
１ 報告内容 

路 線 名 足助地域バス「地域巡回線」【第７９条 自家用有償旅客運送】 

内  容  Ｊコース 道路の通行止めによる迂回運行（半年間以上の見込み） 
 【復旧工事終了後は元の路線に復帰。】 

理  由 道路法面崩壊により市道が通行止めとなったため。 

実施予定日 令和２年４月６日（月） 

検討の経緯等 運行事業者、道理管理者（市）、自治区と協議。 

２ 路線位置図 

３ 路線基本情報 

態 様 路線定期運行 ※変更点…なし

運行経路の概要 

地域巡回ｺｰｽ
Ａｺｰｽ 御蔵町 小町 上切山町 西樫尾町 小手沢町 足助町
Ｂｺｰｽ 葛町 摺町 中立町 栃ノ沢町 大塚町 塩ノ沢町 井ノ口町 足助町
Ｄｺｰｽ 上佐切町 国閑町 平折町 桑原田町 栃本町 国谷町 野林町 足助町
Ｅｺｰｽ 怒田沢町 大蔵連町 綾渡町 足助町
Ｆｺｰｽ 梨野町 御内町 山ノ中立町 東大見 足助町
Ｇｺｰｽ 小田木町 連谷町 大多賀町 上八木町 川面町 足助町
Ｈｺｰｽ 月原町 東渡合町 実栗町 大蔵町 東中山町 足助白山町 足助町
Ｉｺｰｽ 漆畑町 椿立町 山谷町 有洞町 室口町 足助町
Ｊｺｰｽ 葛沢町 戸中町 東川端町 安実京町 足助町
Ｋｺｰｽ 桑原田町 下平町 岩谷町 四ツ松町 冷田町 沢ノ堂町 足助町
Ｌｺｰｽ 国谷町 白倉町 上佐切町 上脇町 下佐切町 足助町
Ｍｺｰｽ 上八木町 五反田町 千田町 玉野町 二タ宮町 桑田和町 足助町
町内巡回ｺｰｽ 足助病院 足助商工会 足助郵便局 ＪＡあいち豊田足助支店

 鈴木歯科 旧保健所 名鉄ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 百年草 足助病院

運行距離 

地域巡回ｺｰｽ
Ａｺｰｽ 56.7km Ｂｺｰｽ 53.9km Ｄｺｰｽ 24.6km Ｅｺｰｽ 36.0km 
Ｆｺｰｽ 82.0 km Ｇｺｰｽ 72.3km Ｈｺｰｽ 62.2km 
Ｉｺｰｽ 35.7km Ｊｺｰｽ 40.9km Ｋｺｰｽ 51.6km Ｌｺｰｽ 54.6km  
Ｍｺｰｽ 47.3km 町内巡回ｺｰｽ 7.1 ㎞ 

運行時間帯 地域巡回ｺｰｽ 午前８時台 午後２時台 町内巡回ｺｰｽ 午前１０時台 １１時台

運 行 日 
地域巡回ｺｰｽ Ａ・Ｂｺｰｽ 月 Ｄ・Ｅｺｰｽ 火 Ｆ・Ｇ・Ｈｺｰｽ 水

Ｉ・Ｊｺｰｽ 木  Ｋ・Ｌ・Ｍｺｰｽ 金
町内巡回ｺｰｽ 月 金曜日

運行本数 地域巡回ｺｰｽ １日２便  町内巡回ｺｰｽ １日３便 

停留所数 １４7か所 

料金体系 地域バス運賃体系 １乗車２００円 

運行車両 
２９人乗り小型バス（椅子席２９） ２台
１５人乗り小型バス（椅子席１５） １台 
１４人乗り小型バス（椅子席１４） １台     ※全て通学線と共有 

他路線との 
重複区間 

【とよたおいでんバス】
足助病院、香嵐渓、足助（稲武・足助線、旭・足助線） 
足助病院、香嵐渓、足助、百年草（さなげ・足助線） 
【名鉄バス】   
香嵐渓、足助（矢並線、岡崎・足助線） 
【地域バス】   
常盤橋（稲武地域バス）梨野上、梨野下（下山地域バス） 
日明下（松平地域バス） 

委託事業者 
株式会社オーワ 足助営業所

住所 豊田市大井町砂田２３－３ 電話 （０５６５）６７－２２２２

報告案件（２）①足助地域バス「地域巡回線」の迂回運行について 報告２－１ 
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×…通行止か所
―…迂回路

  ① ④…通常ルート
   …迂回ルート

足助地域バス 地域巡回線（変更内容） 

現行 午前便 午後便 変更後 午前便 午後便

戸板口辻 8:15 13:33 葛沢大橋 8:15 13:43
葛沢公民館 8:16 13:32 葛沢公民館 8:16 13:42
葛沢大橋 8:17 13:31 戸板口辻 8:17 13:41
大黒屋 8:20 13:28 大黒屋 8:30 13:28
間野 8:22 13:26 間野 8:32 13:26
戸中おいでん広場 8:30 13:18 戸中おいでん広場 8:40 13:18
川端集会所 8:32 13:16 ⇒ 川端集会所 8:42 13:16
安実京 8:33 13:15 安実京 8:43 13:15
足助病院 8:40 13:00 足助病院 8:50 13:00
豊田市足助支所 8:41 13:01 豊田市足助支所 8:51 13:01
足助商工会 8:42 13:02 足助商工会 8:52 13:02
足助郵便局 8:43 13:03 足助郵便局 8:53 13:03
とよしん足助支店 8:43 13:03 とよしん足助支店 8:53 13:03
ＪＡあいち豊田足助支店 8:44 13:04 ＪＡあいち豊田足助支店 8:54 13:04
名鉄バスセンター 8:45 13:05 名鉄バスセンター 8:55 13:05
百年草 8:47 13:07 百年草 8:57 13:07
豊田市足助支所 － 13:48 豊田市足助支所 － 14:22

Ｊコース
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