュニティセンター、菜の花ホール、南総文化ホール 

女性 たてやま整形外科クリニック 

女性 スーパーおどや、ジャスコ 

女性 藤原運動公園 

女性 安房地域医療センター 

女性 社務所 

女性 城山公園又幼小駐車場（館山小学校） 

女性 鈴木医院 

女性 館山地区 
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館山地区 70歳代 女性 友人宅 

女性 鈴木内科クリニック 

女性 鴨川亀田クリニック 

女性 スーパーおどや、イオン館山店、君津中央病院、館山病院 

女性 亀田病院 

女性 図書館 

女性 尾張屋、舘病院など 

女性 今井歯科 

女性 菜の花ホール、三芳の喫茶店 

女性 スーパーおどや 

女性 友人宅等 

女性 京葉銀行館山支店 

女性 コミュニティーセンターカラオケ教室、市内お寺で写経、なの花ホール…詩吟 

女性 おばり屋本店で買物したり、城山方面に歩いて散歩 

女性 和田眼科、たてやま整形外科クリニック、たてやま循環器内科 

女性 郵便局（館山、国分） 

男性 コミュニティセンター 

男性 パチンコ店 

男性 南房総（白浜） 

男性 薬をもらいに行く 

男性 スーパーオドヤ、スーパーオワリヤ、ジャスコ 

男性 ホームセンター、カインズ 

男性 スーパーマーケット 

男性 雑貨店等 

男性 築港 

男性 イオン 

男性 パワーコメリ、カインズ 

男性 色々 

男性 各～スーパー 

男性 スーパー 

男性 イオン 

男性 スーパーセンターおどや他 

男性 亀田ファミリークリニック 

男性 ベリーフーズ（館山） 

男性 業務スーパー、北条尾張屋 

男性 （カモ川）亀田病院 

男性 房州ＣＣ 

男性 房州ＣＣ、館山ＣＣ、コミセン（社交ダンス） 

男性 船形小体育館及び千倉Ｂ．Ｇ 

男性 ゴルフ場、スーパーおどや海岸店 

男性 赤門、原クリニック 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 スーパーおどや 

男性 イオンタウン、カインズホーム、コメリ、おどや海岸店 

男性 館山桟橋－堤防（２）、桟橋（１）－海岸をシーサイドホテルの前 

男性 君津、木更津、鴨川 

男性 いろいろ 

男性 佐伯眼科、青柳クリニック 

男性 スーパーおどや、カワチ薬品、ヤックス 

男性 スーパーおわりやプレイス店、イオン館山店 

男性 医療センター 

男性 イオンタウン 

男性 尾張屋とおどや、カワチ 

男性 スーパー 

男性 佐々木歯科、白幡耳鼻科 

男性 スシロー館山店 

男性 パワー（コメリ）店 

男性 下真倉 

男性 亀田クリニック、たてやま循環器、佐伯眼科 

男性 スーパーおどや、尾張屋 

男性 佐々木歯科、館山駅、館山市役所 

男性 尾張屋、湊 

男性 太田整形外科医院（リハビリ） 

男性 道の駅めぐり 

男性 オワリヤ館山本店 

不明 館山病院、赤門整形外科、和田眼科、佐々木歯科 

不明 スーパーときわや、スーパーおどや 

不明 亀田クリニック 
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館山地区 70歳代 不明 おどや、おわりや 

不明 クラス会 

不明 ジャスコ、林歯科、和田眼科 

不明 イオン、おどや、尾張屋 

80歳以上 女性 区内 

女性 病院 

女性 月１回は光りの子学園で、ボランティアで手芸作品づくり、（１日）買物は市内のお店で、友

人とのおしゃべり会は市内の飲食店で 

女性 館山病院 

女性 西岬診療所 

女性 ９０才で腰と足が悪いため、外出しない 

女性 オドヤ海岸店 

女性 スーパー（真倉） 

女性 スーパー 

女性 眼科、歯医者 

女性 たてやま循環器内科・外科、和田眼科 

女性 香の墓 

女性 館山循環器内科外科 

女性 イオン 

女性 北条病院 

女性 千葉銀、郵便局 

女性 亀田総合病院 

女性 長女宅（館山市内）、次女宅（館山市内）、美容室（イオン） 

女性 眼科（佐伯） 

女性 太田整形外科 

女性 天野クリニック、佐々木歯科 

女性 鴨川市（亀田総合病院） 

女性 尾張屋 

女性 スーパーおわり屋 

女性 原診療所 

女性 スーパー 

女性 館山病院、天野クリニック 

女性 おどや、千葉銀 

女性 おどや海岸店、イオン 

女性 館山市南町（スーパーオドヤ）、館野（整形外科） 

女性 スーパーおどや館山店 

女性 色々 

女性 もちづき（化粧品店） 

男性 スーパー 

男性 定期的 

男性 尾張屋館山本店 

男性 館山市沼地区（西ノ浜地区） 

男性 イオン 

男性 市内鈴木クリニック、和田眼科 

男性 館山循環器内科、外科 

男性 イオン、尾張屋、マツキヨ、パワー 

男性 おどや、おわりや 

男性 コメリ、カインズホーム、館山病院 

男性 中央公園 

男性 近所、１日約３時間 

男性 星野メンタルクリニック 

男性 ホームセンター、スーパー 

男性 長須賀、安布里 

男性 スーパーイオン、ケーズデンキ、ユニクロ、眼鏡市場 

男性 スーパー尾張屋 

男性 館山病院 

男性 家族次第 

男性 スーパーおどや 

男性 スーパーマーケット、イオン館山店 

男性 千葉銀行館山店 

男性 デイサービス、通院 

男性 イオン館山店、おどや北条店、コメリパワー館山店など 

男性 認知症カフェつむぎ 

男性 老人福祉センター、公民館 

不明 コミセン 

不明 安房地域医療センター、館山整形外科クリニック 

不明 買物、海岸おどや、趣味卓球（日）西岬体育館、（水）（木）コミセン 

不明 食事 
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館山地区 80歳以上 不明 スーパーおどや、尾張屋、書道、社交ダンス等 

不明 スーパー尾張屋 

不明 独居老人の見回り 

不明 通院のみ 

不明 市内 医療 

不明 女性 スーパー（イオン）、銀行（ちばぎん） 

男性 北条病院、亀田病院 

西岬地区 10歳代 女性 東京都 

女性 イオン 

20歳代 女性 ティエヌ館山 

女性 ダイソー、しまむら、おどや（スーパーセンター） 

40歳代 女性 館山駅 

女性 コンビニエンスストア（ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン）、マツキヨ、ヤック

ス 

女性 銀行、郵便局等々 

女性 パート先へ通勤 

女性 館山信用金庫、京葉銀行 

女性 おどや、尾張屋等 

男性 コンビニエンスストアなど 

男性 グループホーム美しの里 

男性 館山市内の高校 

不明 三芳 

50歳代 女性 職場 

女性 イオン、スーパーおどや、尾張屋 

女性 東京 

女性 イオン 

女性 おどや大神宮店 

女性 尾張屋館山本店 

女性 イオン 

女性 仕事 

女性 市内スーパーマーケット（イオン）、スーパー（おどや） 

男性 イオン 

男性 カワチ、おどや、カインズ 

男性 おどや 

男性 亀田総合病院、赤門整形外科内科 

男性 市役所 

不明 中学校、小学校、高等学校 

60歳代 女性 館山市内イオン 

女性 おどや大神宮店 

女性 館山市内の食事所 

女性 コミュニティセンター 

女性 西岬診療所 

女性 ゆうあいクリニック、佐伯眼科、観音寺歯科、赤門整形外科 

女性 尾張屋、カインズ、スーパーおどや 

女性 郵便局、千葉銀行、市役所、ガスト、ココスｅｔｃ 

女性 スーパー 

女性 亀田ファミリークリニック 

女性 イオン、スーパー 

女性 亀田クリニック 

男性 わだ眼科、西岬診療所 

男性 スーパーおどや 

男性 腹クリニック 

男性 館山市内、スーパー等 

男性 京葉銀行 

男性 スーパーおどや 

男性 イオンモール 

男性 スーパーおどや、スーパー尾張屋 

男性 イオン 

不明 安房地域医療センター 

不明 東京 

不明 原クリニック 

70歳代 女性 スーパーおどや北条店 

女性 赤門整形外科 

女性 イオン（ジャスコ） 

女性 高等学校～白浜 

女性 千葉銀行、郵便局（西岬、市内） 

女性 おどや海岸店 

女性 お茶（友達と昼食かねてカフェ） 
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西岬地区 70歳代 女性 亀田クリニック、赤門整形外科、内科 

女性 西岬診療所 

女性 たてやま整形外科クリニック、原クリニック 

女性 眼科、内科 

女性 イオン 

男性 イオン、スーパーおどや、ドラッグストア、金融機関 

男性 スシロー館山店 

男性 パワー、スーパーおどや、東京 

男性 オドヤ、イオン、渚の駅、ときわや 

男性 スーパー（尾張や、オドヤ） 

男性 平砂浦海岸 

男性 コミセン 

男性 ジャスコ、原クリニック（南房総市）、医療センター 

男性 セントラルスポーツ 

男性 ゴルフ場 

男性 観音寺歯科 

不明 館山市内、スーパー小戸屋、パワーコメリ 

不明 千葉銀行等 

80歳以上 女性 信用金庫、銀行 

女性 千葉銀行館山支店 

女性 藤原接骨院、佐伯眼科医 

女性 館山整形外科クリニック、眼科和田 

女性 館山方面 

女性 スーパー 

女性 スーパーオドヤ館山店 

男性 館山病院、赤門整形、ジャスコ 

男性 赤門病院、和田眼科 

男性 カインズ、イオン、コメリ、ヤマダデンキ、ＫＳデンキ 

男性 青柳内科、原クリニック 

男性 ゴルフ場 

男性 館山病院、地域医療センター、和田眼科 

男性 オワリヤ 

神戸地区 10歳代 女性 イオンタウン館山 

男性 おわりや、イオン、スーパーセンターおどや 

20歳代 男性 赤門整形外科内科 

30歳代 女性 スーパーおどや大神宮店、イオン館山 

女性 スーパー（尾張屋本店）、イオン館山、おどや大神宮店 

男性 スキップ、ダイナム 

男性 イオン 

40歳代 女性 イオン 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 ドラッグストア、コンビニ 

女性 尾張屋 

女性 おどや大神宮店 

男性 畑・田の仕事 

男性 スーパー他 

男性 尾張屋本店 

男性 イオン、尾張屋、おどや 

男性 コンビニ 

男性 イオンタウン館山、ウエルシア館山 

男性 各学校（館山総合高校、房南小学校） 

50歳代 女性 近所の畑や田んぼ 

女性 館山信用金庫、千葉銀行 

女性 パワーコメリ 

女性 イオン 

女性 スーパー尾張屋、スーパーおどや 

女性 イオン 

男性 スーパーおどや 

男性 イオン 

男性 スーパーおどや 

男性 スーパーセンターオドヤ、オワリヤ 

男性 ジャスコ 

男性 スーパーおどや、館山病院 

60歳代 女性 和穎医院 

女性 平野眼科、亀田病院（鴨川） 

女性 友達のところ（九重） 

女性 コミュニティセンター 

女性 鴨川、木更津 
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神戸地区 60歳代 

 

女性 イオン 

女性 スーパーおどや 

女性 友人の買い物、館山オワリヤ、スーパーセンター、コメリ 

女性 館山駅 

女性 眼科 

女性 イオン館山店 

女性 セントラルスポーツ 

女性 イオン、オドヤ 

女性 スシロー 

男性 スーパーおどや 

男性 ＪＡ 

男性 生涯大学校 

男性 おどやスーパーセンター 

男性 スーパーおどや館山海岸店 

男性 スーパー尾張屋等 

男性 スーパーおどや、セブンイレブン 

男性 千葉銀行館山支店 

男性 市内郵便局 

男性 神戸農協 

男性 海岸 

男性 釣り、ゴルフ 

不明 安房地域医療センター 

不明 南総文化ホール 

70歳代 女性 イオン、小戸や 

女性 波奈、カツ丼波奈、スシロー 

女性 安房地域医療センター 

女性 やまと鮨、芳喜楼、波奈、バニナチュラルズ 

女性 三越、イオン 

女性 尾張屋館山本店 

女性 おどや、コメリ 

女性 和田眼科医院 

女性 館山市内、スーパー通院（安房地域医療センター、館山亀田医療センター） 

女性 オワリヤ、コメリ 

女性 イオン 

女性 （スーパーの食品）おどやスーパー、おわりや、コメリ等 

女性 君津市、織物教室 

男性 医療センター、佐伯眼科、佐々木歯科 

男性 ドライブ 

男性 ＥＯＮ、カインズ、スーパ尾張や、市役所、亀田クリニック、南総ホール、スーパー常盤や、

ひなの里、白浜、千倉エリア 

男性 アイクリニック、亀田ファミリークリニック 

男性 神戸郵便局、又は、ＪＡ神戸 

男性 千葉銀行館山支店 

男性 八 

男性 白浜海岸 

男性 コメリ大神宮店 

男性 青柳医院 

不明 たてやま整形、佐々木歯科 

80歳以上 女性 千葉銀行 

女性 コメリ、スーパーおどや 

女性 北条病院、館山中央外科 

女性 西岬医院 

女性 館山市内 

女性 安房地域医療センター 

女性 館山市犬石 

男性 スーパー（複数）、催物のある場所 

男性 館山市内のスーパー 

男性 医療センター、スーパーセンター 

男性 スーパーおどや館山店 

男性 佐伯医院眼科 

男性 畑 

男性 医院 

男性 コメリ大神宮店、オドヤ 

男性 館山郵便局、三井住友銀行 

男性 青柳クリニック 

富崎地区 10歳代 女性 イオンタウン館山 

男性 館山市内友人宅、イオン、その他 

20歳代 女性 イオンタウン館山 
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富崎地区 40歳代 女性 木更津イオン 

男性 イオン 

50歳代 女性 イオン 

女性 おどや 

女性 スーパーおどや、大神宮店かスーパーセンター 

男性 コメリスーパーセンター 

60歳代 女性 イオン、スーパーおどや、パワーコメリ 

女性 ゆうちょ銀行 

女性 スーパーおどや大神宮店 

女性 亀田クリニック、佐伯眼科、医療センター 

女性 イオン館山店 

女性 マーレ動物病院 

男性 スーパーおわり屋、かわち 

男性 眼科医 

男性 おどや本神宮店 

男性 友人宅 

男性 おどや、ジャスコ、ウエルシア等 

男性 イオン 

70歳代 女性 天野クリニック 

女性 館山（目医者） 

女性 スーパー尾張屋 

男性 白浜中央病院 

男性 館山図書館（本を借りる） 

男性 仕事 

80歳以上 女性 地区公民館 

女性 館山市内 

女性 小林病院、オドヤ各店 

女性 スーパーおどや、イオン 

男性 館山市内 

男性 館山市内 

不明 白浜和頴医院 

豊房神余地区 10歳代 女性 友達と遊ぶ、塾 

女性 イオン 

女性 林歯科 

20歳代 女性 スーパー館山店 

男性 様々 

40歳代 女性 尾張屋、イオン 

女性 尾張屋、イオン 

女性 スーパー尾張屋本店、パワーコメリ館山店、イオンタウン館山店、スーパーセンターおどや 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 コメリ、マツモトキヨシ、セブンイレブン 

女性 スーパーおわりや、おどや、マツモトキヨシ 

女性 スーパーおどや 

男性 セブンイレブン真倉店 

男性 パワーコメリ 

男性 オン館山店 

男性 館山市図書館 

男性 おどやスーパーセンター、おどや白浜店、セブンイレブン真倉店、セブンイレブン白浜店、
コメリ 

男性 おどや 

不明 イオン 

50歳代 女性 あいクリニック 

女性 イオン館山店 

女性 スーパー尾張屋 

女性 尾張屋、スーパーおどや等 

女性 おわりや 

女性 スーパーおどやかイオンか尾張屋 

男性 おどやスーパーセンター 

男性 イオン 

男性 図書館 

男性 イオン館山店 

不明 パワーコメリ 

不明 イオン 

60歳代 女性 公民館 

女性 尾張屋 

女性 館山病院 

女性 スーパーおどや（スーパーセンター）、亀田総合病院 

女性 市内北条 
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地区 年代 性別 内容 

豊房神余地区 60歳代 女性 亀田クリニック 

女性 亀田クリニック 

女性 仕事 

女性 セブンイレブン白浜店 

女性 おわりや、おどや 

女性 スーパーおどや 

男性 仕事、買物 

男性 館山病院、館山市役所 

男性 山と海 

男性 赤門病院 

男性 名称無し 

男性 ジャスコ、スーパー尾張屋、おどや、千葉銀行、館信 

男性 スーパー 

男性 イオン、カインズ、コメリ、おどや北条店、尾張屋館山本店、セブンイレブン真倉店 

男性 下真倉（コメリ） 

男性 安房地域医療センター 

男性 近くのスーパー及び大量販店 

不明 農協、郵便局 

不明 千葉銀行館山支店、京葉銀行館山支店 

70歳代 女性 館山病院、亀田医院 

女性 スーパー尾張屋館山店 

女性 館山整形、スーパー、金 

女性 館山市役所、郵便局 

女性 尾張屋、おどや 

女性 白浜地域センター 

女性 原クリニック 

女性 館山病院 

女性 サンモア 

女性 千葉市（土田クリニック） 

女性 スーパー、友人と会う 

女性 千倉 

男性 君津の湯 

男性 通院（正木－天野医院） 

男性 パチンコ、マージャン 

男性 鈴木内科クリニック 

男性 藤原ゴルフが多い 

男性 九重鈴木医院、佐伯眼科、佐々木皮膚科、つじクリニック 

男性 太田整形外科 

男性 白浜、詩吟教室 

男性 北条病院 

男性 安房地域医療センター、亀田病院 

男性 アイクリニック 

男性 足及び手首の痛み。館山整形外科クリニック 

不明 （株）緑川 

80歳以上 女性 館山市内不定 

女性 下町、北条スーパーおどや 

男性 亀田ファミリークリニック 

男性 つじ泌尿器科クリニック、北条病院 

男性 館山病院、スーパー尾張屋、市役所 

男性 亀田クリニック 

不明 スーパーおどや本店 

館野地区 10歳代 女性 北条海岸 

女性 イオン 

女性 セブン、ローソン 

男性 ときわや 

男性 イオン 

男性 イオンタウン 

20歳代 女性 スーパーセンターおどや 

女性 おどや、イオン、コンビニ 

30歳代 女性 館山ファミリークリニック 

女性 館野小学校 

女性 スーパーおわりや 

女性 イオンタウン 

男性 尾張屋、おどや 

男性 イオンモール館山 

男性 カインズホーム館山店 

不明 東京 

40歳代 女性 イオン 
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地区 年代 性別 内容 

館野地区 40歳代 女性 東京都内 

女性 夫・子ども送迎 

女性 木更津市、君津市、鴨川市のスーパーや商店 

男性 郵便局館山本店 

男性 大房岬、城山公園 

50歳代 女性 コメリ 

女性 おどや、ジャスコ 

女性 スーパーおどや 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 スーパーおどや 

女性 おどやスーパーセンター 

女性 スーパーおどや 

女性 病院 

女性 スーパーおどや九重店 

女性 スーパーおどや 

女性 館山郵便局、京葉銀行 

男性 館山カントリークラブ、房州カントリークラブ 

男性 おどや 

男性 スーパーおどや 

男性 色々 

男性 中原病院（和田町） 

不明 山本 ローソン 

60歳代 女性 上真倉 

女性 ドラッグストアセックス 

女性 鴨川大宮公民館、花見（佐久間ダム、濃溝の滝、久里浜花の国など） 

女性 安布里 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 船形でパート勤務 

女性 銀行 

女性 市内飲食店全て 

女性 安房地域医療センター、亀田総合病院 

女性 ときわや、おどやスーパーセンター、尾張屋、イオン 

女性 館山市内 

女性 北条病院内にての生け花 

女性 スーパーセンターおどや 

女性 館山信用金庫本店 

男性 イオン 

男性 コンビニ 

男性 コミセン、知人宅 

男性 木更津イオンモール 

男性 スーパー 

男性 北条市内 

70歳代 女性 信用金庫東支店 

女性 何回も同じ事を調べるな。 

女性 ガスト、ココス、イオン 

女性 そば屋 

女性 青柳内科クリニック 

女性 お友達とカラオケ 

女性 たてやま循環器内科、外科 

女性 カラオケ店、スタジオ１９、彩音 

女性 スーパーおどや、ときわや、ケースデー、コメリ、カインズ 

女性 友達との遊び 

女性 九重鈴木病院、亀田ファミリークリニック 

女性 ダイナム 

女性 安房医（３ケ月１回）、スーパーカワチ 

女性 亀田医院 

男性 スーパーおどや（九重店） 

男性 千葉方面（千葉、船橋） 

男性 東京都、木更津方面 

男性 コミセン 

男性 館山市内（佐々木歯科）、鴨川市内（亀田病院） 

男性 飲み会 

男性 医療センター 

男性 安房地域医療センター 

男性 おどや 

不明 「ＪＡグリーン」「コメリ」その他、田畑 

不明 小戸や、尾張屋 

不明 青柳内科 
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地区 年代 性別 内容 

館野地区 70歳代 不明 バイパス、尾張屋、カインズ、バイパスヤックス 

不明 スーパー他 

不明 おどや、尾張屋、カワチ、イオン 

不明 いろいろ 

80歳以上 女性 病院、歯科、スーパーおどや本店 

女性 赤門医院 

女性 スーパーおどや 

女性 医療センター、スーパー 

女性 地区内 

女性 銀行 

女性 スーパー 

男性 スーパーおどや 

男性 ホームセンター 

男性 おどや、ときわや 

男性 公民館、図書館、コメリ、カインズ 

不明 ＪＡ、信金 

不明 スーパー（おどや、尾張屋） 

九重地区 10歳代 男性 イオン館山店 

20歳代 女性 イオン 

不明 いろいろ 

30歳代 女性 ローソン 

男性 イオン館山店 

男性 イオン館山店 

40歳代 女性 スーパーときわや、ヤックス等 

女性 おどや九重店、ときわや 

女性 八幡地区にある学習塾 

女性 スーパー（尾張屋）本店 

男性 イオン、おどや 

男性 不定 

50歳代 女性 イオン館山店 

女性 スーパーおどや、ときわや、尾張屋 

女性 ココス 

女性 おどやスーパーセンター、しまむら、イオン他、病院 

男性 スーパー尾張屋 

男性 スーパーおどや九重店 

男性 イオンタウン館山 

男性 おどや九重店 

男性 市内スーパー 

男性 市内 

不明 ときわや 

60歳代 女性 イオン 

女性 コミセン、丸山公民館、他 

女性 館山ＨＰ 

女性 スーパーおどや、イオン、おわりや 

女性 スーパーときわや 

女性 サークル、白浜コミュニティセンター 

女性 市内 

女性 カーブス 

女性 たてやま整形外科クリニック 

女性 その時々で 

女性 イオン 

女性 清川整形、安房地域医療センター、亀田クリニック 

男性 ダイナム館山店、スーパーときわや 

男性 イオン館山店 

男性 スーパーときわや 

男性 スーパーときわや、八幡イオン 

男性 九重鈴木医院 

男性 大型スーパー、ホームセンター 

男性 家に近い所 

男性 おどや九重店、ときわや 

70歳代 女性 北条小・館山総合高校へ通学 

女性 九重地区、鴨川、ときわや、亀田病院 

女性 スーパー、銀行、医療センター 

女性 すき家、台所家、ラーメンたつみ、福喜庵、かつ波奈、福源、住吉飯店、東貴、一粒の麦 

女性 コミセン、４号館、南総ホール 

女性 九重安東、ときわやスーパー 

男性 千葉市内 

男性 鈴木医院 
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地区 年代 性別 内容 

九重地区 70歳代 男性 太田整形外科医院 

男性 安房地域医療センター 

男性 体の色々な部分で故障しているところが多いので何とも言えない。 

男性 イオン 

男性 たてやま循環器内科、外科 

男性 イオンタウン、カインズ 

男性 関東一円 

80歳以上 女性 スーパーときわや 

女性 ときわや、おどや、書道教室 

女性 コミュニティセンター、眼科医、整形外科。週に４日の時も多い。 

女性 若潮ホール、鋸南町中央公民館 

女性 医者 

男性 九重鈴木医院 

男性 館山市内、千葉銀行 

不明 スーパーときわや 

不明 スーパートキワヤ 

不明 女性 九重鈴木医院 

不明 30歳代 男性 北条等 

男性 館山市内 

50歳代 女性 中村パン、オワリヤ 

60歳代 女性 自宅近くの職場 

女性 佐々木歯科、たてやま循環器内科・外科、和田眼科 

男性 おどや 

男性 スーパー 

男性 スーパー 

不明 安房地域医療センター 

70歳代 男性 鴨川・亀田病院 

男性 尾張屋、オドヤ 

男性 館山港、船形港、三崎 

不明 スーパーおどや 

80歳以上 女性 教会（日曜礼拝）、土は合唱 

男性 ジャスコ、カインズホーム 

男性 スーパーおどや、コメリ館山店 

不明 不明 おどや 

不明 千葉駅 

不明 市内スーパー 

不明 イオン 

 

問２（８）もっとも頻度の多い外出目的 

 

  

9.5%

6.9%

9.5%

9.0%

6.8%

9.1%

4.7%

5.4%

9.4%

5.0%

11.1%

8.4%

13.9%

15.2%

17.3%

19.6%

15.4%

15.9%

16.3%

22.3%

16.5%

23.8%

22.2%

17.8%

32.3%

38.7%

34.4%

33.4%

31.6%

31.1%

27.9%

23.2%

37.0%

35.0%

33.3%

33.5%

15.8%

16.6%

14.9%

15.7%

14.5%

18.2%

25.6%

16.1%

15.0%

12.5%

18.5%

15.8%

13.9%

12.9%

10.9%

12.8%

20.5%

14.4%

14.0%

17.0%

11.0%

11.3%

3.7%

12.9%

3.2%

3.7%

4.0%

3.2%

1.7%

1.5%

5.4%

6.3%

3.2%

3.6%

3.7%

10.1%

4.6%

7.4%

5.3%

8.5%

9.8%

11.6%

7.1%

10.2%

5.0%

7.4%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

週に５日以上 週に３～４日 週に１～２日 月に２～３日 月に１回程度 年に数回程度 その他 無回答
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問２（９）もっとも頻度の多い外出目的 

 

 

問２（１０）もっとも頻度の多い外出目的 

 

 

問３（１０）普段、外出する時に交通手段がなくて困ることがありますか。 
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豊房神余地区（N=112）
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九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

平日 土日祝日 毎日 特定の曜日 無回答
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館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）
徒歩 自転車 バイク・原付 自家用車を自分で運転
家族による送迎 介護サービス 高速バス 路線バス
鉄道 タクシー その他 無回答
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船形地区（N=158）
那古地区（N=217）
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館山地区（N=586）
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富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）
館野地区（N=127）
九重地区（N=80）

不明（N=27）
市合計（N=2096）

自分で自家用車やバイク、自転車を運転できるため、困ることはない
家族や知人が送迎してくれるため、不便なときはあるが困ることはない
主にタクシーを利用するが、待ち時間や運賃等で困ることがある
バス停や駅まで歩いていき、路線バスや鉄道を利用することはできるが、便数、運賃等で困ることがある
自力での外出が困難であり、困っている
無回答
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問３で「3」、「4」に○を付けた方にお聞きします。 

問４（１）どのような目的で外出する時に困ることが多いですか。 

 

 

地区別 

  

  

  

  

  

7.2%

5.3%

33.7%

47.1%

8.2%

5.3%

4.3%

19.2%

7.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

市合計（N=208）

8.3%

12.5%

33.3%

50.0%

0.0%

8.3%

4.2%

16.7%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

船形地区（N=24）

0.0%

0.0%

25.0%

41.7%

16.7%

8.3%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

那古地区（N=12）

12.2%

2.0%

20.4%

49.0%

4.1%

6.1%

4.1%

24.5%

16.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

北条地区（N=49）

4.8%

6.5%

46.8%

43.5%

11.3%

0.0%

3.2%

22.6%

6.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

館山地区（N=62）

0.0%

0.0%

33.3%

58.3%

0.0%

16.7%

0.0%

8.3%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

西岬地区（N=12）

7.1%

14.3%

50.0%

64.3%

7.1%

0.0%

7.1%

14.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

神戸地区（N=14）

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

33.3%

0.0%

16.7%

33.3%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

富崎地区（N=6）

18.2%

9.1%

36.4%

45.5%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

豊房神余地区（N=11）

14.3%

0.0%

42.9%

42.9%

14.3%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

館野地区（N=7）

0.0%

0.0%

12.5%

62.5%

0.0%

0.0%

12.5%

12.5%

12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

通勤

通学

買物

通院

食事・飲み会

公共施設利用

金融機関利用

遊び・趣味・習い事等

その他

九重地区（N=8）
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問４（２）困る時には、どのようにされていますか。 

 

 

地区別 

  

  

  

  

  

 

37.0%

48.6%

21.6%

1.4%

15.4%

10.6%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

市合計（N=208）

29.2%

66.7%

25.0%

4.2%

8.3%

12.5%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

船形地区（N=24）

25.0%

50.0%

16.7%

0.0%

25.0%

8.3%

8.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

那古地区（N=12）

38.8%

36.7%

24.5%

0.0%

18.4%

4.1%

4.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

北条地区（N=49）

48.4%

41.9%

21.0%

1.6%

22.6%

11.3%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

館山地区（N=62）

25.0%

58.3%

33.3%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

西岬地区（N=12）

35.7%

64.3%

14.3%

7.1%

0.0%

28.6%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

神戸地区（N=14）

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

富崎地区（N=6）

36.4%

45.5%

9.1%

0.0%

18.2%

9.1%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

豊房神余地区（N=11）

28.6%

42.9%

0.0%

0.0%

14.3%

28.6%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

館野地区（N=7）

0.0%

75.0%

12.5%

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

不便なときもあるが、タクシーを利用する

不便だが、やむを得ず路線バスや鉄道を利用する

家族・友人などに送迎してもらう

介護サービスを利用する

徒歩または自転車で移動する

外出するのをあきらめる

その他

九重地区（N=8）
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問５ 自動車運転免許をお持ちの方にお聞きします。 

（１）運転について、どのようにお考えかお答えください。 

 

問５（２）何歳まで運転を続けたいと思われますか。 

 

 

問５（３）運転免許の返納について、将来的にどのようにお考えかお答えください。 

 

 

87.1%

86.5%

80.5%

88.3%

90.4%

82.7%

81.5%

87.2%

85.0%

86.6%

63.2%

85.2%

3.0%

8.2%

10.9%

5.2%

8.5%

12.5%

11.1%

5.8%

4.0%

7.5%

15.8%

7.7%

5.0%

2.3%

4.2%

3.6%

1.9%

3.7%

3.5%

3.0%

1.5%

3.2%

2.0%

2.3%

1.9%

1.4%

3.7%

2.3%

4.0%

3.0%

10.5%

1.9%

2.5%

4.0%

10.5%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=101）

那古地区（N=171）

北条地区（N=359）

館山地区（N=420）

西岬地区（N=94）

神戸地区（N=104）

富崎地区（N=27）

豊房神余地区（N=86）

館野地区（N=100）

九重地区（N=67）

不明（N=19）

市合計（N=1548）
運転は苦にならない
運転に苦痛・不安を感じ始めているので、できれば控えたいが、他に代わる交通手段がないので運転を続けている
すでに自分で運転することを控えている
その他
無回答

6.9%

2.9%

3.9%

3.8%

3.8%

3.7%

3.5%

2.0%

3.4%

11.9%

10.5%

12.5%

11.4%

5.3%

3.8%

11.1%

4.7%

9.0%

6.0%

9.8%

26.7%

22.2%

25.3%

22.6%

17.0%

17.3%

25.9%

11.6%

18.0%

9.0%

36.8%

21.5%

24.8%

25.7%

27.3%

22.6%

26.6%

30.8%

25.9%

29.1%

26.0%

49.3%

15.8%

26.7%

14.9%

26.9%

17.0%

21.7%

28.7%

25.0%

22.2%

30.2%

25.0%

14.9%

10.5%

21.6%

10.9%

9.9%

8.1%

16.2%

20.2%

17.3%

11.1%

19.8%

15.0%

14.9%

26.3%

13.7%

4.0%

1.8%

5.8%

1.7%

2.1%

1.9%

1.2%

5.0%

6.0%

10.5%

3.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=101）

那古地区（N=171）

北条地区（N=359）

館山地区（N=420）

西岬地区（N=94）

神戸地区（N=104）

富崎地区（N=27）

豊房神余地区（N=86）

館野地区（N=100）

九重地区（N=67）

不明（N=19）

市合計（N=1548）

65歳未満 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答

43.6%

39.2%

43.2%

39.5%

39.4%

35.6%

59.3%

36.0%

39.0%

40.3%

21.1%

40.2%

24.8%

22.2%

24.0%

23.3%

23.4%

18.3%

7.4%

17.4%

22.0%

32.8%

31.6%

22.9%

26.7%

36.3%

27.3%

33.6%

34.0%

43.3%

33.3%

44.2%

33.0%

19.4%

36.8%

32.6%

5.0%

2.3%

5.6%

3.6%

3.2%

2.9%

2.3%

6.0%

7.5%

10.5%

4.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=101）

那古地区（N=171）

北条地区（N=359）

館山地区（N=420）

西岬地区（N=94）

神戸地区（N=104）

富崎地区（N=27）

豊房神余地区（N=86）

館野地区（N=100）

九重地区（N=67）

不明（N=19）

市合計（N=1548）

免許を返納してもよい 免許返納を検討している 免許を返納するつもりはない 無回答
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問６ 過去 10年の間に本市へ転入してきた方のみにお聞きします。 

（問 1(10)で「1.転入してきた」と回答された方） 

（１）転入前の居住地 

 

問６（２）本市に転入を決めた理由 

 

 

地区別 

  

  

32%

52%

33%

32%

19%

22%

100%

35%

25%

36%

42%

34%

58%

48%

61%

61%

75%

72%

65%

67%

64%

50%

61%

11%

5%

7%

6%

6%

8%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

船形地区（N=19）

那古地区（N=31）

北条地区（N=57）

館山地区（N=101）

西岬地区（N=16）

神戸地区（N=18）

富崎地区（N=2）

豊房神余地区（N=17）

館野地区（N=12）

九重地区（N=11）

不明（N=12）

市合計（N=296）

千葉県内 県外 無回答

5.1%

6.1%

3.0%

1.4%

22.6%

0.7%

7.1%

17.2%

13.2%

4.1%

7.1%

6.1%

24.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

市合計（N=296）

5.3%

0.0%

5.3%

5.3%

10.5%

0.0%

10.5%

10.5%

15.8%

5.3%

5.3%

0.0%

26.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

船形地区（N=19）

3.2%

6.5%

0.0%

0.0%

32.3%

0.0%

9.7%

25.8%

6.5%

3.2%

3.2%

3.2%

22.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

那古地区（N=31）

3.5%

5.3%

3.5%

0.0%

17.5%

1.8%

10.5%

22.8%

14.0%

5.3%

10.5%

7.0%

24.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

北条地区（N=57）

9.9%

10.9%

3.0%

0.0%

19.8%

1.0%

5.9%

13.9%

12.9%

4.0%

6.9%

8.9%

15.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

館山地区（N=101）
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問６（３）今後転出する可能性 

 

問６（４） （３）で「1．転出する可能性が大いにある 2．転出する可能性がある程度ある」と回答

された方にお聞きします。転出を考える理由は何ですか。 

 

0.0%

0.0%

0.0%

18.8%

43.8%

0.0%

0.0%

6.3%

6.3%

0.0%

0.0%

12.5%

50.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

西岬地区（N=16）

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

27.8%

0.0%

0.0%

11.1%

11.1%

0.0%

5.6%

5.6%

44.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

神戸地区（N=18）

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

富崎地区（N=2）

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

29.4%

0.0%

11.8%

23.5%

0.0%

5.9%

17.6%

0.0%

29.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

豊房神余地区（N=17）

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

41.7%

8.3%

16.7%

0.0%

33.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

館野地区（N=12）

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

27.3%

0.0%

0.0%

54.5%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

就職

転勤

転職

企業・就業

退職

入学・進学

結婚・離婚

住宅の事情(新築、借家への移転)

親や子との同居・近居

家族・親族の介護

家族の移動に伴って移動

健康上の理由（療養等）

その他

九重地区（N=11）

21.1%

9.7%

15.8%

17.8%

11.1%

16.7%

9.1%

8.3%

13.5%

5.3%

6.5%

8.8%

15.8%

18.8%

5.6%

5.9%

8.3%

18.2%

8.3%

11.1%

15.8%

16.1%

15.8%

21.8%

25.0%

27.8%

29.4%

33.3%

27.3%

25.0%

21.3%

42.1%

41.9%

33.3%

24.8%

31.3%

38.9%

50.0%

35.3%

33.3%

27.3%

25.0%

31.8%

5.3%

22.6%

21.1%

13.9%

18.8%

11.1%

50.0%

23.5%

8.3%

18.2%

25.0%

16.9%

10.5%

3.2%

5.3%

5.0%

6.3%

5.6%

5.9%

8.3%

5.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=19）
那古地区（N=31）
北条地区（N=57）

館山地区（N=101）
西岬地区（N=16）
神戸地区（N=18）
富崎地区（N=2）

豊房神余地区（N=17）
館野地区（N=12）
九重地区（N=11）

不明（N=12）
市合計（N=296）

転出する可能性が大いにある 転出する可能性がある程度ある 転出する可能性はあまりない

転出する可能性は全くない わからない その他

無回答

20%
60%

29%
50%

33%

36%

20%

6%

33%

5%

20%

33%

3%

9%
100%
33%

10%

14%
3%

100%

5%

20%

21%
6%

50%
10%

40%
20%

36%
21%

33%

100%
33%

50%
29%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

船形地区（N=5）
那古地区（N=5）
北条地区（N=14）
館山地区（N=34）
西岬地区（N=3）
神戸地区（N=3）
富崎地区（N=0）

豊房神余地区（N=1）
館野地区（N=3）
九重地区（N=3）

不明（N=2）
市合計（N=73）

転勤・仕事上の都合 地元（実家）に帰る・帰りたいから
一時的な居住のため（産休や休学など） 公共交通が不便だから
商業施設が近所になく不便だから 他に住みたい場所があるから
親の介護や家族の事情 いろいろな所に住みたいから（移住志向）
その他 無回答
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問７ あなたは、どのくらいの頻度で鉄道を利用されますか。 

 

 

問８ 普段利用される乗車駅はどちらですか。 

 

 

問９ 鉄道を利用する際の目的地（降車駅） 

 

地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

船形地区 10歳代 男性 君津 船形地区 50歳代 男性 代々木 

男性 館山 男性 那古船形 

男性 鴨川 男性 新小岩 

男性 青柳 60歳代 女性 稲毛 

男性 館山 女性 館山、千葉 

20歳代 女性 君津 女性 千葉 

女性 千葉 女性 東京 

女性 千葉 女性 鴨川 

30歳代 女性 館山 女性 日暮里 

男性 千葉 男性 飯田橋 

40歳代 女性 千葉 男性 木更津 

女性 千葉 男性 千葉 

男性 千葉 男性 東京 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 三島 男性 東京 

50歳代 女性 東京 70歳代 女性 館山 

女性 館山 女性 東京 

女性 東京 女性 館山 

男性 館山 女性 館山 

3.2%

2.6%

4.7%

5.1%

3.0%

3.7%

6.3%

3.2%

3.6%

1.4%

6.8%

3.0%

2.3%

2.7%

2.4%

1.3%

7.4%

3.1%

24.7%

24.0%

30.8%

29.4%

22.2%

29.5%

16.3%

23.2%

33.1%

33.8%

25.9%

28.1%

49.4%

59.9%

50.9%

53.8%

59.0%

59.8%

62.8%

63.4%

50.4%

52.5%

59.3%

54.6%

9.5%

7.4%

7.0%

7.5%

7.7%

3.8%

9.3%

5.4%

8.7%

7.5%

3.7%

7.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

週に5日以上 週に3～4日 週に1～2日 月に2～3日 月に1回程度

年に数回程度 鉄道は利用しない その他 無回答

4%

45%

78%

76%

77%

87%

69%

78%

75%

21%

73%

66%

69%

32%

9%

8%

66%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

21%

19%

21%

21%

11%

31%

22%

16%

13%

27%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

船形地区（N=80）

那古地区（N=87）

北条地区（N=244）

館山地区（N=271）

西岬地区（N=48）

神戸地区（N=53）

富崎地区（N=16）

豊房神余地区（N=41）

館野地区（N=63）

九重地区（N=38）

不明（N=11）

市合計（N=952）

館山 那古船形 九重 その他 無回答
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地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

船形地区 70歳代 女性 館山 那古地区 80歳以上 女性 木更津 

女性 東京 男性 館山駅 

女性 東京 男性 館山 

女性 木更津 不明 男性 東京 

女性 木更津 北条地区 10歳代 女性 安房鴨川 

男性 アオホリ 女性 木更津 

男性 鴨川 女性 木更津 

男性 姉ヶ崎 女性 鴨川 

80歳以上 女性 鴨川 女性 東京 

男性 館山 女性 千葉 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 船形 男性 蘇我 

不明 千葉 男性 千葉 

不明 那古船形 20歳代 
 

女性 海浜幕張 

那古地区 10歳代 男性 木更津 女性 浜金谷 

男性 千葉 女性 千葉 

20歳代 女性 千葉 女性 東京 

女性 安房鴨川 女性 東京 

30歳代 

 

女性 千葉 女性 木更津 

女性 木更津 女性 木更津 

女性 木更津 女性 安房鴨川 

男性 東京 女性 蘇我 

不明 千葉 男性 八幡宿 

40歳代 
 

女性 千葉 男性 西千葉 

男性 東京 男性 千葉 

男性 千葉 30歳代 
 

女性 千葉 

男性 浜金谷 女性 東京 

男性 東京 女性 東京 

男性 千葉・東京 女性 東京 

男性 岩井 女性 船橋 

男性 千葉 女性 東京 

男性 浜金谷 女性 千葉 

50歳代 

 

女性 千葉 女性 東京 

女性 本千葉 女性 東京 

女性 袖ヶ浦 女性 千葉 

女性 千葉 女性 千葉 

男性 館山 女性 長者町 

男性 千葉 女性 千葉 

男性 君津 女性 千葉 

男性 木更津 男性 君津 

60歳代 

 

女性 成田空港 男性 東京 

女性 木更津 男性 千葉 

女性 東京 不明 東京 

女性 鴨川 40歳代 女性 東京 

女性 船橋 女性 東京 

女性 東京 女性 千葉 

女性 千葉 女性 安房鴨川 

女性 東京 女性 鴨川 

男性 千葉 女性 千葉 

男性 本千葉 女性 千葉 

男性 東京 女性 東京 

男性 君津 女性 千葉 

男性 五井 女性 千葉 

男性 千葉 女性 千葉 

不明 千葉 女性 東京 

70歳代 
 

女性 袖ヶ浦 女性 千葉 

女性 鴨川 女性 鴨川、蘇我、東京 

女性 東京 男性 木更津 

女性 千葉 男性 竹ノ塚 

女性 東京 男性 東京 

女性 館山 男性 千葉 

男性 東京 男性 木更津 

男性 那古船形 男性 東京 

男性 西船橋 男性 千葉 

男性 東京 男性 千葉 

男性 鴨川 男性 東京 

男性 東京 男性 千葉 

80歳以上 女性 君津・船橋 男性 安房鴨川 
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地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

北条地区 40歳代 男性 東京 北条地区 70歳代 女性 葛西 

不明 千葉 女性 東京 

不明 館山 女性 五井 

50歳代 女性 東京 女性 木更津 

女性 小口 女性 東京 

女性 千葉 女性 館山 

女性 君津 女性 東京 

女性 千葉 女性 東京 

女性 東京 女性 東京 

女性 千葉 女性 かずさ湊 

女性 千葉 女性 東京 

女性 浜野 女性 千葉 

女性 舞浜 男性 千葉 

女性 千葉 男性 京浜幕張 

女性 木更津 男性 館山 

男性 東横田 男性 岩井 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 海浜幕張 男性 千葉 

男性 千葉 男性 東京 

男性 東京 男性 千葉 

男性 千葉 男性 東京 

男性 千葉 男性 津田沼 

男性 千葉 男性 館山 

不明 東京 男性 東京 

60歳代 女性 東京 男性 千葉 

女性 東京 男性 保田、鴨川 

女性 東京 男性 木更津 

女性 千葉 男性 横浜 

女性 木更津 男性 東京 

女性 木更津 男性 木更津 

女性 木更津 男性 東京 

女性 東京 男性 東京 

女性 東京 不明 東京 

女性 東京 不明 東京 

女性 東京 不明 鴨川病院 

女性 千葉 80歳以上 
 

女性 蘇我 

女性 東京 女性 富浦 

女性 木更津 女性 千葉、船橋 

女性 東京 女性 上サ湊 

女性 千葉 女性 鴨川 

女性 東京 女性 和田浦 

女性 千葉 女性 鴨川 

女性 東京 女性 新宿 

女性 館山 女性 千葉 

女性 和田 女性 東京駅 

女性 東京 女性 長浦 

男性 木更津 女性 東京 

男性 千葉 女性 木更津 

男性 君津 男性 鴨川 

男性 鴨川 男性 浜金谷 

男性 蘇我 男性 東京 

男性 勝浦 男性 鴨川 

男性 東京 男性 東京 

男性 東京 不明 館山駅 

男性 木更津 館山地区 10歳代 女性 千葉 

男性 木更津 女性 木更津 

男性 東京 女性 木更津 

男性 館山 女性 木更津 

男性 東京 女性 木更津 

男性 安房鴨川 女性 君津 

男性 木更津 女性 東京 

男性 東京 女性 木更津 

男性 千葉 女性 木更津 

男性 鴨川 女性 本千葉 

男性 東京 女性 千葉 

不明 千葉 男性 安房鴨川 

70歳代 女性 館山 男性 南三原 

女性 横浜 男性 東京 
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地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

館山地区 10歳代 男性 五井 館山地区 50歳代 女性 青堀 

男性 千葉 女性 木更津 

男性 南三原 女性 東京 

20歳代 女性 蘇我 女性 鴨川 

女性 千葉 女性 東京 

女性 千葉 女性 東京 

女性 千葉 女性 本千葉 

女性 東京 女性 館山 

女性 千葉 女性 舞浜 

男性 木更津 女性 鴨川 

男性 蘇我 女性 海浜幕張 

男性 千葉 女性 鴨川 

男性 君津 男性 木更津 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 幕張 男性 大貫 

男性 蘇我 男性 富浦 

男性 千葉 男性 東京 

男性 海浜幕張 男性 木更津 

男性 千葉 男性 千葉 

不明 木更津 男性 千葉 

不明 新宿 男性 木更津 

30歳代 女性 東京 男性 君津 

女性 東京 男性 千葉 

女性 鴨川 不明 東京 

女性 東京 不明 東京 

女性 千葉 不明 袖ヶ浦 

女性 金谷 60歳代 女性 東京 

男性 千葉 女性 東京 

男性 君津 女性 姉崎袖ヶ浦 

男性 袖ヶ浦 女性 千葉 

男性 東京 女性 千葉 

男性 千葉 女性 千葉 

男性 千葉 女性 九重 

男性 木更津 女性 木更津 

男性 佐貫 女性 錦糸町 

男性 東京 女性 千葉 

男性 蘇我 女性 東京 

男性 千葉 女性 千葉 

男性 東京 女性 流山 

男性 東京 男性 千葉 

男性 千葉 男性 木更津 

不明 東京 男性 木更津 

不明 館山 男性 館山 

不明 東京 男性 岩根 

不明 千葉 男性 千葉 

40歳代 女性 木更津 男性 千葉 

女性 千葉 男性 木更津 

女性 横浜 男性 東京 

女性 千葉 男性 東京 

女性 高柳 男性 東京 

女性 館山 男性 東京 

女性 千葉 男性 鴨川 

女性 水道橋 男性 千葉 

女性 千葉 男性 東京 

女性 木更津 男性 八幡宿 

女性 東京、千葉 男性 木更津 

女性 東京 男性 木更津 

女性 千葉 男性 千葉、東京 

女性 西船橋 不明 安房鴨川 

男性 岩井 不明 鴨川 

男性 君津 不明 東京 

男性 保田 70歳代 女性 白浜 

男性 木更津 女性 東京目黒 

男性 木更津 女性 鴨川 

男性 海浜幕張 女性 君津 

男性 東京 女性 東京 

男性 千葉 女性 木更津 

不明 東京 女性 津田沼 
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地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

館山地区 70歳代 女性 東京 西岬地区 70歳代 女性 勝山 

女性 横浜 女性 東京 

女性 館山 男性 稲毛海岸 

女性 千葉 男性 千葉 

女性 浜金谷→フェリー→大船 男性 東京 

女性 東京 80歳以上 男性 東京 

女性 松戸 男性 東京 

女性 千葉 男性 東京 

女性 鴨川 男性 館山 

女性 木更津 神戸地区 10歳代 男性 鴨川 

女性 蘇我 30歳代 女性 君津 

男性 千葉 40歳代 女性 千葉 

男性 東京 女性 幕張 

男性 東京、横浜他 女性 東京 

男性 東京 男性 東京 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 東京 50歳代 女性 東京 

男性 東京 女性 津田沼 

男性 鴨川 男性 木更津 

男性 東京 男性 東京 

男性 千葉 男性 東京 

男性 木更津 男性 館山 

男性 鴨川 男性 君津 

男性 東京 60歳代 女性 東京 

男性 袖ヶ浦 女性 鴨川 

男性 小岩 女性 千葉 

不明 東京 女性 東京 

不明 千葉 女性 木更津 

80歳以上 女性 館山 女性 越谷 

女性 東京 女性 東京 

女性 東京 男性 東京 

女性 木更津 男性 東京 

女性 東京 男性 千葉 

男性 東京八重洲口南口 男性 東京 

男性 君津 70歳代 女性 東京 

男性 千葉 女性 木更津 

男性 東京 女性 千葉 

男性 千葉 女性 東京 

男性 東京 女性 三島 

男性 久留里 女性 浜金谷 

不明 東京 女性 鴨川亀田病院前 

不明 千葉 女性 千葉 

西岬地区 10歳代 女性 本千葉 男性 東京 

女性 木更津 男性 東京 

20歳代 女性 南船橋 男性 千葉 

40歳代 女性 千葉 男性 東京 

女性 五井 80歳以上 女性 船橋 

男性 千葉 女性 東京 

男性 浜金谷 女性 館山 

男性 柏 女性 神戸 

不明 東京 男性 木更津 

50歳代 女性 東京 男性 千葉 

女性 海浜幕張 男性 東京 

男性 東京 富崎地区 10歳代 女性 安房鴨川 

男性 千葉 男性 南三原 

男性 東京 20歳代 女性 千葉 

60歳代 女性 東京 50歳代 女性 市川 

女性 東京 60歳代 男性 君津 

女性 木更津 男性 東京 

男性 東京 70歳代 男性 東京 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 蘇我 80歳以上 女性 下総中山 

男性 千葉 女性 相浜 

男性 東京 豊房神余地区 10歳代 女性 木更津 

不明 木更津 女性 館山 

70歳代 女性 安房鴨川 女性 鴨川 

女性 館山 20歳代 男性 千葉 

女性 館山 40歳代 女性 本八幡 
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地区 年代 性別 内容 地区 年代 性別 内容 

豊房神余地区 40歳代 女性 東京 館野地区 60歳代 男性 千葉、東京 

男性 東京 男性 千葉 

男性 五井 男性 千葉 

男性 袖ヶ浦 70歳代 女性 千葉 

50歳代 女性 千葉 女性 鴨川 

女性 千葉 女性 東京、千葉 

女性 木更津 女性 館山 

男性 佐貫町 男性 東京 

不明 東京 男性 東京 

60歳代 女性 東京 男性 千倉 

女性 千葉 不明 東京 

女性 東京 不明 千葉 

男性 館山 不明 東京 

男性 千葉 80歳以上 女性 館山、鴨川 

男性 木更津 男性 東京 

男性 千葉 九重地区 10歳代 男性 館山 

70歳代 女性 木更津 20歳代 女性 千葉 

女性 金谷 不明 館山 

男性 東京 30歳代 男性 館山 

男性 船橋 40歳代 女性 東京 

男性 上野 女性 館山 

80歳以上 女性 千葉 男性 東京 

女性 千葉 50歳代 女性 館山 

男性 東京 男性 千葉 

男性 千葉 男性 千葉 

男性 東京駅 男性 君津 

館野地区 10歳代 女性 木更津 男性 木更津 

女性 東京 不明 千葉 

女性 海浜幕張 60歳代 女性 千葉 

男性 千葉 女性 東京 

男性 新宿 男性 千葉 

30歳代 女性 館山 男性 館山 

女性 東京 男性 千葉 

男性 館山 男性 千葉 

不明 千葉 70歳代 女性 館山 

40歳代 女性 東京 女性 館山 

男性 館山 女性 九重 

50歳代 女性 船橋 男性 館山 

女性 上野 男性 館山 

女性 東京 男性 館山 

女性 千葉 男性 東京 

男性 東京 男性 館山 

男性 東京 80歳以上 女性 九重→館山 

男性 東京 男性 館山 

不明 千葉 男性 木更津 

60歳代 女性 千葉 不明 館山 

女性 茂原 不明 女性 館山 

女性 東京 不明 30歳代 男性 東京 

女性 鴨川 60歳代 女性 東京 

女性 東京 女性 千倉 

女性 館山 男性 上総港 

女性 東京 不明 千葉 

男性 浜金谷 70歳代 男性 鴨川 

男性 南越谷 男性 鴨川 

男性 千葉 不明 不明 千葉 
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問１０ 鉄道を利用される際の、最も多い利用目的 

 

 

問 11 乗車駅まではどのような手段で行きますか。 

 

 

問 12 鉄道を利用しない方（問７に「7」とお答えされた方）にお聞きします。 

鉄道をご利用されていない理由 

 

 

3.8%

3.4%

3.7%

5.2%

3.8%

6.3%

7.3%

3.2%

2.6%

4.0%

5.0%

1.2%

2.6%

4.2%

1.9%

12.5%

2.4%

3.2%

2.3%

11.3%

6.9%

11.9%

3.7%

10.4%

13.2%

12.5%

4.9%

11.1%

7.9%

8.4%

7.5%

5.7%

6.1%

5.9%

6.3%

5.7%

6.3%

6.3%

7.9%

18.2%

6.1%

1.6%

3.2%

2.5%

5.7%

4.5%

4.8%

15.8%

9.1%

4.0%

3.8%

10.3%

12.7%

9.6%

12.5%

18.9%

12.5%

14.6%

12.7%

7.9%

18.2%

11.1%

13.8%

18.4%

13.9%

25.1%

16.7%

20.8%

6.3%

22.0%

17.5%

13.2%

18.2%

18.5%

8.8%

12.6%

7.8%

6.3%

6.3%

9.4%

9.8%

7.9%

10.5%

9.1%

8.0%

18.8%

6.9%

17.2%

11.1%

20.8%

9.4%

12.5%

14.6%

12.7%

7.9%

13.3%

23.8%

28.7%

19.3%

24.7%

22.9%

17.0%

31.3%

24.4%

22.2%

26.3%

27.3%

23.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=80）

那古地区（N=87）

北条地区（N=244）

館山地区（N=271）

西岬地区（N=48）

神戸地区（N=53）

富崎地区（N=16）

豊房神余地区（N=41）

館野地区（N=63）

九重地区（N=38）

不明（N=11）

市合計（N=952）

通勤 通学 買物 通院

公共施設利用 食事・飲み会 旅行・観光 遊び・趣味・習い事等

出張 その他 無回答

52.5%

11.5%

38.9%

12.2%

4.8%

39.5%

18.2%

21.1%

13.8%

6.9%

12.3%

10.7%

4.2%

4.9%

9.5%

5.3%

9.2%

2.5%

27.6%

14.3%

27.7%

45.8%

62.3%

43.8%

41.5%

33.3%

21.1%

36.4%

26.1%

2.3%

1.6%

9.1%

5.0%

24.1%

12.3%

15.5%

8.3%

7.5%

18.8%

19.5%

23.8%

7.9%

14.1%

3.8%

4.6%

6.3%

20.8%

15.1%

9.8%

6.3%

5.3%

9.1%

6.0%

3.7%

4.8%

4.9%

4.8%

9.1%

2.9%

22.5%

23.0%

16.0%

21.0%

20.8%

13.2%

37.5%

19.5%

15.9%

21.1%

18.2%

19.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=80）

那古地区（N=87）

北条地区（N=244）

館山地区（N=271）

西岬地区（N=48）

神戸地区（N=53）

富崎地区（N=16）

豊房神余地区（N=41）

館野地区（N=63）

九重地区（N=38）

不明（N=11）

市合計（N=952）

徒歩 自転車 自家用車 バイク 家族等による送迎 路線バス タクシー その他 無回答

58.8%

17.3%

0.3%

52.1%

2.1%

3.1%

1.1%

5.5%

3.6%

2.0%

0.4%

4.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

市合計（N=1144）
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地区別 

  

  

  

  

  

  

65.4%

17.9%

1.3%

42.3%

1.3%

1.3%

1.3%

6.4%

5.1%

1.3%

0.0%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

船形地区（N=78）

59.2%

14.6%

0.0%

55.4%

1.5%

4.6%

0.8%

5.4%

5.4%

1.5%

0.0%

3.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

那古地区（N=130）

54.2%

23.7%

0.4%

56.9%

2.0%

3.2%

1.6%

5.1%

2.4%

1.6%

0.8%

4.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

北条地区（N=253）

61.0%

17.1%

0.3%

48.9%

2.2%

3.2%

1.0%

5.4%

2.2%

2.5%

0.0%

5.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

館山地区（N=315）

59.4%

13.0%

0.0%

60.9%

2.9%

0.0%

1.4%

7.2%

2.9%

0.0%

1.4%

5.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

西岬地区（N=69）

59.5%

17.7%

0.0%

50.6%

2.5%

2.5%

1.3%

7.6%

5.1%

0.0%

0.0%

1.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

神戸地区（N=79）

44.4%

14.8%

0.0%

44.4%

0.0%

7.4%

0.0%

18.5%

0.0%

3.7%

3.7%

3.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

富崎地区（N=27）

53.5%

16.9%

0.0%

56.3%

1.4%

2.8%

1.4%

4.2%

7.0%

4.2%

1.4%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

豊房神余地区（N=71）

60.9%

9.4%

0.0%

51.6%

1.6%

6.3%

0.0%

1.6%

7.8%

4.7%

0.0%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

館野地区（N=64）

69.0%

9.5%

2.4%

47.6%

7.1%

0.0%

2.4%

2.4%

2.4%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

鉄道を利用する用事が特にないから

本数が少ないから

駅に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

高速バスのほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

駅までの交通手段がないから

乗り換えがあり、歩く必要があるから

駅周辺に駐車場がないから

駅周辺の駐車場が有料だから

鉄道の利用の仕方がわからないから

その他

九重地区（N=42）
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問 13 鉄道を使いたいと思いますか。 

 

 

問 14 鉄道における運行サービスについて、それぞれどの程度満足されていますか。 

利用しない方もわかる範囲でお答えください。 

 

 

問 15 高速バスの利用頻度 

 

 

24.1%

10.1%

21.1%

19.5%

23.1%

18.2%

16.3%

15.2%

18.1%

15.0%

22.2%

18.8%

13.9%

26.7%

28.6%

25.3%

18.8%

24.2%

34.9%

27.7%

23.6%

17.5%

18.5%

24.8%

4.4%

9.2%

6.8%

7.2%

6.0%

8.3%

4.7%

12.5%

4.7%

6.3%

14.8%

7.3%

4.4%

2.8%

3.4%

4.9%

3.4%

0.8%

2.3%

7.1%

3.9%

1.3%

7.4%

3.9%

24.1%

30.9%

21.9%

24.4%

23.9%

25.0%

18.6%

25.0%

26.8%

25.0%

7.4%

24.3%

29.1%

20.3%

18.1%

18.8%

24.8%

23.5%

23.3%

12.5%

22.8%

35.0%

29.6%

20.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）
那古地区（N=217）
北条地区（N=497）
館山地区（N=586）
西岬地区（N=117）
神戸地区（N=132）
富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）
館野地区（N=127）
九重地区（N=80）

不明（N=27）
市合計（N=2096）

使いたいと思う
ダイヤや運賃などが改善されれば使いたいと思う
駅周辺の駐車場が整備されれば利用する
使わざるを得ない状況である
自身の生活スタイルと合わない限り、サービスがよくなっても使わないと思う
無回答

5.2%

28.4%

7.6%

8.1%

2.5%

2.7%

4.7%

11.7%

10.8%

8.8%

4.7%

2.9%

5.2%

16.2%

45.9%

32.4%

44.3%

49.1%

35.7%

43.5%

51.7%

22.5%

10.4%

6.3%

4.5%

18.2%

16.6%

8.3%

34.6%

6.9%

3.1%

10.4%

7.9%

3.6%

23.9%

26.9%

25.0%

27.9%

27.8%

28.4%

27.3%

28.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

運行本数・運行時間帯

時刻表・路線図等の運行情報案内

到着時間の正確さ

最もよく利用する駅舎の快適さ

乗務員・係員の対応

鉄道・バスとの乗り継ぎのしやすさ

運賃

予約・運賃支払い手続きのしやすさ

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

1.9%

2.8%

1.7%

1.6%

1.0%

4.4%

5.5%

6.6%

6.8%

6.8%

3.8%

4.7%

2.7%

7.9%

2.5%

3.7%

5.9%

5.7%

6.9%

13.9%

9.6%

9.4%

11.4%

7.0%

7.1%

15.7%

13.8%

14.8%

10.5%

41.1%

53.5%

49.1%

48.6%

53.0%

51.5%

51.2%

56.3%

43.3%

51.3%

40.7%

49.2%

32.3%

22.6%

17.5%

23.7%

17.1%

26.5%

18.6%

25.9%

18.9%

26.3%

33.3%

22.5%

1.9%

3.2%

3.8%

2.6%

3.4%

2.3%

1.8%

1.6%

2.6%

12.0%

5.1%

7.8%

7.3%

6.8%

5.3%

16.3%

6.3%

10.2%

6.3%

7.4%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

週に５日以上 週に３～４日 週に１～２日

月に２～３日 月に１回程度 年に数回程度

高速バスは利用しない その他 無回答
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問 16 ご利用される乗車区間（最も頻繁に利用する区間） 

 

地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

船形地区 10歳代 男性 元気クラブ 東京、千葉 

20歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

30歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 バスタ新宿 

女性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

40歳代 女性 富浦 千葉 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 枇杷倶楽部 千葉みなと 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

男性 富浦 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 横浜 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京駅日本橋口 

不明 元気クラブ 千葉 

不明 枇杷倶楽部 東京 

50歳代 女性 東京駅 館山駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

60歳代 女性 富浦 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 バスタ新宿 

女性 イオン 船形駅前 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 館山駅 東京 

男性 枇杷倶楽部 横浜 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 千葉 

男性 枇杷倶楽部  

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

70歳代 女性 館山 日本橋 

女性 館山 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 新宿 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 横浜駅 

女性 枇杷倶楽部 横浜、羽田 

女性 枇杷倶楽部 千葉、東京方面 

男性 枇杷倶楽部 千葉 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉、東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

船形地区 70歳代 男性 館山 東京 

不明 元気クラブ 元気クラブ 

80歳以上 女性 富浦 東京 

女性 枇杷駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅、千葉駅 

不明 富浦、東京  

那古地区 10歳代 男性 館山 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

20歳代 女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 那古健人館 千葉駅前 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 東京駅 枇杷倶楽部 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 新宿駅 

男性 館山駅 東京駅 

30歳代 女性 枇杷倶楽部 羽田空港 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 健人館 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉、東京 

女性 富楽里 横浜 

男性 枇杷倶楽部 バスタ新宿 

男性 館山 東京 

不明 富浦枇杷倶楽部 東京 

40歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 富楽里 横浜 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦 東京 

女性 館山 東京駅 

女性 健人館 千葉県庁 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 健人館 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 千葉・東京・羽田空港 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 県庁前 

50歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京日本橋 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅前 

女性 富浦 蘇我 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅前 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 新宿、千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉県庁前 

男性 富浦 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 バスタ新宿 

60歳代 女性 健人館 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

那古地区 60歳代 女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 千葉 

女性 館山 館山 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅日本橋口 

女性 富楽里 横浜 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 君津 東京、横浜 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 健人館 健人館 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 バスタ新宿 

女性 館山 東京 

女性 元気倶楽部 元気倶楽部 

女性 健人館 千葉駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 健人館 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉・羽田 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 那古健人館 県庁前 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 健人館 千葉みなと 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 県庁前 

男性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 びわの郷 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山 新宿 

70歳代 女性 枇杷倶楽部 新宿 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 羽田空港、東京駅 

女性 那古健人館 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 新宿 

女性 館山 新宿 

女性 館山駅 東京日本橋口 

女性 羽鳥野 健人館 

女性 富浦 東京 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 富楽里 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部  

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 健人館 千葉駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 亀田クリニック 

男性 富浦 東京・羽田 

男性 館山駅 八重州口東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京、横浜 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 千葉 

男性 富浦 蘇我 

男性 枇杷倶楽部 千葉 

男性 館山駅 羽田空港 

80歳以上 女性 枇杷倶楽部 羽田空港 

女性 健人館 千葉駅 

女性 健人館 千葉駅前 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

那古地区 80歳以上 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 富浦 東京 

不明 女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 館山駅 東京 

北条地区 10歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 新宿駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京 

20歳代 
 

女性 ハイウェイオアシスふらり 千葉駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 館山 バスタ新宿 

女性 館山 蘇我 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

30歳代 女性 富浦元気クラブ 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅日本橋口 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京ｏｒ新宿 

女性 館山 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉みなと 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅前 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 富楽里 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

男性 館山 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山  

男性 館山駅 東京駅 

不明 館山 東京 

40歳代 女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 新宿 

女性 館山駅 千葉中央 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京、新宿 

女性 館山 千葉ｏｒ東京 

女性 富浦 千葉 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 千葉みなと 

女性 那古健人館 千葉駅 

女性 館山 千葉 



77 

地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 40歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

女性 文化ホール 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 横浜 

女性 枇杷倶楽部 千葉 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京、新宿 

女性 館山 東京、千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京、千葉、横浜、羽田 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅、新宿駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 千葉 

男性 富浦 東京 

男性 館山駅 千葉 

男性 枇杷倶楽部 県庁前 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 横浜駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅  

不明 館山 千葉 

不明 館山駅 千葉駅 

不明 館山駅 館山駅 

50歳代 女性 館山 バスタ新宿 

女性 館山 横浜 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦 東京、千葉 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 新宿 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 富浦 富浦 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 新宿 

女性 枇杷倶楽部 東京、千葉、横浜 

女性 枇杷倶楽部 バスタ新宿 

女性 館山駅、富浦枇杷倶楽部 千葉、東京、新宿 

女性 館山 東京 

女性 館山 新宿 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 金田 東京 

女性 館山 東京駅八重洲口 

女性 館山 東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 50歳代 男性 富楽里 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 館山駅 千葉みなと 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 新宿 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 千葉 

男性 富浦 東京駅 

男性 館山 千葉、東京 

男性 館山  

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

不明 館山 東京 

不明 館山 新宿 

60歳代 女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京、新宿 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 館山駅前 千葉駅 

女性 木更津 川崎 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 羽田 

女性 館山 新宿 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山  

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 バスタ新宿 

女性 枇杷倶楽部 八重洲口 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 横浜駅 

女性 館山駅 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 横浜 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京北口 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 新宿 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 横浜 

女性 館山 横浜 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 横浜 

女性 館山 東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 60歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京駅 

女性 館山 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅前 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅前 羽田、東京駅、新宿バスタ 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 君津 八重洲 

男性 館山 東京 

男性 駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅  

男性 館山駅 東京日本橋口、バスタ新宿 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 千葉 

男性 富楽里 東京 

男性 枇杷倶楽部 県庁 

不明 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

不明 木更津 川崎 

70歳代 女性 館山駅 館山駅 

女性 館山駅 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅前 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 横浜 

女性 館山駅 千葉駅前 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 上野原文化ホール 文化ホール 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 新宿駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 東京駅  

女性 館山駅 新宿バスタ 

女性 館山 東京 

女性 館山 横浜 

女性 館山 新宿 

女性 館山駅、枇杷倶楽部 東京日本橋 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 富浦元気クラブ 富浦元気クラブ 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 70歳代 女性 館山 羽田第一 

女性 枇杷倶楽部  

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 蘇我 

男性 館山駅 東京駅 

男性 富浦 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅前 蘇我駅前 

男性 健人館 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京 

男性 富浦 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京駅 

男性 館山駅 東京駅日本橋口 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 不特定 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京八重洲口 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅前 千葉駅前 

男性 館山 東京 

男性 館山駅  

男性 館山駅 東京駅 

不明 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

不明 館山 東京、千葉 

不明 館山駅前 千葉 

不明 館山 千葉 

不明 館山駅 東京駅 

不明 枇杷倶楽部 東京、横浜 

不明 元気クラブ 東京方面 

不明 館山 水戸 

80歳以上 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 新宿 

女性 南総文化ホール前 東京 

女性 館山 千葉、東京 

女性 館山駅 横浜 

女性 館山駅 新宿、東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山バス停 横浜、東京 

女性 館山駅 館山駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京・千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 東京  

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

男性 館山 横浜 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 80歳以上 

 

男性 館山 東京 

男性 館山駅前 東京駅北口 

男性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京駅 

不明 館山 県庁前 

不明 館山駅 館山駅枇杷倶楽部 

不明 男性 金田 東京 

館山地区 10歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅前 バスタ新宿 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 東京 

20歳代 女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 新宿 

女性 館山 千葉 

女性 館山 羽田 

女性 館山駅前 東京駅八重洲南口 

女性 館山 千葉みなと 

男性 館山駅 バスタ新宿 

男性 ふらり 東京 

男性 館山 蘇我 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 羽田空港 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 蘇我 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山  

男性 館山 千葉 

男性 館山駅前 東京駅前 

不明 館山 横浜 

不明 館山 東京 

不明 館山駅 新宿・東京駅 

30歳代 女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 八重洲口 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 横浜 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦 東京駅 

女性 館山駅 東京、新宿駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山 木更津 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京・新宿 

男性 枇杷倶楽部 東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 30歳代 男性 枇杷倶楽部 新宿 

男性 館山 横浜 

男性 枇杷倶楽部 新宿 

男性 館山 蘇我 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 横浜 

男性 館山駅 東京 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

不明 館山 東京 

不明 富浦枇杷倶楽部 東京駅日本橋 

不明 館山 東京 

40歳代 女性 館山駅 館山駅 

女性 枇杷倶楽部 新宿 

女性 館山駅  

女性 館山 東京 

女性 館山駅 県庁前 

女性 館山 東京 

女性 館山 横浜 

女性 館山駅 千葉、東京 

女性 館山駅 東京日本橋口 

女性 枇杷倶楽部 千葉、東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅前 千葉駅前 

女性 館山駅 蘇我駅、千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 木更津駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 横浜 

男性 館山駅 東京駅 

男性 健人館  

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 品川 

男性 館山駅 東京 

男性 富楽里 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 県庁前 

男性 館山  

男性 館山 羽田空港 

男性 館山 東京駅 

男性 館山 東京 

不明 健人館 千葉 

不明 枇杷倶楽部 東京 

不明 館山駅 バスタ新宿駅 

50歳代 女性 館山 横浜 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 健人館 千葉 

女性 館山 東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 50歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 新宿 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 横浜駅 

女性 館山駅 蘇我駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 富浦 都内 

男性 東京 館山 

男性 館山 新宿 

男性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 館山駅 横浜 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 新宿 

男性 館山駅 君津 

男性 富浦 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 安布里 東京 

不明 館山 八重洲口 

不明 富浦・道の駅 東京か横浜 

不明 館山駅 東京駅 

不明 館山駅 千葉 

不明 館山駅 館山駅 

60歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅前 

女性 館山 横浜 

女性 文化センター 東京 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 健人館 千葉駅 

女性 館山 新宿 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 60歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 千葉、東京 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山 蘇我、東京 

女性 館山 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 館山 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京、新宿 

男性 富浦 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅、新宿駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 館山 

男性 館山駅 東京駅 

男性 南総文化ホール 東京 

男性 富浦枇杷倶楽部 横浜駅 

男性 文化ホール 文化ホール 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 新宿 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 千葉、東京 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 新宿・東京駅 

男性 館山駅 館山駅 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 蘇我 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 木更津 羽田空港 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 新宿 

不明 館山駅 東京 

不明 浅間神社 宮城 

不明 館山駅 千葉 

不明 館山駅 バスタ新宿 

70歳代 女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 横浜 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京、千葉 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 館山駅 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 千葉 

女性 館山駅 館山駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 70歳代 女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 横浜駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 館山 東京、新宿 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京西口 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 横浜駅 

女性 館山 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京日本橋口 

女性 館山 横浜 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 南総文化ホール 千葉 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅前 千葉駅前 

男性 東京駅 館山駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山 横浜 

男性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 宮城 館山駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 バスタ新宿 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 新宿 

男性 館山 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 横浜 

男性 館山駅 新宿駅 

男性 宮城 東京駅 

男性 富浦 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 館山駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 千葉 

男性 館山 横浜 

男性 館山 新宿バスタ 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京駅 

不明 枇杷倶楽部 東京 

不明 九重 千葉 

不明 館山駅前 東京駅 

不明 館山駅 東京駅 

不明 館山 千葉・東京 

不明 館山駅 横浜バスターミナル 

80歳以上 女性 館山駅 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 80歳以上 女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉駅前 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 君津バスターミナル 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京八重洲口南口 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 富楽里 東京 

男性 館山駅前 東京駅 

男性 館山 新宿 

不明 館山 東京 

不明 館山 東京 

不明 館山駅前 千葉駅前 

不明 館山 東京 

不明 男性 館山駅 東京駅北口 

西岬地区 10歳代 女性 館山駅前 新宿駅 

20歳代 女性 枇杷倶楽部 千葉みなと 

女性 館山 東京 

40歳代 女性 枇杷倶楽部 新宿駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 千葉駅周辺 

女性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山駅 千葉 

不明 館山 東京 

50歳代 女性 館山 東京駅 

女性 館山駅 新宿 

女性 館山 千葉 

女性 加賀名 新宿 

女性 館山 横浜 

女性 館山 東京、千葉 

女性 東京 館山 

女性 館山駅 県庁前 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 館山駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 新宿 

男性 袖ヶ浦バスターミナル 東京駅八重洲口 

男性 館山駅 東京駅 

不明 浜町 東京 

60歳代 女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 館山 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 館山駅 東京駅、蘇我駅 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 館山駅 千葉駅 

男性 西崎 新宿 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

西岬地区 60歳代 男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 横浜駅 

不明 館山駅 千葉 

不明 富浦 五井 

70歳代 女性 館山駅  

女性 館山 新宿 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 館山駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 東京八重洲 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山市 東京 

男性 館山 横浜 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 休暇村 東京 

男性 館山 東京 

不明 館山 千葉 

不明 館山 横浜、東京 

80歳以上 女性 館山駅 千葉 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

男性 館山休暇村前 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 富浦元気クラブ 東京、千葉、横浜 

男性 館山 新宿 

男性 館山駅 横浜駅 

神戸地区 10歳代 男性 館山駅 東京、新宿 

20歳代 男性 館山駅前 蘇我駅前 

30歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

40歳代 女性 館山駅 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京、新宿 

女性 枇杷倶楽部 新宿 

女性 館山 東京 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 千葉 

男性 富浦 東京、横浜、千葉 

男性 館山 新宿 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

50歳代 女性 館山 千葉 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

男性 東京 館山 

男性 館山 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 富浦 千葉みなと 

不明 館山 羽田 

60歳代 女性 館山駅 館山駅 

女性 館山 日本橋 

女性 元気 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山 千葉・東京 

女性 館山駅 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

神戸地区 60歳代 女性 館山 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 中央２丁目 

女性 館山駅 新宿 

女性 富浦  

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 横浜駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 千葉 

男性 館山 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

不明 館山 東京 

不明 館山駅 館山駅 

70歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京日本橋 

女性 館山 東京 

女性 館山 横浜 

女性 館山駅 新宿 

女性 館山駅 東京新宿 

女性 館山 東京、千葉 

女性 館山 東京駅 

女性 館山駅 東京 

男性 館山駅 東京日本橋口 

男性 館山駅 東京駅、新宿 

男性 館山駅 東京、横浜 

男性 袖ヶ浦ＢＴ 東京ＳＴ 

男性 館山 東京駅 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 東京新宿 

不明 館山 東京駅 

不明 館山駅 東京 

80歳以上 男性 館山 東京八重洲口 

男性 館山 東京、千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 東京日本橋 

男性 犬石 東京駅 

富崎地区 10歳代 女性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅前 新宿バスタ 

20歳代 女性 館山 東京 

30歳代 女性 枇杷倶楽部 東京 

40歳代 男性 館山 千葉 

50歳代 女性 館山 東京 

女性 館山 東京 

60歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 富浦 東京 

男性 館山駅 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山 横浜 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 千葉港 

不明 富浦 富浦 

70歳代 女性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

80歳以上 女性 館山 千葉 

女性 館山駅  

女性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

豊房神余地区 10歳代 女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 館山 

男性 館山 東京 

20歳代 男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 千葉駅 

40歳代 女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京・千葉 

男性 枇杷倶楽部 横浜 

男性 ＪＲ館山駅 県庁前 

男性 富浦 県庁前 

不明 富浦 蘇我 

50歳代 女性 館山駅 横浜駅東口 

女性 館山 千葉中央、東京 

女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 館山 千葉中央 

女性 文化ホール 東京駅 

女性 富浦 千葉 

女性 館山 八重洲 

男性 枇杷 東京 

男性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

不明 袖ヶ浦 横浜 

不明 館山駅 東京 

60歳代 女性 館山 新宿 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 館山 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 千葉 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 横浜 

男性 館山 千葉 

男性 ＪＲ館山駅 東京、千葉 

男性 富浦 千葉 

男性 館山駅 東京駅 

男性 白浜駅 東京駅 

男性 富浦 新宿 

不明 館山 東京 

70歳代 女性 館山駅 新宿駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京 

女性 館山駅 横浜、千葉 

女性 館山駅 東京 

女性 館山 東京駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 富浦枇杷倶楽部 

女性 館山 横浜 

女性 館山 東京駅 

女性 館山駅 東京駅、羽田 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 横浜 

不明 富浦枇杷倶楽部 バスタ新宿 

80歳以上 女性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

不明 枇杷倶楽部 東京駅 

不明 館山駅 東京駅 

館野地区 10歳代 女性 館山 新宿 

女性 館山駅 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館野地区 10歳代 女性 館山駅 東京駅 

男性 館山駅 バスタ新宿 

男性 文化ホール 千葉駅 

20歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 千葉 

30歳代 女性 南総文化ホール前 千葉駅 

女性 富浦 千葉 

女性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

不明 館山 東京 

40歳代 女性 館山 東京 

女性 金田バスターミナル 東京 

女性 館山 千葉 

女性 館山 東京駅、バスタ 

男性 館山駅 東京駅 

男性 富浦枇杷倶楽部 東京 

50歳代 女性 館山駅 バスタ新宿 

女性 枇杷倶楽部 新宿バスタ 

女性 館山 千葉 

女性 館山 千葉 

女性 館山 新宿 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 千葉駅 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉駅 

女性 富浦 東京、千葉 

男性 館山駅 新宿駅 

男性 東京 館山駅 

男性 館山 東京、千葉 

男性 館山駅、富浦枇杷倶楽部 千葉県庁前 

60歳代 女性 館山駅 千葉駅、東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山 横浜 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

女性 富浦道の駅 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 千葉、日本橋 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 新宿 

男性 枇杷倶楽部 千葉駅 

男性 館山 千葉 

男性 館山駅 県庁 

不明 枇杷倶楽部 東京駅 

70歳代 女性 富浦 東京、新宿 

女性 館山 新宿 

女性 枇杷倶楽部 日本橋 

女性 館山駅 東京駅 

女性 館山駅 東京駅 

女性 文化ホール 東京 

女性 館山駅 東京駅 

女性 富浦 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 健人館 千葉駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 館山駅 千葉、横浜、東京 

男性 枇杷倶楽部 横浜、東京、羽田 

男性 館山 東京 

不明 枇杷倶楽部 東京駅 

不明 文化ホール 文化ホール 

不明 館山駅 千葉・東京 

不明 富浦枇杷倶楽部 東京駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館野地区 80歳以上 男性 館山駅  

男性 館山 東京 

不明 富浦 東京 

九重地区 10歳代 女性 館山 東京 

20歳代 女性 館山駅 千葉駅 

不明 ふらり 東京 

30歳代 男性 富楽里 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

40歳代 女性 館山 千葉 

女性 富浦枇杷倶楽部 東京 

女性 館山 東京 

女性 館山駅 千葉駅 

男性 館山 千葉港 

50歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 館山 千葉 

女性 館山駅 館山駅 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 東京駅 

男性 九重駅前 東京駅日本橋口 

男性 館山駅 千葉駅 

男性 九重 東京 

不明 館山 県庁前 

60歳代 女性 富浦枇杷倶楽部 東京駅日本橋口 

女性 富浦 東京、千葉 

女性 富浦 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 千葉 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 枇杷倶楽部 東京 

女性 富浦枇杷倶楽部 バスタ新宿 

男性 九重駅前 東京駅 

男性 九重駅 東京 

男性 富楽里 東京 

男性 館山駅 東京、千葉 

男性 館山 東京 

男性 枇杷倶楽部 横浜 

男性 枇杷倶楽部 県庁前 

70歳代 女性 九重駅 東京駅 

女性 九重駅 東京駅 

女性 九重駅前、館山駅前 東京駅 

男性 館山 千葉 

男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山 東京 

男性 館山駅 東京駅 

男性 枇杷倶楽部 東京日本橋口 

80歳以上 男性 館山 東京 

不明 女性 富浦 東京駅 

不明 30歳代 男性 枇杷倶楽部 東京 

男性 館山 東京 

60歳代 女性 枇杷倶楽部 東京駅 

女性 館山駅 東京 

女性 枇杷倶楽部 枇杷倶楽部 

70歳代 男性 館山 東京・新宿 

男性 館山駅前 東京駅 

男性 館山駅 東京駅 

不明 館山 新宿 

80歳以上 女性 館山 新宿 

不明 不明 枇杷倶楽部 東京 

不明 館山駅 千葉駅 

不明 枇杷倶楽部 日本橋口 
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問 17 高速バスを利用される際の、最も多い利用目的 

 

 

高速バスを利用しない方（問 15に「7」とお答えされた方）にお聞きします。 

問 18 高速バスをご利用されていない理由 

 

  

3.7%

2.4%

1.7%

2.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.7%

1.7%

15.0%

13.1%

15.6%

10.5%

17.5%

13.4%

17.1%

13.3%

8.7%

13.6%

5.6%

13.2%

1.9%

4.2%

3.2%

3.6%

3.1%

5.2%

5.7%

3.6%

3.9%

1.7%

3.4%

4.8%

3.1%

3.1%

1.0%

2.9%

4.8%

3.4%

5.6%

2.5%

5.6%

10.7%

14.4%

11.0%

9.3%

9.3%

14.3%

15.7%

8.7%

15.3%

16.7%

11.6%

19.6%

29.2%

23.2%

32.7%

24.7%

30.9%

17.1%

21.7%

30.1%

27.1%

44.4%

27.3%

14.0%

11.3%

9.8%

7.8%

9.3%

10.3%

5.7%

7.2%

3.9%

10.2%

11.1%

9.1%

13.1%

10.7%

15.9%

13.4%

17.5%

11.3%

14.3%

20.5%

22.3%

15.3%

5.6%

14.8%

27.1%

13.7%

13.2%

13.9%

13.4%

17.5%

22.9%

12.0%

18.4%

11.9%

11.1%

15.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=107）

那古地区（N=168）

北条地区（N=410）

館山地区（N=447）

西岬地区（N=97）

神戸地区（N=97）

富崎地区（N=35）

豊房神余地区（N=83）

館野地区（N=103）

九重地区（N=59）

不明（N=18）

市合計（N=1624）

通勤 通学 買物 通院

公共施設利用 食事・飲み会 観光 遊び・趣味・習い事等

出張 その他 無回答

84.7%

2.3%

0.6%

4.7%

3.0%

0.6%

1.9%

1.7%

5.1%

9.1%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

市合計（N=472）



93 

地区別 

  

  

  

  

  

 

問 19 高速バスを使いたいと思いますか。 

 

 

80%

0%

0%

8%

2%

0%

10%

4%

8%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

船形地区（N=51）

90%

4%

0%

2%

0%

0%

2%

0%

2%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

那古地区（N=49）

82%

1%

2%

7%

1%

1%

2%

0%

7%

10%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

北条地区（N=87）

83%

3%

1%

4%

5%

1%

1%

4%

5%

12%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

館山地区（N=139）

85%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

5%

10%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

西岬地区（N=20）

91%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

3%

3%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

神戸地区（N=35）

100%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

富崎地区（N=8）

93%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

3%

7%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

豊房神余地区（N=29）

83%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

8%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

館野地区（N=24）

90%

10%

0%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高速バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、待ち時間が苦痛だから

鉄道のほうが便利だから

運賃が高いから

時間がかかるから

バス停までの交通手段がないから

バス停周辺に駐車場がないから

高速バスの利用の仕方がわからないから

その他

無回答

九重地区（N=21）

34.2%

45.2%

44.5%

45.4%

48.7%

45.5%

41.9%

44.6%

40.2%

38.8%

40.7%

43.8%

2.5%

2.8%

3.2%
4.3%

2.6%

9.3%

5.4%

3.1%
5.0%

11.1%

3.7%

3.8%
2.8%

3.0%

3.9%

3.4%

2.3%

6.3%

3.1%

2.5%

3.3%

5.1%

3.7%

6.6%

5.5%

2.6%

6.1%

4.7%

5.4%

13.4%

6.3%

5.8%

19.0%

15.2%

9.9%

10.9%

11.1%

9.8%

4.7%

8.9%

10.2%

10.0%

11.1%

11.4%

35.4%

30.4%

32.8%

30.0%

31.6%

34.8%

39.5%

29.5%

29.9%

37.5%

37.0%

32.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）
那古地区（N=217）
北条地区（N=497）
館山地区（N=586）
西岬地区（N=117）
神戸地区（N=132）
富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）
館野地区（N=127）
九重地区（N=80）

不明（N=27）
市合計（N=2096）

使いたいと思う
ダイヤや運賃などが改善されれば使いたいと思う
バス停周辺の駐車場が整備されれば利用する
使わざるを得ない状況である
自身の生活スタイルと合わない限り、サービスがよくなっても使わないと思う
無回答
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問 20 高速バスの運行サービスについて、それぞれどの程度満足されていますか。高速バスを利用さ

れない方もわかる範囲でお答えください。 

 

 

問 21 あなたは、どのくらいの頻度で路線バスを利用されますか。 

 

 

問 22 ご利用される乗車区間（最も頻繁に利用する区間）を教えてください。 

 

地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

船形地区 20歳代 女性 柳塚小宮 富浦 

40歳代 女性 船形 館山 

50歳代 女性 船形駅前 イオンタウン 

男性 船形港 館山 

男性 船形小 館山駅 

60歳代 女性 那古船形駅前 イオン 

女性 港前  

女性 アロハガーデン 館山駅 

女性 船形駅前 館山駅前 

女性 船形駅前 枇杷倶楽部 

女性 川名 那石船形駅前 

女性 船形港 館山駅 

女性 駅 小塚大師 

男性 船形漁港入口 イオン館山 

男性 船形 館山 

男性 船小前 館山駅 

70歳代 女性 船形港 館山駅 

女性 川名 館山 

19.6%

17.7%

12.2%

7.9%

8.7%

8.9%

11.5%

6.8%

5.2%

4.6%

22.5%

21.7%

18.7%

11.4%

13.5%

12.2%

17.2%

11.5%

8.6%

7.1%

33.8%

31.3%

39.4%

46.1%

46.9%

50.8%

47.0%

41.2%

44.6%

32.9%

4.4%

8.1%

8.0%

11.7%

8.6%

5.9%

2.9%

15.9%

14.6%

21.4%

1.7%

1.8%

3.0%

1.8%

1.1%

3.1%

3.1%

10.8%

18.9%

19.6%

20.0%

19.9%

20.7%

21.1%

20.8%

21.5%

23.9%

23.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

運行ルート

運行本数・運行時間帯

到着時間の正確さ

運賃

予約・運賃支払い手続きのしやすさ

時刻表・路線図等の運行情報案内

乗務員・係員の対応

バス停留所の待合空間

鉄道・路線バスとの乗り継ぎのしやすさ

バス停留所周辺での駐車場の確保のしやすさ

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

6.3%

2.8%

1.2%

3.6%

5.1%

6.8%

4.7%

3.6%

1.6%

3.8%

7.4%

3.4%

21.5%

14.7%

13.3%

17.7%

29.9%

19.7%

18.6%

9.8%

15.7%

11.3%

11.1%

16.6%

62.7%

75.6%

78.1%

71.5%

61.5%

67.4%

65.1%

78.6%

74.8%

78.8%

74.1%

72.8%

2.3%

2.7%

9.5%

6.0%

6.0%

5.8%

1.7%

6.1%

9.3%

5.4%

7.9%

6.3%

7.4%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

定期的な利用（週に1日以上） 不定期な利用（週に1日以下） 未利用 その他 無回答
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

船形地区 70歳代 女性 船形港前 館山駅 

女性 那古船形 館山 

女性 船形 みなと前 

女性 船形駅前 八幡神社 

女性 那古船形 館山 

男性 岡本橋 船形小前 

80歳以上 女性 船形港 ジャスコ 

女性 船形 館山 

女性 船形駅前 船形駅前 

男性 川名 館山駅 

男性 船形 館山 

不明 がけ観音 館山駅 

那古地区 10歳代 男性 那古 イオンタウン館山 

30歳代 女性 芝崎 館山 

男性 犬石 館山駅 

40歳代 男性 川崎 館山 

50歳代 女性 市民グランド 館山駅 

女性 東藤 館山駅 

60歳代 女性 川崎 八幡神社前 

女性 芝崎 館山駅 

女性 東藤 館山駅 

女性 芝崎 赤川整形外科 

男性 市民運動場 館山駅 

男性 川崎 館山駅 

不明 川崎 館山駅 

70歳代 女性 川崎 船形小 

女性 運動場入口 館山駅 

女性 芝崎 城山公園 

女性 東藤の木 イオンか駅 

女性 芝崎 館山駅 

女性 イオン 川名 

女性 川崎 ジャスコ 

女性 館山 亀田病院 

女性 横峯 横峯 

女性 那古 館山駅 

男性 柴崎 館山駅 

男性 館山駅 亀田クリニック 

男性 那古小前 館山駅 

男性 館山駅 千倉 

80歳以上 女性 川名 イオンタウン 

女性 那古 船形駅前 

男性 正木原 館山 

男性 川崎  

北条地区 10歳代 女性 木更津駅西口 木更津イオン 

男性 東電前 安房高前 

20歳代 女性 上野原 館山 

30歳代 女性 南総文化ホール 亀田病院 

女性 館山駅 富浦 

女性 南総文化ホール前 館山駅 

40歳代 女性 館山病院 安房自然村 

女性 館山 館山航空隊 

女性 館山駅 イオンタウン館山 

女性 南町 亀田クリニック 

男性 館山駅 館山駅 

不明 館山駅 イオンタウン館山 

50歳代 女性 犬石  

男性 湊橋 汐留橋 

60歳代 女性 南町 鴨川、館山 

女性 潮留橋 館山駅 

女性 館山駅 亀田病院前 

女性 館山 ジャスコ 

女性 館山 亀田病院、安房地域医療センター 

男性 館山 イオン 

男性 八幡神社前 館山駅 

男性 館山駅 亀田病院前 

男性 湊 館山駅 

男性 館山駅 安房地域医療センター前 

男性 南長須賀 館山駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

北条地区 70歳代 女性 汐留橋 館山駅 

女性 イオン館山店 安房高前 

女性 ＮＴＴ前 イオン 

女性 正木 駅、イオン 

女性 館山郵便局前 宮城 

女性 湊 下町 

女性 館山駅  

女性 館山駅前 医療センター 

男性 館山駅 鴨川駅 

男性 館山駅 赤門前 

男性 館山 新宿 

男性 館山駅 東京駅日本橋口 

男性 館山 州ノ崎、大神宮 

男性 館山駅前 亀田病院 

不明 館山駅 千倉行 

80歳以上 女性 駅前 那古センター 

女性 館山駅 蘇我 

女性 南町 医療センター 

女性 湊橋 館山駅 

女性 館山駅 船形港 

女性 館山駅 安房医療センター 

女性 潮止バス停 館山駅 

女性 館山 崖観音下 

女性 館山駅 医療センター 

女性 館山病院前 谷藤原 

女性 館山駅 イオン 

女性 館山 安房医療センター 

女性 館山駅 館山病院前 

男性 八幡宮前  

男性 館山 亀田病院 

男性 館山駅前 亀田病院前 

男性 イオン 農協前 

男性 来福寺前 館山駅 

不明 館山駅 東京 

不明 館山駅 病院 

館山地区 10歳代 女性 下真倉 館山駅 

女性 農業研修所 館山駅 

女性 館山小学校前 波左間 

女性 館小前 館山駅 

20歳代 男性 館山駅 西下町 

男性 館山駅 大宮 

不明 西岬 館山 

不明 大賀 館山 

30歳代 女性 下町 館山駅 

男性 館山駅 鴨川駅 

男性 館山駅 ファミリーオ館山 

男性 犬石 汐止橋 

不明 笠名 館山 

不明 館山 東京 

40歳代 女性 館山駅 亀田病院 

女性 西の浜海岸通り 館山駅 

女性 下町 イオン 

女性 城山公園前 館山駅 

男性 大賀 館山駅 

男性 笠名 館山駅 

男性 下町 館山東口 

男性 館山駅、田村病院  

50歳代 女性 館山駅 洲崎灯台前 

女性 館山駅 上真倉 

女性 下町 館山駅 

女性 館山 イオン 

女性 下賀 館山駅 

女性 館山航空隊 館山 

女性 犬石 館山 

男性 大賀 館山 

男性 仲の町 館山駅 

男性 豊津橋 館山駅 

男性 赤門 イオン 



97 

地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 50歳代 男性 木更津 君津中央病院 

男性 城山公園 館山駅 

60歳代 女性 赤門 館山駅 

女性 宮城 館山駅 

女性 館山駅 館山小学校前 

女性 豊津橋 館山駅 

女性 上真倉  

女性 館山病院前 白浜 

女性 館山駅 上真倉 

女性 下町 イオンタウン館山 

女性 西下町 館山駅 

男性 城山公園 館山駅 

男性 館山 館山 

男性 文化ホール 文化ホール 

男性 豊津橋 館山 

男性 大賀 館山駅 

男性 城山公園前 館山駅 

男性 赤門前 館山駅 

男性 宮城 館山駅 

男性 館山駅 安房向浜 

男性 宮城 館山駅 

男性 仲の町 館山駅 

男性 宮城 館山駅 

男性 宮城 館山駅 

男性 青柳 館山駅 

不明 大賀 館山駅 

不明 浅間神社 宮城 

不明 館山駅 笠名 

70歳代 女性 館山駅 千葉駅 

女性 館山病院前 白浜 

女性 ＮＴＴ前  

女性 布良 青木 

女性 湊 船形駅 

女性 下町 駅 

女性 館小前 館山駅 

女性 館山駅 東電前 

女性 館山駅 安房医療センター 

女性 自衛隊前 館山駅 

女性 下真倉橋 館山駅 

女性 館小前 駅 

女性 上の原 館山 

女性 海上技術学校 館山駅 

女性 館山駅 鴨川亀田病院 

男性 館山小前 館山駅 

男性 宮城 館山駅 

男性 仲野町 館山駅 

男性 館山小学校前 駅 

男性 上真倉 館山駅 

男性 宮城 館山駅 

男性 館山 横浜 

男性 館山 横浜 

男性 館山小学校前 館山駅 

不明 城山公園 館山駅 

80歳以上 女性 神の町 館山駅 

女性 西ノ浜 館山駅 

女性 ＮＴＴ イオン 

女性 仲ノ町 館山駅 

女性 桐生橋 館山駅 

女性 仲町 館山駅 

女性 館山小前 たてしん前 

女性 イオンタウン館山 富浦駅前 

女性 赤門 イオン 

女性 相生橋 駅 

女性 西ノ浜 館山駅 

男性 赤門 館山駅 

男性 上真倉 館山駅 

男性 駅 大賀 

不明 館山駅 千葉駅 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

館山地区 不明 女性 波左間港 館山駅 

男性 下真倉 館山駅 

西岬地区 10歳代 女性 浅間神社前 館山駅 

女性 名郷浦 ＮＴＴ館山 

40歳代 女性 休暇村館山 館山 

男性 洲の宮 館山駅 

男性 名郷浦 館山駅 

不明 安房浜田 館山 

50歳代 女性 名郷浦 館山駅 

女性 館山駅 加賀名 

男性 館山 伊戸 

男性 名郷浦 館山駅 

不明 浜町 館山 

60歳代 女性 加賀名ｏｒ休暇村 館山 

女性 浜町 浜町 

女性 塩見 塩見 

男性 館山駅  

男性 長通り 館山駅 

男性 館山駅 浅間神社前 

男性 伊戸 郵便局前 

70歳代 女性 洲崎灯台前 館山駅 

女性 西岬 館山 

女性 洲崎神社 館山駅 

女性 浜田 館山駅 

女性 西岬 館山駅 

女性 西岬 館山駅 

男性 館山駅 キマカ村 

男性 西川名 館山駅 

不明 館山 加賀名 

80歳以上 女性 館山駅 千葉 

女性 西岬 館山 

男性 伊戸 館山駅 

男性 ＪＲバス浜町 ＪＲ館山 

男性 西岬 館山駅 

男性 波左間 波左間 

不明 海上技術学校前 館山駅前 

神戸地区 10歳代 女性 安房佐野 館山駅 

男性 犬石 館山駅 

40歳代 男性 宮前バス停 館山駅 

男性 安房神社 館山 

60歳代 男性 佐野 館山 

男性 犬石 館山駅 

70歳代 女性 館山駅 東京駅 

女性 佐野 館山 

女性 犬石駅  

女性 安房佐野 館山駅 

女性 犬石 館山駅 

女性 佐野 館山病院・館山 

男性 安房佐野 館山駅 

男性 佐野 館山駅 

不明 安房佐野 館山駅 

不明 佐野 館山駅 

80歳以上 女性 館山 佐野 

女性 佐野 館山 

女性 神戸 館山駅 

男性 安房佐野 館山 

男性 犬石 館山駅 

男性 神戸 館山駅 

男性 宮前 館山 

男性 洲宮 館山 

富崎地区 20歳代 女性 布良 館山駅 

50歳代 女性 相浜 館山 

60歳代 男性 自然村 館山 

男性 相浜 館山 

70歳代 女性 相浜 館山 

女性 宮前 館山駅 

男性 布良 館山 

80歳以上 女性 布良 館山 
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地区 世代 性別 乗車バス停 降車バス停 

富崎地区 80歳以上 男性 相浜 館山 

豊房神余地区 
 

10歳代 女性 豊房 館山駅 

40歳代 男性 岡田口 館山駅 

50歳代 女性 下神余 館山駅 

不明 館山駅 豊房 

60歳代 女性 大倉 館山駅 

女性 来福寺 安房大倉 

女性 下神余 白浜駅 

70歳代 女性 上神余 館山駅 

女性 神余小学校 館山駅、南町 

80歳以上 女性 上ノ原 医療センター 

女性 豊房 館山駅 

男性 豊房 館山 

不明 安房大倉 館山駅 

館野地区 10歳代 男性 館山病院 犬石 

30歳代 女性 九重 館山 

男性 稲村 館山駅 

50歳代 女性 館山駅 農協前 

女性 南総文化ホール 館山駅 

男性 館山駅 山本口 

不明 館野 館山駅 

60歳代 女性 館山 国分寺前 

女性 南総文化ホール 亀田総合病院 

男性 稲 館山 

70歳代 女性 館野農協前 館山駅 

女性 南総文化ホール 亀田病院前 

男性 館山駅 東京、横浜 

男性 国分 館山 

男性 萱野 館山駅 

80歳以上 女性 医療センター 南町 

女性 稲村 武別所 

不明 駅 鴨川 

九重地区 60歳代 女性 加茂坂上 亀田総合病院 

男性 水玉 館山駅 

70歳代 女性 九重駅前通り 亀田病院 

男性 竹原口 医療センター 

男性 安東 館山 

80歳以上 女性 九重、水岡 館山、農協前 

女性 ＪＲ九重駅前通 ＪＲ館山駅 

男性 九重火の見前 館山駅 

不明 竹原口 館山駅 

不明 60歳代 女性 笠名 赤門 

女性 潮留橋 館山駅 

70歳代 男性 洲崎灯台 館山 

80歳以上 女性 湊橋 信用金庫本店 

不明 不明 ゴルフ場前 日本橋口 

 

問 23 路線バスを利用される際の、最も多い利用目的 

 

6.8%

3.8%

1.8%

3.0%

2.2%

2.3%

8.3%

3.0%

2.2%

4.7%

4.2%

3.1%

1.2%

20.3%

17.0%

11.9%

15.6%

20.0%

14.0%

6.7%

16.7%

6.3%

11.8%

14.3%

14.9%

15.3%

22.6%

24.8%

16.8%

17.8%

27.9%

26.7%

16.7%

25.0%

47.1%

14.3%

21.2%

1.7%

1.8%

2.4%

2.2%

2.3%

3.1%

11.8%

14.3%

2.3%

3.4%

13.2%

3.7%

6.0%

11.1%

9.3%

13.3%

4.2%

9.4%

6.7%

2.8%

4.8%

4.4%

6.7%

4.2%

2.6%

5.1%

11.3%

10.1%

15.0%

11.1%

4.7%

13.3%

9.4%

28.6%

10.3%

1.2%

4.4%

4.7%

1.2%

10.2%

5.5%

9.6%

13.3%

9.3%

8.3%

9.4%

7.5%

37.3%

32.1%

35.8%

25.1%

11.1%

20.9%

33.3%

37.5%

34.4%

29.4%

28.6%

29.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=59）

那古地区（N=53）

北条地区（N=109）

館山地区（N=167）

西岬地区（N=45）

神戸地区（N=43）

富崎地区（N=15）

豊房神余地区（N=24）

館野地区（N=32）

九重地区（N=17）

不明（N=7）

市合計（N=571）

通勤 通学 買物 通院
公共施設利用 食事・飲み会 観光 遊び・趣味・習い事等
出張 その他 無回答
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問 24 路線バスを利用していない方（問 21に「7」とお答えされた方）にお聞きします。 

（１）路線バスをご利用されていない理由は何ですか。 

 

 

地区別 

  

  

  

  

  

71.1%

12.8%

11.6%

4.7%

5.6%

2.5%

8.4%

7.3%

4.4%

1.6%

0.2%

0.0%

6.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

市合計（N=1525）

76.8%

10.1%

6.1%

8.1%

1.0%

3.0%

4.0%

14.1%

4.0%

3.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

船形地区（N=99）

68.9%

14.0%

6.7%

5.5%

6.7%

1.2%

7.3%

7.3%

4.3%

0.0%

1.2%

0.0%

5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

那古地区（N=164）

75.0%

8.0%

12.9%

4.6%

5.9%

1.3%

6.7%

6.7%

4.9%

2.3%

0.0%

0.0%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

北条地区（N=388）

72.8%

11.2%

11.5%

3.8%

4.3%

2.6%

10.0%

8.4%

3.6%

1.4%

0.0%

0.0%

6.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

館山地区（N=419）

63.9%

19.4%

6.9%

5.6%

5.6%

8.3%

9.7%

6.9%

4.2%

1.4%

1.4%

0.0%

12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

西岬地区（N=72）

67.4%

20.2%

11.2%

3.4%

3.4%

6.7%

12.4%

6.7%

7.9%

1.1%

0.0%

0.0%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

神戸地区（N=89）

53.6%

17.9%

0.0%

0.0%

0.0%

7.1%

28.6%

7.1%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

17.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

富崎地区（N=28）

61.4%

15.9%

20.5%

4.5%

13.6%

1.1%

5.7%

2.3%

2.3%

2.3%

0.0%

0.0%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

豊房神余地区（N=88）

70.5%

14.7%

14.7%

6.3%

8.4%

1.1%

7.4%

4.2%

4.2%

1.1%

0.0%

0.0%

6.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

館野地区（N=95）

71.4%

25.4%

14.3%

4.8%

6.3%

1.6%

9.5%

9.5%

7.9%

1.6%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

バスを利用する用事が特にないから

本数が少ないから

バス停に待合空間がなく、バス待ちが苦痛だから

タクシーのほうが便利だから

自宅の近くにバス停がないから

時間がかかるから

バス停まで歩いていけないから

目的地に行くバスがないから

使いたい時間にバスが運行していないから

バスの利用の仕方がわからないから

運賃が高いから

バスに関する情報が無く不安だから

その他

九重地区（N=63）
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問 24（２）路線バスを利用するための条件は何ですか。具体的にお答えください。 

 

 

地区別 

  

  

  

  

  

  

62.7%

3.6%

16.6%

6.6%

2.0%

3.0%

8.3%

7.2%

14.8%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

市合計（N=472）

63.6%

8.1%

10.1%

9.1%

2.0%

5.1%

4.0%

13.1%

16.2%

3.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

船形地区（N=99）

61.0%

2.4%

15.2%

5.5%

2.4%

1.2%

8.5%

6.1%

15.2%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

那古地区（N=164）

59.8%

2.3%

19.6%

5.7%

2.3%

1.3%

7.7%

6.4%

16.2%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

北条地区（N=388）

61.3%

4.1%

14.1%

6.4%

1.4%

3.1%

9.5%

8.8%

13.6%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

館山地区（N=419）

80.6%

1.4%

8.3%

9.7%

5.6%

9.7%

9.7%

5.6%

11.1%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

西岬地区（N=72）

73.0%

3.4%

12.4%

5.6%

1.1%

6.7%

12.4%

6.7%

14.6%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

神戸地区（N=89）

78.6%

0.0%

0.0%

3.6%

0.0%

7.1%

21.4%

3.6%

10.7%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

富崎地区（N=28）

51.1%

5.7%

36.4%

5.7%

0.0%

2.3%

3.4%

2.3%

17.0%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

豊房神余地区（N=88）

65.3%

3.2%

20.0%

7.4%

2.1%

2.1%

6.3%

5.3%

13.7%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

館野地区（N=95）

66.7%

7.9%

15.9%

11.1%

3.2%

1.6%

9.5%

11.1%

14.3%

3.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

運転ができなくなってから

目的地へ接続するバスが整備されたら

近所へのバス停設置、バス停までの送迎、フリー乗降制度などが

導入され、バス停までの移動が楽になったら

運行本数が増便されたら

運行時間帯が拡大したら

運賃が値下げしたら

フリー乗車券のような割引切符が導入されたら

スイカ、パスモなどのICカードが使えるようになったら

条件が改善されても利用しないと思う

その他

九重地区（N=63）
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問 25 市内で運行中の路線バスの運行サービスについて、それぞれどの程度満足されていますか。 

利用されない方もわかる範囲でお答えください。 

 

問 26 タクシーの利用頻度 

 

 

問 27 タクシーを利用される際に、最も多い利用目的 

 

 

 

2.6%

1.4%

1.7%

3.0%

2.1%

1.3%

4.2%

3.0%

2.2%

2.1%

4.2%

2.8%

2.9%

6.1%

5.3%

2.4%

4.5%

2.3%

5.7%

19.0%

24.7%

43.9%

39.6%

44.1%

46.1%

48.4%

31.2%

39.4%

37.8%

49.8%

23.9%

22.5%

10.7%

15.8%

12.9%

8.2%

7.5%

22.4%

12.3%

15.8%

5.3%

25.8%

19.1%

7.0%

8.3%

5.9%

3.1%

3.1%

11.2%

8.1%

8.6%

2.7%

28.2%

30.6%

31.6%

32.1%

32.6%

33.5%

33.4%

31.5%

31.4%

34.4%

33.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

運行本数

運行時間帯

行き先

運賃

時刻表・路線図等の運行情報案内

運行時刻の定時性

所要時間

バス停留所の待合空間

バス停留所までの距離

他の交通機関との乗り継ぎ

乗務員の対応等、全般のサービス

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

1.8%

1.5%

2.3%

3.7%

1.3%

3.8%

1.4%

4.2%

4.3%

1.7%

3.0%

2.3%

3.6%

3.9%

3.4%

2.5%

4.6%

4.2%

6.0%

3.4%

3.0%

9.3%

4.5%

3.1%

2.5%

11.1%

4.6%

26.6%

26.3%

30.8%

29.2%

23.9%

17.4%

9.3%

29.5%

23.6%

26.3%

29.6%

27.2%

60.1%

59.9%

53.7%

53.9%

67.5%

69.7%

69.8%

55.4%

61.4%

63.8%

51.9%

57.9%

3.7%

1.8%

1.5%

2.7%

1.6%

1.7%

4.4%

2.8%

3.2%

3.1%

2.6%

5.3%

7.0%

3.6%

5.5%

6.3%

3.7%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

週に５日以上 週に３～４日 週に１～２日
月に２～３日 月に１回程度 年に数回程度
タクシーは利用しない その他 無回答

4.8%

4.6%

1.7%

3.7%

5.3%

10.0%

2.0%

4.1%

3.4%

7.7%

3.6%

28.6%

9.2%

20.0%

19.6%

21.1%

20.0%

23.1%

14.0%

14.3%

17.2%

7.7%

18.6%

2.2%

1.5%

2.6%

4.1%

1.5%

20.6%

44.8%

35.2%

27.8%

18.4%

22.5%

46.2%

44.0%

51.0%

34.5%

30.8%

33.0%

2.3%

3.9%

3.0%

5.0%

12.0%

2.0%

7.7%

3.3%

7.9%

4.6%

7.0%

9.3%

7.9%

7.5%

7.7%

8.0%

2.0%

6.9%

7.3%

1.6%

1.3%

5.3%

4.8%

10.3%

11.7%

10.7%

13.2%

2.5%

6.0%

2.0%

15.4%

9.1%

28.6%

20.7%

16.5%

20.7%

26.3%

30.0%

23.1%

10.0%

20.4%

37.9%

30.8%

21.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=63）

那古地区（N=87）

北条地区（N=230）

館山地区（N=270）

西岬地区（N=38）

神戸地区（N=40）

富崎地区（N=13）

豊房神余地区（N=50）

館野地区（N=49）

九重地区（N=29）

不明（N=13）

市合計（N=882）

通勤 通学 買物 通院
公共施設利用 食事・飲み会 観光 遊び・趣味・習い事等
出張 その他 無回答
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問 28 タクシーを利用する際の目的地をご記入ください。（最も頻繁に行く場所） 

 

地区 年代 性別 内容 

船形地区 10歳代 男性 イオン 

20歳代 女性 診察三芳病院へ 

30歳代 女性 自宅 

40歳代 女性 市内→自宅（船形） 

女性 館山駅 

男性 飲食店←→自宅 

50歳代 女性 （安房地域医療センターから）館山駅 

女性 飲み会のため。代行がつかまらない。飲食店～自宅。 

男性 三芳病院 

男性 市内 

男性 自宅 

男性 渚等で酒を飲んだ帰り 

男性 館山駅周辺 

男性 館山駅→会社（山本） 

60歳代 女性 館山病院、小林病院 

女性 館山市内 

女性 バスの時間帯が悪い時（１時間待ちなど） 

女性 外出した夜など 

女性 お寺 

男性 イオン館山 

男性 館山駅周辺 

男性 飲食店 

70歳代 女性 出掛け先から自宅まで 

女性 出先から自宅へ 

女性 館山駅まで（東京又は千葉までのバス利用の為） 

女性 館山駅 

女性 病院 

男性 富浦農協行 

男性 飲食店 

80歳以上 女性 スパー船形店、おどや 

女性 館山循環器 

女性 平野眼科 

女性 イオン店おどや店 

女性 病院 

女性 地域医療センター 

女性 病院 

不明 館山駅近辺 

那古地区 10歳代 男性 館山駅 

20歳代 女性 自宅付近 

30歳代 女性 駅から自宅 

男性 外出先から自宅 

不明 館山駅から自宅へ 

40歳代 女性 飲んだ帰り自宅近くまで 

女性 飲食店→自宅 

男性 自宅 

男性 市内→自宅 

男性 飲屋～自宅 

男性 自宅 

男性 自宅 

男性 市内 

50歳代 女性 駅 

女性 飲食店 

女性 館山駅 

女性 飲み会の時の移動又は自宅に帰る為 

女性 館山駅 

男性 なぎさ銀座 

男性 自宅に帰る（飲酒後に） 

男性 病院 

男性 自宅 

60歳代 女性 館山駅から自宅 

女性 自宅から館山駅へ行く時に高速バス等の時間が合わない時が多い。 

女性 自宅に帰る時や、ケガなどで車運転できない時の通院 

男性 飲み会の帰りに自宅まで 

男性 自宅 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 60歳代 男性 館山 

男性 館山駅～自宅、飲み帰り 

男性 飲食街 

不明 自宅 

70歳代 女性 ホテル、御寺 

女性 館山駅周辺 

女性 館山駅 

女性 駅～自宅 

女性 月に１度通院のため上京し、館山駅発最終路線バスに間に合わず自宅まで乗車。 

女性 館山 

男性 飲屋 

男性 安房医療センター 

男性 館山市内 

男性 医療センター 

男性 外出先～自宅 

男性 買物くらい 

男性 自宅 

男性 駅 

男性 飲み会 

男性 波奈館山本店 

80歳以上 女性 北条地区内 

女性 病院 

女性 オドヤ船形店→自宅 

男性 安房医療センター 

不明 北条 

不明 男性 市内 

北条地区 10歳代 女性 現地から→帰宅 

女性 病院と自宅 

20歳代 女性 グラッチェガーデン 

男性 館山駅西口 

男性 駅 

男性 自宅（飲み会からの帰り） 

30歳代 女性 市内の飲食店、館山駅から自宅 

女性 自宅～駅 

女性 自宅 

女性 実家まで 

女性 自宅⇔館山駅 

女性 自宅への帰宅 

男性 渚銀座 

男性 自宅 

男性 館山駅西口 

不明 飲み屋街 

40歳代 女性 夜おそくに（家族に頼むのが悪いなぁ…という時間）家まで帰ってくる。 

女性 自宅～駅 

女性 自宅 

女性 食事場所 

女性 駅から自宅 

女性 館山駅⇔自宅 

女性 自宅 

女性 渚銀座、新町 

女性 駐車場の無い所へ行く時、特定の場所は無い 

女性 自宅 

男性 館山駅 

男性 イオンタウン 

男性 家に帰宅する為（アルコールを呑んでいるので…） 

男性 渚銀座 

男性 館山駅から安房高校 

男性 飲食店 

男性 南町飲食店 

男性 自宅 

男性 自宅 

男性 自宅 

男性 飲食店と自宅 

男性 自宅 

男性 自宅へ帰宅する際 

男性 市内飲食店より自宅まで 

男性 渚銀座 

50歳代 女性 館山駅周辺 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 50歳代 女性 自宅 

女性 家に帰宅する際に利用するのみ 

女性 北条 

女性 市内 

女性 駅周辺 

女性 自宅 

女性 とくにはないが。（運転が不可能な時に利用のため） 

女性 店→自宅 

女性 帰宅が遅い時間になる場合（駅と家の間） 

男性 自宅と館山駅間 

男性 自宅 

男性 渚ギンザ 

男性 館山駅周辺の飲食店 

男性 その時によって違う 

男性 葬儀宅 

男性 千倉 

不明 自宅 

60歳代 女性 安房地域医療センター 

女性 病院（亀田ファミリークリニック） 

女性 館山駅 

女性 館山駅 

女性 館山駅より自宅 

女性 館山駅 

女性 たてやま整形外科クリニック、館山駅から湊・木更津駅から東邦病院（帰りも） 

女性 市内では乗らない。旅先で乗る。 

女性 自家用車を使用しなかった時の帰り。駅から自宅まで。 

女性 西崎方面 

女性 市内 

女性 館山駅から自宅まで 

女性 イオン 

女性 病院 

女性 飲食店 

女性 駅 

女性 亀田ファミリークリニック、医療センター 

女性 安房地域医療センター、鴨川亀田病院、市役所、南房総市、館山駅 ※徒歩で行けない、行

かなければならない場所 

男性 特定の場所はない 

男性 なぎさ銀座 

男性 館山駅 

男性 自宅－館山駅 

男性 飲み会 

男性 自宅（飲み会からの帰宅に利用） 

男性 自宅へ帰る 

男性 渚銀座 

男性 飲み屋 

男性 館山市内 

男性 館山駅 

男性 自宅（館山駅から） 

男性 実家 

男性 飲食店から自宅 

男性 特になし。その都度 

男性 まだ運転可能なので、使用していない。（基本的） 

男性 自宅 

70歳代 女性 鴨川シーワールド 

女性 病院 

女性 原クリニック 

女性 赤門整形外科 

女性 館山駅まで 

女性 外出した際、帰宅する時、館山駅から自宅までが多い。 

女性 鈴木内科クリニック 

女性 館山駅 

女性 館山駅西口方面 

女性 館山駅 

女性 観光地（それぞれ） 

女性 館山駅 

女性 藤原運動公園 

女性 雨降りで、自転車で通院できない場合、たてやま循環器 

女性 館山駅 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 70歳代 女性 駅←→自宅 

女性 館山駅 

女性 民宿、ホテル 

女性 館山駅 

男性 館山駅へ 

男性 自宅から駅まで 

男性 館山駅 

男性 飲酒を伴う会合 

男性 場所はかけません 

男性 飲み会場所→自宅 

男性 北条から安房地域医療センターへ 

男性 病院、寺、ジャスコ 

男性 パチンコ店 

男性 館山駅西口付近 

男性 医療センター 

男性 木更津市 

男性 駅まで 

男性 病院 

不明 病院 

不明 食事会等の帰途 

不明 文化ホール、駅 

80歳以上 
 

女性 病院 

女性 那古 

女性 市内 

女性 船形 

女性 館山病院 

女性 病院から自宅 

女性 病院 

女性 自宅から病院、自宅から館山駅 

女性 横浜 

女性 病院 

女性 館山駅まで 

女性 病院、亀田ファミリー館山 

女性 なかパン 

女性 館山駅、医療センター 

女性 たてやま循環器病院まで通院する 

女性 館山病院、整形外科、眼科 

女性 コミュニティセンター 

女性 亀田クリニック、佐々木歯科 

女性 館山駅、自宅まで 

女性 館山駅から自宅まで 

女性 自宅から館山駅まで（観光、娯楽等で東京等へ行く時、列車、高速バス乗るため） 

女性 地域医療センター、佐伯眼科、亀田病院 

女性 菜の花ホール 

女性 安房医療センター 

女性 子供の病院、自分の病院（特に雨の時） 

男性 ＪＲ館山駅 

男性 自宅－駅 

男性 安房地域医療センター 

男性 安房地域医療センター 

男性 館山駅～自宅（来福寺前） 

男性 たてやま循環器内科・外科 

不明 館山市内、病院 

不明 館山駅前～自宅まで 

不明 クリニック 

不明 特に決まっていない 

不明 病院 

不明 男性 家に帰る 

館山地区 10歳代 女性 館山駅 

女性 館山駅 

20歳代 女性 館山駅 

男性 館山駅のあたり 

男性 自宅に帰宅の時 

男性 自宅へ帰る時 

男性 飲酒後の自宅への送迎 

男性 北条 

男性 館山駅 

男性 自宅 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 20歳代 不明 館山駅 

不明 館山駅～自宅（来福寺前） 

30歳代 女性 駅 

女性 家 

女性 かもがわ駅から競技場 

女性 車がないとき通学送り 

女性 自宅～館山駅 

男性 自宅 

男性 家⇔駅 

男性 館山市内 

男性 館山駅 

男性 館山駅～自宅 

男性 館山駅 

男性 駅周辺 

男性 自宅～店 

男性 飲食店→自宅 

男性 渚銀座 

不明 館山病院 

不明 館山駅 

不明 自宅 

40歳代 女性 館山駅 

女性 焼肉屋（帰路に利用） 

女性 館山駅→自宅 

女性 自宅 

女性 渚銀座 

女性 館山駅 

女性 医療センター 

男性 飲み会帰り 

男性 自宅 

男性 渚銀座 

男性 自宅 

男性 館山駅から家へ 

男性 館山駅 

男性 館山駅 

男性 自宅 

不明 館山駅 

50歳代 女性 西岬 

女性 職場 

女性 スナック等飲食店 

女性 館山駅周辺 

女性 館山駅 

女性 館山駅から自宅 

女性 飲酒後の帰宅（飲食店から自宅） 

女性 館山循環器内科外科、和田眼科 

女性 館山北条 

男性 自宅 

男性 館山駅 

男性 駅から自宅へ 

男性 自宅（館山駅集辺から） 

男性 木更津まで 

男性 館山駅 

男性 イオン 

男性 食事・飲み会場所から自宅まで 

男性 自宅 

男性 館山駅 

男性 亀田ファミリークリニック 

男性 館山～家 

不明 渚銀座 

不明 館山駅近辺 

60歳代 女性 和田眼科 

女性 医療センター（通院） 

女性 館山駅 

女性 自宅～館山駅 

女性 東京駅→東銀座 

女性 館山駅 

女性 館山駅 

女性 病院 

女性 駅から自宅 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 60歳代 女性 千葉幕張 

女性 館山駅 

女性 木更津又は君津 

女性 館山駅 

女性 県外へ３ヶ月毎に通院、神奈川県 

女性 館山駅から自宅まで。 

男性 館山駅、食事会の会場など 

男性 市内 

男性 飲食店 

男性 通院 

男性 市内（駅付近） 

男性 館山駅 

男性 自宅 

男性 館山駅、飲み屋（往復） 

男性 駅から自宅 

男性 自宅へ帰る時 

男性 不特定 

男性 自宅に帰る 

男性 館山駅 

不明 渚 

不明 ジャスコ 

不明 亀田ファミリークリニック 

不明 駅から家へ 

70歳代 女性 病院 

女性 病院 

女性 観光地なので？記入不可 

女性 病院 

女性 駅→自宅 

女性 病院 

女性 館山駅 

女性 バス停又はＪＲ駅←→自宅 

女性 駅から自宅 

女性 館山市内 

女性 雨風の時、駅 

女性 館山駅 

女性 自宅 

女性 つりません 

女性 駅から自宅 

女性 駅→自宅 

女性 館山市内 

女性 猫を動物病院に連れて行く時。館山駅から横浜からの帰り夜、自宅まで利用する。 

女性 病院からはバス～館山駅について雨の場合の時等 

女性 館山駅から自宅 

女性 館山駅 

女性 家→病院 

女性 通院 医療センター 

女性 駅から自宅 

女性 駅 

男性 自宅～館山駅 

男性 飲み会、渚銀座 

男性 飲み会から自宅 

男性 通院 

男性 飲み屋 

男性 六軒町 

男性 飲み会場から自宅 

男性 病院 

男性 館山駅→自宅（宮城バス停） 

男性 飲食 

男性 夜駅から帰宅 

男性 医療センター 

男性 館山 

男性 居酒屋 

男性 館山駅 

男性 館山駅西口 

男性 北条地区 

不明 郷里に行くとき 

80歳以上 女性 神明町（日舞の師匠） 

女性 たてやま循環器内科外科 
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館山地区 80歳以上 女性 病院 

女性 安房地域医療センター 

女性 病院 

女性 電車乗り継ぎ 

女性 館山ＦＣへの通院 

女性 眼医者（駅西口）、真倉からタクシーを駅から呼ぶと１，６８０円かかりました。帰りは９６
０円です。合計で２，６４０円です。最近。 

女性 太田整形外科 

女性 館山病院、和田眼科 

女性 スーパーセンター 

女性 赤門整形外科 

女性 重いものが多いときはタクシーを使用する（自宅） 

女性 安房医療センター 

女性 医療センター、たてやま整形クリニック 

女性 早朝バスがない 

男性 館山駅から電車を利用し、出掛ける時 

男性 館山駅－自宅 

男性 病院（館山市北条） 

男性 イオン 

男性 和田医院 

男性 通院 

男性 病院 

男性 通院 

男性 館山駅からの帰宅のため（東京に行った時など） 

男性 館山病院 

男性 通院 

男性 安房地域医療センター 

男性 安房医療センター 

不明 館山駅 

不明 館山駅 

不明 館山駅まで 

不明 自宅～飲み会場 

不明 介護タクシーが利用出来ない時（介護タクシーは有償運送を含む） 

不明 病院 

不明 女性 スーパーイオン 

西岬地区 10歳代 女性 家 

40歳代 男性 自宅に帰宅する際 

男性 自宅 

不明 館山駅と自宅 

50歳代 女性 バス停との接続 

女性 病院 

男性 館山駅→自宅 

60歳代 男性 駅付近 

男性 館山駅 

男性 家 

男性 館山市内 

70歳代 

 

女性 亀田総合病院 

女性 病院へ 

女性 館山市内 

女性 病院 

女性 駅近くの病院（眼科、内科） 

男性 バスのない時間駅の方 

不明 病院 

80歳以上 女性 館山駅 

男性 家に帰る時、乗車場所はいろいろ（病院もある） 

男性 館山病院、安房医療センター 

男性 館山駅 

不明 館山駅西口 

神戸地区 40歳代 女性 医療センター 

男性 渚 

男性 帰宅 

男性 自宅 

50歳代 女性 旅行先。指定できない。 

男性 自宅 

男性 飲み会（渚銀座） 

60歳代 男性 繁華街 

不明 自宅 

70歳代 女性 自宅→館山駅 
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神戸地区 70歳代 女性 千葉県南総文化ホール 

女性 イオン館山店 

女性 館山市のスーパー 

女性 館山駅から自宅. 

男性 帰宅（自宅へ） 

男性 観光地で、利用する事はあります。館山市内では、全くありません。 

男性 館山駅 

男性 神戸■館山市内 

不明 市内 

80歳以上 女性 病院 

女性 買物 

男性 館山市内の病院、スーパー 

男性 安房地域医療センター 

男性 館山病院、郵便局 

富崎地区 50歳代 女性 決まってない 

60歳代 男性 飲み会 

男性 館山市内 

70歳代 男性 館山～布良 

80歳以上 男性 館山駅 

不明 白浜 

豊房神余地区 10歳代 女性 最寄のバス停、家 

女性 自宅 

20歳代 男性 飲み会場所から自宅へ 

40歳代 女性 店から自宅へ 

女性 都会で地理がよくわからない時（出張先） 

女性 館山病院 

女性 車を長期で置けない場合の駅への移動手段として。 

男性 駅周辺 

男性 自宅 

男性 館山駅 

男性 飲食店⇔自宅 

50歳代 男性 飲食店 

不明 渚銀座 

60歳代 女性 自宅～市内の病院 

女性 出先から自宅へ帰る時 

男性 安房鴨川駅 

男性 市内→自宅 

男性 ＪＲ館山駅 

男性 館山～自宅 

男性 館山駅 

男性 船形 

70歳代 女性 帰宅 

女性 館山 

女性 館山病院、市役所 

女性 自宅に帰る時。夕方６時のバスが最終なので時間外の時。 

男性 館山駅 

男性 館山市内 

男性 北条 

男性 館山駅 

不明 駅まで 

80歳以上 女性 帰りが夕方６時過ぎバスがない為自宅へ帰る為。館山駅 

男性 館山駅 

不明 病院、スーパー 

館野地区 10歳代 女性 館山駅～自宅 

男性 飲み会や食事後の帰たく時 

20歳代 女性 駅から自宅 

30歳代 女性 帰宅する際に利用 

男性 館山市内 

40歳代 女性 駅周辺 

50歳代 男性 主に飲み会の帰り自宅まで。行きは家族に送ってもらう。 

男性 外出先からの帰宅 

男性 市内→自宅 

男性 館山渚銀座（飲食店） 

不明 館山駅 

60歳代 女性 バスが無い時に使用 

男性 館山駅周辺 

男性 駅 

70歳代 女性 館山駅から自宅 
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館野地区 70歳代 女性 館山駅 

男性 飲み会等で 

男性 自分の家、電車の駅 

男性 飲食店 

男性 自宅 

男性 館山駅周辺 

男性 スーパー 

不明 渚銀座 

80歳以上 女性 文化ホール 

男性 その都度用件によって 

男性 駅館山 

不明 飲酒会 

不明 佐伯眼科 

九重地区 30歳代 男性 自宅 

40歳代 男性 決まってない 

男性 飲食店間の移動 

50歳代 男性 自宅へ（飲み会の帰り） 

男性 市内 

60歳代 

 

女性 館山駅→自宅 

男性 館山市内→自宅 

男性 自宅から館山駅 

男性 居酒屋 

男性 パチンコ「ヒルトン」 

70歳代 男性 館山駅 

男性 自宅 

80歳以上 女性 通院、リハビリｅｔｃ 

男性 利用するごと違う場所 

不明 通院 

不明 30歳代 男性 市内 

50歳代 女性 病院、具合が悪くなった時 

60歳代 女性 駅、観光バスで降りた所まで迎え 

男性 駅 

70歳代 男性 地域医療センター 

80歳以上 女性 市民文化ホール 

不明 不明 自宅（帰宅時に使用） 

 

タクシーを利用しない方（問 26に 「7」とお答えされた方）にお聞きします。 

問 29 タクシーをご利用されていない理由は何ですか。 
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市合計（N=1214）
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問 30 タクシーを使いたいと思いますか。 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

タクシーを利用する用事が特にないから

自家用車のほうが便利だから

バスのほうが便利だから

料金が高いから

電話で呼び出すことに抵抗感があるから

呼んでもなかなか来ないから

タクシーの利用の仕方がわからないから

迎車料金がかかるから

その他

神戸地区（N=92）

66.7%

56.7%

0.0%

26.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

タクシーを利用する用事が特にないから

自家用車のほうが便利だから

バスのほうが便利だから

料金が高いから

電話で呼び出すことに抵抗感があるから

呼んでもなかなか来ないから

タクシーの利用の仕方がわからないから

迎車料金がかかるから

その他

富崎地区（N=30）

69.4%

50.0%

0.0%

30.6%

0.0%

0.0%

0.0%

3.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

タクシーを利用する用事が特にないから

自家用車のほうが便利だから

バスのほうが便利だから

料金が高いから

電話で呼び出すことに抵抗感があるから

呼んでもなかなか来ないから

タクシーの利用の仕方がわからないから

迎車料金がかかるから

その他

豊房神余地区（N=62）

56.4%

69.2%

0.0%

17.9%

0.0%

1.3%

2.6%

3.8%

2.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

タクシーを利用する用事が特にないから

自家用車のほうが便利だから

バスのほうが便利だから

料金が高いから

電話で呼び出すことに抵抗感があるから

呼んでもなかなか来ないから

タクシーの利用の仕方がわからないから

迎車料金がかかるから

その他

館野地区（N=78）

58.8%

66.7%

0.0%

17.6%

2.0%

2.0%

0.0%

3.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

タクシーを利用する用事が特にないから

自家用車のほうが便利だから

バスのほうが便利だから

料金が高いから

電話で呼び出すことに抵抗感があるから

呼んでもなかなか来ないから

タクシーの利用の仕方がわからないから

迎車料金がかかるから

その他

九重地区（N=51）

18.4%

13.8%

20.1%

20.5%

15.4%

7.6%

11.6%

15.2%

13.4%

12.5%

22.2%

17.3%

21.5%

23.5%

21.7%

21.0%

21.4%

26.5%

18.6%

26.8%

26.8%

26.3%

25.9%

22.7%

8.2%

10.6%

11.5%

13.5%

16.2%

9.1%

7.0%

16.1%

11.0%

7.5%

7.4%

11.7%

29.1%

35.0%

29.4%

28.0%

31.6%

37.1%

39.5%

27.7%

25.2%

32.5%

22.2%

30.1%

22.8%

17.1%

17.3%

17.1%

15.4%

19.7%

23.3%

14.3%

23.6%

21.3%

22.2%

18.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）
那古地区（N=217）
北条地区（N=497）
館山地区（N=586）
西岬地区（N=117）
神戸地区（N=132）
富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）
館野地区（N=127）
九重地区（N=80）

不明（N=27）
市合計（N=2096）

使いたいと思う
運賃やサービスが改善されれば使いたいと思う
使わざるを得ない状況である
自身の生活スタイルと合わない限り、サービスがよくなっても使わないと思う
無回答
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問 31 タクシーにおける運行サービスについて、それぞれどの程度満足されていますか。利用しない

方もわかる範囲でお答えください。 

 

 

問 32 自家用車利用について、あなたのお考えをおたずねします。 

※ここでの自家用車移動とは運転することだけでなく、同乗も意味します。 

（１）自家用車での移動は、あまり環境に良くないと思いますか。 

 

 

問 32（２）自家用車での移動は、あまり健康に良くないと思いますか。 

 

3.4%

4.0%

3.8%

4.2%

4.2%

7.0%

3.1%

8.6%

8.8%

8.9%

8.9%

49.8%

33.1%

54.7%

50.7%

53.8%

53.8%

9.0%

25.9%

3.9%

6.2%

4.0%

4.0%

2.7%

12.1%

3.1%

28.1%

25.0%

27.6%

27.4%

27.8%

27.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配車依頼時の迅速さ

運賃

目的地までの速達性

運転手の対応

車両の乗り心地・乗り降りのしやすさについ

て

全般のサービス

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

22.2%

24.0%

17.9%

24.1%

22.2%

27.3%

23.3%

23.2%

17.3%

17.5%

25.9%

21.9%

25.9%

30.9%

30.8%

30.7%

42.7%

31.1%

32.6%

29.5%

33.1%

38.8%

37.0%

31.6%

22.2%

14.3%

17.9%

16.6%

14.5%

18.2%

9.3%

16.1%

15.7%

17.5%

11.1%

16.8%

15.8%

20.3%

23.1%

15.9%

11.1%

15.9%

20.9%

19.6%

23.6%

16.3%

22.2%

18.7%

3.2%

2.3%

3.0%

2.4%

1.5%

2.3%

3.6%

3.1%

2.5%

10.8%

8.3%

7.2%

10.4%

8.5%

6.1%

11.6%

8.0%

7.1%

8.8%

3.7%

8.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

全くそう思わない そう思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う 無回答

19.0%

24.9%

18.3%

24.1%

21.4%

30.3%

23.3%

20.5%

20.5%

21.3%

25.9%

22.1%

27.2%

31.3%

34.6%

32.9%

41.0%

37.9%

30.2%

42.0%

29.9%

33.8%

37.0%

33.8%

20.9%

13.4%

14.9%

15.2%

14.5%

14.4%

18.6%

10.7%

18.9%

16.3%

11.1%

15.3%

18.4%

18.9%

22.1%

15.5%

12.0%

9.8%

14.0%

16.1%

20.5%

18.8%

18.5%

17.6%

5.1%

3.7%

3.4%

2.2%

2.6%

1.5%

4.7%

1.8%

3.1%

2.5%

2.9%

9.5%

7.8%

6.6%

10.1%

8.5%

6.1%

9.3%

8.9%

7.1%

7.5%

7.4%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

全くそう思わない そう思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う 無回答
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問 32（３）自家用車利用は、できることなら控えた方が良いと思いますか。 

 

 

問 33 次の文章を読んで、問にお答えください。 

（１）あなたの生活の中で、「かしこい自家用車の使い方」ができそうな時は、どんな時ですか。 

 

 

問 33（２）どんなことができそうですか？できそうなものを、次の中からすべて選んで下さい。 

 

 

22.2%

30.9%

17.5%

23.4%

23.1%

28.8%

23.3%

22.3%

19.7%

25.0%

33.3%

22.9%

32.9%

33.6%

34.0%

36.0%

41.0%

40.9%

23.3%

41.1%

40.2%

37.5%

29.6%

35.9%

20.9%

12.0%

16.3%

14.7%

12.8%

12.1%

14.0%

8.0%

11.8%

15.0%

22.2%

14.6%

12.7%

14.7%

23.3%

11.4%

11.1%

10.6%

25.6%

17.0%

18.9%

12.5%

7.4%

15.6%

1.9%

1.4%

2.4%

4.4%

2.6%

1.5%

2.3%

3.6%

2.4%

2.5%

2.8%

9.5%

7.4%

6.4%

10.1%

9.4%

6.1%

11.6%

8.0%

7.1%

7.5%

7.4%

8.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

全くそう思わない そう思わない どちらでもない ややそう思う とてもそう思う 無回答

10.8%

10.1%

10.9%

11.4%

7.7%

6.1%

9.3%

9.8%

5.5%

6.3%

3.7%

9.8%

39.9%

39.6%

42.1%

36.2%

40.2%

36.4%

37.2%

36.6%

44.9%

52.5%

40.7%

39.7%

7.0%

4.1%

7.2%

6.0%

5.1%

6.8%

7.0%

6.3%

3.1%

7.5%

7.4%

6.1%

7.0%

12.9%

9.3%

14.3%

12.0%

9.8%

11.6%

7.1%

12.6%

10.0%

22.2%

11.4%

1.8%

2.4%

1.5%

0.8%

4.7%

1.8%

0.8%

2.5%

1.6%

13.3%

18.0%

14.1%

13.3%

17.9%

21.2%

16.3%

20.5%

16.5%

11.3%

7.4%

15.2%

22.2%

13.4%

14.1%

17.2%

17.1%

18.9%

14.0%

17.9%

16.5%

10.0%

18.5%

16.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=19）

那古地区（N=31）

北条地区（N=57）

館山地区（N=101）

西岬地区（N=16）

神戸地区（N=18）

富崎地区（N=2）

豊房神余地区（N=17）

館野地区（N=12）

九重地区（N=11）

不明（N=12）

市合計（N=296）

通勤・通学時 買い物に行く時 通院時 レジャーに行く時 その他 できそうな時は全くない 無回答

19.5%

24.1%

21.5%

27.4%

16.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

市合計（N=1777）
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地区別 

  

  

  

  

  

 

  

19.7%

22.6%

15.3%

27.0%

16.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

船形地区（N=137）

16.9%

24.7%

13.5%

32.0%

15.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

那古地区（N=178）

18.5%

30.9%

33.5%

25.1%

14.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

北条地区（N=427）

21.3%

27.0%

24.0%

21.9%

15.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

館山地区（N=508）

17.7%

10.4%

4.2%

46.9%

19.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

西岬地区（N=96）

22.1%

7.7%

14.4%

28.8%

25.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

神戸地区（N=104）

27.8%

11.1%

25.0%

27.8%

25.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

富崎地区（N=36）

15.7%

21.3%

9.0%

36.0%

12.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

豊房神余地区（N=89）

18.9%

25.5%

18.9%

30.2%

13.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

館野地区（N=106）

16.9%

19.7%

19.7%

29.6%

28.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

自家用車の代わりに鉄道やバスを使う。

自家用車の代わりに自転車やバイクを使う。

自家用車の代わりに歩いて行く。

家族等の用事のついでに一緒に済ませる。

遠くまで行かず、近くの目的地に変える。

九重地区（N=71）
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問 34 現在と同規模の市の財政負担があっても、今後、現在のサービス水準が維持できるとは限りま

せん。それを踏まえ、鉄道や路線バス、タクシーなどの公共交通について、今後どのような方向で取

り組む必要があるとお考えですか。 

 

  

3.2%

3.2%

2.4%

2.7%

1.7%

0.8%

2.3%

2.7%

3.9%

2.5%

11.1%

2.7%

9.5%

10.1%

8.9%

10.2%

4.3%

8.3%

4.7%

7.1%

9.4%

12.5%

7.4%

9.1%

34.2%

33.2%

35.6%

33.3%

34.2%

30.3%

34.9%

26.8%

35.4%

28.8%

33.3%

33.4%

34.2%

39.2%

37.0%

38.2%

41.9%

41.7%

34.9%

48.2%

34.6%

38.8%

37.0%

38.4%

0.6%

5.5%

4.8%

4.3%

4.3%

5.3%

7.0%

4.5%

3.9%

6.3%

3.7%

4.4%

18.4%

8.8%

11.3%

11.3%

13.7%

13.6%

16.3%

10.7%

12.6%

11.3%

7.4%

11.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

大半の人が自家用車で移動できるので、公共交通は必要ないと考える

沿線の人口の推移や利用状況により、路線の廃止や運行本数の減便を行い、財政負担を減らしていくべき

現状と同程度の財政負担の中で、運行の効率化等やれることに取り組み、可能な限り公共交通の維持に努めるべき

自家用車を運転できない高齢者等が増えるので、利用者負担や財政負担が増加しても、現状の公共交通サービス水準を拡充させていくべき

その他

無回答
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問 35 自家用車を利用されている方にお聞きします。  

今後、自家用車の過度な利用に頼らない生活をしたいと思いますか。 

 

 

  

9.5%

14.3%

13.9%

10.4%

9.4%

11.4%

11.6%

11.6%

8.7%

7.5%

11.1%

11.5%

25.3%

31.3%

36.2%

34.3%

33.3%

31.1%

34.9%

26.8%

34.6%

36.3%

7.4%

32.9%

17.1%

17.1%

10.7%

16.0%

21.4%

22.0%

16.3%

25.0%

20.5%

20.0%

22.2%

16.6%

6.3%

12.9%

7.8%

8.5%

9.4%

6.8%

4.7%

5.4%

11.0%

7.5%

11.1%

8.5%

41.8%

24.4%

31.4%

30.7%

26.5%

28.8%

32.6%

31.3%

25.2%

28.8%

48.1%

30.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

船形地区（N=158）

那古地区（N=217）

北条地区（N=497）

館山地区（N=586）

西岬地区（N=117）

神戸地区（N=132）

富崎地区（N=43）

豊房神余地区（N=112）

館野地区（N=127）

九重地区（N=80）

不明（N=27）

市合計（N=2096）

そう思う できる限りしたいと思う 思わない どちらでもない 無回答

7.1%

28.3%

45.4%

30.8%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

市合計（N=929）
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地区別 

  

  

  

  

  

 

  

12.7%

23.6%

30.9%

50.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

船形地区（N=55）

6.1%

26.3%

51.5%

23.2%

3.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

那古地区（N=99）

6.0%

25.3%

50.6%

44.2%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

北条地区（N=249）

6.9%

23.7%

50.8%

27.9%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

館山地区（N=262）

6.0%

52.0%

22.0%

8.0%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

西岬地区（N=50）

7.1%

48.2%

32.1%

19.6%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

神戸地区（N=56）

20.0%

45.0%

20.0%

30.0%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

富崎地区（N=20）

4.7%

20.9%

51.2%

14.0%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

豊房神余地区（N=43）

7.3%

29.1%

45.5%

23.6%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

館野地区（N=55）

5.7%

25.7%

37.1%

28.6%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

通勤や通学の際、たまには公共交通機関を使う

買い物や通院などの際、たまには公共交通機関を使う

自家用車の代わりに、自転車・オートバイを使う

徒歩や自転車等で歩いて行ける場所に目的地を変える

徒歩や自転車、公共交通を使って移動できる場所に転居する

九重地区（N=35）
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問 36 公共交通が使いやすくなり、利用者を増やすためには、どのような取り組みが効果的だと思い

ますか。 

  

27.4%

9.4%

19.9%

34.6%

24.4%

9.4%

3.5%

8.1%

8.6%

0.9%

12.6%

3.6%

5.1%

0.9%

2.6%

1.1%

9.2%

3.6%

11.6%

32.7%

6.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

市合計（N=2096）
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地区別（船形地区） 

 

  

25.9%

3.8%

22.2%

31.6%

22.8%

8.2%

3.8%

5.7%

12.0%

1.3%

10.1%

2.5%

5.1%

0.0%

4.4%

0.6%

13.3%

2.5%

10.1%

36.1%

10.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

船形地区（N=158）
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地区別（那古地区） 

 

  

27.6%

10.1%

23.0%

35.0%

28.1%

7.4%

3.2%

7.8%

10.1%

0.5%

10.1%

6.0%

4.1%

0.5%

2.3%

0.9%

11.1%

2.3%

12.0%

34.1%

6.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

那古地区（N=217）
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地区別（北条地区） 

 

  

25.8%

9.1%

19.5%

32.0%

24.9%

9.9%

4.2%

7.0%

7.2%

1.2%

15.9%

4.8%

4.8%

1.0%

3.6%

1.4%

7.2%

4.4%

12.1%

33.8%

5.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

北条地区（N=497）
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地区別（館山地区） 

 

  

28.0%

10.2%

18.8%

29.2%

29.2%

8.9%

3.1%

10.8%

8.4%

1.0%

10.8%

3.8%

6.5%

1.2%

1.5%

1.5%

10.9%

3.9%

11.1%

32.4%

8.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

館山地区（N=586）
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地区別（西岬地区） 

 

  

29.9%

13.7%

21.4%

42.7%

19.7%

11.1%

1.7%

9.4%

9.4%

0.0%

11.1%

1.7%

4.3%

0.0%

0.9%

2.6%

8.5%

5.1%

6.8%

29.1%

9.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

西岬地区（N=117）
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地区別（神戸地区） 

 

  

23.5%

10.6%

22.0%

42.4%

15.9%

9.8%

3.8%

5.3%

8.3%

0.0%

11.4%

0.8%

6.1%

1.5%

3.0%

0.0%

5.3%

3.0%

12.1%

31.8%

9.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

神戸地区（N=132）
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地区別（富崎地区） 

 

  

27.9%

9.3%

16.3%

41.9%

16.3%

14.0%

2.3%

11.6%

11.6%

0.0%

7.0%

4.7%

7.0%
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0.0%

2.3%

2.3%

9.3%

39.5%

9.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

富崎地区（N=43）
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地区別（豊房神余地区） 

 

  

23.2%

7.1%

27.7%

50.0%

17.9%

9.8%

3.6%

7.1%

7.1%

0.9%

13.4%

1.8%

1.8%

0.9%

0.9%

0.9%

3.6%

0.9%

14.3%

28.6%

4.5%
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増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

豊房神余地区（N=112）
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地区別（館野地区） 

 

  

32.3%

8.7%

10.2%

36.2%

17.3%

11.0%

5.5%

5.5%

7.9%

1.6%

18.1%

3.9%

4.7%

0.8%

2.4%

0.0%

13.4%
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16.5%

29.9%

3.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

館野地区（N=127）
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地区別（九重地区） 

 

 

  

36.3%

7.5%

21.3%

41.3%

23.8%

12.5%

2.5%

7.5%

8.8%

1.3%

12.5%

0.0%
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3.8%
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増便や運行時間帯の拡大

発車時刻を一定にするなど、分かりやすいダイヤの設定

行きたい場所を通る路線の設定

車両の小型化と集落への乗り入れ

フリー乗降制度の導入

市内全域における鉄道、路線バス、高速バスの乗継円滑化

わかりやすい運賃体系の導入

路線バスにおけるICカードの導入

介助が必要な人への手助けを行うなど、乗務員のサービス向上

ホームページや広報誌等への電車・バス等の運行情報案内掲載

高速バス、路線バスやコミュニティバス・乗合タクシー等の運行ルートや時

刻表、乗り方の案内等を掲載した公共交通マップの作成・配布

パソコン・スマートフォン等への時刻表、乗継情報等の提供

観光施設や商業施設等と連携した公共交通割引チケット等の発行

公共交通に関する意識向上を育むための地域懇談会やシンポジウム等の開催

公共交通を利用した通勤の呼びかけや「ノーマイカーデー」の実施

幼稚園や小中学生、高齢者等を対象としたバスの乗り方教室等の開催

バス停の待合環境（ベンチ、屋根の設置等）の改善

バス停の分かりやすい運行情報案内（時刻表、系統図等）の表示改善

駅やバス停における駐車場や駐輪場の設置

自家用車に頼らなくても生活できるまちづくり

バス車両のバリアフリー化

九重地区（N=80）
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最後に、館山市の公共交通をより良くするためにご意見等がございましたら、以下にご記入ください。 

 

地区 年代 性別 内容 

船形地区 10歳代 男性 市内に行きたいと思うレジャー環境を作ってほしい。 

20歳代 女性 ・内房線上りの終電の時間が早い。 ・那古船形駅でＩＣカードにチャージする際、お札し

かチャージできない。５００円チャージができるようにしてほしい。 

女性 小型巡回バス（コミュニティバス）への切り替えと、その路線を増設し、又、増便する。 

30歳代 女性 停留所、駅、ホームをきれいに。ゴミや虫が多い。観光客も、公共交通利用で、あちこち観
光できると良い。お年寄りも、待ちやすく、乗りやすいが良い。ホーム、線路のみぞが広く
て危険だと思った。 

男性 質問の中の排気ガスがどうとかの質問がありますが、公共交通機関があまりにも利用しづら
い為、車に頼るしかないと思う。車を利用しないで生活するなら自転車等の走りやすい道路
環境整備をするべきでは？車道がせまく危険を感じる。船形バイパスの話は中止ですか？市

内の道路環境悪すぎです。とにかく早急に取り組んで頂きたい。財政の事を言うなら船形バ
イパスは中止すべきだと思う。必要さを感じないから。お金がかかりますよね？その分道路
整備を。 

40歳代 女性 館山はバス（高速）も館山道も高すぎる。高齢者が下手な運転をするので、できればバスを
使いたいが本数も少ないし、時間通りに来ないなどがあるので通勤には使えない。できれば

７０歳になったら免許を全員返納してほしい。そのために高齢者用のクーポンを配るなど高
齢者中心になるようなバスを別で走らせてほしい。 

女性 利用者が減少し、バスの運行本数が減る悪循環になっていますが、バスの小型化、料金等取

り組んでいただけたらと思います。 

男性 バイパス方面が現在のメインとなりつつあるので、路線バス等の路線、バス停の移動などを

考えるべき。館山駅前の再開発。もっと道路を広くし、車での利用をしやすくするべき。 

50歳代 女性 ①私の最寄駅は、那古船形駅なのですが、ホームに行くのに、立橋を、上り下りしなければ
ならず、今の若さでも、キャリーバックを持っている時などは大変です。年をとっても、親

族が東京におり、実家も東北なので、東京駅をよく利用すると思うので、年をとっても、立
橋の上り下りができるか不安です。②公共交通にかかる資金が必要なのであれば、募金や寄
附も考えてみてはどうでしょうか。大金ではなくても、案外少しの額なら協力があるのでは。 

女性 ・自家用車がなければどこに行くのにも不便です。特に市役所へいくのに館山駅まではこら
れます。公共機関利用で、でもその先、歩くかタクシーの利用しかありません。公共機関へ

のスムーズな移動もしくは、交通手段を確保して頂きたいと思います。 ・館山駅の駐車場
の確保、駅のロータリーの違法駐車等。 ・とにかくすべてがダメだと思います。 

女性 本人は現在介護２の身障者です。自分からすすんで交通機関を利用して外出する事は今の所

ありませんが、主人の代わりに妻の私が代行して外出します。私も普段は電動自転車利用で
買物等して居りますが、常々もう少しバスを利用したいと思っています。行き先によっては
途中で乗り換えしなければ行けないとか、降りてから結構歩かなければならないとか…。役

所、南総文化ホール等の公共施設や大型商業店とか、医療機関等館山駅経由の巡回シティバ
スがあると良いと思っています。 

男性 バスを小型化にして台数を増やす。船形は歩道が狭く、ドブ板の上が歩道となっている。上
がり下がりが多く、年配の方や押し車の方や自転車では危ない。歩道にバス停がおいてある
箇所もあり、車道を歩かなくてはいけなかったりする。 

60歳代 女性 体を悪くし初めて自家用車でなくバスを利用したりしているが、買物の荷物が重くなりバス
をおりてから家迄の間が非常に大変だということに気づかされた。 

女性 公共交通の改善云々と言いつつ、実際には市民にあまり役立つとは思えない船形バイパスな
どに無駄な税金を費やし、さらに自家用車の利便性を追求しているとしか思えず、施策の見
直しを促したい。そのうえで、北条地区も含め、買い物難民化している現状をしっかり把握

し、大規模商業施設への乗り入れを計画してほしい。さらにＪＲについては、高速バスでは
行かれない遠方への用があることもあるので、せめて千葉直通を呼びかけてほしい。※質問
項目は、もっとフリーに答えられるとよかった。回答に困るところがあり、気持ちを表現し

きれなかった。 

女性 私共のように、身体に障害を持つ者にとって、自家用車で移動することは必要な事であって、
もっと市が活性化し、商業が盛んになれば遠い所まで買い出しに出る必要はないと思います

が。自営の飲食店を始めたばかりで、買い出し等に車は絶対に必要です。 

女性 運転（高齢の為）しなくなる人が増えていく。しかし買い物、病院等、足が不自由になって

くるし、歩いてばかりいられず、バスが必要になるので、路線バスは維持・確保してほしい。
市の負担が多くなっても仕方ない。日東交通の方でも本当は今のままではやりたくないので
はないか…。負担が多くて、赤字なのでは…。市民は今まで税金等、社会に貢献してきたの

だから今からは良い方向にしてほしい。 

女性 現在は路線バスが必要ないのですが、この先必要になる人口が増えていくと思います。バス
を小型化（マイクロなど）して、存続させて頂きたいと思います。 

女性 バス停が遠い。 １．国道ばかりでなく、海岸通り、バイパス通り（例、午前中１本でもい
い）。 ２．翌日の電話予約で人数を増やす。まとめて病院行き（医療センター午前行きはい

いのですが、帰り２本しかない。診察が遅れると午後帰れない時がある）。 

女性 車の運転ができるうちは良いのですが、年を重ねてできなくなったら不便を感じると思いま
す。近くの商店がなくなりスーパーに行くのも大変。病院、市役所等に行くのも大変になり

ます。色々な所を回ってくれるミニバスとかあったら助かりますね。 
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 60歳代 女性 私の住む船形は年々高齢者数が増加し続けています（もちろん私も含めて）数年後にはその

大半が自家用車の運転ができなくなる事は目に見えています。先を考えると不安です。以前
旅行で訪れた境港の市内循環バス（￥１００）には、ノンステップバスで高齢者も無理なく
利用できて、主要な病院市役所等を回る効率の良いバス（はまる～ぷバス）旅行者にも大変

分かりやすく便利なもので私達も利用しました。館山にもあったら皆が便利だろうとしみじ
み思いました。 

女性 介護タクシーを増やし、低価格で乗れるように！ 

女性 日東バスのタクシーの運転者がらんぼう。 

女性 今ほとんどの方が免許を持っていて自家用車で移動していると思います。ではいつ路線バス
やタクシーを利用するのか？免許を返納した後、要介護になるまでの方は（要介護になれば
買物へ行く病院へ連れていってもらうはある程度介護保険でお願いできるようになる）バス

やタクシーを利用しないといけなくなる。でもそんな方々は数少ないでしょうから、その部
分をフォローできる何か？あ！学生の方を忘れていました。自分も高校生の頃はバス通でし
た。私も免許を返納したらバスやタクシーを利用しなければ買物にもいけなくなる、そんな

日が目前です。 

男性 外出に自転車をよく使うが、車道が狭く追い越され時などに不安をよく感じる。歩道は起ふ
くが多く走りにくい。 

男性 鉄道、バスは不便であり、自家用車を使用してしまう。 

男性 特に思いつきません。 

70歳代 女性 老令の為、運転出来なくなった時に不安を持っています。公共交通が使い易い状態である事
がベターと思います。回答所要時間１５～２０分では意見がまとめられません。考えるチャ

ンスを下さりありがとうございました。 

女性 高速バス停が琵琶クラブの一つ手前に那古船形駅で乗車できるようにして下さい。 

女性 尾張屋、マツモトキヨシ、カインズ、ユニクロ、スシロー等の近くに乗り入れてほしい。バ
スの小型化に賛成。 

女性 私の場合、お医者・買い物などバイパスの利用が多く、今までのバスの通る道では病院に行

くのに予約時間にも間に合いません。バイパスに何本でもいいので、バスが通る事を希望し
ます。だんだん年をとるにつれて、旦那さんも一緒に年をとり、運転も出来なくなると思い
ます。タクシーも利用も良いですが、バイパスを通ってくれると買い物、病院など便利だと

思います。そうすればバスの利用も増えると思います。お願いします。 

女性 今朝（９月２５日）９：０５バスに船形駅前より乗車しましたが、空車でした。次の川名で、

一人那古で一人私は八幡下車、終点まで何人乗車するのか分かりませんが、たまに八幡まで
私一人の時も何回かありました。一方同じ時間帯にほぼ満席の日もあります。土曜日の９：
３５（平日の９：０５はありません）はいつもほぼ満席です。曜日、時間帯によって変動が

ありますので、見直しが必要かと思います。補助金を受けて運行して下さっていることに感
謝申し上げます。是非維持をお願い致します。 

女性 人は何でも国や市に頼り過ぎです。（日本が将来つぶれてしまいます）個々の人間性をかえる

時にきてます。歩きましょう、荷物は背負い、健康に良いです。今一度個人情報を見直しお
互い助け合う。融通しあう社会にしましょう。もっと市の貧乏を伝え、自分たちの協力でき
ることはすべきです。甘ったれの人が増え、行かされている今日がもったいない。皆さん自

然を守る生き方をしたいですね。 

女性 何でもかんでも便利で、体を動かさずぼけていくようで怖いです。 

女性 どうして手前のホームの利用をしないのか疑問です。高架橋も劣化しているし、荷物を持っ
ての利用は高齢化する現状では、利用者はますます減ります。ＪＲとの連携をとるべきです。
生きていて楽しい社会を目指すべきです。 

男性 フリー乗降制度をぜひお願いします。 

男性 ・小型循環バスの導入。 ・公共タクシー、車を所有している人で登録して退職者が運転に

送り迎えできるシステム。一人５００円程度の費用で。 

80歳以上 女性 私は身体に障害がありましてバスまではあるけません。時間をきめて小さいバスなどで近所

辺りを運転していただけるのりものがあると助かります。バスには無理です。私にはバスの
入口の高さが、足が行きません。日をきめて週に１回でもあると良いのですが、ほんとに困
ります。字が上手く書けませんで今日は特にごめんなさい。 

女性 １．シルバー人材の有効活用。２．ボランティアの活用。３．スマートシティ構築（限界集
落の集約）。４．買い物が容易に行える様な公共交通網の整備。５．観光地への訪問の際、公
共交通機関での利用が便利な路線や時間帯とする。これを住民の足としても利用する事が出

来る。 

女性 路線バスがあるので大変助かっております。赤字で路線バスが廃止になったらお買い物がで

きなくなり、本当に困ってしまいます。料金アップでも良いので路線バスの存続をお願いし
たいと思います。往復タクシーでは生活面で大変になります。高速バスについてですが、電
話の予約は出来ますが、乗車券を購入しなければ乗車できないので、バスに乗る時に替える

ようにしていただきたいと思います。以前、早い時間で窓口が開いておらず、自動販売機で
購入しようと試みましたが買うことができませんでした。そのことを運転士さんに話しまし
たら運転士さんが、明日から降りてきて機械の操作をしてくれたのですが、運転士さんも購

入できませんでした。それ以降ますます機械が苦手になってしまいました。機械の苦手なお
年寄りもおりますので、予約していればバスに乗る時に購入できるようにして頂きたいと思
います。タクシーについてですが、最近タクシー業者が２社になってしまいました。特に最

近は早朝のタクシーの利用が出来なくなりました。車を持っていない者にとっては本当に困
っております。何とかならないものでしょうか。 

男性 障害者の割引。高齢者のタクシー、公共交通の割引（できれば半額にすれば、免許証返納の

方が増えると思います。） 
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地区 年代 性別 内容 

船形地区 80歳以上 男性 問３６内訳１～２１のとおりです。 

那古地区 10歳代 男性 利用したくても、時間が合わなかったりするので、少し増やしてほしいです。 

男性 居住地の集約化、誘導 

20歳代 女性 路線バスの最終便の時刻があまりにも早すぎます。通勤・通学で利用する人も多いはずなの
に不便だと思います。また、「観光地」とうたっておきながら、交通の便が悪いのはいかがな

ものですか？もっと観光客を呼べるような交通網を整備した方がいいと思います。すくなく
とも、館山駅発の各行最終便は１９時台にすべきです。 

女性 館山市の公共交通をより良くするとはどの様なことを言うのか？市立図書館の維持費は人権

費を含めて１年間いくらか。また、利用者数は何人か。市民１人当たりの年間負担額はいく
らか。←→公共交通機関の利用者をその区別無く増やすことだけを考えるのではなく、①利
用者を選別せずに利用者数を増やすこと。②老人や子供等、移動手段が公共交通機関だけの

者を何かあっても守っていく。との２面性をしっかり掲げて施策を講ずべきと思う。ＮＯ．
９のバス路線への補助金額は１人／３４０円／年間との事。利用者数は延べ何人か？ 

男性 私は主に自家用車を利用しています。バスやタクシーの運転手は皆さんとても丁寧な対応さ
れていますが、タクシー乗り場やバス乗り場の状態がよくないかと思います。特にバス乗り
場は狭い所が多く危ない所もあります。そのような場所が多いといくら安くてもサービスが

良くても利用したいと思えません。 

30歳代 女性 路線バスは（時間）便数が少なく不便。電車も同様で、利用したくても不便で利用できませ
ん。今後、高齢化がすすみ、私自身が運転する事もできなくなった時、今の現状で、ここで

暮らす事に不安を感じます。 

女性 ・東京、新宿の高速バス回数券を作ってほしいです。 ・千葉、横浜の高速バスも予約制に

してほしいです。 ・東京、新宿の高速バスは予約制なのに、当日予約なしで乗る人が多く、
時間が遅れる事を改善して頂きたいです。 

男性 全体的に道が狭い 

40歳代 女性 将来車が運転できなくなった時に格安で利用できるバスがあるといいです。買い物はどうし
ても荷物が重くなるので車でしか行けないのが現状です！ 

女性 近くにスーパーマーケットがないため、車を利用せざるを得ないので、小さくてもいいから
スーパーを作ってほしい。 

女性 歳をとったら車に乗りたくないので（運転）バスの料金を安くしてほしい。シルバー料金と
か。あと、払いやすい金額にしてほしい。１００円単位とかで。 

男性 現在のバス路線は、館山駅を中心とした発着となっているが、利用者は駅周辺では用件が済

ませない状況である。駅からの人の流れを考慮すると、市役所、学校、スーパー、病院、等
が集中するバイパスを経由するべきである。館山駅を中心とするハブ化を考えなければなら
ない。財政難について…。北条海岸駐車場は７月～９月の間だけでも駐車料金をとるべきで

す。（沖の島も）ジェットスキーの人たちがバーベＱをしている事もある。ゴミだけが残され
ていてもったいない。 

男性 バス路線の改善。 

男性 今後、館山の公共交通が改善されることはないと思われる。よって、このアンケートは意味
がないと思う。 

男性 もう少し運賃を安くし、身体の不自由な方でも気軽に使えるようにすればいいと思う。例え
ば、電車のプライオリティーシートには不自由な方ではない人は、使用してはダメと決める

のもありだと思います。 

50歳代 女性 高速バスターミナルを整備し、観光で来ても迷わないような駅の周りにこだわらず（君津な
ど駅から離れています）。ＪＲ電車内房線、すぐ止めてしまうから不便ですし、遅い。乗車時

間がもっと短くなったら良いのにと思ったりしました。 

女性 途中まで記入しましたが、高齢・歩けないためアンケートにお答え出来ません。申し訳あり

ません（代理） 

女性 健康で乗用車を運転できるのもあと１０年余りかと思います。もともと運転が好きではなく、
交通の便の良い都会であったらまちがいなく公共交通を利用していたと思います。駅まで徒

歩で多分５０分、バス停までは３０分はかかると思う。八東方面のように予約すれば自宅の
近所まで来てくれるような取り組みが稲原、小原地区でもできれば、老後は安心です。もし
くはタクシー券のようなものが僻地の高齢住民に支給されることを願っています。 

男性 アンケートの質問がよくない。これでは本質にせまれない。シンプルなのはよい。これで何
の政策をするのか？金がないのに…。（市長の口ぐせ）→知恵を出せと言いたい。のん気なお

人だ。問３３は啓蒙的でよい質問だ。しかし、本質を環境エネルギー問題にすりかえている。
環境問題は大都市でやるべき。市民の税金が使われています。上手に活用し、市民に報告書
を出しましょう。６ヶ月以内。 

男性 現状では特に大きな不便は感じていませんが、老後バスに乗らざるを得ない状態になった時
に困るだろうかと心配します。 

男性 市内は個人のニーズへの対応ができる手段を。市外へは鉄道高速バスの利用しやすさが必要
と思う。 

60歳代 女性 我が家はまだ停留所の近くにありますので便利だとは思いますが、バスの本数が少なく、今

はほとんど利用していません。のっている人数に比べ、車両が大きすぎるのではないかと思
います。小型化して本数を増やして欲しいと思います。高齢者の人は病院に通う為にタクシ
ーを使うことが多くなりますが、医療センターまでのバスの本数が少なすぎる気がします。 

女性 公共交通は出かける事もないので全く使う事はないです。市外に出かける時は高速バスなど
利用しますが、ここ何年は全くないです。運転出来なくなったら困ります。 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 60歳代 女性 自家用車をやめさせたい。みんな公共交通を利用すべき。そうさせたいのかなと思えるアン

ケートのすすめ方。市民に問うのも一つだし、市役所の職員、市長も含め、全員が自家用車
通勤をやめて、公共交通や自転車やバイクを利用すれば問題点はかなり多く見つかると思う。 
バスが通る道まで行くのに２０分以上、年と共にもっとかかるかも。晴れの日ばかりではな

い。買い物をした品々を持って歩く・・・できるかと不安。必要に迫られ車の免許を取り生
活すると便利で助かった。でもこの先、何年運転できるかなと考える年齢になり、不便な場
所から通院、買い物などどうなっていくのか。利用した事がない乗り物に「わかる範囲」で

答える事はできないので記入してないです。 

女性 人口減少により公共交通の廃止はできれば止めていただきたい。老人世帯が増えていくが、

公共交通は必要と思う。 

女性 ほとんどのバスの目的地は富山駅となっていますが、駅周辺には何もありません。駅周辺に
なるとショッピングセンター、病院、役場があれば便利だなと思います。私の母は明石に住

んでおりましたが、医療センターへ行くのも一旦駅へ出てバスを乗り換え、行ってました。
駅前再開発をし、一か所で買物、医療、行政が済めば便利だと思います。 

女性 たまに利用する東京武蔵野市には、ムーバスと言って駅から二方向にバスが出ており、その
区内なら１００円で子供、お年寄りが利用出来るバスがあまり待つ事もなく利用できてうれ
しいです。 

男性 バス運行で多額の補助金が支払われていることを知りました。高齢者による交通事故が急増
していますが、公共交通機関の利便性、料金が原因で免許を返納できないのではと思います。
皆で知恵を出して、使いやすいバスに代わる交通手段を考えて、高齢者が住みやすい館山市

として下さい。 

男性 高齢化社会の中で、公共交通は必要だと思う。各家族、単独世帯で行動が不自由な人たちが

暮らせるような公共交通のあり方は課題であろう。※アンケート調査のお題に記載されてい
る回答期限は９月３０日（金）、封筒には９月３０日（日） 

男性 年をとって車の運転ができなくなる人が年々増える事に対して、免許の自己返納ばかりが言

われていますが、自家用車以外で移動する手段を国レベルで考えるべき。市レベルでは何を
考えてもできないと思う。国家政策の中で対策を考えねばならない。 

男性 鉄道の特急電車を館山⇔東京（新宿）間を運行して頂きたい。 

男性 こういう状況になる事はあらかじめ分かっていたと思います。田舎にとっては大事な問題だ
と思う。「明日は我が身」である。あまりにも遅すぎると思います。担当課も一生懸命やって

いると思うが…。 

不明 以前に住んでいた市では、市内循環バスを運行されていた。料金も定額で安かった。市役所

にコミュニティセンター－図書館－館山駅など主要箇所を循環するバスがあると良いと思う
が。 

70歳代 女性 御呈示の内容とは異りますが、申し訳けございません。昨今、農道を一般車両がごく普通に

往来しております。私は外出の時は自転車ですので、県道は危険な為、農道を利用しており
ます。農道の往来が必要な方々は別ですが、近道等での目的の為に利用している一般車両に
つきまして、御一考いただければと思っております。 

女性 上記の１．車両の小型化と集落への乗り入れ、２．フリー乗降制度の採用、３．バス停待合
環境の改善などが求められると思われます。 

女性 市役所に行く時にバスが通っておりません。小型車でも良いので、市役所への直通があれば
助かります。高齢者は困っております。実現させて下さい。 

女性 公共交通を使用したいと思っても、私は船形に住んでいますが、バス停や駅まで遠く不便を
感じています。今回の質問に上手く、回答できなかったのですか？そのような地域にも決ま
った時間に決まった場所に、例えばバスが来るようになれば、便利になるなと思います。 

男性 ・高齢社会化が著しい館山市は、せめて公共バスの充実を望みます。 ・公共のバス運行が
少なすぎます。 ・タクシーもＨ３０．５月～７：３０～２５：００の運行では必要な時に
動きが取れない。公共バス、タクシーで相方の努力が欲しい。 ・上記したが、１２７号線

沿のバス運行が全くない。不便です。 ※高齢になると車は運転できず、一番必要な市役所
への用事が多くなります。駅中心ではなく市役所経由も視野に入れて下さい。 

男性 ガードレールがあるために車が進行して来るのが見えにくい。色はプリレズの所が多くなっ
たが、夜等は向の方が見えやすいのではないか。交叉点等の白線が消えている所がある様な
気がする。 

男性 利用目的場所ルートを考し、フリー停車乗降し気軽に利用できる状況になったら増えると思
います。買物難民はかならず増える。 

男性 バス・タクシーともに運賃が高い。特にタクシーは高すぎる為、タクシーは廃止。公共タク
シーへの移行をすすめるべき。高齢者によるマイカーのボランティアタクシー制度も考えて
良いのでは。 

男性 特区の活用により、自家用車の利用（ＮＰＯによる管理） 

男性 大きな病院など、公共施設（市役所・運動場等）などの交通を考えてほしい。その為、運賃

が多少高くても良いと思う。館山駅を出発場所として、病院に行く場合は車の停車場所（海
岸等）を確保してほしい。 

男性 館山駅を明るくなる事考えたらどうでしょう（レストラン他）。 

男性 県外の病院に行っているものです。市内の各町内を１０～８人乗りの車で、２００円くらい
で乗れる。館山は病院のバスがないので、自分で行かなくてはいけない。年寄りには困る。

買い物も先々は困ると思うので、ぜひ小型で安価な運賃で。大型はいらない。 

男性 これからはますます高齢者社会になるので、体の不自由な人の為に介護タクシー、タクシー
運賃を低く抑え、インフラ整備を一考して下さい。 

80歳以上 女性 なむや、館山航空隊行きの路線バスを通院、買物等に利用させて貰っています。大変だとは
思いますが、無くなると非常に困ります。これからもよろしくお願いしたいと思います。 
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地区 年代 性別 内容 

那古地区 80歳以上 女性 バス停が海岸通にあればといつも想っています。高齢者が増え又家も増えているので、海岸

通をバスが走る事を希望します。鉄道も昔から想うとどんどん不便になって…乗客も少なく
なっているのもわかりますが。これ以上少なくなると困ります。 

女性 那古建人館から千葉まで週１回位乗車している者ですが、帰りの館山行きのバス停、もう少
しお客さんの事を考えてほしいです。建人館の中に入れないのでしたら、もう少し町の中に
でもとめてほしいです。お願い致します。 

女性 より良くは考えても財政がないのでボランティアの方に手伝ってもらい運転、乗降の補助を
お願いする。館山市の財政では細かなサービスは無理なので、各地区は曜日又は日にちを決
めて運行したら良いと思う。 

女性 夜の時間帯のバスがほしいです。塾など、バスで行かせたいのですが、夜のバスが１時間に
１本でもあると助かりますが。利用者が少なければ運行が無駄になるし。難しいですね。飲

み会があったりしても本当は使いたいです。 

男性 バスの増便お願いします。 

不明 女性 この先運転するのをやめた時、不安でいっぱいです。バス停まで歩く…そしてまた歩いて用
事を済ませる。病院は具合が悪いから行くのです。いつまで自力で行かれるか不安がいっぱ
いです。不安だらけです。病院へタクシー利用となると運賃の事も考えます。病院もお金が

かかります。 

男性 車両の小型化 

北条地区 10歳代 女性 公共交通を使わないのでわかりませんが、（今は）歩いて行ける場所がない。買い物するにも
行くまでに時間がかかるので、自家用車を使ってしまうと思う。お店などが歩いて行けると
ころにあれば車を使うことは少なくなる。本数が多く、乗り遅れてもすぐに来るなら使うと

思う。 

女性 自家用車がないと生活に不便な人ばかり。東京のようにはならないのは分かるが、生活の不
便は住もう、住みたいと思えない。 

男性 バスにポイントカードをつくってみては。 

男性 路上駐車をなくす。歩道の確保。 

20歳代 女性 観光客はたいてい自家用車で来ると思うから、高齢者が多い地区はバスの運行を維持、それ
以外は運行数を減らしてもいいと思う。高齢者の自動車事故の軽減ができるかも。 

女性 道路もできればバスが止まっても他の車が通行できるように広くできると更に良くなると思
うので、これから作る道は停留所の所を決めて使いやすく作ると良いと思います。（計画的に） 

男性 運転手のマナー 

男性 上記で選択の通り、車両を小型化して集落への乗り入れをしていくのが良いと思う。 

30歳代 女性 これ程、財政が負担しているとは知りませんでした。１市民として協力させていただきます。 

女性 亀田ファミリークリニック館山で医師をしている相田といいます。館山の公共交通において
困る点として、①高齢者の移動手段として自家用車以外の選択肢がほとんどない。 ②脳梗

塞後など道路交通法上、医師の許可が出るまで一時的に運転制限をかけねばならない時のご
案内。 ③認知症であるか悩ましい方の運転。 ④妊婦さんの運転。 ⑤厳密には在宅診療
の対象外であるが、本人が移動手段を持たないためやむを得ず在宅診療になる点。 ⑥不要

な救急受診。がございます。①については当クリニックにつながるバスが１路線しかなく、
しかも便数が少ないため、診察時間の制限が発生します。②については亀田グループとして、
脳梗塞、脳出血後の方の高次脳評価、運動機能評価を行なってます。能力があると判断でき

たら道路交通法に則って診断書を作成しますが、その評価には何回かの通院が必要です。私
たちの判断なしに運転したら場合によっては患者様の運転免許が停止になってしまうので、
判断をしている間は運転を控えるように伝えていますが、交通の便があまりにも悪いので、

結局本人たちは運転して当院にいらっしゃったりしているので、本末転倒です。ただ運転で
きないと生活できず、社会的な点で命に関わるので黙認しています。③については認知症＝
運転できないとは言えません。ずっと通い慣れている道は忘れることはないからです。ただ

認知症は段々と進行するので、いずれ免許停止は必要と思いますが、それまでの途中の過程
が悩ましいです。④について、お腹が大きくなった妊婦さんのマイカーの運転は、ある程度
の週数になったら母子の安全を考えると控えるよう、私たちは学びますが、父親が日中働い

ていたり、シングルマザーであるとなると、妊婦のマイカー運転はやむを得ない現状があり
ます。未来の命を危険にさらすのは良くないと思います。⑤について、当院は在宅診療をし
ていますが、在宅診療のルールは「心身の疾病が原因で通院困難」な方が対象なので、自身

の移動手段が無いことが理由の方は、原則は外れます。ただやむを得ず、一部の方は、私共
は訪問しております。こちらに関しては今後患者数が増えると思います。医療資源の配分と
して悩ましい点です。（悪いこととは思ってませんが）⑥について、たまに安房地域医療セン

ターで当直しますが、ご本人に通院能力があるにも関らず、タクシーが利用できない等の理
由で救急車を利用する方がいます。救急車はタクシーではありませんし、本当に必要な方に
救急車がすぐにむかえないのは、よろしくないと思います。長々と大変申し訳ありませんが

交通事情が不便なことで、社会的弱者である病人、妊婦の負担がかなり強い状況ですので記
載させていただきました。このような機会を頂き、大変感謝いたします。人口減少が著しい
中、館山市がいかにあるべきか悩ましいですが交通のライフラインが整わなくては、この市

は消滅するんじゃないかと危惧しています。持続可能な公共交通網ができることを大いに期
待・応援しております。ここで記載できなかったことも様々ありますが、館山市の未来のた
めに良き計画を作成頂きますようお願いいたします。私も何か手伝える点がありましたら協

力させて頂きます。 亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科・相田万実子 

女性 今は、自家用車をほとんど使っているので、あまり交通に困りませんが、高速バスだけでな

く、鉄道も、どこか遠出（とくに東京へ行く際）をするときの足として、昔のように、特急
を走らせて頂けたら幸いです。運賃もなるべく安く（ちょうど良く）、本数もあれば、高速バ
スとの格差も減りますし、もっと便利になると考えます。宜しくお願い致します。 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 30歳代 女性 東京行きの特急電車が廃止になり、非常に不便になったと感じています。 

女性 今回のアンケートで、普段の自家用車での移動や、市内にバスがあるのは普通と思っていな
がら、乗車している人数の少なさは感じていました。自家用車での移動はあたりまえと思っ

てしまっていますし、なくては困ってしまうと思います。小さい子供も２人いて、公共交通
がより安全で使いやすい方向になってほしいです。利用者も少なく維持する事も大変と思い
ますが、よい方向になればうれしいです。 

女性 以前は急性期病院で働いていましたが、その時よく問題になっていたのが障害（脳疾患）後
の運転継続でした。病状的に運転は続けない方がいいのはわかるけど、車がないと生活でき
ないという方が多数でした。 まずは、一定年齢以上は、公共交通利用は無料にするとかし

ないと問題は解決できないと思います。また、こんな田舎でノーカーデーなんて、ほんとあ
り得ないと思います（公共交通機関が整っていないのに、値段も高すぎ）。そんなの推進する
位なら、館山に住み続けたくないです。 

女性 渚の駅の所の桟橋の意味不明・・・。公共の心配よりも、市の財政の心配の方が心配ですよ！！
館山市のアピール下手くそすぎる。鴨川。あ！シーワールドね！あと、おらが丼や、千枚田

だっけね～。館山は・・・！？城。以上。海・・・どうする！？ 

女性 バス停の数や運行の数が少ない。保育園や仕事場の近くのバス停が把握できず、本数も少な
い為、自家用車を止めることができない。生活保護は車を持てない館山市、バスが使えない

のでそれだと自分も家族も子供さえも保育園や病院に行けず、決断できず、苦しい生活をし
ています。公共交通も大事ですが、母子家庭や生活苦しくても生活保護と利用できない人が
いるのを考えてください。 

女性 商業施設に行くバスがあった方が良いと覆います。イオンや浜のおどやに行く便はあります
が、パワーコメリ、カインズ、ユニクロ尾張屋ＭＰ付近にないのは何故？バスを利用し、買

い物に行く人＝イオンｏｒおどやの選択権しかないのはかわいそうではないか？駅出発は、
駅まで出てくるのが困難なのだから、集落出発便にしたらどうか？ 

女性 問３４にも書きましたが、最近は民間でもバス（乗り合い）ｅｔｃやっているようです。市

内でもバスが走っていないところは多くありますが、人口が少ない＝公共交通網が少ない、
だとこれからもっと大変になるかと。もちろん、赤字財政なのも知っています。色々ありま
したから大変ですよね。「市内コミュニティバス」（一律〇〇円とか）に一部変更とかしたら、

赤字は減るのでしょうか。一市民として、色々考えてはいますが、お役に立てずすいません。 

女性 車のない生活が出来るような都市型の公共交通機関の整備。利用しやすい形態にしてほしい。 

男性 タクシーを深夜まで運行して欲しい。 

男性 規模を縮小しながら、高齢者が利用できる体制を作って欲しい。西岬、房南などは高齢にな

り車が運転できなくなると、生活できない。それを考えると若い人たちも生活の場として、
西岬、房南などは選べない。 

男性 公共交通の維持、確保、そして発展には経済の活性化も必要と思う。商業施設などの誘致を

図るのも大事だと思う。私個人の印象ですが、若い世代が夢や希望を持てる環境であれば、
人口が増加しそれに伴い交通機関も充実するのではないかと思う。交通機関に対する外的要
因をもっと考えるべきだと思います。 

不明 私はたまたま家族がいて車に乗せてもらえるが、家族がなく車のない人、年をとって運転出
来なくなった人等、山の中の不便な地に住む人は元居た場所に帰ってしまう。折角自然の美

しい場所に移り住んだ私たちのような移住者が都会へ帰って行くのを見るのは残念でなりま
せん。タクシーを使うには高すぎます。登録制にして、循環バス（小型）があれば、移住者
も増えるのではないでしょうか。買物と病院は必須のように思われます。運転手は定年後の

人を安く用いる。登録して会員になれば、お安くて便宜を図ってもらえるようにする。安く
ても利用者が多ければ、採算がとれるのでは。案として、補助金半額をタクシー会社に受け
負わせて会社にやらす。市は半額減るし、タクシー会社は利益を出すため知恵を絞るのでは。

又は個人に補助金を出してやらすのは無理ですか。利用者も助かるのでは。 

40歳代 女性 公共交通はほとんど利用しませんが、市内で販売の仕事をしていての意見として、⑫スマー
トフォン等の利用はあまり意味がない気がします。ポイントカードをスマホに…クーポンを

スマホに…といってもスマホを持っていない人も多く、持っていても自分では操作できない
人が多いです。「路線バスの旅」みたいな企画をやってみるとか？（前にあったような？）子
供が乗りたいと言うかも。 

女性 コミュニティバスの導入などを考えてほしい。手軽な手持ちでバスに乗れるようになれば。
レンタサイクルの拠点を増やす（乗りすてＯＫ）と、バスと自転車を上手くのりついで、と

いうこともできるように思うのですが。 

女性 東京等に行く際、電車の本数が少ないのでバスを利用していますが、時間によっては到着時
間が３０分以上遅れる為、時間に正確な電車を利用したいのが本音です。ですが、今の現状

では厳しいので、どうにかしていただきたいと思います。午後から、１時、３時、５時等だ
けでもいいので特急を利用できれば助かります。 

女性 お年寄りは足腰がつらいと思うので、バス・電車よりは、タクシーの方が使用に便利と聞き
ます。タクシーといっても、タクシー会社だけではなく、介護系で使えるようなタクシーは
どうにかして増やせないかなとも思います。（民間タクシー）→駅等にいるタクシーではなく。 

女性 駅周辺に無料駐車場があるとよい。たまにはＪＲを使いたいと思うが、有料でお金がかかる
なら富浦枇杷倶楽部の無料駐車場を選んでしまう。館山駅周辺の整備について、検討してほ
しい。家がバイパス近く。バスを使いたくてもバス停まで遠く、利用はできない。公共交通

の大切さはよく分かるので、利用しなければいけないことはよく分かるが、現実は難しい。
問３６の４のような工夫をどんどん行なっていかないと、ますます利用者は減ると思う。将
来、車が運転出来なくなった時、どう生活したらよいか不安でいっぱい。バス停、ルート等、

大幅に変えていかないと利用は難しい。 
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北条地区 40歳代 女性 公共交通機関が必要なので残すべきだと思います。高速バスは車からだと道が狭いので、西

口からバイパスへの道を使った方が良いと思います。 

女性 館山市内をぐるぐるまわるループバスをして欲しい（運賃１００円）。千葉でやってます。車

両は小型でいいと思います。 

女性 都市部と比べて、バスの本数が少ない。そしてバスのルートが悪いため、普段使いできない
バスになっています。その為には、道の整備も必要となります。バスを小型のものにして、

いろいろなルートを作り、仕事、学校、通院ｅｔｃ…しやすくなれば利用する方が増えると
思います。現在の館山市のバスはとても不便の一言につきます。生活しやすい街づくりが必
要です。 

女性 バスがないと、街に出てこれない人もいるので、ニーズに合わせ（通院や買い物）バスを運
行するとか、スクールバス等を交通の便に使い、お年寄りや車のない家庭が乗り降りできる

ようにしたらどうでしょうか？町中に出るのに、バスや電車を使って出てくる人がいますが、
最近はバスもなくなり、不便になってしまったという声もよく聞きます。（利用者が減ってし
まったのではないと思います。）住みよい町になることを希望します。 

女性 ・バスの１か月フリー定期のような料金を作り、恒例の方がどの路線も利用できるといいと
思います。 ・あと東京や京都などのように路線を系統で表示するといいと思います。 

女性 バスを小型化して、本数と運行時間帯を拡充したら利用者が増えるのではないか。 

女性 アンケートした通りです。 

女性 館山駅から高井→館野→九重→古川（九山町）、白子（九山町）→千倉方面行きのバスがあっ
たら良いと思います。 

女性 現状、運行本数が少なく利用が不便であり、運転のできない人（特に高齢者）は大変だと思

います。実際に運転のできない高齢者（家族以外の知人）を通院、買物等（市役所での手続
き）に連れて行く事が多々あります。又、商業施設がバイパス沿いに集まってきているのに
バスは旧国道にバス停があり、各商業施設までが遠く、雨の時はそこまで徒歩で行くのは大

変なのではないのかと思う。（買い物した物を持って歩くのは大変だと思います）新しい施設
や物を作るのは予算をかければ簡単にできると思うけど、今ある既存の物を上手く使って改
善してほしいと思います。 

女性 長野県の諏訪湖近辺に行った時、「かりんちゃんバス」という小型のバスを利用しました。本
数は多くありませんでしたが、停車区間が短く料金も一定で便利でした。公共交通が不便で、

免許を返納したくてもできないお年寄りも多いと思います。他県の取り組みも色々参考にな
さってはいかがでしょうか。 

男性 夜、館山駅に、タクシーが止まっていない日が多くあります。ＪＲや高速バスで館山駅に降

りても、長時間待つか、徒歩になってしまいます。 

男性 終日館山市内ですごせるまちづくりをお願い致します。 

男性 方法はいろいろあると思うが、館山市の人口の増を図ること。 

男性 従業員の教育 

男性 千葉発の最終バスの時間を東京発と同様に変更してもらいたい。 

男性 カーシェアリングや乗合タクシー（目的地別）など、目的地それぞれに対して、対応できる

交通機関があれば良いと思う。 

男性 人口が増えるように取り組んで欲しいです。企業誘致のための税制優遇など。内房線の特急
の君津止まりと各駅停車の木更津折り返しを見直していただきたいです。利用者数の問題は

分かりますが。 

男性 館山駅にＪＲ・高速バス利用者向けの無料駐車場があるといいです。 

男性 バスについて→バスが満員になっているのを見た事がないので、小さなバスにして本数や路
線と増した方が良いと思う。老人が多いので、シルバー料金（割引？）の設定があってもい
いかも。電車について→駅のまわりに駐車場があまりないので不便。千葉までの直通がなく

なり、本当に不便。もう電車使いたくない。もう少し本数を増やしてほしい。 

男性 このような問題の際にホームページ、パソコン、スマホ等の利用が問われるが、実際に公共

交通を利用する年代の人は本当にネットで調べられるのでしょうか？バスの必要性は分かり
ますが、乗車人数が少ないので乗合タクシーなどにシフトする必要が有るのでは？ 

不明 館山市は人口減少と高齢化が顕著な為、高齢者は買物や通院等の為に自動車免許を返納する

のが困難だと思われます。裏を返せば、交通が発達していないので、小回りの利くコミュニ
ティバスや、乗合タクシーを積極的に取り入れて、お年寄りが安心して暮らせる街作りが必
要だと思います。 

50歳代 女性 館山市は人の流れが循環していないのでは…。観光地なのにやたら車の移動が多い。もっと
公共交通を…と言うよりバイパス周辺にバスが一本も走っていないのには、驚きました。 

女性 無料駐車場、駅周辺にあると便利。 

女性 公共交通等に対して意識改革をするには、それに見合う何かがなければ難しいと思います（利

便性の向上等）。※ハード面を含め→高齢者の方がシルバーカーを押して乗降できる様な乗り
物があればと思います（買物をして、重い荷物を持ってステップをあがるのは大変です）。高
齢者でも苦がなければ他世代には問題はないかと思います。 

女性 基本的に生活しやすい地に生活している為、自家用車利用はしたくない（職場も駐車場代金
がかかる為）。仕事帰りの買物や、雨天時の子供の送迎等考えると車移動は必要。生活スタイ
ルを変えないと無理ですが、老後は交通不便な地になるかもしれません。公共交通必要。観

光客も減ります。 

女性 交通系のＩＣカードの導入を早期実現してほしいと思います。 

女性 高校生が利用する公共交通は絶対に必要なものです。また、母の介護で公共交通やタクシー
の大切さを感じています。東京への特急がなくなってしまった事を残念に思います。 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 50歳代 女性 枇杷倶楽部駐車場の利用者が増え続けている。利用状況を調査しそれに則した交通網を整備

すれば利用者にとっても、提供者にとっても良い状況が生まれるのではないかと覆う。館山
市内にも駅以外むしろ駅よりもバイパス沿いに東京新宿・渋谷、千葉横浜へのバスターミナ
ルを使った方がいいと思う。袖ヶ浦バスターミナル参考（利用しています） 

女性 問３６、２番と７番を明確に告知し、子供から高齢者まで暗記できる位簡単にすることが利
用の敷居を低くする第一歩だと考えます。 

女性 駅前タクシーが無くなり、今後高齢となり子供もいない我家では、運転できなくなった後の
公共の足はどうなるか心配です。安価でサービスの行き届いた、安心して医療機関に通える
公共交通を希望します。 

男性 犯罪対策に監視カメラを設置希望します。 

男性 問３６の２０が全てと思う。 

男性 ここでの質問の利便性改善で利用者拡大は図れないと考えます。利用者Ｇｗ別の対応を全く
別の視点から構築し直す必要があります。 

男性 通勤・通学で利用する方の利便性をもっと向上させるべきだと思います。特に鉄道。 

男性 鉄道・高速バスは必要。路線バスはフリー乗降で試験紙、負担が多ければ廃止し、タクシー

乗車券を（割引）を全世帯に。売買自由。１，６００万円の補助金＋α。補助金だけなら自
家用車のない世帯だけ。 

60歳代 女性 夏休み、春休み等、小中学生及び大人に、１日フリーパス券（例えば小児５００円、大人１

０００円）を発行する。→それは観光用で電車とセットのものはあります。バスのみ利用を
考えてほしいと思います。バスの乗り降り、乗車、降車に、バリアフリーを考えていただけ
たらと思います。 

女性 館山は本堂に不便です。電車にしてもバスにしても駐車場もなし。高速バスに乗る時は、わ
ざわざ富浦の枇杷クラブまで行っています。神戸の方の人もわざわざきています。「カインズ」

みたいな所にバス停があればと思います。住みづらいです。特に交通面は、運転免許を返納
したくても皆さん返納できないといっています。 

女性 乗客の少ないバスをみてもったいないと思うことがたびたびあります。自身自家用車よりバ

スを利用したい派なので小型化で気軽（低料金・便の本数増）に利用できたらと思います。
高齢者の運転（車がないと不便な環境のため？！）の多さにびっくりしています。 

女性 市街地に住む者はともかく、交通の便が悪く、いわゆる買物難民ともいえるような地域に暮
らす人たちに、毎日でなくても定期的な公共交通の運行をしてあげて欲しいと思います。本
当に困っている話を耳にし、あてにしてよい交通機関（ミニバスでも）あったなら、どんな

にか有り難いことだろうと…。自家用車を持たない人の生活の苦労を思うと切なくなります。 

女性 なるたけ歩けばいいのはわかっているが、荷物が重い時、天候が悪い時などどうしても車に
頼ってしまう。まだもう少しは運転をしたいとも思っている。バスの料金がもう少し安かっ

たら、また、乗車の際ももう少し乗りやすかったらと思う。ひざが悪いので乗り降りに躊躇
してしまう。東京のバスの方が低いように思う。 

女性 特急の本数を増やして欲しい。特急は千葉駅に止まるようにして欲しい。 

女性 ＪＲは本数が少なく、利用したくても高速バスに頼る事になる。通勤の為の利便性を考慮さ
れたい。 

女性 ＪＲ内房線について。以前の様な特急の運行を望みます。館山－東京（乗り継ぎなしで）。 

女性 高齢者が免許証を返納した際に当面困らない程度のタクシーチケットの配布は公共交通の利

用に慣れるためにも良いかと思います。１，２回タクシーを利用しただけで終わってしまう
ものではなく。 

女性 人口減少、利用客減に対し、本数を減らすのは逆効果と思う。３０分に１本必ずあるなど、
定時発車（電車）にすれば利用客は増えると思う。また、電車とバスの乗り継ぎも利用しや
すい工夫が必要。 

女性 車に頼らない市にデザインする。施設、設備に歩いて行かれる環境づくり。地区の公共施設
を利用した楽しめる場。車に頼らない健康づくりとその啓蒙活動。地区を巡回して、まとま
って出かけるシステムづくり。買い物デイ、催し参加デイの設定。有料公共ワゴン車の利用。

大型バスの小型化。 

女性 鉄道・バス（高速バスを含む）の乗りつぎやすさと時間の調整をしてほしい。 

女性 運行時間、特に朝、夕方の時間帯で学生利用等も考えて、老人の事と共に考えてあげなけれ
ば、子供達が館山に住んでくれないと思う。 

女性 市営バスを高齢者用として運行してほしい。免許証返納につながると思います。 

女性 路線バスの本数、又通勤する時間が合わないため週５～６日の通勤はバスを利用できない状
態。学生の方たちは路線バスをほとんど利用されていない状況。館山市民として公共交通を

より良くするためにどのようにしたらよいのか考えてみます。 

女性 私は今までペーパードライバーだったために公共交通（鉄道・バス）を多く利用させてもら

い勤め先に通いました。又東京に出るのに千葉に出張等で出るのにもすごく便利でした。家
族に館山駅まで自家用車で送ってもらい、スムーズに時間に合わせての公共交通利用ができ
ました。その後退職、そして自家用車での送り迎えをしてくれる人もいなくなり、すべて公

共交通を利用せざるを得なくなりました。そしてこのアンケート。とても考えさせられまし
た。１つに○印をつけることがむずかしい問題がいくつもありました。まよってばかりでし
た。今の私は家から徒歩で行ける所は行きます。後はタクシーで館山市内、南房総市、鴨川

方面は移動が多いです。これから賃金の問題でなるべく安くなることがうれしいです。（すみ
ませんでした。感想です） 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 60歳代 男性 ・電車とバス（高速）の関係。（３０年前）電車１００％。（現在）電車２０％、バス（高速）

６０％、自然減（人口減他）２０％。 ・電車とバス（高速）は共存共栄の関係に有り、とも
に欠けてはならない有用な代替交通機関である。 ・それぞれの時代の利便性を反映した形
でのバランスで成り立っている。 ・観光客等一部の除けば総枠はおのずと決っている。 ・

今はバス（高速）の方がすべての点で電車よりまさっている（利便性・運賃他）。 ・特に電
車において利便性を望む。競争は望まない。共存共栄の中での繁栄。 ・バス（安房管内）
と自家用車の関係。（３０年前）バス（安房管内）７０％、自家用車３０％。（現在）バス（安

房管内）１５％、自家用車６５％、自然減（人口減他）２０％。 ・基本的に問３４及び問
３６で回答した通り。 ・利便性の追求。 ◎答えになってなくてすみません。微減も立派
な増（維持）だと思っています。すこしでも良くなる様願っております。 

男性 市の人口が減少しているのに、公共交通を良くするのはどうなんでしょうか？退職した人の
力を借りて、ドアｔｏドアのサービスを考えては。 

男性 １０人程度の乗車定員の乗用車で、どこでも乗降できる様にし、料金を走行距離によって自
動的に算定できる機器を据える（乗降時にカードを受け取り、差し込み、料金が出る）。料金
を納めないと降りられない。 

男性 公共交通を考える前に館山市の今後の姿を考えるべき（街並み、道路、人の流れ）。それに合
わせて交通はどうあるべきかを考えて行く必要があると思います。 

男性 ・子供の通学の送迎、何とかする工夫を検討したら良い。 ・まずは市職員に週１度公共交
通機関で通勤したら、良い知恵がでるのでは。（５キロ以内の人は、出来るだけマイカーを使
用しないことも検討材料。）自ら利用しないと、改善点は分からない。担当者は１か月後公共

交通で通勤する維持が欲しい。 ・日本の人口が減る中で館山市の人口が増える訳がない。
過疎化になっても困らない公共交通のあり方を検討してください。 

男性 バス停には屋根が必要（特に夏は） 

男性 館山駅前の駐車場の放置自転車を撤去して屋根をつけてほしい。 

男性 雨でも濡れない買い物場所がほしい。イオン雨の日最悪だと思う。雨の日ほど、室中で気分
よく買い物したい。バス、タクシー、車から降りたくない場所がイオン。館山だけだ、あん
なのは。濡れないように考える頭！！道路ばっかり無駄になおしてないで、新しい事考えろ。

市町つまんな。 

男性 病院に行くのに仕方なくタクシーに乗ります。お金もかかるし、考える事もありますが、家
族に連れて行ってくれる人がいないので、仕方なくタクシーをお願いしています。通院も考

える事があります。長く続けられるか？わかりません。 

男性 遠方は高速バスが良いと思う。近くは路線バスも良いけれどタクシーの料金を安くサービス

向上に努め、ＩＣカード等での支払いをできるようにして使い勝手が良いタクシーなら使い
たい！ 

男性 地方都市で車が無いと動けない地域なので、運転不可能方々の認識をたかめ、手をさしのべ

る方向をさがすべきではないでしょうか？ 

男性 何となく質問のピントがずれている設問がありました。（鉄道の利用－自分の場合、高速バス

で東京へ行った時などしか利用しない－そういうことで答えている）ガソリンが高くなって
いるので自転車をできるだけ使うようにしています。問題はスーパーが近くにない高齢者や
障害のある人たちだろうと思います。そのへんをふまえて議論を重ねていくこと、改善して

いくことが大切だと思います。 

男性 東京オリンピックに向けて導入が期待されている公共交通機関の自動運転バス事業が成功
し、全国の地方まで普及することを望みます。 

男性 １．先ず、市民各個人の自立意識の向上が大切。２．次に、外出生活困難者には補助制度（福
祉タクシー、歩行者や車椅子利用者のための交通路のバリアフリー化の推進） 

70歳代 女性 私共後期高齢者はめまぐるしく変わる機械により公共交通を良くする以前に駅で、自分で操
作して発見される事や、改札口を通る事もできず、これでは電車、バスにのりおでかけする
事は不可能です。従ってのる事は一人ではできません。こたつもテレビもなく、かまどで４

世代の飯をたいた時代の嫁です。 

女性 人口がへり、町がさびしくなって来ましたね。公共交通のとり組も結構ですが道路の改善を

是非考えてほしいです。町作りに力を入れてほしい。 

女性 通院はどうしてもタクシー利用となります。（天候、体力…）タクシー台数が少なくなり予約
をすることになりました。会社の経営、人口減、高齢化、いろいろな問題をかかえていると

思われますが、ボランティア運転ができる方のご活躍と有料制度を考えていただけないかな
と思います。 

女性 館山市も他と同様高齢化が進んでいます。私も車に乗りたくて乗っている訳ではありません。
皆運転に不安を感じながらも、生活する為に乗らざるを得ません。私の様に駅に近い所に住
んでいても歩く範囲の中だけでは必要な物や病院が揃いません。店舗は減る一方です。営ん

でいる方達も又、高齢なのでやむを得ません。駅近でこうですから郊外の集落に到っては尚
そうだと思います。散乱している店舗を集め、住居地、店舗地、とりわけ公共交通が集結す
る駅前をなんとかしなければ活性化しないと思います。（例）シニアむけのタウンを作る。巣

鴨のおじぞうさんの様な…買物、飲食、病院、足湯、等々、そこに行けばシニアの何でも揃
う様な…、海岸ぞいのつぶれたホテルとかは他県から入居者を募集して、高齢者マンション
や老人ホームを作り、シニアタウンに小型バスでピストン輸送するとかの年老り天国をつく

る。 

女性 市の財政がきびしいと聞いていますが、不便な所に住んでいる人は何をするにも移動の足が
ないと困ります。若い人はともかく、年をとればよけい大変です。タクシー代もバカになり

ません、年金暮らしではとても。どうぞ市民の為に知恵を絞っていい方法を考えて下さい。 

女性 東京の地下鉄のように、色分けしたバスの路線があったら親切だと思う。お年寄り向けに少

し大きめが良いかと。いずれ自分も必要になる。 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 70歳代 女性 高齢のため、まもなく運転不可能となると思います。どこでも乗り降りできる場所、できれ

ばベンチなど置いていただけたらありがたい事です。 

女性 大変むつかしい問題であると思います。理想と現実はまったく違いますので…。 

女性 路線バスの乗降しやすいステップを設ける（高すぎる）。床が平らなことも同じ（老人の体力
を考えて）。安全安心の運転の仕方を工夫する。自家用車を持たなくても便利な街づくりにな
ること（車があればつい利用してしまう）。老人にパスを発行する（無料）。観光客も楽しん

で乗ってもらえる工夫をする。市内の主要な所を巡回するバスが欲しい。 

女性 アンケートには良く答えられませんでした。高齢者になると公共交通もあまり利用しなくな

ります。（出来なくなる）どうしたら良いでしょう。 

男性 路線バスの通行可能な道路が少ないのではないか。まず道路の整備を行なわないと通行が出
来ない所が沢山ありこれが路線バスの運行に大きく支障をきたしているのではないか。時間

はかかるがそれが一番ではないでしょうか。 

男性 たまにバスを利用したいと思ってもあまりにも本数が少なすぎる。最終バスが早すぎる。 

男性 城下町東寺の狭いＴ字が多いので、これを逆手に利用し、マイクロバス（１０人乗り位）の
左回り路線を考えてみよ。一時スーパー独自で運行していた宮城、船形方面のマイクロバス
があり、老人が多く利用していたが、スーパー閉店でバスもなくなった。今後の商売は路地

をリアカー等で定時に廻る方法が続くと思う。（老人は待っていると思う） 

男性 東京行き特急を運行して！車両は少なくても良いので…。市内巡回バス（小型で良い）。 

男性 便利か、不便かで考えますと、自家用車が便利だと思います。買い物にしても、バスや電車
では荷物が困ります。例えば、バスを降りた後、重い物をどうやって家まで運ぶのでしょう。
誰も手伝ってはくれません。市役所に電話したら、職員が来て手伝ってくれるのでしょうか？ 

病院に行っても薬を待っている間にバスは待ってはくれません。老人に対しても、街全体が
優しくないんです。パソコンやスマートフォンを使える人、又、使っている人が全体の何％
いるのでしょうか？ 市の情報はホームページを見なさいと言われても、老人は見られない

のです。市の放送が流れても聞こえない。何を言っているのかわからないのです。全て自己
満足にすぎません。音だけで分かる様にするとか、方法を考える事ですね。利用する人に値
上げをお願いする事も必要です。根本から見直す勇気をお持ちください。全て自己保身では

良い政治ではありません。市民をよりよくするのがまず大事です。 

男性 免許証の返納等で交通弱者が増加するのではないか。ショッピング、病院等の交通手段と■

ルート設定と自治体所有のスクールバスの昼間利用等、交通機関との補転、金額等の交渉も
必要ではないか。所有車両の多様化にしてデマンド等も考えられたら良いのではないか。Ｊ
Ｒバスの■■■や乗り入れ等、良く実現できたと思う。 

男性 公共交通が採算性か問題だと思いますが、ライフラインになっている高齢地区ですので市の
考え方を統一してください。 

男性 現在高齢者は、買い物、病院に行くのに大変困っております。いろんな人の流れを考え、こ
まやかな方法を考えてください。 

男性 子供人口の増加 

不明 買物に行く場合でも、スーパーの前で停車するバスはありません（私の場合）。毎日自家用車
を乗ります。路線バスも通勤、通学の時間帯はみないので分かりませんが、日中乗車してい

る人は何人かです。必要ないと思います。 

不明 税金が高い。ゴミの日（南房総市のように）に布の日を決めて、衣類等、十文字にひもかけ
ておくそうです。館山はゴミ袋が高いのに、布類を入れるので大変です。 

不明 公共交通機関といえども、利益追求であり、高齢化が進展する中では、ダイヤ等の減少は必
然である。市中から離れた地域に住む高齢者を救済する、ボランティア運行の検討はどうだ

ろうか。 ・運転車は７０才以下の自家用車保有者でその自家用車を運転（事前登録を要す
る）。 ・利用者は要介護者、免許返納者、歩行困難等、高齢者（事前登録を要する）。 ・
運転区間は利用者の自宅から市内の病院、ショッピングセンター、駅。 ・運転車には走行

距離に見合ったガソリン代支給。 運転の法規制の問題や、ＮＰＯを活用した事務処理の課
題等を解消する必要がある。 

不明 同一料金、循環運行バス（病院ホームドクター）が多いのに、バスがない。（施設があっても） 

不明 低価格のフリー乗車券など。 

不明 電車の本数をもう少し増やしてほしいです。高齢者や体の不自由な人が利用しやすい様に、

優先席の設置やバス停に屋根を作ったりした方が良いと思います。 

80歳以上 女性 マイカーは便利でもあるが環境汚染を思えば、公共交通利用を進めるべきだと思います。高

齢者運転の事故報道もひんぱんに聞かれる現代、なにか間違っているのでは。皆が公共交通
へと移動できたなら、どんなにかよいことでしょうと思います。 

女性 各路線の利用状況を調査して本数をへらす所は、けずり、運行ルートもしない運行出来るよ

う研究してほしい。 

女性 現在使用していないので、わかりません。失礼します。 

女性 外出はしたいのですが、足が痛いので１人ではいけませんので我慢する事が多いのです。 

女性 船橋に２０年前に住んでいましたが、館山に来て老人の方が多く、私も若い人が少ないので

びっくりです。 館山は交通、バス、電車不便です。これからも大変ですね。どうにか。 

女性 高速道路にバス希望。 

女性 この全アンケート、高齢者の為、不適当な答えが多々あると思います。館山市市章は女学校
の友達が書いたものだと聞いております。 

女性 私は昨年まで公共の乗り物、自転車、徒歩でしたが、足の骨折で遠くまで歩くことが困難で

主にタクシーを利用しています。７月のとても暑い日に、鴨川からの帰り館山駅のタクシー
乗り場で２０分も待ちました。こんなことで観光館山と言えるのでしょうか？弱者にやさし
い街づくりをお願いします。（８４歳） 
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地区 年代 性別 内容 

北条地区 80歳以上 女性 運行回数の増大をする。運賃をもう少し安くする。運行路線をもう少し増加する。（走行の路

を増やす） 

女性 市内はスピード制限した方が良いと思います。 

女性 このアンケートで良くなるとは思わない。都市部と過疎地の違いを見てこい！館山は過疎だ
ろう？どうしたら良いか「頭」を使えよ！ 

女性 三芳方面より、Ｒ１２７号バイパスへのバスの運行があると便利と感ずる。カインズ、カワ
チ薬品、尾張屋、マツキヨ、１００均、マーケット内店を良く利用している為。 

女性 ＪＲ内房線の本数を増やしてほしい。朝の通学時間、６～８時の間だけでも増えてくれると

嬉しいです。 

女性 もっと費用のかからない車の小型化をして便を増やす…どうだろうか？しろうとが生意気な

ことを言ってるかナー。ごめんなさい。 

男性 先日ＪＲ館山駅に終電車で降りた所、駅前には真黒でタクシーは０でした。荷物があり困り
ました。駅前交番で聞いたら、近頃真黒が増えたそうです。観光客も困った聞きにくるそう

です。アンケートの集計や対策立案以前にタクシー＝公共交通の役割を「観光を売りにする
なら」急ぎタクシー０を目指すべきだと思います。 

男性 交通会社が相互の情報を共有すること。例えば、Ａ社に問うてもＢ社の区間料金を答えられ
る。 

男性 現在はまだ自家用車を運転できるので公共交通に頼らないけれど、運転が出来なくなったら、

できるだけ公共交通を利用したいと思う。 

男性 高齢者の自動車の運転による事故が多発しており、免許の返納も言われている。しかし、公

共交通の便の悪い館山市においては、自家用車は大切な足である。高齢者の為の病院、スー
パーを巡回する小型のバスも必要と考える。その為にも財政の向上が必要。いかにしたら黒
字になるか考える必要がある。 

男性 １．観光客を主体として、他の観光地で行われている市内定期観光バスの設定１日１０００
円程度で乗り降り自由の料金とする。 ２．市内観光地化にもっと積極的に取り組み・・・
崖の観音の那古寺～渚の駅たてやま～館山城・博物館～赤山地下壕跡～洲崎燈台～館山ファ

ミリーパーク等・・・（定期観光バスの運行） 

男性 ・カインズに行くバスがないので、困っています。 ・バス路線がかなり複雑でちょっと分

かりにくいと思います。 

男性 バス車体の低床化を図る。サービス精神の向上、徹底化。 

不明 乗降口の改良（バス） 

不明 男性 ホテル、旅館などでは、お客さんの送迎はかなり負担が大きい業務であり、行き帰りだけで
もそれなりの時間を使ってしまいます。団体、個人（１人）でも車・人を使います。公共交

通の積極的な営業で、開拓してみてはいかがかと思います。お酒を飲みに行く人は、行きは
飲んでいなくても帰りの足がなかったり、自家用車を置いて帰ると出勤時に困る等があると
思います。公共交通利用履歴手帳とかを使ってみる。 

館山地区 10歳代 女性 コンパクトシティ化。老人の１人くらしはすべて駅周辺の空き家に転居。 

女性 たくさんの人が乗るのならバスでよいが、お年寄りはタクシーや介護タクシーなので、その

運賃をバスなりの料金でいける様になるなら、バスはいらないと思う。 

女性 文化ホールからバイパスに中パン、Ｋ’ｓ電気、しまむら、尾張屋、カインズ、くつや、ユ

ニクロ、ヤックス・・・店舗がたくさん有るので車ででかける頻度が多いが、自転車や家族
の車の送迎が出来なくなった場合はどうするのか？公共交通があれば！！と思う時がある。
今は通学に自転車で、館山総合高校に通っているが、館山駅までのバス後朝２，５ｋｍ歩く

と思うと、雨の日が憂鬱である。直通バスがあれば・・・ 

女性 人口を増やす 

男性 朝、電車の通学時間帯はせめて１時間に２本は欲しいです。 

男性 市内バス路線内にある少し大きな会社などに協力金をもらうか、使ってもらうように働きか
ける。バイパスも通るようにしたらいいと思う。カインズやコメリなどへの乗入れも客が増

えそう。おどやへの買い物バスは成功していると思う。役所の所も通るといい。 

男性 バスの利用人数に応じての小型化。電車の両数を減らし、その分３０分に１本運行。 

不明 館山にもっと電車の時間を早くしてほしい。１時間に１本は少ない。 

20歳代 女性 遠くへ外出する際は、時間により鉄道、高速バスと使い分けています。学生の時には路線バ

スを利用していましたが、今では全く利用しておりません。自家用車があるというのが最も
な理由ですが、本数が少なく、使用したい時間帯に運行していないからというのもあります。
上記でも丸を付けましたが、各公共交通同士の乗継円滑化、その為の増便又は時間帯の見直

し、ＩＣカードを導入し、利用しやすくすると公共交通離れしている若者層でも利用しやす
くなるのではないでしょうか？今回、このアンケートを通して市の財政状況について知る機
会を頂けて、貴重な経験となりました。大変かとは思いますが、皆が住みやすい町に近づく

よう、お願い致します。また、このアンケートを回答していく中で、とても考えるものでし
たので、個人だけではなく世帯ごとに行うのも、家族で話し合ういい機会になるのではと思
いました。 

女性 今回このようなアンケートを初めて行わせて頂いた事によって、自家用車でＣＯ２がどれく
らい排出されてしまうのかや、赤字になってしまっているという状況を知る事ができたので
良かったです。やはり、こういう取り組みというものがあってこそ知る情報もあると思うの

で、今後も頑張って頂きたいと思います。 

女性 市内を巡るワンコインバスの運行を望みます。 

女性 ほとんど客の乗っていないバスを見る。（休日や平日の正午など）このような時間に運行する
バス・電車の本数を減らし、多くの人が利用する時間帯にもっと運行する方が税政・環境負
担が減るのではないか。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 20歳代 男性 スマートフォンが普及しましたが、昨年度の高速バスの時刻表が出てくる。サイトによって

（会社が異なるか？）見方に違いがあり、画面の操作もしづらいと感じます。市の方で各サ
イトのリンクをまとめたりできたら、より使いやすくならないでしょうか？ 

男性 ①デマンド交通（車両含む）②シルバー人材の活用などの検討をしてみてはどうですか？こ
のアンケートに至るまでの過程説明も必要かと思います。 

男性 同封されている紙の回答期限が９月３０日（金）になっていました。正９月３０日（日）？ 

お疲れさまです。 

不明 今の館山市は路線バス、鉄道のダイヤを改善しない限り生活をするにはとても厳しい環境だ

と感じます。自家用車から排出されるＣＯ２による環境破壊問題を考える以前に、路線バス・
鉄道のダイヤを改善すべきです。今のダイヤでは、自家用車をなるべく乗らない様にする生
活は不可能です。 

30歳代 女性 好きなところで乗り降りができるようになれば、使いやすくなると思います（バスなど） 

女性 自家用車は環境に良くない事は理解しているが、現状の料金、本数等を考えると難しい。又、

目的地に行くバスもないので、運転できるうちは車を使うと思う。東京や千葉位の便利さが
あればもちろん使うが、現在は難しい。 

女性 母が医療センターで透析をしているので週３通院しているが、送っていくのが大変なので公

共交通（バスなど）の本数が増え、使えるようになると良いと思う。ただ、バスの段差が新
倍なのでバリアフリーになるとうれしいです。最近駅のタクシーが少なくなった気がします。
以前待ちました。 

女性 路線バスは全く利用しないので、よくわからないのですが、よく行くおどや海岸店にバス停
（西岬方面？）ができてからはお年寄りが利用しているのをよく見かけます。駐車場内に待

合所があるので、そこまでカートを押して行けるのはとても便利だと思いました。スーパー
の近くにバス停があっても、結局手に荷物を抱えているのを見ると大変そうなので（おどや
スーパーセンターなど）敷地内から乗降できるお店などがもっと増えると便利かなと思いま

した。 

女性 バスを利用したくとも、往復だけで１０００円もかかるようでは、とても利用できない。館
山から鴨川へ通勤しているが、車だと１時間だが、バス→電車→バスでは片道だけで数時間

かかる。できないことを問われるより、高齢者や学生の為のバスというものをもう一度考え
てほしい。電車も特急が廃止され、時間の不正確な高速バスがないのはとても問題になって
いる。 

女性 以前、埼玉に住んでいた時、「芝児童交通公園」という場所が色々な自転車が乗れたり、信号・
標識など楽しめる場所があります。周りは駐車禁止なので、自転車や徒歩できてる人が多か

ったと思います。空いてる土地のスペースで子供が楽しみながらマナーも守れる場所などあ
れば、気軽に散歩がてら行く人も増えて、車に乗る回数も少し減るのではと思いました。子
供から大人まで楽しめて良い運動にもなるし、お年寄りの散歩コースなどもあるといいと思

います。 

女性 いろいろ大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 

男性 自転車の右側を平気で運転する人が多く、危ないです。特に市内の学生が多いので、学校ご
とに右側通行は違法であると指導してもらいたいです。 

男性 赤字の３つのバス路線については車両の小型化を行い、車両コストを減らすべきだと思う。 

男性 運行時間が合わず、予約した病院の時間に間に合わない。買い物に行くにも不便という声を
よく聞きます。高齢の方々が免許を返納できないのも、これが原因と言っても過言ではない

と思います。普段運転をしていても、正直危なっかしいと思う。高齢者の運転をよく見かけ
ます。怖いです。少しでも免許を返納しても良いと思える環境を早く作って欲しいです。 

男性 館山市イベント、行事などの際、事前にチケットを取っていない人が高速バスを利用できな

い事をよく目にします。チケットの購入、予約は、現在ネット、販売所、コンビニ（ローソ
ン）に限られますが、２４ｈの販売所のようなＡＴＭ的なものがあれば良いと思います。館
山市内の方は、ネットなどで購入できますが、観光や他県の方はたった一回の為にネットは

利用しません。また、行事の際、土日祭日の館山道の渋滞を早く改善して欲しい。 

男性 料金を安くして利用者を増やす 

男性 歩行困難な９２才には無理なアンケートでは？ 

男性 どんな不便な場所でも、人が住んでいる限り、交通網を網の目のように張りめぐらすべき。

僻地に住んでいても税金は同じに払っている。弱い者や声の挙げにくい人々にも温かい配慮
のできる市政であってほしい。 

40歳代 女性 車両の小型化→維持費の削減、巡回バスが増えれば高齢者の運転が減るかと思います。不便

だから運転せざるを得ないと思う。 

女性 ４ページにも書きましたが、内房線（特に上り）運休になりすぎ。少しの雨・風で停まりす

ぎ。通学３年間の間で何回遅延証明をもらうことになったかわかりません。停まったからと
言ってすぐバスの手配をすることもなく、バスが出たと思えば竹岡までとか…。意味わかり
ません。運休と言うけど、実際運休してるのは少しの区間ですよね？停まるのわかるなら、

停まってから先のことを優先して考えられませんか？館山駅の駅員の態度悪すぎ！！少なく
ともサービス業ですよね。 

女性 館山で一度も使ったことのない路線バスに乗ってみようと思います。 

女性 車を運転できなくならないと必要無いと思ってしまい、すみません。でも、本数が少なくて
も公共交通はあってほしいと思います。 １８歳から車を所有していると、どうしたらいい

か、想像が難しいですが、子供が学校に行っている時は、とっても有り難かったです。朝と
夕方は本数が１時間おきにあったので。 

女性 高齢化が進んでいる館山市なので、公共交通は今後大切なことだと考えます。大型のバスよ

り小型のバスで本数を増やし、料金を低めにする。また、乗りやすいバスにするなど。待合
環境もベンチや屋根などを設置できればと考えます。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 40歳代 女性 乗車する人が少ないならバスを小さくする。運賃を安くし、乗りやすくする。通学も運賃が

安ければバスや電車を利用するのでは？運賃が高いから結局親が車で駅まで送迎するんだと
思います。 

女性 病院職員をしております。行きはバスの乗り継ぎの時間がうまくいかず、来て欲しい時間よ
りも２時間以上も前にきて「いつまで待たせるんだ」と一方的に病院スタッフへ怒る方も少
なくありません。帰りも「この〇分のバスに乗らないと最終で帰れない。」と言われ会計や薬

局、診察さえままならないことも。おどされることもあります。ふらつきながら１時間以上
も重い荷物をもって歩いて夜間に帰る人もいます。救急車をタクシー代わりに使う人が多い。
特に高齢者。夜間も利用しやすい公共交通があると助かります。市役所はＴＥＬしても何も

助けてくれませんでした。ひどいです。ケアマネさんが送迎してくれることもあります。公
務員として自覚をもって、取り組んでいただきたいです。 

女性 高齢者の運転は危険だと思うので、公共交通機関はなくしてはならないので、病院やスーパ

ーなどのよく行く施設と共同出資？か何かで乗り合いバス的なものをつくればよいのでは？
（館山整形みたいな）もし今あるのなら、情報が足りてないと思う。全過程が新聞とってい
るわけではないし、回覧板もアパート等にはまわらない。情報の共有がしづらいことにも問

題があるのでは？実際、情報がなくて普段使わないバスや電車を困った時に使うことが難し
い。 

女性 主婦は仕事と家事の両立という課題があり、家庭での時間もとても貴重なため、通勤時間は
１分でも２分でも縮めたいものです。また、帰りに食材などの買い出しもあり、近くても遠
くてもマイカーは必須となります。家事がもっともっと楽に行えるようになれば、自転車や

公共交通も使って生活していきたいと思います。ただ、インターネットでの買物がとても増
えたため、遠出でのショッピングはかなり減りました。 

女性 狭い道が多い為、お互いの立場でゆずり合いの精神というか、気持ちよく暮らせたらいいと

思います。 

女性 今後さらに高齢者は増加していくので、公共交通の維持確保は重要なことである。運賃収入

の赤字、市の補助等を市民によく知ってもらい（市民ひとり当たりの年間負担額等）協力を
願う。 

女性 バスに１時に乗る人の数が少ないのでもっと小型化してはどうか。でも、時間帯や本数は増

やしてほしい。学生が利用しているので。 

女性 電車時刻の見直し、本数を増やす。 

女性 今は自分で運転できますが、いずれ運転が出来なくなり買い物などが困難になりますので、
路線バスなどの数が増えれば良いとありがたいです。 

男性 ムダなところに税金を使わず、こっちに回す。 

男性 自家用車に乗らなくてすむなら乗らないけど、現状無理です。 

男性 行政として運営する市内巡回バス。マイクロバスで主要箇所を回る。乗降はどこでも可。料
金は限りなく安く。鋸南町を参考にしてみて下さい。 

男性 ＪＲ館山駅始発の特急の復元。館山駅周囲に駐車場（無料）の確保。電車の増便。 

男性 ほとんど利用していないので、これといって要望が思いつきません。 

男性 内房線の特急の本数を昔に戻してくれたら使う。普通電車の車両、現在の車両じゃなくてボ

ックス席がいっぱいあったころの車両に戻してほしい。そしたら利用する。 

不明 高齢者が多くなりますので、通院等に行く事が多くなります。現在のバスの運行を正にして、

つなぎの運行を考えて下さい。地域の小さい店でも出しているポイントカードでも乗れるよ
うにしてみて下さい。高齢者ドライバーで、白タクで考えて運転手出来る様に！ 

50歳代 女性 特にＪＲバス関東の高速バスで（できれば全バス）Ｓｕｉｃａ等ＩＣカードが使えるように

してほしいです。 

女性 路線バスなど、外装をキャラクターなどで可愛くすると明るくなり親しみやすくなると思う。

利用者の多い時間帯の本数を多くし、高齢者でもわかりやすい簡単な利用方法を考える。乗
ってみようかという気持ちにもなるかも。先細りに（人口減少により）ならない様、若い人
（子育て世代の方）でも、利用しやすい環境を考える（ベビーカーでも乗降しやすいなど）。 

女性 １回乗車１００円～２００円程度で必要な時の予約ができたり、手を上げると乗せてくれる
フリー乗降制、小型でタクシーに近いサービスがあるといい。 

女性 乗客がほとんど（数名）いないのに大型バスで運行している様子は前々から？？と思ってい
ました。マイクロバスあるいは、いっそハイブリッド車などを使用する方向ではどうなのか
なと思います。 

女性 今は自家用車を使用しているので、あまり路線バスについてはわかりませんが、年に数回東
京へ行くことがあります。高速バスは良いのですが、時間が正確ではない事と、トイレの狭
さ・・・。鉄道を利用したいが特急が無くなってしまったことです。 

女性 夜行バス等を作って頂いて、観光地へ行ける様にして頂きたい。例えばユニバーサルスタジ
オジャパン等。 

女性 通勤時間帯の交差点の渋滞を改善して欲しい。信号機の時間。南町交差点（長須賀から向か
っていく方向）。おどやスーパーセンターの交差点（ホウキロウの信号からスーパーセンター
へ向かって）１８：００頃はかなり渋滞していることが多い。※子供の習い事で週３～４回

通るがほぼ毎回。※目的と違う内容でしたらすみません。 

女性 地元の電車をもう少し本数を増やして６両編成、４両編成ではなく２両編成ぐらいにすれば

いいと思う。高速バスは、本数などはまあまあいいのですが、路線バスの方はあまり乗り手
が少ないし行き先が決まっていてもバスが通っていない事があるし、あまり乗っている人が
少ないので困ってしまったので、そこの所を考えてほしいです。 

女性 高齢者が利用しやすく◎本数を増やす◎フリー乗降増やす。改善しなければ今にバスは消滅
します。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 50歳代 女性 駅の回りがさみしくなってしまい観光客、住民も行かなくなってしまっている様です。人々

が来る様ににぎやかになる様に考えてほしい。そうすれば多少は利用者が増えるのでは…。
（老人から小さい子供まで利用できる様な） 

男性 ＪＲと自治体が協力して通勤、通学のために内房線を守ってもらいたい。そうしたことが人
口の流出を止めるのにつながると思います。 館山駅を中心に、商店街の活性化、観光、発
展するためにも特急電車の復活することを望みます。 

男性 環境の為にも健康のためにも自家用車に頼る生活を少し見直そうと思います。 

男性 ある一定の料金を取り、乗り放題の年間定期券を配布。７０歳以上の免許返納もしくはマイ

カーをもたない人には料金を安くする。会員制にして登録者には特典を与える。料金の割引
とか。 

男性 高齢で運転が出来なくなり、不便になります。公共の交通も駅が遠い、タクシーは運賃が高

いと不安になります。コミュニティバスのようなバスを地域に多くすることは財政上無理な
のでしょうか？ 

男性 車両を小型化してもっと利用しやすいようにしたらいいと思います。 

不明 雨天時、小中高の学校のまわりが送迎でこんざつするため、学校前にバス停をもうけ、利用
してはどうかと思います。 

不明 高齢者が住みやすい生活しやすい環境の街づくりを取り組んでほしい。高齢者の方々にアン
ケートなどで意見を取り入れてほしい。高齢者が良く利用するお店、病院、行ってみたい場

所、無料乗降券配布、タクシー割引券、車両のバリアフリー化、バス停の待合環境の改善を
検討してほしい。 

60歳代 女性 タクシーを予約したら朝７：３０よりとの事でした。もう少し早くなくては病院へ行けませ

ん（病院の予約時間に間に合わない）。 ・タクシーの障害者割引き１割と館山市のチケット
６００円引きの併用はできないといわれました。 ・介護タクシーのつかい方がわかりませ
ん。 ・バス停まで距離があるため、利用しません。 ・駐輪場がととのってる所はほとん

どありません。 ・文化ホールの手前にバス停があるといいです（坂道が不事由なためのぼ
れない） 

女性 市民が乗りたくなるようなバス・鉄道・タクシーにする。 ・運賃が高いとのりづらい。 ・
乗りたくなる様な話題性→市民からアイディアを募集する（特典つけて子供～大人まで楽し
い企画を、そして観光客にもよろこばれるようなもの） 

女性 もう少しバスを増便して買い物病院、市役所に行ける町にしてもらいたい。今のままでは、
車を手放したら都会にと考え中です。 

女性 路線バスの時間の感覚が長すぎて使用がしにくいと思います。 

女性 ①まず安全な歩道の確保 ②風に強い路線、鉄道の確保。 

女性 高齢になった時きめこまかな路線があったら良いと思う。自家用車に乗れなくなるのは、ま
もなくと思うから。 

女性 バスを利用する人が少ないから「本数が減る」のもわかる。ほとんど乗ってないのにバスが

大きすぎる。小さくするべきだ。やたら時間帯が変わってて困る。１時間に決まった「分数」
がいい。目的がなくてもバスに乗りたい人もいるはず。でもバスの本数もなく、料金も乗る
場所によっては高い。小さなレトロなバスを２００円ぐらいで設定して（よこはま赤レンガ

バスみたいに）１５分間隔で運行したりしたら、女性や小さい子供も乗りたくなると思いま
す。旅行者も喜ぶと思う（海沿いを走ったりすれば）。海やバイパスなど（しまむらの駐車場
内にバス停をつくり、道の駅めぐりもできるようなレトロバスを。） 

女性 観光に頼らず、企業を誘致し、館山市民を館山から出さない様にする。生活が市内で片付く
ようにする。 

女性 バスの減便はこれ以上進めるべきではない。乗る人がいないから減便、便数が少ないから乗
らないのイタチゴッコはしばらく止めたらどうか。市による運営コミュニティバスは今より
も費用が掛かりそうだ。バス会社への補助でなんとか切り抜けて欲しい。高速バス（この頃

は家族…代筆者が記載）に乗る為の自家用車、駐車場がほぼ無い。パーク＆ライドの充実を！
高速バスに乗る為、富浦までは車で移動は良い事ではない。 

女性 高齢化、核家族化が進み、通院や買物など、なくてはならない公共交通機関だと考えます。
都会と比べ、田舎ほど必要と考えております。必要最小限でも存続して下さい。 

女性 自分はバス停の近くに住んでいるので、今後車の運転が出来なくなればバスを利用するつも

りなので、バスは小型化にしても良いと思っている。夏など観光客が多い場合、本数を増や
す。 

女性 バス停に行かなくとも何かの合図を作り、どこからでも乗れる／降りる事が可能な限り出来
る状況を作る事。 

女性 以前、夫が医療センターに入院した際、路線バスが有ることをホームページで知りました。

自身が、運転が出来ないため、とても助かった記憶があります。そのためバスを小型化して
継続して欲しいと心より思っています。 

女性 バス停を作る事、又乗り降りしやすくする。お年寄りの方が利用できるように。 

男性 ①高速バスで東京方面にいくが鉄道でいきたいが本数がよくない。 ②小型バスで館山循環
バス路線運行考えてほしい。 ③自家用車よりバス利用したいが近場にバス停がない不便。 

④市役所職員減らせ。 

男性 高齢かしている市民は、運転をする人、公共バスを使う人、介護タクシーを使う人、と様々

です。軽トラック、軽自動車が便利に使用している人が多い。また、道が狭い場所は軽自動
車が便利です。一般道路は軽自動車で走ろうと思いますが、高速道路を軽自動車で走行しよ
うとは考へません。事故を発生したら、軽自動車は人命を守れないと考へるからです。日東

バス、ＪＲバスが利用されるためには、利用者側の希望だけではなく、インフラの整備が今
後も必要と考へます。館山で出かける場合は、自動車が不可欠であると考へます。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 60歳代 男性 ・タクシー会社がへり利用しづらくなった（料金が上った等）。 ・バス運行本数、早朝の時

間帯を増す。 ・ノーマイカーデーを作る。 ・商業地、観光地をまとめ、巡回バスを走ら
せる。 ・バスの小型化。 ・運行時間帯を毎日一定にする。（例）６時から１時間ごとＡＭ
５便、１３時から１時間ごとＰＭ５便。 

男性 今現在公共交通は利用していないので、自家用車で生活しています。 

男性 小型バスを集落の中まで通し、どこでも乗り降りできるようになると良いと思う。 

男性 道路の交通を安全にすること。たとえば、看板があって、左右の見通しが悪い所を良くする、
道を広げる等。 

男性 館山市民を増やす事を考える。人口減が止まらない。草の街館山。高速を降りてバイパスを
走ると、中央分離帯が牧草地の様になっている。税金を使って造ってもらった物が、管理が
出来ない市。子供がダダをこねて欲しがり、買った物を放ったらかしにしている我儘な子の

様。一地方行政では難しいのか。国の力が無いと思うが、他力本願では夕張市と同じになる
のでは。公務員や市長、市会議員はどんな思いで仕事をしているのか。人口が５万人を切っ
た今、次の一手が打てずに時間だけが過ぎてしまった。そろそろ館山から出ようかな。そん

な声が聞こえてきます。草の街から寂しい街館山。どちらも現実では。現状維持では難しい。
資本主義社会は投資が止まったら死を意味します。館山市を殺さないで下さい。 

男性 バス路線を増やす 

男性 公共交通を利用しないので特になし。利用していないので改善点も、取組の効果もわからな
い。 

男性 アンケートにもあるように、バスの小型化。バス停にこだわらず、乗り降りの自由化。どの
時間帯に多く利用されるか、利用されないか調査を行い、バス本数の調整を行い、バス会社

の人件費、燃料費等の見直しを行う。 

男性 バスの小型化により、交通便の不便な場所への運行可能に。 

男性 バス・タクシー会社との連携を強化し、行政とバス・タクシー会社が、ともにメリットの出
る仕組みづくり。 

男性 年をとると足の上りが悪くなるので、タラップの高さの検討要だと思います。 

男性 お客さんの乗っていないバスや電車を見ると寂しくなります。そのうち間引き運転になり、
廃止の運命かと。世界中（日本中）の過疎地でうまく運営しているところを研究してみて下

さい。 

男性 公共交通は（特に高齢者には）必要な交通手段であり、赤字であっても維持すべきと考える。
バス車両は低床で、買物カートや車イスが楽に乗れるものを導入していただきたい。 

不明 コミュニティバスで市役所などまでバスが行けばもっと利用者も増えると思います。 

70歳代 女性 館山市は良く考えて下さっていると思います。これからは年寄りが多くなり足腰の不自由な

方も増えると思いますので乗降に便利な車なども良（小型）いのではないでしょうか。介護
タクシーはとても高いので路線バスを利用したいと心から思っています。 

女性 公共交通手段はなくさず、小型化しても続けるべき。電車に関しては特急等ふやしてほしい。
車両はへらしても回数をふやす方法は？ 

女性 平日でも東京まで特急の直通をお願いします。（往復） 

女性 老人の多い館山、今後もっと多くなる老人、今の自分を考えるのではなく、先の自分を見据
えての市民の意識改革が必要と思う。 

女性 周りに運転のできないお年寄りがいるので、どうしても乗せてしまう。 

女性 自家用車以外利用しないためよく分からない 

女性 私はバス停に比較的近いところに住んでいますし、近所の人との交流でお互い乗り合い、出
かける事が出来ますが、バス停から遠い集落、家がまばらな地域では同じようには出来ない
と思います。通り一遍のアンケートではなく、集落毎の生の声を聴く場を設け、具体的対策、

政策を検討していただきたいと思います。 

女性 主人が（７０代）免許を返納したら行く所が限られてしまうのでバスとかを便利に考えて欲

しいです。返納、返納と言いますが、足がなくなり、つまらない人生になってしまいます。 
都内にあるようなコミュニティバスで料金は均一で市街の病院、スーパー（イオン、おどや、
おわりや）公園、駅等、市役所等、主要の所を回る循環バスが欲しいです。電車も直通なく

大変です。 

女性 バイパスにマイクロバスが回る様になると良い。 

女性 バスの小型化でも良いのでは？ 

女性 ※設問を工夫すべき・・・答えにくい 

女性 皆さんが公共交通を利用する事 

女性 市内が思う様に行動できる様、本通増加を希望します。 

女性 平塚市に５０年近く住みましたが、母の介護のため建屋足に引っ越してきました。私は生ま
れたのが館山市内で小、中学校も館山で過ごしましたが、神奈川県に働きに出て６０歳を過
ぎて館山に来たのですが駅前通りのシャッター通りや、年々店の閉じる様や銀行のＡＴＭの

みだけの店舗など考えられないことばかりで驚いています。昔はバスも満員でした。駅前も
人通りはにぎやかでした・・・。驚いてばかりもいられません。この町で私は生きていくわ
けですから、今はまだ足、腰を痛めて医者通いをしていても、まだ自分の足でスーパーも市

役所も医院もお墓参りにも行けています。ですが、バスは来ない、家族は私一人だけ、歩け
なくなったら全てタクシーを呼ぶ生活と考えたらぞっとします。館山市にお願いしたいです。
車を運転する家族のいない、私のようなひとり暮しの人もこれからどんどん増えていくと思

います。足の確保さえあれば、ボケずにどんどん外に出てお金も使えるんです。（今の年寄り
は若い人よりお金持ちですよ）。小型のバスを走らせてください。無い知恵を絞ってください。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 70歳代 女性 おどや、ジャスコ等のお店が買い物したものを宅配してくれたらバスの乗り降りも楽になる

ので、利用しやすくなるかも。雨の日等、傘を貸して欲しい。お店や病院バスの中に置いて
きても良い制度（荷物を持ちたくない。） 

女性 スーパーの所へバス停を作ってほしい。 

女性 送迎に館山駅東口を利用していますが、最近駐車をするスペースが限られており、大変不便
を感じています。過日東京駅から高速バスで来られる弟を迎えに行った際、駐車をしてたら、

警察官が近づいてきて、１０分過ぎているという注意を受けました。幸いにも後に弟が来て
いたためキップは切られずに済んだのですが、本当に不便になりました。高速バスの発着が
多いので、ロータリー内で動きがとれなくなるのもわかりますが、今までの東口の広さは変

わらずに、バスの発着をしているためではないでしょうか。バスの発着地を変えるか、ロー
タリーを広くするとか何か方法はないですか。観光地である館山ですし。一考をお願いしま
す。 

女性 高齢になり免許所持者も返納を余儀なくなります。通院、食材の買い出し等、足が必要です。
バスを小型化し、脇道等に運行してくれたら利用者が増えると思いますし、是非そうして頂

きたいです。 

女性 いままで車での移動が可能だったので公共交通に対しては遠くにゆく時、観光で旅にゆく時
だけでした！いずれそれも無理の時が来ます…考えたいことです！市内を走るバスを利用す

ることは…イメージ的に“みじめ”っぽい感があります。明るくて楽しそうな、優雅で乗り
やすい路線バスは出来ないものでしょうか！…無理かな！ 

女性 自転車をなるべく利用してますが、道路整備をよろしくお願いします。 

男性 鉄道（ＪＲ内房線）の特急電車を前の様に多くしてもらいたい。一時間ごとに発車出来る様
に。 

男性 大きい道路より中に入った４ｍ道路等凸凹で整備必要な道が多い。 

男性 市の人口減が見込まれる中で、又高齢化が進み、公共交通の充実は、早急の問題です。海岸

に施設を強化しても高齢者は利用する人が少ないのです。公共交通を確実に循環してエリア
を拡大する事が、自家用自動車の減少になります。当市の財政が苦しい中で海岸にばかり投
資しても無駄なだけです。もっと他に力を入れる事が山積しています。市内の下水対策（終

末下水処理場の設置による海へタレ流しの状況を早く改善する事。消火栓の強化、新設等々）、
住みやすい街にする様、努力して欲しいものです。 

男性 自転車、バイクでの移動で充分なため、公共交通（高速バス以外）は、私には無用です。 

男性 高齢化が進行している状況で、高齢者・障害者に特段の配慮をお願いします。 

男性 １．中（小）マイクロバス等の導入。２．増便（３０分毎）。３．運行時間の見直し（夜間：
２２時頃まで延長。１９時以降は６０分毎で良い。） 

男性 難しい問題ですね。万人が良くなる、納得させる意見はありませんが、高齢化社会「どげん

とせなあ」。やがて自分の番。税金でも上げるか！！ 

男性 待合所の設置。（雨の場合で掛けたくない） 

男性 自転車が乗れる様に歩道の整備が出来たら買い物、公共施設の利用に車を使わずになると思
う。 

男性 ・現在利用している人の利用情報、ｄａｔａから問題点の把握。（思わぬ発見がある） ・声
かけ便乗（独居老人対象）。出掛ける人の用事で手助けする。（買い物、見舞い、知人訪問ｅ
ｔｃ） ・予約運行（病院と連携）月、日、時間、近い日時で予約可否検討。 

男性 １．市長、市議会議員は率先してマイカーを使わず、公共交通機関を利用し、範を垂れるこ
と。２．市職員の通勤・出張は全て公共交通機関を利用させること。３．鉄道は定時性・大
量輸送・高齢者が使い易いという大利点があるので、内房線の利便性を確保し、列車本数を

これ以上減らさぬようＪＲに働きかけること。４．高速バスは①車椅子では使えない②車内
急病人の救急ができない③定時性がない（夏休み期間中いつも遅れ、１９０分遅れたことあ
り）ことなどから、高齢化社会には向かないものである。 

男性 鉄道については、館山－東京間直通電車があればバスより時間正確なので利用したい。君津
乗り換えは接続がよい時ばかりではない。また、グリーン車を館山まで利用できないのが困

る。バスは車が運転できない人が便利なようにしたらよい。車を運転できる人はあえて公共
バスは使わないと思う。 

男性 ３４の５ 公共交通を充実させる為、自家用車等全ての車に（商用車であっても私用で使う

事が多いと思う）公共交通助成の為に課税。 

不明 駅→市役所→イオン→駅等の官庁経由スーパー路線等の改善 

80歳以上 女性 ①選挙で市役所迄バスが出ていないので不便と言うと選挙役員は「皆、自家用車で来ている」
との返事にあきれました。自家用車の無い人もいます。市役所利用する者は、市役所にバス
を運行して欲しい。バスが無いのは大変不便です。 ②道路が非常に悪いので危いです。ま

ず、側溝の上を歩く事、又生垣が側溝を占領している。トラックが頻繁に通るので何回も危
ない目に合っています。こうゆう管理は、どこで行っているのか？行政を疑います。※側溝
の上歩いていると、ガタガタと音をたて危険を感じる。例．市役所行のバス（シャトルバス

でも良いと思う）。館山駅→市役所 

女性 乗り継ぎがスムーズに行かず、待ち時間が多くなる。又、公共施設（市役所など高齢になる

と不便です）。 

女性 バスの運行経路を検討して下さい。 

女性 日本全体で老人増加する中、地方都市の町での自家用車利用は必須。公共乗り物は費用面（財
政面）でも大変な事だと思うが、健常者にも不便な交通機関にプラスして子供のスクールバ
スの様なものは出来ないか・・・。乗合タクシーとか、退職したドライバーさんの嘱託契約

等により、マイクロバスを運営する。 使えない交通機関より、どの様にしたら“使える公
共交通機関”になるか熟考したらどうか・・・。転入後多くの人に言われた事「市は何もし
てくれない！！」と。 
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地区 年代 性別 内容 

館山地区 80歳以上 女性 南房総市、鴨川市の様に、マイクロバスを市内に巡回し（日曜、祭日を除く）ていてくれた

ら遠い病院まで早く着くと思います。現在豊房線は、午前は１０時頃に（日中は）駅まで１
本しかありません。早い時間は６：３０頃です。１０時頃に間に合わないと午後の部になり
ますので・・・。 

女性 日東バスとＪＲバスの１日乗り放題フリー切符があったら、もっと利用する人が多くなるか
もしれないと思います。 

女性 各駅の近くに割安な駐車場、できれば無料駐車場が有ったら良いです。 

女性 ①病院、図書館、市役所、イオンタウンだけではなく、バイパス方面にあるコメリ、カイン

ズ、回転寿司店、夢庵、バーミヤン、しまむら、ユニクロ、館山マーケットプレイス、パチ
スロ、ダイナムにも行けるような循環バスを考えて下さい。②東京、千葉方面への高速バス
も長く存続させて下さい。市内住民も７０代以上の高齢者が多く、あと１０年もすると車の

運転が危うくなり、今まで自分で車を運転して出掛けていた馴染みのお店に行けなくなり、
全国チェーンの店舗は撤退し、高齢者はただ死を待つばかりの刺激のない非文化的で不健康
な引きこもり生活になり、認知症を発症したり歩けなくなったりします。高齢者にはキョウ

ヨウ（今日用、今日する用事がある事）、キョウイク（今日行く、今日行く所がある事）が大
事。高齢者が行く所は病院ばかりにしてはいけない。外食、旅行、買物をし、健康寿命を延
ばすことにより、社会保障費を減らす事もできます。ぜひ検討して下さい。 

男性 バスを使う人が少ない。老人が多いから、介護タクシーがある。介護タクシー業が充実した
方がいいのでは？ 

男性 バスの料金を安く 

男性 タクシーの場合、送迎料金が高すぎる。当方より呼んだ時、市役所まで１５００円、市役所
にいたタクシーに乗った時１０００円以下。日東バスの停留所は近いが、午前中の数が少な

く不便。祝祭日や学校の休みも少なく不便（運行）。 

男性 館山駅西口に停車場を作って下さい。 

男性 免許の返納を考えたが、バス停、駅、ともに遠く、自力で歩いては行けないため、また体調
が戻れば運転したいと思っています。数ヶ月のバス運賃割引ではなく、永遠に割引ならすぐ
にでも返納したいと思っている。都会に住んでいれば車がなくても生活できそうだが、田舎

に住むことの不便さをとても感じる。 

男性 時間に余裕のある元気な高齢者が大勢います。囲碁、将棋、マージャンｅｔｃ、ボケ防止な

どに良いですが、たまには本人の生き甲斐にもなる有料のボランティアで（すでに行ってい
る方も多いでしょうが）高齢者や身体の不自由な方の助けにもなる、ミニカーで狭い道を１
０分位の間隔で、２人一組ぐらいで廻ると云うのは如何？いろいろと難しい問題もあり、実

現は無理かもしれないが、もしも出来れば小生も免許証を返上して利用者になりたい。 

男性 １．バスを利用できる体力がなく自家用車を運転している人もあります。２．タクシー会社
が減りました。商業として無理だからと思います。利便性と経済性を考えると希望は持てま

せん。 

不明 ※バスの本数が少ない様な気がします。※時刻表が見づらい。半分消えてるのもある。 

不明 鉄道（ＪＲ内房線）のダイヤが多くなれば利用客も増すと思います。 

不明 女性 公共や病院、スーパー、銀行の場所がバラバラ。県民が利用する機関をまとめること。 

西岬地区 10歳代 女性 今回のアンケートで、バスの補助金の多さに驚きました。若い方には、この補助金のこと、
排出するＣＯ２のこと等を広報して、交通機関の利用を呼び掛けていただきたいです。高齢
者には、他の市町村での取り組みを参考にして、考えていただきたいと思います。大変、難

しい問題かと思いますが、よろしくお願いします。 

女性 利用者が少ないので仕方ないが、電車・バスの本数が増えれば使いやすい。電車のない地域

がなくなれば便利かもしれない。 

40歳代 女性 通勤先が遠方の場合、館山駅発の高速バス、電車へ乗り継ぐ便がないため、引っ越しを考え
ている（千葉行き）。早急な対応をお願いしたい。例、館山駅発、午前６時、７時の発車時刻

に間に合う路線バスの増便。１本でもいいので。（理由）家族送迎が困難な為（高齢者）。 

女性 お年寄りが多い地区や地域等にはもうちょっと寄り添ったサービスがあると良い。７５歳以

上の高齢者は免許返納の義務、それにともなったサービス向上（例えば返納したら交通機関
が無償にするとか） 

女性 バス停の待合所がいまだに昔ながらのコンクリで出来た様な所が多数見られますが、中に入

ると天井がはがれていたり等、地震に耐えられるだろうか？と思う場所があります。中に入
ってしまうと、運転手さんも確認しづらいだろうな…と思いますし、出来れば見通しよく安
全なバス停であって欲しいです。（子供達が利用するので特に感じます）自分が公共交通で利

用する可能性があるのはバスだろうと考えていますが、将来的に本数が減ったり価格が高く
なったら、自家用車の利用をあきらめる事が出来るか？という不安はあります。市の財政負
担の面も気になる所ですが、周辺に生活の為の買い物施設のない地域では、住民の足となる

公共交通はなくさないで欲しいです。 

男性 自分の居住地から館山方面へ行く時、特に早朝帯に弱い為、どうしても自家用車に頼らざる

を得ない現状がある。デマンド方式を入れた方が、効率が良くなるかと…。 

男性 館山市も高齢者が年々増えてきている。車も運転できなくなる為、路線バスの活用を考えて
ほしい。バスを利用できるようになれば高齢者の車の免許返納も増え安全になる。 

不明 バスをミニバンにする。タクシーの相乗り。スーパーマーケットの病院近くのバス停設置。
銀行、ホームセンター、役所 

50歳代 女性 高齢者の方が多いので、料金をお年寄りの方には安くしてあげてもらいたいです。 

女性 観光客に合わせたバスの運行をして欲しいです。 

女性 イオンや鴨川シーワールドに行けるバス。館山駅から鴨川シーワールド。 

女性 質問がおかしい！！ 
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地区 年代 性別 内容 

西岬地区 50歳代 男性 公共交通を使うにも、自宅近くに停留所がなく、レジャー、通院等用に乗り合いフリーバス

があれば自家用車を使う回数も少なくなり、環境に悪い「ＣＯ２」を減らすことができ、近
くで用事が済んで、良い事だらけです。スマートフォンの有効活用をして、老若男女問わず、
困った時の路線バスを導入して欲しいです。 

男性 当家の場合、既に購入済の自動車の自宅⇔駅間の燃料費は往復３００円程です。バスのライ
バルはかなり強敵です。この競争の土俵に乗るには、次回は自家用車を購入せずとも良いと

思えるだけの利便性や経済性が必要です。少なくとも免許返納対象の世代がこのように思え
る施策を大胆に実施頂きたいです。高齢者の無償化などで利用者が短期的に増加し、それを
テコに事業者が増資、サービス向上に無理なく向かえるようにしなければ負のスパイラルは

止まりません。インフラ維持のためには財政負担の市民転嫁もある程度仕方ないと考えます。 

60歳代 女性 私も将来は自家用車を運転できなくなるかも知れませんし、買い物や病院に行くとき、より
便利に安価でバスなどを利用できるようになるといいと思います。地域のボランティアなど

が自分の車でお年寄りの要求に答えられるようなシステムができるといいと思います。 

女性 ６５歳ですが、自分で運転して全て生活をしているので、公共交通についてうまく回答でき

ませんが、将来は利用しなくてはいかなくなると思うので、公共交通は大事だと思います。
環境問題を問われるとなるほどと考えますが、やはり自家用車は便利です。 

男性 市民一人一人の協力。 

男性 自宅の近くを走るＪＲバス（洲崎線）はいつもガラガラ。もっともっと小型車両でも十分で
はないのかと思う。 

男性 車内（特に高速バス）での臭いのする食事を禁止にしてほしい。ファストフード等バイパス
にもバス停を設置したほうが良いと思う。 

男性 バリアフリー化は早急問題です！現状、西岬地区にておどや海岸店経由のバスの運行が実施
されてますが、実際に乗車する人は高齢者が多々です。今のバスの乗車、降車はステップが
高くてきついですよね。早期にご検討を！ 

不明 バスを大型から小型バスへ変更する。市内循環バスの増便。 

不明 館山では自家用車なしでは生活できない環境であります。路線バスや鉄道公共交通もなくな

っては困る状況です。大型バスではなく小さなバスでダイヤの増便等対策していただきたい
です。 

70歳代 女性 ・路線バス、休暇村迄ではなく西岬全域回ってほしい。 ・路線バス、１時間に１本は動い

てほしい。 

女性 １．利用したい時間帯のバスが無いとよく聞きます。本当に必要な時間帯に合わせてもらえ

たらと思います。 ２．タクシー会社が１社なくなりました。車はあるそうです。房日によ
く応募がされています…運転に自信のある方、ぜひ運転手になられてわ！！ 

女性 料金を安く。買物バスも帰り荷物重く、自宅まで帰るのに大変と聞く。細い道でも入ってく

れる公共交通があれば、皆利用するかも。 

女性 自家用車がなければ買い物、病院に必要。バスが１日２本では無理。買い物しても自宅まで

荷物を運べない。足が悪いのでバスは無理ですね。 

女性 今の所主人の車で出かけられるのが、年をとって運転ができなくなると、もっと本数を増や
してもらったり小型化で近くまで来てくれたりすると、年金でタクシーを使わなくても良く

なるといいと思います。 

女性 おまりにも過疎が進み車に乗れなくなった場合、一日一便でもバスを利用したいと思います。 

男性 高齢化に伴い自分もいずれは免許証を返納する時がくるが、核家族化となり年寄りだけの生
活となるため毎日の生活に支障がでてくる。通院・買い物等はどうすればよいのか。その為
心身の健康に留意し、少しでも長く運転せざるを得ない。代替交通手段としてはバスかタク

シー位しか考えがうかないがタクシーがもう少し安くなれば良いと思う。 

男性 観光客の殆どいない祭礼に熱心だが、通学の自転車道の線引きとか、一部はあるが…。 

男性 まず市職員、市会議員は１か月間自宅から職場へ公共交通のみで出勤されたらよくわかると
思います。 

男性 車以外で館山に来られる観光客の為に、周遊バスを小型でいいので一日中運行してほしい。
そのバスには買い物や通院目的の地元の方も乗れるように。せめて１時間に１本、そんなバ
スがあれば利用しやすいと思う。駅→城山→渚の湯→スーパーセンターオドヤ→駅のコース

を一日中ぐるぐる回ってほしい。 

男性 高齢者を対象とした対策へ 

男性 公共交通を無くせばその地域は加速度的に衰退する。無くせば復活の手立てはほとんどない
だろう。補助金を出してでも存続させその中で最良の方法を見つけ出すしか方策はないだろ
う。行政の知恵と努力で存続を期待いたします。 

不明 高速バスを降りて路線バスに乗る場合、路線バスの運転手は確認してほしい。先日、路線バ
スは定刻に出てしまい、乗る事ができなく、タクシーにしました。 

80歳以上 男性 バスの小型化により市内園遊乗り降り自由化、多少の時間待ちでも乗り降りが安心して出来
る様になればありがたいと思います。 

男性 車社会になり、自家用車を利用して移動することを前提にいろいろな施設ができています。

バスの路線もその施設を利用しやすい路線に変更し、自家用車を使わなくとも目的が達成し
やすいようにしてほしいです。 

男性 ①国鉄：車両が多すぎると思います。せいぜい３両位にして、駅のバリアフリー化をお願い
します。②高速バス：非常に有難いと思っています。できればバス停に駐車場を増加してい
ただきたい。③路線バス：小型化して、①高齢者等が乗り易くする。②市内巡回バスの設定、

ＪＲ駅、イオン、カインズ、市役所、医師会病院、オクリヤ、オドヤ、コメリ、館住、千代
銀、■原、消防署等。 

男性 人口が少ないので難しいと思いますがよろしく。 

男性 マイクロバス。 
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地区 年代 性別 内容 

西岬地区 80歳以上 男性 バス停が道路にあり、人が待てるスペースがあまりないので、子供は危ないからバスを使わ

せないようにしています。もう少し、バス停を改善してほしいです。 

男性 現状で良いと思う。財政の件もあるので。 

神戸地区 30歳代 女性 これから高齢化が進み、通院や買物、お年寄りが生活を維持していく上で、公共交通はなく
てはならないものだと思います。近所のお年寄りからも声が上がっています。 

女性 館山市大神宮小塚大師は大谷までいかないといけないので距離がある。お年寄りなどは不便。
坂が多いので雨の日は大変。コミュニティバス すの埼方面 安房塩見～はまだまでバス停、
停留所はあるがベンチなどぼろぼろになっているので、夏も冬も良い感じでしのげる場所が

ほしい、雨でも。トイレの設置や飲み物の設置も。館山のバイパス沿いも小さいコミュニテ
ィバスも必要だと思う。 

40歳代 女性 中高生の通学、本数も少なく運賃も高いので、自家用車で送迎しているが、本数を増やし（最

終便を遅く）、運賃が安ければバスを利用したいと思う。駅～各学校へ巡回するなど、ルート
も工夫すれば、利用者は増えると思う。 

女性 高いから乗らない→乗らないから高くなる→本数が減ってしまう。負のスパイラルになって
いる気がします。私はまだ不安なく自家用車に乗れる年令なのですが、将来も考えるとこの
ままでは買物難民になってしまうのではないかという不安を感じました。時々はバスを利用

出来ればと思いますが、小さなコミュニティバス等の運行にシフトしてでも交通が保たれれ
ば有り難いと思いました。 

男性 スーパーや病院へとバスが通ると利用される方がいるのではないかと思います。ただ、バス

の乗り降りが高いので、乗る事がむずかしいとも聞いたこともあります。タクシーを利用す
るとお金がかかってしまうので利用しにくいとも。金額も考慮して（年金で暮らしている人
もいるので）みたらどうでしょうか。バスも小型化でいいと思います。 

男性 たまに使いたくなるが、その時間にバスがない。夜遅くに。 

50歳代 女性 路線バスを見ていると乗客がいないのに運行しているバスをよく見ます。バスの小型化と運

行時間の見直しをお願いしたいと思います。 

女性 都市部でなければ公共交通は発展しないと思われる。郊外はどうしても車が必要である。 

男性 市内（街中）に住んでいる市民だけではありません。 

男性 自家用車のマナーの悪さが目に付く。観光で来た人がよく言う。 

60歳代 女性 もうすぐ車の運転もできなくなるので、その時は路線バスを利用すると思います。 

女性 良くするためと言うか、希望ですが、足代わりなので何時、何処でも乗れるように高齢者、

身障者にやさしい足を作ってほしいです。（※中途半端なやり方だと利用しなくて終わりにな
りそう。）一個人 

女性 駅やイオンへの市営ミニバスを走らせて欲しい。その際、シルバーパス（東京のように収入

が少ない人は年間１０００円の支払いのみ）の発行。 

女性 病院、スーパーなど、連携をとり一緒に市内を運行できたらと思います。 

女性 小さなバスを利用。今、自家用車は生活の一部です。見ていると、館山の市内以外は生活の
一部になっているのではないですか。レジャーでも遊びのためにも車を使用していませ
ん！！ 

女性 企業と提携し、広告費等を得る事はできないでしょうか。 

女性 現在の館山市内で、私の住むところ（神戸地区）では、自家用車のない生活は考えられない。

自家用車を運転できなくなった時は、住む場所の移転を考えなくてはならないと思っている。 

女性 市中心部の活性化だけでなく、郊外地域の整備をしてほしい。道路事情が良くない中、バイ

クや自転車で通勤・通学・買い物は危なくてできない。街灯のない県道・市道がどれ程ある
か知ってもらいたい。 

男性 ①公共交通の充実した居住エリアを作り、そこへの移住を促す。②館山市街地に残る小売店

を一か所に集め、パークアンドライド。③まばらに点在している住居と店舗を集めるアイデ
ィアを。 

男性 高速バスの回送（館山～白浜）に、路線バス停でないどこでもフリーで乗れる様にできない
のかな。 

男性 運転アシスト機能付きまたは、無公害車購入補助金助成金が欲しい。 

70歳代 女性 大型バスから小型のコミュニティバスにして降りたい場所をあらかじめ運転手さんに伝えて
おく（運賃引き下げ）。２，０００円の回数券を買っておくのですが、ＩＣカードにしたら５

０円の半端なお金を用意しなくても済む。バスの中に設置してあるお金を崩す機械は苦手。 

女性 今１時間に１台のバスが通ってくれて、ありがたく思っています。３年前大病をして３年間
バスを利用させてもらいとても幸に思いました。私のこれから年がとれば運転できなくなり

私達夫婦は、考えただけで・・・バスの通る場所が買い物や病院と関係なく館山駅に着いた
→その先が困ってしまいます。運転（車）できなくなったら自転車（モーター付き）に乗ら
なければ、と思いますと歩道をもう少し広くしてください。市長様が私達老人を心配してく

ださいまして、本当に有難く思います。 

女性 館山は見る所がない！館山の駅からのバスない！立派な館山駅があるのに昼に歩いたらガラ

ンと人が居なくて淋しかった。大学の誘致どーですか。何とか若い人が来ないとね。 

女性 利用者が少ないので、バスを小型化したら良いと思う。 

男性 ①バスの小型化は絶対に必要。乗客の数にマッチしていない。 ②小型化により、路線を増
加すれば、乗客数もＵＰする。 

男性 市内のバス運行の本数が減少し、高齢の方々は困っているようです。朝・夕の運行本数はあ

るように思えますが、日中に高齢の方々が病院・買い物へ行きたい時間帯にバスの運行がな
いと思うので、小型バスでも良いと思うので、複数便の運行をされてはどうでしょうか？例
えば病院・スーパー行きｅｔｃ、高齢の方々に住みやすい町づくりを希望します。 
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地区 年代 性別 内容 

神戸地区 70歳代 男性 ７４歳の男性です。現在マイカーを利用しています。国道４１０号は時速５０Ｋｍ以下、館

山の街中は時速４０Ｋｍ以下で走行しています。年齢とともに運転技術が低下してきたため
ですが、外出のたびにあおり運転を受けています。公共交通が充実すればすぐにでも免許を
返納したいと考えています。法定速度内で安全に走行できる環境作りが、まず最初に取り組

む課題だと思います。 

男性 人口の減少や高齢化は、時代の流れ（自然な変化）だと思います。公的交通の維持・確保の

ために、大きな負担をすることは必要ないと思われます。本音で言えば、調査の目的である
「将来にわたり～維持していく」には賛成できません。路線の廃止や減便を、私は自然の事
として受け止めたいと思います。 

男性 運転免許を返納してから考える。 

80歳以上 女性 高齢の為、免許証も返納致しました。わかる所のみチェック致しました。よろしくお願いし

ます。 

女性 高齢者、又、自家用車を持っていない等の人にとっては、バスはとても大事な交通手段です。
現状維持で運行できます様に努力してほしいと思います。 

男性 市外からの企業誘致で人口の増加をはかる 

男性 路線バス公共交通を利用したいが、例えば神戸－館山駅に来て、買物などして、ちょっと遅

くなると館山駅発－白浜行の最終便の時刻が早すぎて１９００時を過ぎると家に戻ることが
出来ない。もっと館山駅発最終便の出発時刻を２１時ごろにできないでしょうか。 

男性 高齢者が増えるのでバス停を増やして利用し易くする事が必要であると思う。 

不明 コミュニティバスが欲しい。 

富崎地区 10歳代 男性 富崎地区に住んでいるが、学校、買物（書籍、薬局などもない）、その他生活に必要な施設が
近所にない。 何をするにも館山方面に行かなくてはならず（日に数回）、そのたびにバス利
用するのも不便。 自家用車が利用できなくなったら・・・と思うと不安。若い人も高齢者

も手軽に利用できるような工夫がないかと思う。便数の増便は必須。 

20歳代 女性 経済的理由で自家用車の維持もなかなか厳しいので、公共交通がこれ以上減ってしまうと困
ります。運賃ももう少し安くなると助かります。 

30歳代 女性 高齢者がでかけやすい公共交通にしてほしい。特に宮崎地区は何もないので、年をとっても
車を運転しなければ生活していけない。 

40歳代 女性 増便をしないと乗る人も居ない。１時間に１本は欲しいが、無い時もあるので、せめて１時
間に１本はあってもらいたい。夏休み中など、土日祝日運転になってしまい、子供が利用で
きない。大型バスをやめて、小型にすれば良いのでは。 

60歳代 女性 鉄道より高速バスとの乗継円滑化すると客が増えると思う。バイパスで時間のロスが見られ
るので、館富トンネルを広げてもらいたい。一つでも信号を無くしてもらいたい。（湊辺り） 

女性 自転車で出かけていたが、歩道がせまく坂が長かったりで大きな車が横に来ると、とてもこ
わかった。体力の限界です。 

男性 上京するのに鉄道と思うが特急の便がない。高速バスにたよる。普通電車だと待ち会せ時間
が不満。運賃が高い。路線バス、バスを小型化して利用者少ないかもしれませんが運行時間
を２２００頃までにしてほしい。 

男性 バス停の清掃等の管理は誰がするのか？ 

男性 循環バスで、どこで乗っても定額（３００円くらい）（病院やショッピングセンターを経由す

るような） 

男性 車両の小型化（現状、乗客が少ない路線、時間帯）できるのでは。目的地（現状の使用して
いる乗客）の把握で設定する。 

70歳代 女性 これから先の方は高齢者が増えます。路線バスが大事になると思います。宜しくお願いしま
す。 

男性 時間により小型化→増便、昼間の時間帯に便が少なすぎる。 

80歳以上 女性 バスについては乗降の際の入口のステップが高いので、高齢者には負担がかかると思う。 

女性 本人は１００歳になる（１１／１７）ので、アンケートの目的には参考にならなくて、すみ
ません。 

女性 ８０才を過ぎても生まれ育った土地にて生活出来る事を嬉しく思う日々です。交通の方はあ
まり（今のところ）利用してなく別に意見等ありませんが、以前ＪＲ路線バスの乗降の段が
高くこわい…との事を聞いた事があります…。 

男性 ＪＲバス～日東バスに接続のバスの時間帯、鴨川病院へ（鴨川） 

男性 安房白浜路線は１時間に１本で、次に高速バスや電車等のついで時に、時間に空きがあり不

便なので、もっと効率よく時刻設定できたらよいと思います。 

不明 車はバスや電車の便が悪いので、自然と使うようになってしまいます。九重に住んでいて、
市の行なっているボランティアの仕事（防犯指導員とか赤十字など）を次の人に頼む時、交

通の便が悪いので、車の運転の出来る人を探さなければいけないので、人がいなくて困る事。
車を持っている人は働いている人なので、役を引き受けてもらえない事。自分でも車に乗ら
ない生活をしたいと思っても、九重地域だけでは充分な生活が出来ないのが不便。自然に恵

まれているのは幸せな事。 

豊房神余地区 10歳代 女性 外灯を増やして欲しい。（防犯対策に） 

女性 人が少なく施設や学校、職場が少ないため、公共交通も便が多いわけでも停留所がすぐ近く
にある訳でもないです。だから自動車は利用を控えることが難しいものだと思います。公共
交通利用の際も使う必要のある人が多いと思います。通勤・通学で利用される時間帯の本数

を増やしてほしいです。６時～８時、１６時～１９時、２０時を３０分毎に１本くらいにし
てほしいです。 

男性 路線バスのＡＩ化による人件費削減。 

20歳代 女性 頑張って下さい。 

男性 街作りと公共交通を一体として、根本から考えなおしていく必要があると思います。 
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地区 年代 性別 内容 

豊房神余地区 30歳代 女性 特急をまた運行して欲しいです。特急がなくなり不便です。（以前のようにして欲しい） 

女性 車を運転できない人のためだけでなく、小さい子供連れでも利用しやすくすれば、利用者も
増えるのではないか。 

40歳代 女性 通勤時間に合わせてバスの運行がされている訳ではなく、住まいの近くにバス停がある訳で
もないので、どうしても自家用車を使用せざるを得ない。高齢の親も、７０歳を過ぎている
が、自家用車を運転し買い物などの用事をすませている。車がなければ生活が出来ない。（近

くに買い物できる店もない）歩いて移動といっても歩道の整備が不充分で危険な所もある。 

女性 自家用車を使わなければ生活できない環境に住んでいる者にはこのアンケートはつらすぎ

る。 

女性 自由な時に利用できる車椅子タクシー、ペットも乗れるタクシーがあるといい。 

女性 都市計画、商業施設の効率化バスの減便により、自動車を使わなければ、買い物もできない
状況であり、自転車や徒歩で外出するにしても歩道や自転車道が整備されているところが少
なく、歩行や自転車の方も車を運転している方もとても危険。外出先の目的地も公共機関を

乗継がないと行く事ができない場所が多く、時間もお金がかかる。バスの周遊路線などもあ
ると良いと思う。 

男性 ラッピングバスやサイクルトレインや蒸気機関車や祭礼とのコラボ等、小湊やいすみの鉄道

の維持活性化の為に企業と住民が創意工夫して、公共交通の維持の為の基金を普段の不足分
にあてていく。市で、２次産業の誘致出来なくて、観光にたよっているんだから、その位し
てお金を集めて下さい。観光と公共生活と移住をすすめて下さい。 

男性 都市部とは違い、生活していくためには自家用車の利用は不可欠なものと考えます。しかし
ながら、スクールバスへの混乗、運行車両の小型化などによって、効率化と負担の軽減を図

りつつ、利便性が向上していけば、自家用車から移行する市民も増えるのではないでしょう
か。運転免許の返納をする高齢者も増えるかもしれません。 

男性 バス会社に年間１６００万ものたいきんを補助するのであれば、いっそのこと新たな公共交

通のあり方を考え、その金を投入すれば、新たなビジネスにもつながり、良いのではないか？ 

50歳代 女性 ・鉄道に関しましては、運行元のＪＲが方針を変えないかぎりは館山市側がいくら努力して

も鉄道は改善されないと思うので、仕方のないことだと思う。鉄道は街のポテンシャルだと
思うのでＪＲ３０年がたったこの機会にＪＲと近隣の沿線自治体と話し合っていただけたら
幸いです。 ・また路線バスに関しては、左記にあった路線では、他車の中古の大型車や中

型車などより、日野ポンチョや三菱ローザなどの小型車を使うなど、改善の余地あるのでは
ないかと思う。 ・タクシーに関しては、競争相手がなく、殿様商売になっていないか、他
の地方のタクシーを見ならって、もう少しまともにはならないのか。ホームページにクレジ

ットカードや交通系ＩＣが使用できるか否かの掲載もなされていない時点で、ていたらくぶ
りが露呈しているのではないか？駅前に昼間などタクシーが一台もいないあたり、やる気が
あるのかまた観光地としてふさわしいのかは考えさせられる。タクシーに関しては、根本的

に改善してくれた方がいいと思います。 

男性 母が通院する際、自家用車は乗らないのでバスを利用するのですが、時間通りに来ないため、
１０分近く遅れてくるのは通常で、年寄りにとっては待ち時間が苦痛の様です。バスの乗降

口が高い為、高齢の人は苦労している様です。運転手も面倒くさいのか下げたりはしません。
高速バスと併用しているので、気軽に利用しがたいのも現実です。今までの様に、路線バス
をもっと出してくれた方が、高齢者が利用しやすい環境になると考えます。 

60歳代 女性 車両を小型化し、市民の要望により毎日違ったルートで運行してもいいのではないか。前日
までに電話予約で希望する人のいる地域を回っていくと便利だと思う。 

男性 内房線の特急車両が通常１本もない！観光客を大事にできない！１００選に選ばれた駅にふ
さわしくない。特急電車を走らせろ！ 

男性 問３６ 

男性 運賃が一定金額でどこまでも行ける方式。フリーの乗降場所を１００米ごとに作り手を上げ
で乗降できる方法。 

不明 なるべく自転車や歩いて行く様にしてはいますが、雨の日や品物を持ち帰るのに重く、車で
行った方が便利と思うことが多いので、日用品等電話注文して配達して頂けるようになれば

便利かなと思います。 

70歳代 女性 同じ市民でなんで西岬方面だけ買物バスが出るんですか？小型車で良いのですが、不便の所
を自宅まで廻ってもらいたい（病院、お買物等）。 

女性 要支援を受けている者について、タクシーは使用せざるを得ません。料金の割引きを願いた
い。 

女性 バスで通院する場合（豊房線）９時のバスがあると便利かと思います。 

男性 駅、高速バスの駐車場の一番の問題。高齢者はバス停まで歩いていけない（子と同居者は車

でいけるが）。ノーマイカーデーを実施、どこまでの方にこれをやると市長の票が減ると思う
よ。 

男性 地域懇親会等の開催で意見を吸い上げ、効率よく地域を回れる様な運行形態にしてほしいが、

道路が狭いので改修をしてほしい（危険や事故が回避できる）。 

男性 老人、障害者でも利用できる自宅近くのバス停、路線の整備。 

男性 公共交通を利用する気が全くないので、答え様がありません。 

男性 バス停の改善をしてほしいと思います。暑い日、寒い日、雨の日等屋根のないバス停で待っ

ているお年寄りや子供達を見かけると、かわいそうに思います。場所の確保が大変かもしれ
ませんが、利用者の安全面も考えて、作ってほしいと思います。以前、自転車を利用して買
物等していましたが、歩道にゴミ収集場があり、避けながら運転すると自動車と近い状況に

なり、危険なので自転車に乗らなくなりました。通学で自転車を利用する子供達のためにも
改善をお願いします。 

80歳以上 不明 車両の小型化で増便すること 
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地区 年代 性別 内容 

豊房神余地区 80歳以上 不明 車を維持する人も、３度に１度は路線バスを使うといいと思います。 

館野地区 10歳代 男性 利用客の増加を狙うなら企業誘致や、観光施設の設置をするべきだ。高齢者の反対が多いと
思うが、館山市の今後を考えるならは、反対を押し切ってでもやるべきだ。母数の増加を狙

うべき。 

男性 路線バスや電車では個々のニーズに合わせた利用が出来ない。公共交通機関での改善は不可
能だと思います。 

30歳代 男性 現在の鉄道・バスでは路線上、自家用車には及ばない。個々の目的地・時間などから使用し
づらいのも現状。学生・中高年は時間上利用できるが、一般社会人は不便。だが、自家用車

がある。困っているのは、一人で移動しづらい高齢者等。自宅近くから、目的地まで行ける
ため、タクシーが圧倒的に便利。燃費性能がよい車も増えており、公的な物があると良いと
思う。将来的な地域を考えるとそう思う。 

男性 ・古い車両が多すぎる（現代にそぐわない車両が多い）→路線バス ・館山駅のトイレが現
代にそぐわない。様式トイレに変えるべき。（そもそもなぜ最初からそうしないのか？） ・
今年の夏、タクシー乗り場で人待つ姿を多く見かけた。（都会から来た人もいたであろう）炎

天下の下、ずっと待たされていた様子。タクシー会社が少なすぎる。観光に来る人がなくな
る恐れがあると思う。ワンボックス車両を入れても良いのでは？ ・路線バスに至ってはＩ
Ｃカードが導入されていない。運賃も高すぎる。 

不明 国民の税金でＪＲを負担しているのに、列車を減らすとは納得できない。 

40歳代 女性 観光客や他県からのビジネスマンを接客することが多いが「館山は交通機関が不便」と皆さ

ん言います。これでは、他県からの呼びこみなど力を入れても、ムダと思う。もう少し考え
る必要があると思う。 

男性 超小型の電動車両の導入をすべき。カーシェアリングを含めて、試験的に導入している自治
体も多い。電動ミニカーも必要になる。 

男性 館山市はなぜ君津や南房総市の様なバスターミナルが無いのか。 

50歳代 女性 ・他県へ旅行に出ると感じるのですが、目的地へのルートが他にもあるのに分かりにくいこ
とが多いことです。少し歩けば別の停留所から行けることも。 ・空港への連絡が悪いので

高速バスのない時間帯などの乗継情報があると良いと思います。 

女性 介護保険を利用せず、免許証を返納した高齢者が大勢いる。近くにスーパーもコンビニもな
く買い物、通院に困っている。バスは古く、乗降する時に階段（ステップ）が、高さが高く

危なく、買い物袋をさげて、自力で降りるには神経をすり減らす。バスを小型化（マイクロ
バスくらいでも良い）して本数を増やしてあげて欲しい。 

女性 自家用車はとても便利なのでついつい使ってしまいますが、お年寄りで運転をしない方はた
くさんいます。いつも赤字でバスが無くなったら、どうしようと心配しています。自分の家
の近くで乗降出来たら本当に助かると思います。 

男性 このような状況になることは向十年も前からわかっていたことだと思いますが、あまりに無
策です。市民の平均収入からして市役所の賃金はあまりに高すぎるので、市会議員等の報酬
も見直し、その分、公共交通の維持費にまわすべきです。（一般の会社は会社の売上（利益）

により、社員の給料が決まります。税収が低いのであれば、それにみあった賃金にしないと） 

男性 鉄道：君津発上総一宮行きに。 高速バス：渋滞状況を加味した到着時間予想の案内。 路

線バス：始発バス、最終バス運行時間拡大、館山駅での乗り継ぎ時間短縮。 

不明 路線バスが赤字なら飲み店（なぎさ）ぎんざから深夜各路線バスが２本ぐらいあった方が良
いと思う。（飲み店）のお客が乗るために。PM10：30~AM1：00ごろまで。よければ新宿からも。 

60歳代 女性 現在自分で運転していますが、将来がとても不安です。補助金を受けながら、６つもの路線
がある事も知りませんでした。路線の沿線に何があるのか、もっと情報があれば利用しやす

くなる（公共施設以外も）。発車の時刻だけでなく、主な停車場までの時間もわかると便利。 

女性 高齢者の無料パス。件数も多く。 

女性 問３６の取り組みが実行される事を望みます。 

女性 ガソリン車よりも電気自動車への利用促進。レンタル自転車（電動）、レンタルバイク（50CC）
電動 

男性 ・市内の中心街のマイカー乗り入れ禁止 ・路線バスの小型化（オンデマンド、位置確認） ・
ウーバー 

男性 料金の一定化 

70歳代 女性 現在は自分の事は自分の車で移動出来ているのでわかりませんが、公共交通を利用する頃に

は停留所まで自分の足で行く事は出来ないと思うので、タクシーを使うと思いますので、な
るべくタクシーの料金が安くなれば幸に思います。 

女性 バス停までが遠すぎる 

女性 館山駅到着時のバス、迎えの駐車スペースがない。取り締まるばかりではなく、送迎用駐車
場を確保するべきである。 

男性 もっと小型の車で小回りが利く方がよい。 

不明 人口減少、超高齢化時代に突入。体が動ける老人たちがどう日常生活を維持できるか、私と

しては８０歳ぐらいまで元気でマイカーを使いたいと思うが、隣りの高齢者の運転ぶりを見
るにつけ早いとこマイカーをやめた方がいいとも思う。やっぱり買い物。１年に何回かの用
のときに公共交通を使う程度だが買い物は週何回。健康のためにも歩いたり自転車を使って

用が足せればいいけど、つい楽を選んでしまうな。田舎に住んでいるから不便は当然。あま
り公共や他人様に迷惑をかけず、質素に原始的に生活ができればいいな。自給自足、最後は
施設にでも入るか！ 

不明 昔は、路線バスと鉄道だけで移動していた。自家用車が無かったので自転車だった。今の便
利な時代に、生活が自家用車在りきになっている（一人一台の時代）。 公共交通も、マクロ
的な考えではなく、個人的な利便性を考える必要があると思う。弱者や弱所に寄り添う事。

それと、無職になると遠出や多数の外出は少なくなると思う。過疎が諸悪の根源なのでは？ 
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地区 年代 性別 内容 

館野地区 70歳代 不明 調査の結果、市民との連携を密にし、住みよい町づくりを希望します。毎日ご苦労様です。 

不明 （客の少ない）路線バス等よりも、代行タクシーや乗合バス（小型）のような、電話で頼ん
で送迎する様な公共交通が出来ないものか？国道上や主要道路沿いや駅周辺のみではなく、

バス停まで距離がある者の為に（特に高齢者等）、主要病院へのアクセスにも乗合型があれば
良い（亀田病院以外にも対応してほしい）。 

80歳以上 女性 上記１～２１は、現状の運行、状況を部分的に修正するだけで、結局（何も）根本的な利用

者を増やす方法とは思えません。他県（他市）等から観光客が来ることが頻繁になり、宿泊
等の条件も揃ってこそ、解決することは明白。そこに市の財政を投入すべきです。一度大き
な取り組み（問３４に書いた）を考えてみてはいかがですか。 

不明 つえを利用しないと自分ではどこへも行けません。もう９０を過ぎて他へは行けません。た
だ医者は子供に乗せてもらっています。もう休みを気を付ける処です。でもたのしみに１ヶ

月に５回デイサービスに行き、それをたのしみにしてます。タクシーも子供との都合が悪い
時はタクシーです。なる丈外へは出ず家でテレビばかり見てます。９２才の私の字をわらっ
て下さい。 

九重地区 40歳代 女性 一人暮らしの元気な高齢者がますます増える人生１００年とか云われる時代になりつつあり
ます。これからは公共交通が車両の小型化で集落まで乗り入れていただき、買物、通院、レ
ジャーなどに利用でき、自由に一人で外出できる元気な高齢者が増えることを願ってます。 

50歳代 男性 目的地別に路線を分け、より円滑に目的地に到着できるようにする。 

男性 館山バイパスにおけるスーパー、ショッピングセンター、薬局等のある通りにバスを走らせ

てほしい。 

男性 商店の大型化でマイカーが必要な状況を市としてどう考えるのか！ 

60歳代 女性 たまに自転車を利用するが、道が狭いため、こわくてしょうがない（歩道がない） 

女性 自家用車とのかしこい付き合い方を考えることは大切なことだと思いますが、都会の利便性

を求めることができない現状では、どうしても自家用車利用中心の生活になります。公共交
通が使いやすくならないかぎり、どんなに自家用車使用を少なくしようと呼びかけても、む
ずかしいと思います。 

女性 南房総市の富山線トミーのような、市営路線バス（小型の）を館山市の３つのバス路線に循
環させてほしいと思います。 

女性 私は高速バスを利用してあまり困ってないが、小さな孫が（赤ちゃん）遊びに来る時、高速
バスではおむつ等変えられえず非常に困っている。（特急が非常に少ないので）都会の若い家
族など安房に遊びに来たくてもマイカーを持たない人は、来れないと思う。また、連休等道

路が混む時は、高速バスは困る。 

男性 病院・公共機関・観光施設・商店等と連携した運行ルート・曜日・時間を設定した運行 

男性 民度に比例した状況にしかならないと思う。 

男性 バスは小型化にして、電車は車両の数を減らす。車の運転が出来なくなったら、タクシーを
利用するしかないので、近くにバス停が無く、駅まで行くのも不便。問３６の５についても

検討する事を望みます。 

男性 公的補助金等拡充や充実を図って下さい。 

70歳代 女性 館山市内より、九重方面の自転車の道路がよくなく、高校生など毎日通学するのに「きけん」
を感じます。ところどころはよいかなと思うような所もありますが、道路も考えて下だされ
ば、自転車やバイクなど車を運転する人も乗らずにすむ、「きけん」を感じなく生活できれば

と考えます。 

男性 バスの小型化を図る。そして増便すること。 

男性 産業経済を向上させることがまず先 

男性 １．車両の小型化 ２．大型免許以外でも運転可能とし運転者（就業人口）を増す。 ３．

路線を多様化する ４．本数は減るとしても、朝から夜遅くまで運行する。 

不明 30歳代 男性 国分の交差点が事故の危険性がとても高く感じます。道路の拡大等、対応を早急にお願い致
します。 

男性 タクシーの終業時間が早く、東京駅から最終の高速バスで館山駅に向かうと、交通手段がな
い。 

40歳代 男性 宛名の本人が自動車で通勤していてバス、タクシーに無縁な為、回答できません。早く言え
ば、あんまりあてはまらない質問のような気がしました。悪しからず。 

50歳代 女性 今は車に乗っていますが、いずれバスやタクシーの利用も多くなると思います。全部なくす
のでなく、路線バスなど多く利用する時間帯がいいと思います。 

60歳代 男性 道を広くする 

70歳代 男性 バス停が少ない。館山バイパスに小型バスの運行を！！ 

80歳以上 女性 意見ではありませんけど、時々見かける黄色の小型バスはどこからどこへ走っているのでし

ょうか。さっぱりわかりません。何名かを乗せて走っておりますが、目的がわからないので
す。「だん暖たてやま」にでも乗せて下さい。 

不明 不明 無作為に４０００人だけでなく、全体にアンケートして状況を把握すべき。 

不明 旅行へ行く時は、高速バスを使いますが館山駅に駐車場ない。公共交通を利用したい時もあ
るのですが、自宅からバス停まで遠いので買い物等は無理です。病病院へは、時々使う時も

ありますが、時間帯が合わず朝出て帰るのが夕方になるなど不便です。 

 


