
【参考１】市町村が補助・運行委託等により維持する民間バス路線一覧（平成30年3月31日現在）

市町村名 1.路線名 2.起点～終点 3.運行事業者
4.補助開始
年月

5.H29年度市
町村負担額
（千円）

長崎線 銚子駅～国民宿舎 千葉交通㈱ H10年度 7,512

豊里ニュータウン線 陣屋町～豊里ニュータウン第４ 千葉交通㈱ H11年度 6,900

千葉科学大学線 銚子駅～千葉科学大学本部前 千葉交通㈱ H10年度 686

旭～銚子線 陣屋町～飯岡～旭駅ほか 千葉交通㈱ H21年10月 1,937

川口線 銚子駅～川口ポートセンター ㈱千葉交タクシー H24年度 4,798

海鹿島線 銚子駅～銚子駅（循環） ㈱千葉交タクシー H24年度 3,153

豊房線 館山駅～神余～安房白浜駅 館山日東バス㈱ H22年10月 3,989

千倉線（館山千倉線） 館山駅～九重駅前～平舘車庫 館山日東バス㈱ H27年10月 3,120

平群線 館山駅～三芳病院～平群車庫 館山日東バス㈱ H1年10月 3,886

丸線 館山駅～三芳病院～川谷・細田 館山日東バス㈱ H3年10月 5,036

馬来田線 木更津駅東口～茅野 日東交通㈱ H15年3月 18,415

かずさアカデミアパーク線 木更津駅東口～かずさ小糸南 日東交通㈱ H21年3月 15,016

三島線 木更津駅西口～中島 日東交通㈱ H25年3月 4,902

畑沢線 木更津駅西口～君津駅南口 日東交通㈱ H21年3月 12,919

木更津線（木更津鴨川線） 亀田病院～イオンモール木更津 鴨川日東バス㈱ H29年3月 205

高倉線 木更津駅東口～草敷 日東交通㈱ H18年3月 11,410

木更津市内循環線 木更津駅西口～巌根駅 小湊鉄道㈱ H30年3月 2,229

中郷・富岡線 木更津駅東口～草敷回転場 日東交通㈱ H15年3月 8,036

茂原駅睦沢中央公民館線 茂原駅～道の駅つどいの郷むつざわ 小湊鉄道㈱ H21年4月 820

本納白子線 本納駅～白子車庫 小湊鉄道㈱ H20年4月 1,133

茂原白里線 茂原駅～白里海岸 小湊鉄道㈱ H20年4月 1,968

茂原上永吉線 茂原駅～上永吉大坪 小湊鉄道㈱ H29年4月 846

栗源線（成田空港線、赤池線） ジェイフィルム～成田空港第2ターミナル 千葉交通㈱ H11年4月 3,276

桜田線（桜田多古線） 多古車庫～大栄支所 千葉交通㈱ H9年10月 3,954

多古本線 八日市場駅～成田駅 ジェイアールバス関東㈱ H27年10月 2,994

神門線 田町車庫～馬渡坂上、西御門 ちばグリーンバス㈱ H16年4月 1,602

神門線・高崎線 田町車庫～和田、瓜坪 ちばグリーンバス㈱ H20年4月 1,621

東金市 上布田線 東金駅～上布田 九十九里鐵道㈱ S55年 5,010

府馬線 小見川駅～旭中央病院ほか 千葉交通㈱ H11年4月 4,698

旭～銚子線 陣屋町～飯岡～旭駅ほか 千葉交通㈱ H21年10月 1,504

大多喜～勝浦・塩田病院線 大多喜車庫～塩田病院 小湊鉄道㈱ H14年3月

勝浦駅～御宿駅線 勝浦駅～御宿駅 小湊鉄道㈱ H14年3月

勝浦～簡易保険センター・海中
公園線

勝浦駅～簡易保険センター 小湊鉄道㈱ H14年3月

勝浦駅～興津～ミレーニア勝浦
循環線

勝浦駅～ミレーニア勝浦～勝浦駅 小湊鉄道㈱ H26年10月

八幡宿駅西口・こどもの国 八幡宿駅西口～山倉こどもの国 小湊鉄道㈱ H24年度 1,682

八幡宿駅西口・国分寺台 八幡宿駅西口～国分寺台 小湊鉄道㈱ H24年度 126

八幡宿駅東口・菊間団地 八幡宿駅東口～菊間団地 小湊鉄道㈱ H20年度 575

八幡宿駅・海士有木駅 八幡宿駅西口～海士有木 小湊鉄道㈱ H20年度 190

喜多・喜多 喜多～喜多（循環） 小湊鉄道㈱ H19年度以前 174

喜多・辰巳団地（うるいど南） 喜多～うるいど南～辰巳団地 小湊鉄道㈱ H23年度 129

喜多・辰巳団地（東5丁目） 喜多～東5丁目～辰巳団地 小湊鉄道㈱ H19年度以前 182

五井駅東口・あずの里 五井駅東口～あずの里いちはら 小湊鉄道㈱ H19年度以前 793

五井駅東口・帝京大医療セン
ター

五井駅東口～帝京大学医療センター 小湊鉄道㈱ H19年度以前 171

牛久・里見駅（循環器病セン
ター）

牛久駅～循環器病センター～里見駅 小湊鉄道㈱ H19年度以前 164

鶴舞局前・里見駅 鶴舞郵便局前～里見駅 小湊鉄道㈱ H19年度以前 112

市原市

勝浦市

旭市

成田市

佐倉市

13,272

茂原市

木更津市

館山市

銚子市
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市町村名 1.路線名 2.起点～終点 3.運行事業者
4.補助開始
年月

5.H29年度市
町村負担額
（千円）

牛久・鶴舞BT（循環器病セン
ター）

牛久駅～循環器病センター～市原鶴舞バス
ターミナル

小湊鉄道㈱ H19年度以前 1,707

喜多・五井駅西口（うるいど
南）

五井駅西口～うるいど南～喜多 小湊鉄道㈱ H25年度 112

市原鶴舞BT・里見駅（湯原） 市原鶴舞ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～湯原～里見駅 小湊鉄道㈱ H25年度 320

市原鶴舞BT・里見駅（山口駒
込）

市原鶴舞ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～山口駒込～里見駅 小湊鉄道㈱ H25年度 415

市原鶴舞BT・里見駅（山口駒
込・美術館）

市原鶴舞ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～山口駒込～里見駅 小湊鉄道㈱ H25年度 85

市原鶴舞BT・里見駅（高滝駅） 市原鶴舞バスターミナル～高滝駅～里見駅 小湊鉄道㈱ H25年度 289

市原鶴舞BT・里見駅（高滝駅・
美術館）

市原鶴舞バスターミナル～高滝駅～里見駅 小湊鉄道㈱ H25年度 135

八千代市 阿宗橋線  勝田台駅北口～阿宗橋 東洋バス㈱ H21年4月 760

木更津線（木更津鴨川線） 亀田病院～イオンモール木更津 鴨川日東バス㈱ H28年10月 165

大学線 鴨川駅西口～城西国際大学観光学部 鴨川日東バス㈱ H21年３月 1,349

三島線 木更津駅西口～中島 日東交通㈱ H25年3月 4,889

畑沢線 木更津駅西口～君津駅南口 日東交通㈱ H21年3月 2,837

木更津線（木更津鴨川線） 亀田病院～イオンモール木更津 鴨川日東バス㈱ 不明 265

周西線 君津製鐵所～中島 日東交通㈱ 不明 29,070

市内循環線 八重原Ａ3棟前～君津駅北口 日東交通㈱ 不明 25,043

かずさアカデミアパーク線 木更津駅東口～かずさ小糸南 日東交通㈱ H21年3月 464

鹿野山線 佐貫町駅～神野寺 日東交通㈱ 不明 456

イオン富津線 イオンモール富津～君津駅北口 日東交通㈱ 不明 1,595

富津市役所・君津駅線 大貫駅東口～君津駅南口 日東交通㈱ 不明 2,725

湊富津線 上総湊駅～富津公園 日東交通㈱ S63年10月 12,562

笹毛線 佐貫町駅～笹毛 日東交通㈱ S63年10月 298

東京湾フェリー線 上総湊駅～東京湾フェリー 日東交通㈱ H17年10月 4,064

戸面原ダム線 上総湊駅～戸面原ダム 日東交通㈱ H1年10月 8,127

竹岡線 上総湊駅～高島別荘入口 日東交通㈱ H21年10月 5,294

富津市役所・君津駅線 大貫駅東口～君津駅南口 日東交通㈱ H4年10月 5,790

鹿野山線 佐貫町駅～神野寺 日東交通㈱ H17年10月 4,483

四街道市 吉岡線 四街道駅～千城台駅 千葉内陸バス㈱ H18年8月 8,000

のぞみ野長浦線 のぞみ野南～長浦駅 小湊鉄道㈱、日東交通㈱ H13年度 6,085

馬来田線 木更津駅東口～茅野 日東交通㈱ H14年度 12,855

平岡線 袖ケ浦バスターミナル～平川行政センター 日東交通㈱ H17年度 26,304

代宿団地（椎の森工業団地）袖
ケ浦バスターミナル線

袖ケ浦バスターミナル～椎の森工業団地 小湊鉄道㈱ H22年度 10,983

八街市 八街線 成東駅～八街駅 ちばフラワーバス㈱ H15年度 1,667

六合路線 JR小林駅～京成佐倉駅 なの花交通バス㈱ H21年度 3,946

宗像路線 京成臼井駅～印旛日本医大駅 ㈲大成交通 H21年度 4,532

印旛学園線 印旛日本医大駅～京成酒々井駅 ちばグリーンバス㈱ H21年度 6,183

小林線 JR小林駅～印旛明誠高校 ちばレインボーバス㈱ H21年度 3,043

廃止代替バス平群線 館山駅～平群車庫 館山日東バス㈱ H1年10月 5,414

廃止代替バス丸線 館山駅～川谷・細田 館山日東バス㈱ H3年10月 6,935

館山千倉線 館山駅～千倉駅 館山日東バス㈱ H28年10月 2,442

豊房線 館山駅～神余～安房白浜駅 館山日東バス㈱ H22年10月 1,380

匝瑳市 多古本線 八日市場駅～ＪＲ成田駅 ジェイアールバス関東㈱ H27年10月 2,011

旭中央病院線 道の駅くりもと～旭中央病院 千葉交通㈱ H11年1月 5,174

神里線 佐原粉名口車庫～小見川駅 千葉交通㈱ H4年4月 5,390

大倉線 佐原粉名口車庫～小見川駅 千葉交通㈱ H4年4月 6,979

上の台線 佐原粉名口車庫～山倉 千葉交通㈱ H10年10月 4,546

市原市
（続き）

香取市

南房総市

印西市

袖ケ浦市

富津市

君津市

鴨川市
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栗源線（成田空港線、赤池線） ジェイフィルム～成田空港第2ターミナル 千葉交通㈱ H11年4月 1,927

栗源線 佐原駅～多古 ジェイアールバス関東㈱ H21年9月 2,667

与田浦線 県立佐原病院～潮来車庫 関鉄観光バス㈱ H5年 5,000

府馬線 小見川駅～旭中央病院 千葉交通㈱ H21年12月 4,304

八街線 JR成東駅～JR八街駅 ちばフラワーバス㈱ H15年度 6,183

海岸線 JR成東駅～JR成東駅 ちばフラワーバス㈱ H26年3月 4,264

蓮沼循環 JR横芝駅～JR横芝駅 千葉交通㈱ H18年3月 3,444

大網駅～清水経由～白子車庫線 大網駅～白子車庫 小湊鉄道㈱ H25年11月 1,843

大網駅～上台経由
～ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里線

大網駅～ｻﾝﾗｲｽﾞ九十九里 小湊鉄道㈱ H25年11月 1,357

多古本線 JR成田駅～八日市場駅 ジェイアールバス関東㈱ H27年10月 2,979

栗源線 多古～佐原駅 ジェイアールバス関東㈱ H21年9月 1,575

栗源線（成田空港線、赤池線） ジェイフィルム～成田空港第2ターミナル 千葉交通㈱ H11年9月 833

桜田線 多古～大栄 千葉交通㈱ H9年10月 4,373

水戸線 多古車庫～横芝駅 千葉交通㈱ H7年4月 3,674

九十九里町 海岸線 成東駅～作田南～成東駅 ちばフラワーバス㈱ H26年3月 736

芝山町 多古本線 JR成田駅～八日市場駅 ジェイアールバス関東㈱ H27年10月 1,461

水戸線 横芝駅～多古車庫 千葉交通㈱ H7年4月 2,031

蓮沼循環 横芝駅～横芝駅 千葉交通㈱ H12年4月 3,533

一宮町 大多喜一宮線 大多喜車庫～上総一ノ宮駅 小湊鉄道㈱ H20年11月 788

茂原駅睦沢中央公民館線 道の駅つどいの郷むつざわ～茂原駅南口 小湊鉄道㈱ H20年6月 4,957

大多喜一宮線 大多喜車庫～上総一ノ宮駅 小湊鉄道㈱ H20年6月 1,792

長生村 茂原駅睦沢中央公民館線 茂原駅南口～道の駅つどいの郷むつざわ 小湊鉄道㈱ H21年4月 1,155

本納白子線 本納駅～白子車庫 小湊鉄道㈱ H20年4月 1,045

茂原白里線 茂原駅～白里海岸 小湊鉄道㈱ H20年4月 2,911

大多喜一宮線 大多喜車庫～上総一ノ宮駅 小湊鉄道㈱ H20年7月 911

渓谷線

大多喜車庫～養老渓谷駅
中野駅～養老渓谷駅
養老渓谷駅～筒森
中野駅～粟又・ごりやくの湯

小湊鉄道㈱ H1年8月 2,766

粟又線
粟又・ごりやくの湯～大多喜車庫
養老渓谷駅～粟又・ごりやくの湯

小湊鉄道㈱ H1年8月 2,027

平沢線 中野駅～中野駅 小湊鉄道㈱ H1年8月 991

筒森線
中野駅～筒森
大多喜車庫～筒森

小湊鉄道㈱ H1年8月 677

品川線 大多喜駅～品川
小湊鉄道㈱
京浜急行バス㈱

H27年12月 55,434

香取市
（続き）

睦沢町

横芝光町

大多喜町

白子町

大網白里市

山武市

多古町
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