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「バスとタクシーのひろばin小平2017」実施報告

日 時 平成２９年５月１３日（土）１１時から１５時まで 天候：雨 

会 場  ブリヂストン TODAY駐車場 

主 催 
 小平市地域公共交通会議 ／ にじバス協議会 

 コミュニティタクシーを考える会 ／ 小平市 

協 力 

 株式会社ブリヂストン ／ 西武バス株式会社 ／ 立川バス株式会社 

 京王バス小金井株式会社／ 関東バス株式会社 ／ 銀河鉄道株式会社 

NPOバス保存会／ 小平交通有限会社 ／ 株式会社トーショー  

美玉交通有限会社／ 三幸交通株式会社   

株式会社新東京自動車教習所／ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 

ブリヂストン小平生活協同組合 ／ 小平Ｎゲージレイアウトサークル 

参加費  無料 

参加者 

約９００名 

 小平市地域公共会議 会長 鈴木 文彦氏（交通ジャーナリスト） 

 公共交通課職員（課長含む） ３名 

 応援職員 都市計画課、地域整備支援課 各１名 

 コミュニティタクシーを考える会 ４名 

内 容 

◆車両展示 

  バス７台、タクシー５台、教習車２台（二輪、四輪各１台） 

  車両撮影タイム２回（内１回は方向幕のリクエストによる表示） 

◆バスの乗り方教室 １回実施 

◆バス会社グッズ販売 

◆プレゼント付きアンケート 

◆鉄道模型ジオラマ展示・体験運転会 

◆エコタイヤ体験コーナー 

◆航空機用タイヤ展示 

◆こだ健体操教室（２回の予定を雨天のため１回のみ実施） 

※以下のイベントは雨天のため中止 

◆バスとつな引き ◆キャラクターと遊ぼう ◆コミタクにお絵かき 

  

当日の様子 

  

４回目の今回は残念ながら雨天となり、上記内容の通り幾つかのイベントを中止する困

難な状況ではありましたが、交通事業者や関係団体の皆さまのご協力により開催するこ

とができました。 

来場者は、前年に比べると大きく減ってしまいましたが、熱心なバスファンの方々を

中心に約９００人の来場は、関心度の高さを知ることができました。 
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バス車両の展示

鉄道模型ジオラマ展示こだ健体操教室

ボンネットバスの展示

車両撮影タイム
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288件（回収率64％）

集計方法：来場者にアンケート調査票を配布。
　　　　　回答者全員にプレゼントを進呈。
　　　　   （会場入口付近に、アンケート記入机と回収箱を設置）
調査時期：平成29年5月13日（土）

450件

集計結果の概要

バスとタクシーのひろば in 小平 2017 来場者アンケート集計結果

（1）アンケート集計方法

（2）アンケート調査票配付件数

（3）アンケート回収件数



バスとタクシーのひろば in 小平 2017 来場者アンケート　集計結果
平成29年5月13日実施

Ｑ１　今回のイベントについて
たいへん満足 満足 普通 不満 無回答 合計

回答数 117 140 30 0 1 288
回答率 40.6% 48.6% 10.4% 0.0% 0.3% 100.0%

Ｑ２　今回のイベントを何でお知りになりましたか（複数回答可）
リーフレッ
ト・チラシ

ポスター 小平市報
小平市
ＨＰ

バス会社
ＨＰ

友人
知人より

その他 無回答

回答数 114 28 36 42 48 29 35 0
比率※ 34.3% 8.4% 10.8% 12.7% 14.5% 8.7% 10.5% 0.0%

回答数合計

332

Ｑ３　小平市のコミュニティバス（にじバス）、コミュニティタクシー（ぶるベー号）をご存じですか

回答数 30 38 169 50 1 288
比率※ 10.4% 13.2% 58.7% 17.4% 0.3% 100.0%

→その他の回答

にじバス
知っている

ぶるベー号
知っている

両方知っ
ている

両方知ら
ない

無回答

※比率は回答合計332件の割合

・通りがかり、近くを通った ５件
・会社案内（参加会社の社員） ４件
・twitter ４件
・保育園（保育園チラシ） ３件
・新聞 ３件
・近隣 ２件
・SNS ２件
・フェイスブック ２件
・インターネット
・TODAY館に来た
・コミタクを考える会で
・去年も来たから
・ブリヂストン車内のお知らせ等

合計選択肢

たいへん満足

40.6%

満足

48.6%

普通

10.4%

不満

0.0%

無回答

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

リーフレット・チラシ

ポスター

小平市報

小平市…

バス会社…

友人…

その他

無回答

にじバス

知っている

10.4%

ぶるベー号

知っている

13.2%

両方知って

いる

58.7%

両方知らない

17.4%

無回答

0.3%



バスとタクシーのひろば in 小平 2017 来場者アンケート　集計結果
平成29年5月13日実施

Ｑ４　あなたの年齢は

回答数 80 18 25 134 25 6 0 288
回答率 27.8% 6.3% 8.7% 46.5% 8.7% 2.1% 0.0% 100.0%

Ｑ５　あなたのお住まいは
住所 小平市内 小平市外 未記入 合計

回答数 160 127 1 288
回答率 55.6% 44.1% 0.3% 100.0%

年齢 小学生以下 10歳代 20歳代
30歳代か
ら40歳代

50歳代か
ら60歳代

70歳代以上 無回答 合計

小学生以下

27.8%

10歳代

6.3%

20歳代

8.7%

30歳代から

40歳代

46.5%

50歳代から

60歳代

8.7%

70歳代以上

2.1%
無回答

0.0%

小平市内

55.6%小平市外

44.1%

未記入

0.3%



Ｑ２　今回のイベントを何でお知りになりましたか　その他の内容

具体停回答 同様意見

通りがかり、近くを通った 5
インターネット
ヤフーホームページ
保育園（保育園チラシ） 3
会社、会社案内（参加会社の社員） 4
近隣でもともと知っていた（自宅の近隣であったから） 2
新聞 3
SNS 2
OheBe
フェイスブック 2
TODAY館に来た
twitter 4
ブリヂストン社内のお知らせ
コミタクを考える会で
去年も来たから
アイパッドのネットで

（回答数    ）



Ｑ6　その他、意見、感想
意　　見 同様意見

雨天で残念 19

楽しい、楽しかった 10

毎年楽しみにしている。イベントの継続を希望 7

雨の中の開催、大変おつかれさまでした 7

雨でしたが開催していて良かった、楽しめた 5

楽しみにしていた 5

色々なバスが見れて（乗れて）良かった 4

子どもが楽しそうだった 4

ブリヂストンの中も見られて良かった、ＴＯＤＡＹは参考になった 4

屋台（出店）があったほうがいいです、食べ物などがあればよかった 3

子どものバスと綱引きが見たかった、綱引き中止が残念 2

こだ健体操が良かった、雨の中体操実施して素晴らしかった 2

日曜日にやってほしい 2

運転席に座らせてもらって楽しそうでした、ジオラマにはまっていました 2

ジオラマ楽しかった、Ｎゲージもすてきでした 2

古いバスばかりだった 2

リラックマバスが楽しかった、中までリラックマだったのでびっくりした 2

孫、息子と来ました。バスに乗って写真を撮ったりとても楽しかったです。タイヤ博物館初めて入りました勉
強になりました。ぶるベー号に乗れたのがうれしかったボンネットバスもよかったです。

2

今回のイベントで一番良かったのは西武バスの写真撮影が一番良かったことと、グッズの販売です

より一層充実した内容を期待しています

みんなに愛されるぶるベー号の運行を続けたい

花小コースは大変便利です

また来たいです

廃車になったバスから現役のバスまで幅広く試乗できてよかった

天候が悪かったですが、満足のできるイベントでした

今回は雨が降っていてやるかやらないかわからなかったので、実施するときもＨＰにかいてほしい

12日の朝、行われると聞いて楽しみにしていました。担当者の応対がよかったので、ありがとうございました

雨天時でも遊べる場所が多い方が子どもも喜ぶと思います

いつも見慣れたバスばかりなので、もっと珍しいバスが見たい

開催時間8時から16時位にしてほしい

バスのバリアフリーとか最新のテクノロジーをバスメーカーからプレゼントしてもらってはどうか

車内に入れるのが良かった

「ひよっこ」のバスがみられて良かったです

公共交通バスをもっと利用していきたいと思います
展示車両が面白く、撮影タイムや方向幕リクエストも出来て楽しめました。タイヤに触れたり、博物館も良
かったですにじバスが体育館まで走って欲しい

航空機のタイヤが興味深かった

エコタイヤや航空機タイヤまで見せていただきありがとうございました

せっかくだから都営バスも呼んで欲しい、グッズ販売が奥まったところなので、見るだけがはずかしい

関東バスの人がやさしくてよかった

撮影タイムのロープでの区切りよかったです

風船がうれしかった

もう少しマニア向けも考慮してほしい

バスも面白いカラーのものが多いと、子どもにも気に入ってもらえると思います

雨なのにたくさんの子供たちでおどろきました

貴重な関東バスの３扉車を見に中野区から来ました、満足しています。物販がもう少し多いと購買意欲が
わいたと思います

雨なのが残念だったが、それでも楽しめるイベントでした。できれば12：45～13：00の撮影タイムでもバスの
行き先を変えてほしいと思います。

今回は、雨に打たれながらイベントを楽しんでいました。去年は京王が事故のため参加できませんでした
が、２年ぶりに顔を見せました。また、立川バスでは中型のリラックマ４号と関東では、3扉車もやってきたそ
うです。また、ＮＰＯバス保存会ではＮＨＫ朝ドラに出演したボンネットバスも現れました。また行きたいで
す。


