
　さん専用

から に行くとき 路線名 線

・ 床面の高さが低く、出入口の段差（ステップ） ・ 出入口に段差（ステップ）が１段ある。 ・ 出入口に段差（ステップ）が2段ある

がないため、小さいお子様やお年寄りも乗降 ・ スロープを設置することで、車いすに ため、小さいお子様やお年寄りには

しやすい。 乗ったまま乗降できる。 乗降しづらい。

・ 床面の高さが低いため、雪が積もった凸凹道 ・ 乗降時に車高を下げて、床面の高さを ・ 床面の高さが高いため、雪が積もった

に弱いというデメリットもある。 低くして乗降しやすくする機能（ニー 凸凹道に強いというメリットもある。

・ スロープを設置することで、車いすに乗った リング機能）がついている。 ・ 乗車定員が多い大型タイプ。最も台数

まま乗降できる。 が多い。

・ 小さな車体で小回りが利く反面、乗車定員が ・ 古くからあるタイプで、車齢が20年

少ない。 以上の車両も活躍している。

大人向けＨ27.8vol.1

「のるまいか」は「乗りましょう」という意味の糸魚川特有の言い回し（方言）です。
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糸魚川市　路線バス利用ガイドブック

バスの利用方法やお得情報を盛り込んだガイドブックを参考にして、バスをご利用ください！

行　き バス停名 時　刻 時　刻 時　刻 時　刻

地球環境にやさしい 

健康にいい 

マイカーは、家から目的地まで直接行くことができるので 

便利ですが、歩くことが減り、運動不足になりがちです。 

バス停まで歩くことは、運動不足の解消になります。 
合言葉は、「バス停までウォーキング！」 

     「バス停からウォーキング！」 

まちに  にぎわいが生まれる 

バスなどの公共交通を利用してまちに出かける人が 

増えると、まち歩きをする人が増えて、まちににぎわいが 

生まれます。駐車場の心配もいりません。 

利用する人が増えれば、公共交通はもっと便利になります。 

安全で 快適に 移動できる 

大人数でバスを利用することで、交通総量が減り、 

渋滞の緩和や交通事故の減少が期待できます。 

雨の日も雪の日も安心です。 

また、乗っている時間は、読書をしたり、景色を眺めたり 

気分転換をすることができます。 

自分専用の「わたしの時刻表」をお作りいただけます！ 

ご自宅の近くなど、よく使うバス停の時刻を記入してご利用ください♪ 

     ■取材・撮影協力■ 

 糸魚川バス株式会社 

 〒941-0058 

  新潟県糸魚川市寺町２丁目９番12号 

         ☎025-552-0180 

      ■編集・発行■ 

 糸魚川市 総務部 定住促進課 

 〒941-8501 

  新潟県糸魚川市一の宮１丁目２番５号 

       ☎025-552-1511（代） 

時刻表がダウンロード 

できる糸魚川バス㈱の 

ホームページは 

こちらから→ 

（資料：国土交通省ＨＰ 運輸部門における二酸化炭素排出量 2013年度） 

みんなで 

糸魚川で路線バスとして活躍している車両の種類を紹介します！ 

バスに乗るといいことがいっぱい！バスに乗っておでかけしてみませんか？ 

1 

4 

2 

3 

わたしの時刻表 

ご存じですか？糸魚川の路線バスが乗り放題になるお得な定期券！ 

乗って残そう！ 公共交通！！ 

高齢者・障害者おでかけパス 

   負担額…６ヶ月定期券 3,000円   

         １か月定期券 1,030円 

こどもフリーパス 

●対象 ＊満70歳以上で、自宅で生活している方 

    ＊身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉 

     手帳または、自立支援医療（精神通院）の 

     受給者証の交付を受けている方 

    ※高齢者おでかけ支援タクシー券、タクシー券・ 

      自動車燃料券の交付を受けた方は、対象外です。    

 

●対象路線 ＊糸魚川バス㈱が運行する市内の路線 

       ただし、白馬岳登山バス（蓮華線）を除く 

      ＊頸城自動車㈱が運行する能生線（労災 

       病院線） 

 

●問合先    糸魚川バス㈱ ☎025-552-0180 

      糸魚川市福祉事務所 高齢係 

             ☎025-552-1511（代） 

負担額 

  小学生・・・６ヶ月定期券 1,500円   

        １か月定期券   510円 

  中学生…６ヶ月定期券  3,000円 

        １ヶ月定期券  1,030円 

●対象  市内在住の小・中学校および特別支援学校 

     （小・中学部）の児童・生徒 

      小学生用は6年生、中学生用は3年生の 

      3月31日までが利用期限となります。    

 

●対象路線  糸魚川バス㈱が運行する市内の路線 

        ただし、白馬岳登山バス（蓮華線）を除く 

 

●問合先  糸魚川バス㈱ ☎025-552-0180 

      糸魚川市こども教育課 庶務係 

             ☎025-552-1511（代） 
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輸送量当たりの二酸化炭素排出量 

マイカーの 

約3分の1 

地球温暖化の一因である二酸化炭素は、運輸部門に 

おいて約半分がマイカーから排出されています。 

バスは、一度にたくさんの人を運ぶことができるので、 

一輸送当たりの二酸化炭素排出量が少ない乗り物です。 

バスの利用は、二酸化炭素排出を抑制し、地球環境を 

守ることに繋がります。 

「いくマイカー」 

の愛称で親しまれて

います。 



Ｑ 小児運賃の計算方法が分からない。

Ａ 旅客の区分による運賃の取扱いは以下の通りです。

12歳以上の方（12歳でも小学生は小児扱いです。）

6歳以上12歳未満の方（6歳でも小学校に入学するまでは幼児扱いです。）

1歳以上6歳未満の方

1歳未満の方

★小児運賃は、大人運賃（運賃表示板に表示される金額）の半額で、その端数は10円単位に切り上げます。

★6歳以上の旅客（大人または小児）１人に同伴された幼児は、１人まで無賃です。

★幼児単独でご乗車の場合は、小児運賃となります。

★幼稚園・保育園など団体でご利用の場合は、１人１人の運賃がかかります。

Ｑ バスカードはどんな種類があるの？どこで買えるの？
Ａ 1,000円（1,100円分）、3,000円（3,300円分）、

5,000円（5,500円分）の３種類です。

糸魚川バス㈱専用バスカードは、糸魚川バス㈱本社営業所、

糸魚川駅前案内所、能生案内所、バスの車内で販売しています。

Ｑ 「自由乗降区間」って何？運賃はどうやって計算するの？

Ａ バス停以外でも安全な場所で乗降できる区間です。

但し、自由乗降区間内でも、乗務員が危険と判断する所や法令で禁止されている所（交差点、横断歩道付近、

見通しの悪いカーブ、急な坂道などの駐停車禁止場所）では、乗降できません。

①乗車時…自由乗降区間内で道路左側の安全な場所でバスに向かって手を挙げて合図してください。

②降車時…降りたい場所を早めに乗務員にお知らせください。

運賃は、その区間の外側の運賃になります。

幼　児 小児運賃または無賃

乳　児 無　賃

旅客の区分 運　賃

大　人 大人運賃

小　児 小児運賃

バスの前後と入口付近にある行先表示を 

ご確認のうえ、入口と書いてあるドア（後扉） 

からご乗車ください。 

基本は後乗り、前降りです。 

バスカード 整理券 

①現金で支払う場合 

  入口で整理券を取ってからご乗車ください。 

②バスカードで支払う場合 

  入口でカードリーダーにバスカードを通して 

  からご乗車ください。 

③定期券・各種パスをご利用の場合 

  そのままご乗車ください。 

＊空席がない場合は、つり革や手すりにおつかまりください。 

＊走行中の席の移動は、大変危険ですのでご遠慮ください。 

＊窓から顔や手を出さないでください。 

＊車内は禁煙です。 

＊携帯電話のご使用は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。 

①現金で支払う場合 

  運転席横の運賃箱に整理券と現金を入れてください。 

②バスカードで支払う場合 

  運転席横のカードリーダーにバスカードを通して 

  ください。 

③定期券・各種パスをご利用の場合 

  定期券・各種パスを乗務員にはっきりと見せてください。 

両替機 

整理券と現金 バスカード 

無賃 

ピンポン♪「次、停まります。」 

バスの利用方法～乗り方・降り方・乗車マナー～ 

バスの乗り方 

乗車マナー（車内でのお願い） 

バスの降り方 

バスの疑問にお答えします！ 

小児運賃１人＝50円 

大人         幼児 小児         幼児 

大人運賃１人＝100円 

無賃 

大人    幼児  幼児 

無賃 

小児運賃 

大人運賃１人＋小児運賃１人＝150円 

無賃 

小児   幼児   幼児 

小児運賃 

小児運賃２人＝100円 

無賃 

無賃 

大人      小児   幼児  幼児 

大人運賃１人＋小児運賃１人＝150円 小児運賃10人＝500円 

幼稚園・保育園の団体など  

幼児が10人 

行き先を確認して、乗車します。 ２ 

バスに乗るときは・・・ ３ 

降車ボタンを押します。 １ 

＊目的地のバス停名が放送されたら、 

 降車ボタンを押して、 

 乗務員にお知らせください。 

 バスが完全に停まってから席を 

 立ちましょう。 

運賃を確認します。 ２ 

＊運賃は、車内前方の運賃表示板で 

 お確かめください。 

＊上段は整理券番号、下段は運賃です。 

＊整理券番号と同じ番号の欄に表示 

 されている金額が大人運賃です。 

両替が必要なときは… ３ 

＊運転席横の両替機を使って両替 

 できます。 

 走行中の席の移動は、大変危険です。 

 両替は、バスの停車中にしましょう。 

運賃を支払います。 ４ 

バスの出口（前扉）から降車します。 ５ 

時刻表で行き先、運行時刻を確認し、 

バス停でバスの到着を待ちます。 
１ 

＊大判時刻表には、主なバス停の時刻のみ記載されています。 

 詳しくは、バス停に掲示された時刻表をご確認ください。 

  

≪大判時刻表≫ 

両替の心配がなくて便利♪1割お得！ 

≪バス停標識≫ 

【運賃計算例】 (例)大人運賃100円の場合 

バス停 ①    ②    ③    ④    ⑤     

（例）AからBまで利用した場合は、 

   ②バス停から⑤バス停の区間の運賃 

   となります。 

A           B 

路線バスについて わからないこと・お困りのことはこちらにお問合せください！ 

 糸魚川バス株式会社 ☎025-552-0180    糸魚川市総務部定住促進課  ☎025-552-1511(代） 

運賃表示板 


