
自由意見 

女性 
８０歳以

上 
本数を増やしてほしい 

女性 ３０歳代 東京歯科大市川病院を経由してほしい 

女性 ６０歳代 本数を増やしてほしい 

男性 ２０歳代 本数が少ない 

女性 ３０歳代 もっと本数を増やしてほしい 

男性 ３０歳代 本数が増えれば 

女性 ４０歳代 若宮までもう少しルート増やしてください 

男性 ６０歳代 延長ルートの本数を増やして欲しい 

女性 ５０歳代 本数が増えて欲しい 

男性 ４０歳代 ダイヤが少ない 

女性 ７０歳代 延長ルートがわかりにくい 

女性 ７０歳代 駅をもっと通って欲しい 

女性 ４０歳代 本数を増やしてほしい 

男性 ６０歳代 大町自然動物公園へ行くのに北東部の人間は不便 

女性 ４０歳代 本数を増やしてほしい（1Ｈにつき 3 本ぐらい） 

女性 ６０歳代 本数を増やしてほしい 

女性 ５０歳代 運行時間をのばしてほしい 

男性 ７０歳代 今後も運行してほしい 

女性 ６０歳代 
病院から帰るときにちょうどいいバスがないので本数

を増やしてほしい 

男性 ７０歳代 本数を増やしてほしい 

男性 ６０歳代 本数が増えたらもっと使いやすい 

不明 ５０歳代 本数を増やしてほしい 

男性 ３０歳代 乗りつぎ時間が短くなるようにしてほしい 

女性 ７０歳代 

北東部も 100 円にしてほしい。メディアパークに行くバ

スを増やしてほしい。バス停まで遠いので家の近くに

バス停を作ってほしい 

北東

部 

男性 ５０歳代 今後も継続してほしい。本数を増やしてほしい 



女性 ５０歳代 今後も継続してほしい。本数を増やしてほしい 

女性 ６０歳代 本数を増やしてほしい 

男性 ６０歳代 本数を増やしてほしい 

女性 ３０歳代 バスの本数を増やしてほしい 

女性 ７０歳代 若山入口（若宮？）にバス停がほしい 

女性 ７０歳代 100 円にして 

男性 ６０歳代 
大野中央病院内（右回り）14：08 の次が 16：29 なので

その間に 1,2 本入れてほしい 

女性 ３０歳代 メディアパークに行く本数を増やしてほしい 

女性 ７０歳代 利用者が少ないからといってやめないで 

女性 不明 本数を増やしてほしい 

女性 不明 本数を増やしてほしい 

男性 ６０歳代 継続してほしい。本数を増やしてほしい 

女性 ６０歳代 継続してほしい。本数を増やしてほしい 

女性 ４０歳代 延長ルート（メディアパーク）もっと本数ふやしてほしい 

男性 ６０歳代 本数を増やしてほしい 

女性 ３０歳代 本数があればうれしい 

女性 ４０歳代 
延長部分の運行時間をのばしてほしい。本数は増や

してほしい 

女性 ３０歳代 
南部は￥100 なので北部もワンコインにすれば、みん

な手軽に乗りやすいと思う 

女性 ５０歳代 
本数を増やしてほしい。路線バスと時間がかち合わな

い様にしてほしい 

女性 ６０歳代 路線バスの時刻と同じにしないで欲しい 

女性 ３０歳代 15 時台にバスを運行して下さい 

女性 ６０歳代 
市民病院に月 2 回は行くので電車だと大変、バスが出

来て良かった 

不明 ４０歳代 朝の通勤時間帯に便数がもっと増えると助かる 

女性 ５０歳代 
もう少し巾広い時間帯（6：30ＡＭ～10ＰＭ位）があり、

なおかつ便数が 1 時間 3 本程あれば嬉しい 

女性 ３０歳代 市民病院へ行くのが大変便利になり助かっています 

南部 

女性 ２０歳代 すごく便利なのでずっと運行してほしいです 



男性 ３０歳代 
もうちょっと遅くまでやってほしい。本数がもうちょっと

多いと良い。朝は増やしてほしい 

不明 ５０歳代 もう少し多くのバスが来てほしいです 

女性 ３０歳代 メディアパーク息の本数を増やしてほしい 

女性 ３０歳代 
本数が増えればいいと思います。100 円なのでうれし

いです 

女性 ３０歳代 メディアパークへ行く本数を増やして欲しい 

女性 ２０歳代 妙典以遠の停まるバスを増やして 

不明 ２０歳代 
不便だったルートがすごく便利になった。今後も継続し

てほしいです 

男性 ６０歳代 気軽に出掛けられるようになりました 

女性 ４０歳代 今までにない経路なので、便利に利用しています 

女性 ３０歳代 
まだ実験運行とゆうことですが、是非これからも運行し

て欲しいと思います。ありがたいです 

不明 ６０歳代 3 月 31 までではこまります 

不明 ３０歳代 
駅（南行徳）のロータリーまではいってもらえるとうれし

いです 

男性 ３０歳代 4 月以降も定期的に運行して下さい 

女性 ３０歳代 

とても便利です。ずっとこの路線が欲しかった。本八幡

へ気軽に行けるようになって嬉しいです。これからもぜ

ひ継続していただきたいです。できれば本八幡駅まで

延長してもらいたい（市役所あたりまででもよいけれ

ど） 

女性 ２０歳代 もう少し時間を増やしてほしい 

女性 ３０歳代 
メディアパークまでもっと本数を多くしてほしい。舞浜ま

で行ってほしい（江戸川、船橋、市川、浦安で 1 つに） 

女性 ５０歳代 本数がもっとあれば 

女性 ５０歳代 

バス停の表示が小さくて分かりづらい。交番や市役所

の休みのとき、コミュニティーバスについての情報が伝

わっていない。知らない人が多いと思う 

女性 ３０歳代 
延伸ルートの本数をもっと増やしてほしい（便利なの

で） 

女性 ２０歳代 停留所の前で降りるボタン押したけど通り過ぎて１コ先



で降りたときがあった 

女性 ６０歳代 
あまりにも時間がかかりすぎ乗ってみてがっかりしまし

た 

女性 ５０歳代 もっと本数を多くして下さい 

女性 ３０歳代 

一律 100 円というのが大変魅力的だし、停留所がこま

めにあるので雨の日や小さい子供連れのときにとても

助かります。もっと便数が増えてくれることを望みます 

女性 ３０歳代 
浦安でおさんぽバスがあるのであればいいと思ってい

た 

女性 ２０歳代 もう少し、メディアパーク行きの本数をふやしてほしい 

男性 ６０歳代 
通勤の為使用しているので問 4～問 6 は答えられない

（居住地ではない為） 

女性 ６０歳代 3 月 31 日でなくなるとこまります。つづけてください 

女性 ２０歳代 
朝の 8 時台にもっと本数を増やしてほしいです。でもす

ごく便利でいいと思います 

女性 ３０歳代 船橋～市川～浦安等も続けて利用できると便利 

女性 ２０歳代 
本数を 1 時間に 3 本にしてほしい。浦安駅行きを作っ

てほしい 

男性 ３０歳代 バスの運行回数を増やしてほしい 

女性 ２０歳代 

南行徳駅だけ駅前のロータリーに止まらないので、駅

前に止まってほしいです。（行徳妙典は駅前で便利で

す） 

不明 不明 便利がよいのでより利用してます 

不明 不明 
もっと告知してほしい。バス共通カードも利用できれ

ば！ 

女性 ５０歳代 

南行徳駅ー市民病院へ 3 往復したが、バスの本数が

少ない為、他の方法で半分は移動した。知らない人が

とても多いと思うので広報を大いに使って知らせてくだ

さい 

不明 ４０歳代 本数を増やしてほしい。最終を 9 時台くらいに！ 

女性 ３０歳代 遅い時間帯にも運行して欲しいです 

女性 ２０歳代 
コミュニティバスを子供がのるのを楽しみにしてます。

いつもありがとうございます 



女性 ７０歳代 いつ迄も続けていただきたい 

女性 ３０歳代 
駅のロータリー内に入ってくれると便利。本数が増える

とよい 

女性 ３０歳代 

公立の保育園が新井周辺になく通うのに大変便利で

す。運転手さん達があいさつ等しんせつにしてくれる

のも大変嬉しいです 

不明 ４０歳代 
このまま続けてほしい。もう少し小型バスが望ましい

（道が狭い為） 

女性 ５０歳代 

便数が 3 本/1ｈ位になると嬉しい。南行徳駅よりの足

が便利になり、メディアパークにも行ってみたくなりまし

た 

女性 ４０歳代 とてもべんりなので続けてほしいです 

女性 ６０歳代 大変たすかっています。有難うございます 

不明 ７０歳代 出発時刻を毎時同じ時分にしていただきたい 

女性 ６０歳代 少し時間が長い 

女性 ７０歳代 とても便利に使わせて頂いてます 

女性 ６０歳代 
メディアパーク今まで行く事がためらわれたが今の状

態なら行こうと思います 

男性 ３０歳代 ぜひ運行をお願いします 

女性 ３０歳代 
実験運行期間終了後もぜひ続けて運行していただき

たいです 

女性 ３０歳代 
もう少し 1 時間に 1 本くらいになるともっと利用すると思

います 

女性 ２０歳代 今後も利用したいので本数ふえるとうれしいです 

女性 ６０歳代 

この様なバスは市川市民として大変うれしいです。税

金を身近に感じもっともっと期待しております。時刻

表、ＰＲとして駅前又店舗等におねがいして下さい 

女性 ６０歳代 
コミュニティバスが出来た事により出掛けやすくなりま

した。このまま、続けて運行してほしいと思います 

不明 ６０歳代 
妙典駅ー市民病院。メディアパークへの北東部、南部

の本数をふやしてほしい。時間表つなげでほしい 

不明 ５０歳代 
運賃も安くて良いが、終着駅（42）へもう少し多くして欲

しい。車内のそうじもよくできていて気持ちが良い 



男性 ４０歳代 
本数が少ないので利用形態が限られる。浦安みたい

にバスの小型化が望ましい。街中ですれ違いに必要 

女性 ４０歳代 もっと本数を増やしてほしい 

不明 ６０歳代 午前 8：30 頃午後 1：00 頃にあると良い 

女性 ３０歳代 
ショップス前からいつも利用していますが、1 日 4 便と

少ないのでもう少し増便を 

女性 ２０歳代 
本当に便利になってたすかっています。本数がふえ、

バスが小型化すると尚良い 

女性 ３０歳代 
動物園に行きたがったがメディアパークを起点だと時

間帯が合わなくて残念 

女性 ３０歳代 
とても便利で子どももバスに乗るのをとても喜んでいま

す 

不明 ３０歳代 メディアパーク行の本数を増やしてほしい 

女性 ７０歳代 区切りの良い時刻で停留所に止めてほしい 

女性 ５０歳代 
このバスが運行される様になって大変助かります。引

き続き運行して下さい 

女性 ６０歳代 このバスのおかげで助かります 

不明 ２０歳代 

妊娠中なので買い物に行くのにすごく助かる。また、

不便だったルートにもすごく行きやすくなった。ずっと

続けて運行して欲しいです 

女性 ４０歳代 便利なのでぜひ続けてください 

女性 ３０歳代 
メディアパーク行きを（動物園も）もう少し増やしてほし

い 

女性 ３０歳代 

広尾に住んでいますが、6,7 の停留所がとてもさみしい

ところにある為、できれば後援ができるまでもっと利用

しやすい所にしてほしいです。 

女性 ２０歳代 

今まで気軽に行けなかった所も、行けるようになり電

車より安く利用できるので出掛ける回数も増えそうで

す 

不明 ６０歳代 無くならない様続行して下さい 

男性 ７０歳代 車両の大きさが問題ではないでしょうか？ 

女性 ３０歳代 非常に便利です。車だと駐車場等大変なので 

女性 ３０歳代 子供がいるのでバスが通ってとても便利になった。ま



た外出の回数がふえたので子育てが楽しくなった 

女性 ３０歳代 バスカードが使えるとなおいいと思う 

女性 ７０歳代 細かく 

女性 ２０歳代 

朝と夕方、通勤、通学時間帯の本数を増やしてほし

い。京成トランジットバスをそのまましようしているので

コミュニティバスなのかわかりにくい。浦安市はおさん

ぽバスとして別格にある。せめて色をかえる、100 円と

わかりやすく表示するなどの工夫がほしい。バス停が

目立たずわかりにくい。名称と違う所にバス停がある

（例）南消防署は新浜小前に設置 

女性 ２０歳代 
初めて乗ります。普段は自転車などですが、雨の日に

はバスがとても便利です 

女性 ３０歳代 とても便利 3 月以降も走って欲しい 

女性 ３０歳代 もっと本数を増やしてほしい 

女性 ４０歳代 

本数が少ないので利用しにくい面もある。おさんぽバ

スの様に小さいバスでもいいのでは？本数増やしてく

ださい 

女性 ６０歳代 私には大変便利です 

男性 ３０歳代 
とても便利なのですが、客が少ないのでこの先が心配

です。値上げされると乗らないでしょう 

女性 ３０歳代 もう少し本数を増やしてほしい 

不明 ６０歳代 もう少し本数を増やして下さい 

男性 ２０歳代 時間台数を増やしてほしい 

女性 ２０歳代 

家の方から駅までバスがなかったので本当に便利。ず

っとやってほしい。できたら朝晩に本数を増やしてほし

い 

男性 ７０歳代 子供も 100 円は高い 

不明 ７０歳代 

今日で 2 回目乗車。主人も送迎がなくなって楽になっ

たようです。ゆっくり病院に行かれるので助かっていま

す 

女性 ３０歳代 
ぜひこのルートを運行してもらいたい。バスの本数が

増えたらもっと利用したい 

不明 ６０歳代 もう少し本数増やしてほしい 

不明 ５０歳代 市民病院への交通が不便だったのでこのバスの利用



ですごく良くなった。もう少し本数が増えればもっと良

いと思う 

女性 ３０歳代 

メディアパーク行きの便を増やして下さい。行徳方面

から川向こうに車なしで行くのは不便なのでバスがあ

ると助かる 

女性 ４０歳代 メディアパーク行のバスを増やして欲しい 

女性 ６０歳代 

市川新浜の息子宅～ＮＯ37 はなみずき公園迄の自宅

迄むかうのに便利。又、行徳方面からのＮＯ42 の終着

方面に行くのにはとても便利だと思う。もっと妙典から

の本数を多くしてほしい 

女性 ７０歳代 ゴールドパスがつかえたら良いと思う 

女性 ３０歳代 ぜひこのまま続けてほしいです 

女性 ３０歳代 
メディアパーク便をもっと増やしてくれると良い。行き帰

りがちょっと時間的に不自由 

女性 ２０歳代 もう少し本数を増やしてもらえると嬉しいです 

女性 
８０歳以

上 
バス停にいすがほしいです 

不明 ３０歳代 
ふつうのバスでは行きにくい所を通ってるのでとても助

かってます。このまま続けてもらいたいです 

不明 ７０歳代 3 月以降も続けて貰いたい！ 

女性 ６０歳代 
もう少し本数を増やしてほしい。買物等に利用できる。

妙典マルトンプラザ 

男性 ６０歳代 便数がもっと多いと良い 

女性 ３０歳代 本数が多いとうれしい 

女性 ２０歳代 時間を（時刻表の）を増やして欲しい 

女性 ３０歳代 

しないを安くまわれるのはとてもありがたいです。で

も、延伸ルートの本数がもう少し増えるとありがたいん

ですけど 

不明 ３０歳代 
メディアパーク行きの本数を増やしてほしい。朝早くの

便とかほしい 

不明 ３０歳代 本数が増えるともっと便利でいいと思います 

女性 ２０歳代 とても便利なバスだと思います 

女性 ５０歳代 格安な料金で利用できありがたく思います 



男性 ６０歳代 非常に便利であり続けて欲しい 

女性 不明 乗る人が増えたら本数増やして欲しい 

女性 ３０歳代 
ショップスから利用が多いのでもう少し増便をお願いし

ます 

不明 ７０歳代 回数がほしい 

不明 ４０歳代 このまま来年よりさきずっと利用できればいい 

不明 ３０歳代 
このバスがあるとコルトンまでいけるしすごく便利に利

用しています 

女性 ５０歳代 
このバスが運行されて大変便利になった。今後も運行

されると助かります 

女性 ６０歳代 大変便利で助かります 

不明 ６０歳代 

行徳方面から田尻、メディアパーク方面への交通が大

変不便の為、便利に利用させてもらっている。今後は

妙典止まりではなく、上記方面への本数の増加を望ん

でいます 

不明 ６０歳代 

南・北東をつなぐ時刻を検討してほしい。南・北東の本

数を増やしてほしい。南部地区で路線変更が必要なと

ころがある 

女性 ６０歳代 
コミュニティバスが運行される様になり遠く迄出掛けら

れる様になると思うと大変うれしく思います 

不明 ６０歳代 
不便に思っていた公共施設が身近に感じました。市川

市の広さ、良さも良かったです。税金の大切に 

男性 ２０歳代 

バスの本数を増やしてほしいです。（妙典～メディアパ

ーク間）図書館を利用しているので、朝にもう少し早い

のと、帰りに遅いのがあると便利です 

女性 ７０歳代 南行徳駅と富浜小の間にもう一ヶ所停留所がほしい 

 


