
本紙「Bloom!」は、あと 2回程度

の発行を予定しています。次号を充

実した紙面とするために、アンケー

トにご協力をお願いいたします。

①　1. 年に　　2. 月に　　3. 週に　　　　　　　　回程度

②　1. 通勤　　2. 通学　　3. 仕事　　4. 買物　　5. 通院・見舞い　
　　  6. 娯楽・レジャー　　7. その他私用

③　全く思わない 　　 　　 どちらでもない　  　　　 とても思う

④　全く好きではない　 　 どちらでもない　　　　　 とても好き

⑤　全くそう思わない 　　  どちらでもない　  　　   とてもそう思う

⑥　全くそう思わない 　　 どちらでもない　  　　　とてもそう思う

⑦

⑧ ご住所・お名前

　  性別  1. 男性　　2. 女性　　3. その他　　4. 回答しない
　  年齢  1. ～ 19 歳　　2. 20 歳代　　3. 30 歳代 　 4. 40 歳代
　　　　5. 50 歳代　　 6. 60 歳代　　7. 70 歳以上

アンケート回答用紙
当てはまる番号に〇を付けてください。□には自由にご記入ください。

←― 1, ――― 2. ――― 3. ――― 4. ――― 5. ―→

←― 1, ――― 2. ――― 3. ――― 4. ――― 5. ―→

←― 1, ――― 2. ――― 3. ――― 4. ――― 5. ―→

←― 1, ――― 2. ――― 3. ――― 4. ――― 5. ―→

小山の足 Q&A
家の近くにバス停
がありません。
どうしたらいい
でしょうか？

運転免許の自主
返納をしようと思って
いるのですが、今後
の足が不安です。
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　あちこちでよく見かけるおーバスを、メ

ジャーな動物で測ってみたよ！

長さは、成長したワニ（イリエワニ）と同

じくらいの 7m。高さは 3m ちょっとだか

ら、トラならひょいと跳びこせちゃう。意

外と小さいんだね。なのに重さは、なんと

アフリカぞう並みの約 7.5 トン。その上

さらに、教室 1 クラス分（34 人）の人数

を乗せて、道路をスイスイ走れちゃうんだ。

キュートでコンパクトなのにパワフルな、

おーバスの実力をあなどるな！

おもさ  7,590kg

第一停留所

おーバス身体測定

【小山の名産品当たる！】アンケートにご協力ください

ながさ  6,990mm

たかさ  3,100mm

乗車定員　運転手さん＋34人
じょうしゃていいん うんてんしゅ

Q

Q

本紙4～5ページの路線図をご覧ください。 おーバスのバス停は、多くの方々のご自
宅から300ｍ圏内になるよう設置されています。 最寄りのバス停まで、ウォーキングを兼
ねて歩いてみませんか。また、バス停がお近くにない地域では、ご自宅から地域内の
主要施設・バス停まで利用できる、予約制バス （デマンドバス）を運行しています。
どうぞご活用ください （お問い合わせ：0285-22-9293）。

長年の安全運転、おつかれさまでした。 小山市では、65歳以上で免許を返納され
た方に、おーバスをいつでも無料で利用できる「終身無料乗車券」をお配りしています。
本紙4～5ページの路線図でご覧いただけるように、おーバスは小山市の端 ま々でを
結んでいます。 ぜひ、これからの 「足」 にご活用ください。 詳しくは、市の生活安心
課 （0285-22-9283）までご相談を。
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制作・発行：Bloom! 制作委員会
協力：筑波大学 公共心理研究室
監修：小山市
お問い合わせ先：小山市 都市計画課 都市交通推進室 
　　　　　　　　コミュニティバス係 
　　　　　　　　TEL：0285-22-9293

CREDIT

大谷中央線のおーバス
ロングボデー・2ドアタイプ

【質問】

①おーバスの利用頻度は？（1つに○）

②おーバスの主な利用目的は？（1つに○）

③新しい定期券「noroca」を購入したいと思いますか？

④「おーバス」は好きですか？

⑤小山に愛着を感じていますか？

⑥小山に「なくなってしまうと悲しいものがある」
　と思いますか。

⑦この新聞や「おーバス」「noroca」あなたのバスでの
お出かけなどについて、ご意見・ご感想などをご自由に
お書きください。

⑧あなたについてご回答ください。

a. ネット・スマホでご回答ください。
b. この面を切り取ってはがきに貼り、下記にお送りください。
　〒 323-8686　小山市中央町 1-1-1 小山市都市計画課　コミュニティバス係 宛
c. この面を市都市計画課（0285-22-9685）にファックスしてください。

応募方法
（選択式）

がい

な

回答者より抽選で、小山の名産品を 10名様にプレゼントいたします。当選者の発表は、
景品の発送をもって代えさせていただきます。ご記入いただきました個人情報は責任を

持って厳重に管理し、商品の発送に限り使用させていただきます。

　Bloom! では、皆さまの撮影された「おーバスと四季」にまつわる

写真を募集します。小山各地の四季折々の表情、ふとした日常の瞬間
から雄大な遠景まで、自由な発想の作品をお待ちしています。編集部
にて選考の上、優秀作品は Bloom! Vol.3（来年 3 月上旬発行予定）に
お名前入りで掲載させていただきます。ぜひ、ふるってご応募ください。

「おーバスと四季」
読者の写真大募集 !!

■ 応募先メールアドレス：oyama.bloom@gmail.com
■ 応募先住所：〒323-8686 小山市中央町 1-1-1 
　　　　　　　小山市役所都市計画課内 Bloom! 制作委員会
■ 応募締め切り：2020 年 1 月 10 日（金）必着
■ ご応募に関する問い合わせ：
　　　　　　　小山市役所都市計画課 TEL 0285-22-9293

「おーバスを被写体に含んだもの」「おーバス沿線から撮った風景」
の、いずれかが対象です。

過去・現在の作品を問わず、未発表のものに限ります。肖像権など
の権利については、応募者の責任で了解を得てください。

作品の著作権は撮影者に帰属しますが、当募集に関連する使用権が
優先し、小山市発のWeb サイト等媒体や関連イベント等に使用さ
せていただくことがあります。

応募作品はご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

a. 下記メールアドレスへのデータ送付、b. 下記住所へのデジタルメ
ディア（USB/DVD/DVD-R）ないしプリントでの送付、いずれか
にてご応募ください。データの場合、サイズを圧縮せずにご送付く
ださい。

応募の際には、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、作品タイトル、
撮影場所を明記してください。また、Bloom! 掲載時に使用したい
お名前（ご本名、あるいはニックネーム）を明記ください。
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●応募要項

●応募方法

金色の麦畑（おーバス車窓から）

はたらくおーバス


