
１ 報告内容 

路 線 名 足助地域バス「通学線」【第７９条 自家用有償旅客運送】 

内  容 

１ バス停の新設
五反田線「明川多目的集会所（あすがわたもくてきしゅうかいじょ）」 

２ 大見・葛沢線 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。】 

変更理由 

１ 足助中学校の下校時間が変更し、従来基幹バスで通学していた生徒がダイヤ
が合わない曜日ができたため、月及び木曜日の下校便の降車専用バス停を新
設する。 

２ 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 １ 令和２年４月１日（水）
２ 令和２年４月６日（月） 

検討の 
経緯等 

１ 足助中学校、基幹バス担当課（交通政策課）、交通管理者（警察）と協議。 
２ 道理管理者（市）、自治区、足助中学校、運行事業者と協議。 

２ 路線位置図 

３ 路線基本情報 

態 様 路線定期運行 ※変更点…

運行経路の概要 

①佐切・平折線 下佐切集会所 平折南 名鉄バスセンター
②岩谷・冷田線 下平長畑辻 百田 SB待合所 名鉄バスセンター 
③大見・葛沢線 深山茶屋 葛沢公民館 足助病院
④御内・綾渡線 金蔵連ＳＢ待合所 綾渡 SB待合所 足助病院
⑤五反田線 連谷公民館 足助病院 
⑥大多賀線 大多賀不二平 足助病院
⑦月原線 加茂橋下 足助病院
⑧切山線 上切山元札場 足助病院
⑨中立線 中立落合 名鉄バスセンター

運行距離 

佐切・平折線 23.9 km 岩谷・冷田線 25.0 km
大見・葛沢線26.4km 御内・綾渡線28.0 km  
五反田線 42.2 km 大多賀線 35.3km 月原線 38.6km  
切山線 27.9km 中立線 32.7km    

運行時間帯 午前７時台 午後６時台
運 行 日 月 金曜日
運行本数 １日２便 
停留所数 115 か所 ⇒ 116か所

料金体系 地域バス運賃体系 １乗車２００円 

運行車両 

５７人乗り中型バス（椅子席４４） １台
２９人乗り小型バス（椅子席２９） 7 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） 2 台 

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） 

委託事業者 
（予定） 

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）②足助地域バス「通学線」のバス停新設等について 報告２－２ 

足助 
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明川多目的集会所 

×
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②
③
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⑥

⑦

⑤ 凡例
 五反田線

●…新設バス停
 大見・葛沢線

×…通行止か所
―…迂回路

  ① ⑦…通常ルート
   …迂回ルート

迂回路 

足助地域バス 通学線（変更内容）

現行 登校便 下校便 変更後 登校便 下校便

深山茶屋 7:18 +32 葛沢大橋 7:17 +33
東大見ＳＢ待合所 7:20 +30 葛沢公民館 7:18 +32
東大見集会所 7:21 +29 深山茶屋 7:30 +20
旧大見小 7:22 +28 ⇒ 東大見ＳＢ待合所 7:32 +18
葛沢公民館 7:29 +21 東大見集会所 7:33 +17
葛沢大橋 7:30 +20 旧大見小 7:34 +16
大黒屋 7:35 +15 大黒屋 7:35 +15
以下変更なし 以下変更なし

大見・葛沢線
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足助地域バス 通学線 

 新設バス停位置図 五反田線 明川多目的集会所（あすがわたもくてきしゅうかいじょ） 

＜平面図＞                         ＜写真＞ 

時刻表

路線 順路 時刻 バス停名 順路 時刻

1 7:17 連谷公民館 20 *+38

／ ／ 明川多目的集会所 19 *+29

2 7:28 五反田下 16 *+25

3 7:29 昌全寺前 17 *+26

4 7:30 五反田上 18 *+27

5 7:32 五反田ナワテ 15 *+23

6 7:34 上八木通洞 14 *+21

7 7:37 千田 13 *+18

8 7:38 千田下 12 *+17

9 7:39 玉野 11 *+15

10 7:41 二タ宮横畑 10 *+14

11 7:42 二タ宮上 9 *+13

12 7:44 二タ宮下 8 *+12

13 7:45 二タ宮藪下橋 7 *+11

14 7:46 竜岡 6 *+10

15 7:47 萩野小学校 5 *+9

16 7:48 菅生口 4 *+8

17 7:49 千野 3 *+7

18 7:51 名鉄バスセンター ／ ／
19 7:53 足助中学校 2 *+3
20 7:55 豊田市足助支所 ／ ／
21 7:56 足助高校 1 *
22 7:57 足助病院 ／ ／

※明川多目的集会所は、月及び木曜日の下校便のみ降車専用

登校便 下校便

五反田線

新設 
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