
より良いおーバスの実現のために、

アンケートにご協力ください。前号・

前々号で回答いただいた方も、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. ―→

特産はとむぎ、ドライフルーツ、ナッツを
使用した『はとむぎチョコ・マンディアン』

【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  新交通・コミュニティバス推進係 宛
c. この面を小山市 新交通・コミュニティバス推進係（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（右写真はプレゼント
例です）。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。
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小山 はなこ

ー 第三停留所 ー

おーバスの走行距離はすごいぞ！

【小山の名産品当たる！】アンケートにご協力ください

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  新交通・コミュニティバス推進係
　　　　　　　　TEL：0285-22-9293

手に入れて実感、 norocaだけの圧倒的なおトク感！
驚くほどおトクなおーバス定期券、noroca をご存知でしょうか？従来比較で、年間なら最大 7 割引。
対象路線も、通常の定期券は任意の 1路線のところ、12路線※2 が乗り放題になる、メリットいっぱい
の定期券です！詳しくは → https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/o-bus/220075.html

マイナンバーカードの申請段階で、購入・利用可能になりました！
noroca の購入にはマイナンバーカードが必要。お持ちでない場合は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「3 か月も待てない！」との声を数多くいただき、制度を変更いたしました。マイナンバーカードを申請中で、
norocaを新規購入の方に限り（※1ヶ月定期の方はマイナンバーカードが交付されるまでの間）販売所にて申請中であることをお申し出いただく
と、その場でnoroca が購入可能となります！

もうお持ちですか？ 最大７割引、おーバス乗り放題※1の定期券 「　　　　　」

お問い合わせ先：小山市  新交通・コミュニティバス推進係（電話：0285-22-9293）

 大好評！！

小山市まちの駅「思季彩館」
住　  所：小山市中央町 3丁目 5番 3号

　　　　 （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

もしもおーバスが、小山を飛び出してどこまでも走っていったとしよう。そのまま

1 ヶ月走ったとすると、なんと地球を約 1 周半してしまう！ 1 年間走ったときには、

月へ行って帰ってきているぞ！なんてこった！※

　　　おーバスのエコはすごいぞ！

おーバスは、地球と月を１往復する間に、

約 310 トンの二酸化炭素（CO2）を排出する。

それがもしクルマだったら…何と 5 倍以上の約

1,680 トン。クルマの代わりにおーバスに乗る

ことは、とっても地球にやさしいことなんだね。
おーバスが１ヶ月に走る距離は

地球１周半！（約 6 万 km）

( 約
75 万

km)

ねんかん
はし

きょり

ちきゅう

つき

おうふくぶん

地球
と月
の１
往復
分！

おーバスが
1 年間に走る距離は、

まめちしき

そうこうきょり

だいさんていりゅうじょ

●おすすめ絵本のご紹介『CO2 のりもの図鑑』三浦太郎、

　ほるぷ出版、1,300 円

おやま

かげつ

かげつ はし きょり

はし

と だ はし

ちきゅう

ちきゅう
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おうふく あいだ
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がっさん すうじ

つき
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い かえ

※すべてのおーバスを合算した数字です。

豆知識

※1、※２　小山駅東口循環線、小山駅東口・新市民病院循環線、デマンドバスを除く

1680t / 年

310t / 年

おーバス コロナウイルス対策のお知らせ

　おーバスはコロナウイルス感染防止対策のため乗務員
のマスク着用、アルコール消毒液の設置、こまめな換気を
実施しておりますので安心してご利用ください。
　また、今は不要不急のお出かけの自粛が求められて
いますが、コロナウイルスが終息した際は、おーバスの
ご利用をよろしくお願いします。

おーバスは、SNSやメールで運行情報、新路線
やダイヤ改正等の新着情報を発信しています。

●おーバス公式Facebookページ
　（新路線情報や『Bloom!』情報）
　https://www.facebook.com/oyamacityObus/

●おーバス公式Twitter
　（遅延情報・担当者つぶやき）
　https://twitter.com/Oyamacity_O_bus

●小山市安全安心情報メール（遅延情報）
　 登録は touroku@oyama-anshin.jp に空メールをご送信ください。
 　おーバス遅延情報の他に、防災・防犯などの情報を配信します。

●小山市のシェアサイクル「らくーる」
　https://lacool.hellocycling.jp
　小山駅・間々田駅にポートを設置。
　おーバスとの組み合わせで、お出かけの範囲が拡大します。
　ご登録・ご活用をお待ちしています。


