
令和3年11月1日から千駄木・駒込ルートを一部
変更し、日本医科大学付属病院のロータリー内へ乗
り入れが開始されました。これに伴い、「16 日本医
大病院」が新設され、従前のバス停（「15 日本医
大前」）は、「15 向丘二丁目」に名称変更されています。

令和 4年は文京区ゆかりの文豪・森鷗外の没後100
年にあたることから、記念事業の一環として1月から
千駄木・駒込ルートのＢ―ぐる1台を森鷗外のラッ
ピング仕様で運行しています。シルクハットと口髭が
ユニークなデザインは、都立工芸高校デザイン科の3
年生が鷗外について学びながら制作しました。

日本医科大学付属病院に乗り入れ

森鷗外没後100年記念ラッピングＢ-ぐる
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安全運転だけではない
運転手さんの
お仕事紹介
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徹底調査！



　Bーぐるの車種名は日野のポンチョ、
ポンと乗ってチョット行くイメージ
ですね。定員は36名。文京区の3路線
を走るのは合計で11台、内訳は千駄木・
駒込と目白台・小日向ルートが各４台
で本郷・湯島ルートは３台。

BーぐるBーぐる
Bーぐるの㊙の数

交通系カード使用可能で
千円のチャージが出来ま
すが、都のシルバーパス
は使用出来ません。

beopleや区報など各種
案内パンフレットのラック。
床部分は茶袋に積雪用チェ
ーンが収納

普通車と違って
Pレンジがあり
ません。

いちようさんのドラマや
沿線の案内が映っている
モニターの下部には車椅
子乗車用のスロープ板
が収納されています。

　 車椅子使用時に
　 立ち上がります。

反対側のドアが開
かない際に使用す
るが、乗務員が安
全確認の上使用　

車内掃除グッズ

ドライブ
レコーダー

 DVDモニター

B -ぐるのお知らせ表示板

料金箱

全部で  11 個あります。
ドライ バーさんが都度
確認し ています。

車内 外のミラー

消毒用アルコール

車椅子用固定バー

座面下にある
降車ボタン

降車ボタン

非常ドア

急ブレーキの際に飛ばさ
れないように座面最前部
が盛り上がっています。

急ブレーキの際に飛ばさ
れないように座面最前部
が盛り上がっています。

最後部のシート

黄色いゾーンには
立たないように。

降車口
黄色いゾーンには立たないように。

★

安心安全の運行のため車輌内外
のカメラ、ドライブレコーダーは
全部で 5台搭載されています。

Wi-Fi

パンフレットラック

降車ボタンが押されると
点灯するランプは2つ。
右側は車椅子用です。

決定版 車内詳細
ガイド
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車椅子使用時にマジックテープの付い
たベルトで椅子の脇を固定させます。
車輪止めはドライバー席の床部に収納
されています。

 行先表示板の選択スイッチ
 と降車表示ランプ

オートマチックの
シフトレバー

行先表示板



Bーぐるを支える人たち
文京区のコミュニティバス B―ぐるを運行して
いる日立自動車交通を訪ね、運転手さんと車輌
を徹底調査してきました。

運転手さんの仕事は、乗務前からすでに始まっています。
まず、出社したらアルコール検査を行い、飲酒していないこ
とを確認します。そのあと、運行管理者から今日の注意点
などの連絡事項を共有します。連絡事項には、道路の通行
止めや、バスの運行に影響しそうな天気情報などがあります。
それぞれのバスに向かい、チェックシートに従って車輌の点
検をして出発します。
チェックシートには
清掃も入っているの
で、朝、運転手さんが
バスを掃除します。
運転手さんのお仕事
は安全運転に限らず、
日々多岐にわたります。

（注）写真は夏休み洗車
　　ツアー時の見学会
　　の様子

B―ぐるが定期点検や整備で運用できない時のピンチヒッター
が白い車輌です。文京区の場合は、かつて目白台・小日向ルー
トを走っていたB―ぐるを、白く塗り替えた車輌が使われて
います。色が違う！ってビックリしませんように。今となって
は、青地にびぃがプリントされたシートはレアですよ。

車椅子をご利用の方が
乗車する時は、車椅子に
も使える座席を準備し
ます。乗降口にスロープ
板をセットして車椅子
を誘導するのは力も要
るお仕事です。
坂が多い文京区では雪
は大敵です。雪予報に
は万全の対策をとりま
すが、突然の大雪に急い
でチェーンを巻くことも
ありました（平成30年
1月）。

寒い今、落とし物・忘れ物にご用心！寒い今、落とし物・忘れ物にご用心！

乗務前のルーチン乗務前のルーチン

代打の切り札 白いＢ-ぐる 代打の切り札 白いＢ-ぐる 落とし物で一番多いのは傘。スマートフォンの忘れ物も多く
なっています。特に冬の寒い時期は、手袋や帽子などの防寒
具の忘れ物が多くなります。
収拾物を管理しているのは
日立自動車交通です。区役所
ではなく、直接日立自動車交
通にお問い合わせください。

徹底調査！

白いB-ぐるびぃ柄のシート

平成２０年日立自動車
交通（株）入社、運行管
理者になって３年目の
ホープ。好きな食べ物は、
ラーメン（とくに二郎系）

答えて
くれた人  　

岩崎弘幸さん　

こんな時にも
頼りになります。
こんな時にも
頼りになります。

▲ 夏休み洗車ツアー時の見学会の様子



Ｂ-ぐるの写真を
ＳＮＳにあげて
カレンダーを作ろう

   プロジェクト

Ｂ-ぐるの写真を
ＳＮＳにあげて
カレンダーを作ろう

   プロジェクト

大雪の日、白山通り千石付近

夕映えの白山通り

菊坂通りを快走

後楽園駅前

四季折々の沿線の風景もよければ、観光スポットを走る
Ｂーぐるもまたよし。Ｂーぐるが走る風景が沿線の魅力に
気づくきっかけになるかもしれません。

ニコライ堂横

白山下ですれ違い

昨年9月に本郷・湯島ルートが運行
開始して、3ルートで区内をくまなく
走るＢーぐる。今ではすっかり私たち
の生活に溶け込んでいます。

# びーぐる写真

2022年Ｂーぐる友の会では
一年かけて、Ｂーぐるが走る
風景を集める「Ｂーぐるの写真をＳＮＳにあげてカレンダー
を作ろうプロジェクト」を開催中です。
シャッターチャンスは20分に一度！（もある？）
皆さまからの素敵な写真の投稿をお待ちしています。
「＃びーぐる写真」付きで投稿された写真は、Ｂーぐる友の
会からDMでご連絡差し上げる場合がございます。
詳しくは、Ｂーぐる友の会ホームページをご覧ください。
https://www.b-guru.tokyo/

コクリコ坂を登る

浄心寺のほてい様
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