
より良い「Bloom!」とおーバスのた

めに、アンケートにご協力ください。

前号で回答いただいた方も、再度プ

レゼント抽選の対象となります。

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. ―→

はい
・
いいえ

⑨

【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。

⑨本誌3ページの「あなたは？」の欄に記入しましたか？
記入の上「あなたの行動プラン」にもご応募いただくと、
景品が 2倍、当たりやすくなります！！

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）

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。

-1.1.11
1.1.11

小山 はなこ

ー 第二停留所 ー

運転士さんの1日を追え！

【小山の名産品当たる！】アンケートにご協力ください

だいにていりゅうじょ

うんてんし いちにち おおーバ
スのひ

みつ

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

運転士さんの朝は早い。
これはアルコールチェッカー。
お酒を飲んでいないかどうかの
厳しいチェックだ。

この不思議な円盤は「チャート紙」。
運転席にセットすると、１日の
バスの運転時間やスピードが
書き込まれるんだ。

　大好評発売中の noroca。従来比較で年間最大 7 割引と、驚くほどおトクなおーバス定期券です。
購入にはマイナンバーカードが必要でしたが、もしお持ちでない場合、カード申請から取得まで
の約 3ヶ月間、noroca 購入もお待ちいただいていました。
　しかし発売以来、多くの方々から「3 か月も待てない！早く noroca を利用したい！」との声を
いただき、このほど、マイナンバーカードの申請時点で noroca を購入できるよう、制度を変更い
たしました！カードの申請時に小山市役所及び出張所で「マイナンバーカード受付書」をお作り

します。それを販売場所にてご提示いただければ、その場で noroca が購入可能となります※。

※既に申請中の方は、平日 8：30 ～ 17：00 に販売場所にお出でいただければ、市役所に電話確認の上、その場で noroca を販売させていただきます。

マイナンバーカードの申請段階で、　　　　　　　 が購入・利用可能になりました！

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（電話：0285-22-9293）
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小山市まちの駅「思季彩館」
住　  所：小山市中央町 3丁目 5番地 3

　　　　（小山駅西口徒歩 5分）

定 休 日：月曜日（月曜日が祝日の場合は営業し、

　　　　翌日休み）・年末年始

noroca販売場所
ここで
買えます!

URL：https://www.city.oyama.tochigi.jp/
　　　soshiki/41/1608.html

今回、取材にご協力いただいた関東自動車の皆さん

佐々木進さん（運転士）、澤田則子さん（運行管理者）、大島陽子さん（点呼者）
です。佐々木さん「『好きこそ物の上手なれ』の精神で、毎日楽しく、
緊張感を持って運転しています」澤田さん「運転士の体調、気分の変化などを
見抜いてサポートすることも、大切な役割です」大島さん「朝に夜に、運転士
とのコミュニケーションを欠かさない、点呼の仕事をしています」
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タイヤ、ライト、エンジン…
運転前に、あちらやこちらを点検中。
運転士さんは、バスのメカニックも
兼ねているぞ！

1日の勤務の間は、時刻表を気に
かけつつ、何より安全第一で。
大型車両特有の水平に近いハンドル
を握る姿がカッコいい！

お昼ご飯の時間は、ダイヤ次第。
今日は運良くお昼らしい時間だけど
大きく時間がズレこむ日には
お腹がグーッと鳴っちゃいそう！？

今日1日の運転記録は、まるで
テストみたいに細かく採点される。
みんなの安心・安全のために、
日々、努力の連続なんだね。

17:3514:0013:00

給油も、掃除も、料金箱の
回収も、運転士さんの役割。
1人で運転しているから、
なんでもこなす必要がある。
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■問題：バスはクルマより割高！？
「乗るたびにお金を払うから、もちろん割高でしょ？」いえ、まず

は下図をご覧ください。運賃とガソリン代だけ比較すればその通り。

でもクルマの場合、実は購入費や税金等がこんなにかかっているん

ですね。

さらに、クルマには必ず 1 人、運転手が必要です。運転中はかか

りきりで、仕事なり家事なり、他のことはできません。

クルマには「運転手のコスト」もかかっている…などの条件を考え

合わせると、おーバスってこんなにおトク！！なのです。

読んで納得！？

バスってポジティブ！！

おーバス

noroca

クルマ

1日当たりの諸経費＝

￥0 ￥500 ￥1,000 ￥1,500

※1　12 か月定期を1日あたりの値段に換算した価格
※2　JA 共済が算出した乗用車にかかる1年当たりの費用をもとに算出

車種は軽自動車、月間走行距離を800kmとして算出
※3　時間のコストは、片道 30 分の移動を前提に時給を1000 円と設定して計算を行った。

運転手さんの時間

＋ 1時間なら約 1000 円※3

noroca なら
1日約 70 円！※1

￥2,000 ￥2,500

往復運賃
400円

ガソリン
227円 駐車場 車両 その他税金分

合計1,232円※2


