
【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（令和3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.R2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 7,699

豊里ニュータウン線 陣屋町～豊里ニュータウン第四 千葉交通㈱ H11年度 7,116

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 3,905

旭～銚子線 陣屋町～旭駅 千葉交通㈱ H21年10月 4,311

川口線 銚子駅～川口ポートセンター 京成タクシー成田㈱ H24年度 5,763

海鹿島線 銚子駅～銚子駅（循環） 京成タクシー成田㈱ H24年度 3,877

館山市内線 館山航空隊～なむや・小浜 日東交通㈱ R2年4月 6,618

平群線 館山駅～三芳病院～平群車庫 日東交通㈱ H1年10月 4,295

丸線 館山駅～三芳病院～川谷・細田 日東交通㈱ H3年10月 5,545

豊房線 館山駅～神余～安房白浜 日東交通㈱ H22年10月 6,800

白浜千倉館山線 館山駅～千倉駅～安房白浜 日東交通㈱ H31年3月 5,296

馬来田線 木更津駅東口～茅野 日東交通㈱ H13年度 11,737

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㈱ H18年度 2,350

三島線 木更津駅西口～中島 日東交通㈱ H18年度 3,372

畑沢線 木更津駅西口～君津駅南口 日東交通㈱ H19年度 6,604

高倉線 木更津駅東口～草敷 日東交通㈱ H16年度 10,253

木更津市内循環線 木更津駅西口～巌根駅 小湊鉄道㈱ H29年10月 2,684

中郷・富岡線 木更津駅東口～草敷回転場 日東交通㈱ H13年10月 6,498

君津市内循環線 八重原A３棟前～君津駅北口 日東交通㈱ H20年度 334

木更津鴨川線 亀田病院～イオンモール木更津 日東交通㈱ H28年10月 1,127

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 1,231

本納白子線 本納駅～白子車庫 小湊鉄道㈱ Ｈ20年4月 1,669

茂原白里線 茂原駅東口～白里海岸 小湊鉄道㈱ Ｈ20年4月 2,347

成田空港線
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 3,183

桜田多古線 多古車庫～大栄支所 千葉交通㈱ H9年10月 4,254

神門線
田町車庫～馬渡坂上・西御門、和
田～京成佐倉駅

ちばグリーンバス㈱ H16年4月 3,734

高崎線 ＪＲ佐倉駅～弥富公民館 ちばグリーンバス㈱ H20年4月 9,225

東金市 八街線（上布田経由） 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 6,402

旭～銚子線 陣屋町～飯岡～旭駅ほか 千葉交通㈱ H21年10月 3,351

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～簡易保養センター・
海中公園線

勝浦駅～鵜原三又～簡易保養セ
ンター、勝浦駅～鵜原三又～海中
公園センター

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・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 2,801

八幡宿・国分寺台 八幡宿駅西口～国分寺台 小湊鉄道㈱ H24年度 230

八幡宿・菊間団地 八幡宿駅東口～菊間団地 小湊鉄道㈱ H20年度 206

八幡宿駅・海士有木駅 八幡宿駅東口～海士有木 小湊鉄道㈱ H20年度 157

喜多 喜多～喜多（循環） 小湊鉄道㈱ H19年度以前 340

喜多 喜多～うるいど南～辰巳団地 小湊鉄道㈱ H19年度以前 281

喜多 喜多～東5丁目～辰巳団地 小湊鉄道㈱ H19年度以前 258

喜多 喜多～うるいど南～五井駅西口 小湊鉄道㈱ H25年度 218

埋蔵文化財センター
五井駅東口～アリオ市原～埋蔵文
化センター

小湊鉄道㈱ R1年度 2,927

木更津市

銚子市

館山市

勝浦市

茂原市

成田市

佐倉市

10,500

旭市

市原市
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埋蔵文化財センター
五井駅東口～君塚二丁目～埋蔵
文化センター

小湊鉄道㈱ R1年度 661

帝京大学医療センター
姉ケ崎駅東口～グリーンタウン～
帝京大学医療センター

小湊鉄道㈱ R1年度 1,403

帝京大学医療センター
姉ケ崎駅東口～帝京大学医療セ
ンター

小湊鉄道㈱ R1年度 597

ちはら台団地 五井駅東口～ちはら台団地 小湊鉄道㈱ H30年度 698

ちはら台駅 五井駅東口～ちはら台駅 小湊鉄道㈱ H30年度 2,244

姉ケ崎駅 八幡宿駅西口～姉ケ崎駅東口 小湊鉄道㈱ H30年度 1,606

別荘下 八幡宿駅西口～別荘下 小湊鉄道㈱ H30年度 12,956

光風台駅 姉ケ崎駅～光風台駅 小湊鉄道㈱ H30年度 1,110

光風台駅(緑園都市)
姉ケ崎駅～光風台駅（緑園都市経
由）

小湊鉄道㈱ H30年度 3,822

光風台駅(帝京病院)
姉ケ崎駅～光風台駅（帝京病院経
由）

小湊鉄道㈱ H30年度 288

光風台坂上 光風台駅～光風台坂上 小湊鉄道㈱ H30年度 197

里見
牛久駅～循環器病センター～里見
駅

小湊鉄道㈱ H19年度以前 162

里見 鶴舞郵便局前～里見駅 小湊鉄道㈱ H19年度以前 37

鶴舞
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 582

加茂
市原鶴舞ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ～湯原～里見
駅

小湊鉄道㈱ H25年度 158

加茂
市原鶴舞バスターミナル～山口駒
込～里見駅

小湊鉄道㈱ H25年度 189

加茂
市原鶴舞バスターミナル～高滝駅
～里見駅

小湊鉄道㈱ H25年度 46

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

木更津鴨川線 亀田病院～イオンモール木更津 日東交通㈱ H28年10月 948

金谷線 亀田病院～東京湾フェリー 日東交通㈱ H29年10月 3,682

長狭線
亀田病院～平塚本郷、鴨川駅東
口～平塚本郷

日東交通㈱ H30年4月 2,370

大学線 鴨川駅～城西国際大学観光学部 日東交通㈱ H21年3月 1,886

鴨川市内線 仁右衛門島入口～誕生寺入口 日東交通㈱ R2年12月 363

三島線 木更津駅西口～中島 日東交通㈱ H15年度以前 3,363

畑沢線 木更津駅西口～君津駅南口 日東交通㈱ H15年度以前 1,450

周西線 君津製鐵所～中島 日東交通㈱ H15年度以前 24,778

君津市内循環線 八重原Ａ3棟前～君津駅北口 日東交通㈱ H15年度以前 6,971

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㈱ H15年度以前 230

鹿野山線 佐貫町駅～神野寺 日東交通㈱ H15年度以前 988

イオン富津線 イオンモール富津～君津駅北口 日東交通㈱ H15年度以前 862

富津市役所・君津駅線 大貫駅東口～君津駅南口 日東交通㈱ H15年度以前 4,526

木更津鴨川線 亀田病院～イオンモール木更津 日東交通㈱ H15年度以前 1,522

湊富津線 上総湊駅～富津公園 日東交通㈱ S63年10月 12,099

笹毛線 佐貫町駅～笹毛 日東交通㈱ S63年10月 323

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 4,735

戸面原ダム線 上総湊駅～戸面原ダム 日東交通㈱ H1年10月 9,967

竹岡線 上総湊駅～高島別荘入口 日東交通㈱ H21年10月 5,714

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 9,619

鹿野山線 佐貫町駅～神野寺 日東交通㈱ H17年10月 10,552

金谷線 亀田病院～東京湾フェリー 日東交通㈱ H29年10月 641

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 5,000

鴨川市

富津市

市原市
（続き）

君津市
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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
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5.R2年度
市町村
負担額
（千円）

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 6,843

馬来田線 木更津駅東口～茅野 日東交通㈱ Ｈ14年度 8,193

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 22,667

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 19,011

八街市 八街線 成東駅～八街駅 ちばフラワーバス㈱ Ｈ15年度 2,001

六合路線 JR小林駅～京成佐倉駅 なの花交通バス㈱ Ｈ21年度 6,123

宗像路線 京成臼井駅～印旛日本医大駅 ㈲大成交通 Ｈ21年度 24,021

印旛学園線 印旛日本医大駅～京成酒々井駅 ちばレインボーバス㈱ Ｈ21年度 13,872

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 4,080

平群線 館山駅～平群車庫 日東交通㈱ H1年10月 5,986

丸線 館山駅～川谷(細田) 日東交通㈱ H3年10月 7,644

豊房線 館山駅～安房白浜駅 日東交通㈱ H22年10月 2,352

白浜千倉線 千倉駅～安房白浜駅 日東交通㈱ H31年4月 8,818

白浜千倉館山線 館山駅～千倉駅～安房白浜 日東交通㈱ H31年3月 9,128

館山市内線
館山航空隊～館山駅～なむや(小
浜)

日東交通㈱ R2年4月 3,036

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 5,503

神里線 佐原粉名口車庫～小見川駅 千葉交通㈱ H4年4月 6,247

大倉線 佐原粉名口車庫～小見川駅 千葉交通㈱ H4年4月 7,024

上の台線 佐原粉名口車庫～山倉 千葉交通㈱ H10年10月 4,716

成田空港線
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 5,942

府馬線 小見川駅～旭中央病院 千葉交通㈱ H21年12月 24,534

八街線 JR成東駅～JR八街駅 ちばフラワーバス㈱ H15年10月 7,424

海岸線 JR成東駅～JR成東駅 ちばフラワーバス㈱ H26年3月 3,750

蓮沼循環 JR横芝駅～JR横芝駅 千葉交通㈱ H18年3月 4,121

栄町 安食線 安食駅～竜角寺台車庫 京成タクシー成田㈱ R1年8月 10,880

成田空港線
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 809

桜田線（桜田多古線） 多古車庫～大栄支所 千葉交通㈱ H9年10月 4,706

水戸線 多古車庫～横芝駅 千葉交通㈱ H7年４月 4,057

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 1,250

水戸線 横芝駅～多古車庫 千葉交通㈱ H7年４月 2,242

蓮沼循環 横芝駅～横芝駅 千葉交通㈱ H12年4月 4,227

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 954

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 9,108

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 1,998

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 822

本納白子線 本納駅～白子車庫 小湊鉄道㈱ H20年4月 1,849

茂原白里線 茂原駅東口～白里海岸 小湊鉄道㈱ H20年4月 3,979

山武市

香取市

多古町

南房総市

袖ケ浦市

印西市

白子町

睦沢町

横芝光町
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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 1,172

渓谷線
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 917

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 5,535

筒森線

中野駅～筒森
大多喜車庫～筒森
中野～粟又・ごりやくの湯
西小～筒森

小湊鉄道㈱ H1年8月 1,026

品川線 大多喜駅～品川 小湊鉄道㈱ H27年12月 36,694

鋸南町 金谷線 亀田病院～東京湾フェリー 日東交通㈱ H29年10月 1,742

大多喜町
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