
令和２年度第１回利根町地域公共交通会議

利根町企画課

利根町の公共交通について



１．利根町の大きさ

面積：２４．８６平方ｋｍ
東西：約８．３ｋｍ
南北：約５．２ｋｍ

龍ケ崎市

取手市

我孫子市

河内町

印西市

総面積（㎢）
42位 利根町 ２４．８６
43位 大洗町 ２３．８９
44位 五霞町 ２３．１１
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昭和３０年１月１日 布川町、文村、文間村、東文間村 の１町３村が合併し利根町が誕生しました。

２．利根町の歴史

布川地区
（旧 布川町）

文地区
（旧 文村）

文間地区
（旧 文間村）

東文間地区
（旧 東文間村）
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昭和３０年 人口： ９，７４６人（１町３村が合併し「利根町」誕生）
昭和３５年 人口： ９，２７９人
昭和４０年 人口： ８，７４２人
昭和４５年 人口： ８，２６２人
昭和５０年 人口： ９，５０４人
昭和５５年 人口：１４，３７８人（人口増加率県内第４位）＋4,874人
昭和６０年 人口：１６，７６２人（人口増加率県内第１位）＋2,384人
平成 ２年 人口：２０，５１１人
平成 ５年 人口：２１，０１０人（人口ピーク）
平成 ７年 人口：２０，２０２人
平成１２年 人口：１９，０３３人
平成１７年 人口：１８，０２４人
平成２２年 人口：１７，４７３人
平成２７年 人口：１６，３１３人
令和２２年 推計： ９，１９３人（社人研推計）
令和４７年 推計： ７，６３４人（社人研推計）
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３．利根町の人口推移

令和２年４月１日現在人口
１５，２３３人（常住人口）
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羽根野台
早尾台 もえぎ野台

フレッシュタウン

八幡台

布川台

白鷺の街
四季の丘

利根ニュータウン

「もえぎ野台」「四季の丘」以外の住
宅団地は、昭和４０年代～５０年代に
かけ、盛んに宅地開発が行われ、爆発
的に人口が増加した地域です。

４．利根町の住宅地①

▶高齢化率（9地区）
羽根野台 （５３．６％）
早尾台 （５８．６％）
フレッシュタウン（５９．８％）
八幡台 （４７．７％）
布川台 （３７．１％）
白鷺の街 （４９．３％）
利根ニュータウン（５８．２％）
もえぎ野台 （１４．８％）
四季の丘 （１５．１％）
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利根町 2,4８６ha

市街化区域 ： ２１１ha（ ８.４９％）
市街化調整区域：２，２７５ha（９１.５１%）

市街化区域に約６５％の人口が集中

５．利根町の住宅地②
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利根町の公共交通の現状

６



福祉バス（福ちゃん号）

町内を無料で巡回している福祉バス「福ちゃん号」を運行

▶車両台数：２台（内回り・外回り）
▶車両形態：１０人乗りハイエース
▶運 行 日 ：平日および第１、第３、第５土曜日運行（祝日運休）
▶運行時間：（内周り）9：46～15：50（右３便、左３便）

（外回り）8：40～15：40（右３便、左２便）
▶停 留 所 ：（内回り）４１か所（1周約４６分）

（外回り）５７か所（1周約５７分）
▶料 金：無料
▶利用条件：誰でも利用可
▶担 当 課 ：保健福祉センター（町直営）
▶事 業 費 ：車両リース代 1,618,188円（R1実績）

運転手賃金 5,399,762円（R1実績） ほか
▶利用者数：10,678人（R1実績）
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デマンド型乗合タクシー（利根町ふれ愛タクシー）

１日10便、ドアtoドアで運行している「ふれ愛タクシー」

▶車両台数：２台
▶車両形態：１０人乗りハイエース
▶運 行 日 ：平日のみ（祝日運休）
▶運行時間：8：30～16：00（１日１０便）
▶利用条件：町内在住で乗降、運賃の支払いが自立できる方
▶運行形態：予約制（各便の運行時間30分前までに予約）
▶運行範囲：町内および龍ケ崎済生会病院、竜ケ崎駅
▶料 金：町内300円、竜ケ崎駅400円、済生会病院500円
▶担 当 課 ：企画課（委託先：布川交通株式会社）
▶事 業 費 ：運行業務委託 8,343,210円（R1実績）

オペレーター賃金 3,465,210円（R1実績）ほか
▶利用者数：7,349人（R1実績）

８



「大利根交通自動車株式会社」民間路線バス

ＪＲ取手駅を発着点とする「大利根交通の路線バス」

▶系統路線
●取手駅東口2番バス停
取手駅 ⇔ 北方車庫
取手駅 ⇔ 北方車庫（東京藝大経由）
取手駅 ⇔ もえぎ野台
取手駅 ⇔ もえぎ野台（東京藝大経由）
取手駅 ⇔ もえぎ野台（羽黒経由）
取手駅 ⇔ 立崎
取手駅 ⇔ 利根ニュータウン東
利根ニュータウン東 ⇔ 取手駅（東京藝大経由）
取手駅 ⇒ 早井

●布佐駅 東口バス停
布佐駅 ⇔ 利根ニュータウン東
白鷺団地 ⇒ 布佐駅

・利用者数の減少により、路線に
よっては廃線の可能性も
・特に布佐駅ルートの利用者数の減
少が顕著
・比較的利用者の多い、もえぎ野台
地区内の路線拡大，バス停増設を年
内に実施予定
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利根町の公共交通に関する課題
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町の課題（公共交通）

・朝の通勤時間帯に栄橋の
交通渋滞が町民の生活に支
障をきたしている。
・約７キロ下流に栄橋の渋
滞緩和を目的に「若草大橋
有料道路」が設置されたが、
有料道路であるため通行量
が少なく、栄橋の渋滞緩和
にはつながっていないのが
現状。
・栄橋の渋滞が、福祉バス
やふれ愛タクシーの布佐駅
乗り入れの障害の一因に
なっている。

▶課題１ 栄橋の渋滞
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町の課題（公共交通）

・栄橋の渋滞緩和を目的に建設さ
れたが、有料であることがネック
となり交通量が少なく、栄橋の渋
滞緩和につながっていない。

▶課題２ 若草大橋有料道路の利用者が少ない

▶課題３ 高齢化に伴う交通弱者の増加 ・免許返納者の増加に伴い、交通
弱者の増加も予想される。買い物
や通院時における町民の移動手段
の確保が課題である。
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平成29年９月実施
総合振興計画
町民アンケート

住みよい

11.4%

まあまあ

住みよい

38.0%

あまり住み

よくない

16.8%

住みにくい

16.7%

どちらとも

言えない

14.9%

利根町の住みよさ

49.4％が
「住みよさ」を実感
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参考資料
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

わからない

あまり住みたくない

いつか転出したい

当分は住みたい

今後も利根町で暮らしたい

H24 H29

継続居住意向
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参考資料
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「今後も利根町に住み続けたい」
「当分は住みたい」と答えた方の
理由（複数回答）

自然環境が良い 61.1%

地域に愛着がある 29.8%

住宅事情が良い 13.0%

勤務先・通学先から近い 10.8%

人柄が良い 9.6%

買い物レジャーに便利 4.8%

交通の便が良い 2.1%

教育環境が良い 1.2%

公共施設が整っている 0.6%

継続居住意向
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参考資料
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「いつか転出したい」
「あまり住みたくない」と
答えた方の理由（複数回答）

交通の便が良くない 82.3%

買い物レジャーに不便 48.6%

公共施設が整ってない 18.2%

勤務先・通勤先から遠い 17.7%

教育環境が良くない 8.6%

地域に愛着がもてない 8.2%

人柄が合わない 5.5%

住宅事情が良くない 3.2%

自然環境が良くない 1.4%

継続居住意向
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参考資料


