横 浜 市 記 者 発 表 資 料
平 成 2 5 年 ９ 月 2 0 日
交 通 局 営 業 ・ 観 光 企 画 課

おかげさまで 10 回目！ 今回は小・中学生もレア体験できます！

＜市営バス廃車作業の見学・車体の文字塗りつぶし体験＞
市営バス営業所の構内で、廃車になる車両の行先方向幕の全表示を撮影し、バスを廃車にする作業
を見学できる「廃車作業立会いツアー」（バスツアー）を、好評につき今年も実施します。
昨年までは 15 歳未満参加不可でしたが、「参加できるようにしてほしい」とのご意見が多かった
ため、今回は、小・中学生は保護者（成人）同伴であれば参加できることとします。
記念すべき通算第 10 回目となる今回のツアーは保土ケ谷営業所で実施。営業所までの往復は懐か
しいルートや珍しいルートを走行し、好評な不用品の即売も行います。運転席でのドア操作体験も！
毎回、参加希望者多数のため、今回も「はがき」でお申し込みください！
主な実施内容
ツアー参加者だけの特別メニュー！

・珍しいルート（普段は通らない経路や廃止路線など）を走行します!（※１）
・廃車作業（※2）前に、今は運行していない行き先を含む方向幕を 1 段ずつ回して撮影!
・整理番号や「横浜市営」文字の塗りつぶし作業を体験!!
・運転席でドア操作体験と記念撮影できます!!
・めったに見られない廃車作業を見学・一部体験!
・過去の廃車の方向幕、その他不用品（※3）を販売!
※1 ご乗車いただく車両は廃車する車両ではなく、貸切登録された路線バス型車両（LED 表示器取付車）の予定です。
※2 「廃車作業」とは、登録抹消（交通局仕様の音声合成放送装置やつり銭機、方向幕、局紋やナンバープレートなどを取り
外し、整理番号・「横浜市営」文字を塗りつぶして営業運行ができない状態にする）作業のことで、解体や部品取りはあり
ません。
※3 販売品および価格は当日発表します（価格帯は 50 円～15,000 円）。数量限定につき、希望者多数の場合はジャンケン
または抽選とさせていただきます。なお、販売品の発送や購入された物品のお預かり、返品・返金はできません。大型の
物（方向幕セットやシートなど）であっても、当日、参加者ご自身がお持ち帰りください。

１

廃車作業立会いツアー（10 月 14 日実施分）の概要

（１）ツアー概要
「さよなら レインボー 中型ワンステップバス
【実施日】

KＫ-ＲＪ１ＪＪＨＫ

９-3652 号車」

平成 25 年 10 月 14 日（月・祝）

【実施営業所】保土ケ谷営業所
【発

地】

桜木町駅バスターミナル

1２時００分集合

【着

地】

横浜駅西口

1７時頃到着・解散予定

【定 員】

１２時１0 分発車

2６名 （最少催行人員 2３名）

（２）参加費
１人

４，５８０円

＊小・中学生は保護者（成人）同伴であれば参加できます。この場合、保護者の方も参加費が必要となります。

裏面あり

（３）旅行企画・実施
一般財団法人 横浜市交通局協力会 旅行センター（神奈川県知事登録旅行業 第 2-336 号）

（４）参加申込み・問合せ
お申込みは、はがきに、住所・氏名・年齢・性別・平日日中（9 時 30 分～18 時）確実に連絡
がとれる電話番号を記入し、下のあて先までご応募ください。はがきは郵送でのみ受付し、応
募者多数の場合は抽選となります（往復はがきの必要はありません）。
一人でも多くの方が参加できるよう、はがきはお 1 人様１枚・１名まで（小・中学生が申込ま
れる場合は、保護者含め計２名まで）、参加は当選されたご本人のみ、当選権の譲渡は不可と
します。キャンセルされた場合、当選権はキャンセル待ちの方へ移ります。なお、参加する本
人以外の名義を使用しての応募が明らかになった場合、当選を無効とさせていただくことがあ
ります。
あて先
〒231-0015

横浜市中区尾上町 3-42-Ｂ１
一般財団法人

応募締め切り

（市営地下鉄関内駅構内）

横浜市交通局協力会 旅行センター

10 月 ２日（水）必着

※当選者には 10 月 ３日（木）中に横浜市交通局協力会から電話連絡を行い、旅行案内をお送り
します（落選者へはお知らせいたしませんのでご了承ください）。
申し込み方法などのお問合せは 045-681-9200（交通局協力会旅行センター）まで
横浜市交通局協力会 旅行センター

営業時間

平日 9:30 ～ 18:00

土・日・祝は休業

（５）旅行条件等詳細
別紙資料参照
２

バス営業所・廃車車両のご紹介

（１）市営バス保土ケ谷営業所

所在地：保土ケ谷区川辺町４－２

10 箇所ある市営バス営業所の中核を成す営業所。在籍車両数は 100 両。ハイブリッドノンス
テップバス、小型バス、二階建てバス、リムジンバス（貸切バス）など、在籍車両のバリエーシ
ョンが豊富。主に市内中心部の路線を所管している。一般路線バス 93 両のほか、貸切バス、市
内遊覧バス（計７両）の運行管理・車両の整備を行っている。
（２）９-3652 号車

（日野自動車製 中型ワンステップバス）

1999 年に保土ケ谷営業所に新車投入された、補助ステップ付ワンステップバスの中の 1 台。
当時は保土ケ谷営業所にのみ在籍し、現在も保土ケ谷営業所の中型車を代表する車型となって
いるが、今後順次廃車となる予定。大型車のブルーリボンと共通の角張った前面マスクと、トル
クコンバータ式オートマチックトランスミッションを採用していることなどが特徴。
３

その他
走行ルートは事前公開しません。ツアーの詳細は別紙資料をご覧ください。
本ツアーは好評につき、今後も継続的に実施する予定です。

当日に取材を希望される場合は、資料など準備の都合上、10 月 10 日(木)17 時までに下記問合せ先へ
ご連絡いただいた上、10 月 14 日(月・祝)12:40 迄に保土ケ谷営業所の事務室までおこしください。

お問い合わせ先
交通局

営業・観光企画課長

齊藤

達也

Tel 045-326-3843

バス好き 必見!

実施日

平成 25 年 10 月 14 日（月・祝） 12 時集合 12 時 10 分出発～17 時頃解散予定

集

桜木町駅バスターミナル

合

解

散

横浜駅西口

定

員

26 名（最少催行人員 23 名）

ヨ コハマ

参加費

1 人 ４，５８０円（※1）

※１ 小・中学生は保護者（成人）同伴であれば参加できます。この場合、保護者の方も参加費が必要となります。

内

容

・珍しいルート（普段は通らない経路や廃止路線など）を走行します!（※2）
・廃車作業（※3）前に、今は運行していない行き先を含む方向幕を 1 段ずつ回して撮影!
・整理番号や「横浜市営」文字の塗りつぶし作業を体験!!
・運転席でドア操作体験と記念撮影できます!!
・普段は公開していない廃車作業を見学・一部体験!
・過去の廃車の方向幕、その他不用品（※4）を販売!
※2 ご乗車いただく車両は廃車する車両ではなく、貸切登録された路線バス型車両（LED 表示器取付車）の予定です。
※3 「廃車作業」とは、登録抹消（交通局仕様の音声合成放送装置やつり銭機、方向幕、局紋やナンバープレートなどを取り外し、整理
番号・「横浜市営」文字を塗りつぶして営業運行ができない状態にする）作業のことで、解体や部品取りはありません。
※4 販売品および価格は当日発表します（価格帯は 50 円～15,000 円）。数量限定につき、希望者多数の場合はジャンケンまたは抽選と
させていただきます。

詳しい注意事項は裏面をご覧ください…

【廃車作業立会いツアー】プラン及び注意事項
ツアープラン
桜木町駅バスターミナル 貸切バス乗降場（12：00 集合 12：10 発車）⇒珍しいルートを走行⇒保土ケ谷営業所着（13：15 頃）
営業所事務室（アルコール検知器など）【見学】→3652 号車の方向幕全段撮影・運転席でドア操作体験と記念撮影（計 75 分程度）
→方向幕・つり銭機・局紋等取り外し作業【見学】（約 20 分）→廃車作業体験（整理番号・「横浜市営」文字 塗りつぶし 25 分程度）
→（整備作業など見学）→方向幕等 『お宝』（不用物品）販売（約 40 分）→保土ケ谷営業所発車（16：15 頃を予定）⇒
⇒横浜駅西口（16：30 頃到着予定）到着後解散
※時間配分・到着予定時刻は目安です｡トイレ休憩を適宜設けます。当日の状況により、時間配分や順序を調整することがあります。
方向幕全段撮影の手順 （撮影は、こちらであらかじめ計画したスケジュールに沿って行っていただきます）
①まず、動画撮影者向けに最終段から 00 番まで連続動作（ノンストップ）で巻き取ります。
②次に静止画撮影者向けに 00 番から最終段まで約 10 秒おきに 1 段ずつ巻いていきます。10 秒経過後は次の段に変わりますので、
撮り逃しのないようご注意ください。撮影が終わるまで約 60 分間、ノンストップで続行します。途中でトイレに行ったり、バッテリーや
メモリー切れを起こすことの無いよう、事前にご準備願います。最終段まで巻いたら終了です。
※参加者お 1 人ごとの細かな注文（アングルや日当たり、背景など）には応じられませんので、あらかじめご承知おきください。
見学・撮影・不用品販売について
１．営業所および折返所構内での撮影は、バスの出入があり危険なため、係員が指定する区域内でのみお願いします。
２．方向幕撮影時など撮影ポイントが集中する際は、なるべく多くの方が同じアングルで撮影できるよう、上下左右や前後の位置を譲り
合い、ミニ三脚＋レリーズを使用するなどし撮影してください。また、大型の三脚・脚立などの使用はご遠慮ください。
３．当日の整備業務の都合に合わせての見学となりますので、実施予定の内容の一部が変更または中止となる場合があります。
４．見学内容によっては、安全のためヘルメットを着用していただくことがありますので、ご承知おきください。
５．ワンマン機器の取り外しは、実施営業所の都合で外す物が決まります（毎回同じ物を取り外すとは限りません）。
６．廃車作業体験（ペンキを使用しての文字塗りつぶし）やピット見学時に、ペンキや油等が付着する可能性があります。汚れが付着し
てもよい服装・履物・軍手等を、参加者ご自身でご用意ください。また、指定場所以外にペンキを塗ることの無いよう、係員の指示に
従って作業してください。なお、安全な作業や見学ができないと判断された場合には、作業体験や見学ができないことがあります。
７．廃車車両の方向幕その他不用品は、十分な数量を確保できないため、購入希望者が多数の場合にはジャンケンまたは抽選で購入
者を決定させていただきます（方向幕は 3 本程度を予定）。また、必ずしも実施営業所から供出されるとは限りません。
８．販売品の梱包・発送・保管などは行いません。各自で梱包資材や袋などをご用意ください。また、大型の物（方向幕セットやシート
など）をご購入予定の方は、当日お持ち帰りになれるよう、各自でご準備ください。
９．不用品の販売価格帯は、50 円～15,000 円程度までです（参考：方向幕３本（１台分）セット 9,000 円程度～）。領収書は発行できません。
10.出発地から営業所まで、および営業所から解散地までの走行経路は、ツアー当日まで公開いたしません。
その他、旅行上の注意事項
・横浜市交通局および交通局協力会の広報・宣伝等に使用するため、また、雑誌・テレビ等の取材により、ツアーの様子を写真や動画
撮影させていただくことがあります。お申し込みの方は、この旨をご了解済と判断させていただきますので、ご承知おきください。
・食事は含まれておりません。また、コース中に食事場所や飲食物を買う場所はありません。食事を済ませてからご参加ください。
・集合時間は厳守してください。発車を遅らせることはできません。遅刻し参加できなかった場合でも、参加費は返金できません。
・営業所構内はバリアフリー対応しておりません（段差・階段・溝など多数あり）。
・安全面から、小・中学生（実施日時点の年齢が満 15 歳未満の方）は、成人の保護者の同伴を条件に参加することができます。なお、
この場合の参加費は保護者の方も必要となります。
・雨具の準備、酷暑・防寒対策、飲料などについては、各自でご用意ください。交通局ではご用意できません。
・バス乗車料金・見学にかかる費用は、旅行代金に含まれております。
・バスガイド及び添乗員は乗車しません。案内係（交通局職員）がご案内します。
・最少催行人員は 23 名です。出発日の 7 日前までに参加者の数が最少催行人員に達しなかったときは、旅行を中止することがあります。
その場合、既に収受済みのご旅行代金は全額を払い戻しいたします。
・運輸機関・見学施設・交通事情、荒天その他の事由により、見学内容などを予告なしに変更・中止する場合があります。また、道路状況
等により終了時刻が大幅に遅れる場合がありますので、お帰りの交通機関の乗車券などは十分余裕を持ってお買い求めください。
・台風などの荒天が予想される時、その他安全な旅行の実施が困難であることが予想される場合には、直前であっても中止することが
ありますのでご了承ください。
取消日 出発日の10日前以降 7日前以降
取消料
旅行費用の20%
30%
旅行企画・実施
一般財団法人 横浜市交通局協力会 旅行センター

神奈川県知事登録旅行業 第2-336 号
総合旅行業務取扱管理者 太田 恵子
〒231-0015 横浜市中区尾上町3 丁目42 番地
（市営地下鉄関内駅構内 B1）

前日
40%

旅行開始後
当日
50%
100%

お申込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取り
いただき、事前に内容をご確認ください。

お問合せ

０４５-６８１-９２００
営業時間

平日 ９：３０～１８：００
（土・日・祝は休業）

協力

