
スクールバス

民営 市町村 NPO等

東洋町
東部交通
徳島バス南部

室戸～甲浦（東）
牟岐～甲浦（徳）

福祉バス
（社協から東洋ﾊｲﾔーへ委託）

○
東洋ハイヤー前を起点に2路線
①真砂瀬方面：火、木、金　３往復／日
②別役・押野・内田方面：水　２往復／日

1 あったか送迎あり ○

【タクシーチケット】
・高齢者もしくは障害のある方
・町に住民票があり継続3ヶ月以上居住　など
・5,000円/月を上限とし、通院に係る費用の9割助成

●

室戸市 東部交通
安芸～室戸岬・ジオパーク
室戸～甲浦

□室戸岬地区
※シルバー人材へ委託

3 あったか送迎あり ○

【タクシーチケット】
・75歳以上の高齢者
・65歳以上の免許返納者
・算定は各地区～国道までで年間交付料金を算定。
※使い方は自由

○

北川村 東部交通 安芸～馬路・魚梁瀬
村営バス
（村から社協へ委託）

○

・定時定路線（一部デマンド）で３路線を運行
　奈半利～久木線、田野～宗ノ上線、野友～野川線
・住民が少ない地域はタクシー（奈半利町の事業者）でカバー
　奈半利～竹屋敷線、宗ノ上築溜・崎山大戸・西谷線

○村営バスのスクール対応
※ダイヤを学校始業に合わせてい
る。学生には助成あり

0 あったか利用者の送迎 ○
【タクシーチケット】
・65歳以上で心身の障害、疾病等により臥床しているものなど
・収入等により50%～100%の助成率

○

奈半利町 東部交通 安芸～室戸岬・ジオパーク 2 あったか利用者の送迎 ○

【外出支援サービス事業】
・奈半利町に住所がある者
・65歳以上で一般の交通機関利用困難な方
・障がい者手帳所持者
・5,000円/月上限
※米ヶ岡、加領郷など一部地域は8,000円/月上限
※事業者から利用に応じた請求を受け、補助する

●

田野町 東部交通 安芸～室戸岬・ジオパーク
たのくるバス
（町から丸中タクシーへ運行委託）

○

コミュニティーバス/定時定路線
田野駅を起点に町内２路線運行

①大野線　2日/週運行　4.5往復
②土生岡線 2日/週運行　4.5往復

1
あったか利用者の送迎
買い物・通院支援あり

○ ○ ○

【タクシーチケット交付対象】
　田野町に住所を有し、運転免許を保有しない65歳以上の者で次
の要件に該当する者
・下肢不自由者または視覚不自由者と認められる者
・自宅から町ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽの運行路線まで1㎞以上離れている者　
等

【バス運賃減免制度】
※運賃：100円/回（中学生以下無料）
・運転免許返納者　半額
・各種手帳（障害者、療育など）所持者は全額免除
・回数券（100円×12回/50円×12回）

○

馬路村 東部交通 安芸～馬路・魚梁瀬 1
・あったか利用者の送迎あり
・買い物・通院支援もあり

●

安田町 東部交通
安芸～室戸岬・ジオパーク
安芸～馬路・魚梁瀬

●別所～安田小中学校間
教委が運営、一般混乗可能だが生
徒優先

2

・あったか利用者の送迎あり
・買い物・通院支援もあり
・おしゃべりバス（集活なかや
ま）一回/月で田野町へ買い物
へ行き、年に3回ほど室戸や東
洋町へおでかけ※買物がメイン

○

【タクシーチケット】
・7,000円/年間　（チケット500円×14枚）
・80歳以上の独居老人及び高齢世帯
・障がい者手帳所持者
・療育手帳の交付を受けている者　など

○

安芸市 東部交通
高知～安芸
安芸～室戸岬・ジオパーク
安芸～馬路・魚梁瀬

元気バス
（市から安芸ﾊｲﾔｰ協会へ委託）

○

7路線を運行　月～日
①東川線　　　　　：毎日運行　　　 4往復/日
②八ノ谷線　　　　：2日/週運行　　2往復/日
③穴内赤野線　　：2日/週運行    2往復/日
④循環一宮線　　：毎日運行　　　 3便/日
⑤循環宮田岡線 ：毎日運行　　　 3便/日
⑥畑山線　　　　　：毎日運行　　　 3往復/日
⑦尾川線　　　　　：2日/週運行　　2往復/日

5

福祉有償運送
・市から社協へ委託
・安芸、芸西、安田、田野町へ
の通院など
・車いす積載可能な車両
・社協議職員がドライバー

○

【バス運賃】
元気バス助成※半額
・身体障害者手帳所持者
・療育手帳所持者と介護人　など

○

芸西村 東部交通 高知～安芸
村営バス
（村から芸西観光へ委託）

○

①西分乙方面線：2日/週　3.5往復
②瓜生谷方面線：2日/週　3.5往復
③和食乙方面線：2日/週　3.5往復
④久重・道家方面線：6日/週　2.5往復
　※久重・道家方面線はデマンド運行

1

ふれあいセンター送迎車
（無償）
・ﾙｰﾄが決まっており、6日/週運
行。
・あったか施設間の送迎
・社協職員がﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
・芸西病院
・芸西オルソクリニック

○

【バス運賃】
中学生以下：半額（10円未満切り捨て）、未就学児：無料
身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持
している方と、その付添人１人：半額

○

○

（土佐山田町）山田から４路線
①西又線　　　：２日/週、４往復/日
②不寒冬線　：３日/週、４往復/日
③町田線　　　：２日/週、３往復/日
④佐岡線　　　：５日/週、４往復/日
⑤やまださくら号（デマンド）　：各集落⇔ＪＲ土佐山田駅、２日/週、４往復

○

（香北町）美良布近辺から3路線
①蕨野線　　：毎日、３往復
②白川線　　：５日/週、２往復
③谷相線　　：５日/週、３往復
④かほくあじさい号（デマンド）　：各集落⇔ＪＲ美良布駅、1～2日/週、４往復

○

（物部町）大栃から４路線、１デマンド
①栃本線　　　　　　：５日/週、３往復
②影線　　　　　　　：毎日、４往復
③別府線　　　　　　：毎日、４往復
④神池線　　　　　　：１日/週、３便
⑤ものべゆず号（デマンド）　：各集落⇔ＪＲバス大栃駅周辺、２日/週、５往復

ＪＲ四国バス ○
①土佐山田駅～大栃     ：毎日、３往復
②土佐山田駅～美良布  ：毎日、９往復

市町村の取り組み状況一覧（令和２年３月３１日　時点）

【広域】
路線バス

【市町村内】
路線バス、デマンド型乗合タクシー、有償運送

※緑ナンバーは緑、乗合タクシーはピンク
運賃支援

運行主体
市町村

タクシー
事業者数

その他の移動手段
福祉・社協、病院、商店等によ

る送迎

地域公共
交通会議

等
○有
●無バス会社 運行概要 名称 運行路線・区域

　　　○…一般混乗（有償）
　　　●…一般混乗（無償）

　　　□…専用バス
タクシー バス

免許
返納

内容

香美市 とさでん交通
県庁前～龍河洞
県庁前～田井

市営路線バス
（土佐山田町→天坪観光・香北観光タクシー、香北
町→香北観光、物部町→大栃観光タクシーへ市か
ら運行委託） ※○路線バスのスクール対応便、

定期の無料発行あり。（土佐山田
町、香北町、物部町）
□物部町小中学校（無償）

10 デイサービス送迎あり ○ ○

【タクシーチケット】
７０歳以上
障害のある方
※片道につき支払った料金から１０００円を差し引いた額の１／２
※視覚障害の方などは１０００円を差し引いた全額

【バス運賃】
75歳以上
市営バス料金無料

○
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スクールバス

民営 市町村 NPO等

【広域】
路線バス

【市町村内】
路線バス、デマンド型乗合タクシー、有償運送

※緑ナンバーは緑、乗合タクシーはピンク
運賃支援

運行主体
市町村

タクシー
事業者数

その他の移動手段
福祉・社協、病院、商店等によ

る送迎

地域公共
交通会議

等
○有
●無バス会社 運行概要 名称 運行路線・区域

　　　○…一般混乗（有償）
　　　●…一般混乗（無償）

　　　□…専用バス
タクシー バス

免許
返納

内容

香南市 東部交通 高知～安芸
市営バス
（市から平和観光へ委託）

○

のいち駅を起点に９路線
　①のいち東部循環線　　　　：４～５便/毎日
　②のいち北部循環線　　　　：４～５便/毎日
　③吉川下井線　　　　　　　　：週５日、４～５往復/日
　④吉川横井線　　　　　　　　：週２日、４往復/日
　⑤堀ノ内徳王子循環線　　 ：４～５便/毎日
　⑥西川線　　　　　　　　　　　：３～４．５往復/毎日
　⑦東川線　　　　　　　　　　　：３往復/毎日      　　※別役～奈良峠区間は予約運行
　⑧土居赤岡循環線　　　　　：１～１．５便/毎日
　⑨野市香我美線　　　　　　 ：２～３往復/毎日
夜須駅を起点に３路線
　⑩羽尾細川線　　　　　　　　：３～４．５往復/毎日　※国光～羽尾区間は予約運行
　⑪千切行間循環線　　　　　：週２日、４便/日
　⑫手結住吉循環線　　　　　：週５日、３．５～４便/日

●路線バスのスクール対応
（香我美学校区の一部地区、夜須
学校区の一部地区）
□香我美学校区の一部、夜須学校
区の一部

3

・社協によるリフレッシュ移動サ
ロン事業（年会費５００円）で車
なし・運転できない方の買い物
送迎を実施
・医療機関送迎サービス事業
・病院による送迎サービス

○ ○

【バス運賃半額】
７５歳以上
障害のある方及び付添人・介護人
６５歳以上免許返納者
小学生

○

南国市コミュニティバス
（市からいだいハイヤー、日章ハイヤーへ運行委
託）

〇

①高知医大～久枝線（日）、６往復/毎日
②植田～ＪＡ高知病院線（い）、７往復/毎日　※オフィスパークは１往復/平日のみ　　
③前浜～ＪＡ高知病院線（い）、６往復/毎日
④医療センター～十市～後免町線（日）、７往復/毎日　※３、４便目は後免町～緑ヶ丘～後免
町

デマンド型乗合タクシー
『せいらん』『うめの里交通』
（市から医大ハイヤーへ補助）
路線型乗合タクシー
『一宮線』『美術館通線』
（市から（株）第二さくら交通へ補助）

エリア運行
『せいらん』：奈路地区等⇔領石バス停留所、行き５便・帰り５便/平日、祝日
『うめの里交通』：白木谷地区等⇔高知医大、行き５便、帰り５便/平日、祝日

路線運行
『一宮線』：刑務所前、医大⇔一宮ＢＴ、４往復/毎日
『美術館通線』：美術館通⇔医大、４往復/毎日

省略 ○ 省略

市から下記事業者へ補助
（補助事業。運行経費から運賃収入を控除した額
を補助）

『愛あい号』㈲さくらハイヤー
『かわせみ号』(㈱第二さくら交通
『ほたる号』(有)福井タクシー
『はるちゃん号（北・南ルート）』㈲第一さくら交通
『しおかぜ号』㈲第一さくら交通
『みませ号』『うらど号』(有)桂浜交通
『三里レッド号』㈱第二さくら交通
『一宮線』『美術館通線』㈱第二さくら交通
※高知市と南国市が運行距離で補助金を按分

◯

エリア運行
『愛あい号』：鏡地域⇔川口バス停・鳥越バス停、４往復/平日、３往復/土日祝
『かわせみ号』
：土佐山地域⇔小坂峠バス停、行き７便、帰り６便/平日、３往復/土日祝
：土佐山地域⇔土佐山庁舎前バス停、９往復/平日、４往復/土日祝
：土佐山・円行寺地域⇔みづき坂中央バス停、４往復/平日、４往復/土日祝
：久重地域⇔土佐山庁舎バス停、４往復/平日、３往復/土日祝
：久重地域⇔小坂峠バス停、４往復/平日、３往復/土日祝
『ほたる号』：行川地域⇔鳥越バス停、福井分岐バス停、４往復/平日、３往復/土日祝

路線運行（予約型）
『はるちゃん号北ルート』：新川⇔春野運動公園⇔瀬戸　１６便(双方向発便合計)/毎日運行
『はるちゃん号南ルート』：弘岡⇔春野庁舎⇔瀬戸　１６便（双方向発便合計）/毎日運行
『しおかぜ号』：春野庁舎⇔新川⇔仁ノ⇔長浜⇔瀬戸　１６便（双方向発便合計）/毎日運行
『みませ号』：瀬戸→御畳瀬漁協→瀬戸　１０便（循環線）/毎日運行
『うらど号』：桂浜→瀬戸→桂浜　７便（循環線）/毎日運行
『三里レッド号』：種崎⇔医療ｾﾝﾀｰ⇔美術館通電停　20便(双方向発便合計)毎日運行
『一宮線』：一宮BT⇔刑務所前、医大、８便(双方向発便合計)/毎日
『美術館通線』：美術館通電停⇔医大、８便(双方向発便合計)/毎日

町営ﾊﾞｽ（無償） ○

【町民バス】定時定路線型
2路線を運行（日・祝　以外）　
西峰線（大畑井～ＪＲ豊永駅）
立川線（仁尾ヶ内～川口分岐）

デマンド型乗合タクシー
※行き先により設定額と利用者の負担金の差額を
補助。運行業者は下記の３社。
（有限会社大杉ハイヤー、有限会社大豊ハイ
ヤー、豊永観光有限会社）

○

【乗合ﾀｸｼｰ】町内ﾀｸｼｰ事業社3社が運営　2週毎のﾛｰﾃｰｼｮﾝ
町内各地地区から下記目的地までの運行
利用日の前日17時までに予約
・町役場周辺（片道500円※一部料金設定なし）
・総合ふれあいｾﾝﾀｰ周辺（片道500円※一部料金設定なし）
・本山町役場・早明浦病院周辺（片道1000円）
・病院各種（高知日赤、ＪＡ高知、高知医大　片道2000円）

本山町
とさでん交通
嶺北観光

県庁前～田井（と）
大杉駅～田井（と）
田井～吉野・冬の瀬（嶺）
本山～西石原上・峯石原（嶺）

本山町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
さくらバス

○

【自家用有償旅客運送（公共交通空白地）】
本山町立嶺北中央病院を起点とし、運行は町内タクシー事業者に委託。
月曜：北山西線（前日１７時までに予約）
火曜：吉延・大石線
水曜：上関・下関線
木曜：古田：権代線
金曜：北山東線

□本山小学校～
古田、助藤、北山方面
※嶺北観光へ委託

1 あったか送迎あり ○ ○

【タクシーチケット】
・75歳以上で町税等滞納の無い方
※障害者手帳1級・2級＝36枚/年、一般＝24枚/年を交付
初乗運賃以降を助成（町外に通院した場合は町内走行分）

【バス運賃】
・70歳以上で町税等に滞納が無い方
※本山町、土佐町、大豊町内の病院に通院した場合のバス代を全
額補助

○

土佐町
とさでん交通
嶺北観光

県庁前～田井(と)
田井～大川局前（嶺）
大川局前～黒丸（嶺）
田井～冬の瀬（嶺）

路線バス
（町から嶺北観光へ補助）

○
田井～樫山
田井～西石原・峯石原・伊勢川・平石・有間分岐

※○嶺北観光の路線バスがスクー
ルバスを兼ねている。土佐町小
中。

2
あったか送迎あり
病院、介護施設のデイサービス
に係る送迎あり

○ ○

【タクシーチケット】
７５歳以上の通院：２４枚/年
障害のある方・透析患者の通院：３６枚/年
（土佐町内、嶺北中央病院）
基本料金を除く金額を助成

【バス運賃】
７０歳以上の通院
（土佐町内、本山町、大川村の病院）
路線バスの片道料金助成

●

大川村 嶺北観光
田井～大鼓局前・黒丸・日の浦局前
日の浦局前～桑瀬・長沢

大川村コミュニティバス
（村から集落活動センター結いの里へ委託）

○

（予約型定路線方式）
※火曜日（隔週運行）　北ルート：大北川・白滝方面
　　　　　　　　　　　　　　　西ルート：井野川・小北川方面
（デマンド方式）
※年末年始のみ休業
運行範囲：村内全域（前日までの予約制）

□大川小中⇔白滝、大平 0

デイサービスやあったか送迎時
に買い物等支援あり
バスで通院が出来ない高齢者
に対し、原則嶺北管内の医療機
関までの送迎を行う

○

【バス運賃】
70歳以上で
障害者手帳所持者（本人が課税対象者である者を除く）
大川村から土佐町田井までの通院におけるバス料金96回分を助
成

○

【いの】
町営バス
（伊野循環線：町から明神観光へ委託）

○
すこやかセンター～池ノ内・天王ニュータウンまわりとすこやかセンター～波川まわりの2路
線、年中無休・６往復/日（土日祝・12/30～1/3は第2便のみ運休）

定時デマンド乗合タクシー
（小野、毛田、成山:町から明神ハイヤーへ委託）

○ すこやかセンター⇔小野、毛田、成山の３路線、6往復/日、毎日運行

デマンド型乗合タクシー
（中追:町から大はらハイヤーへ委託
 横藪・蔭:町から明神ハイヤーへ委託）

○ 区域運行（自宅付近⇔路線バス停）、毎日運行

【吾北】
デマンド型乗合タクシー
(吾北:町から吾北ハイヤーへ委託）

○ 区域運行（自宅付近⇔路線バス停）、毎日運行

【本川】
町営バス
（長沢～寺川）
（長沢～大森）
　※直営（地元の方を雇用、公用車）

○

長沢⇔寺川、朝・昼・晩に１往復ずつ/毎日
※平日の昼、土日祝の朝昼晩は予約制
長沢⇔大森、朝１往復、昼・晩に２往復ずつ/毎日
※全便予約制

いの町社会福祉協議会公共交通空白地有償運送 ○ 本川発着

南国市
とさでん交通
東部交通

①領石・南国オフィスパーク・田井線(と）
②龍河洞・潮見台線(と)
③前浜・パークタウン線(と)
④医大病院線(と)
⑤安芸線(東)

□久礼田小
□奈路小
□白木谷小

3

あったか送迎あり

南国中央病院による送迎サー
ビスあり

○

【タクシーチケット】
障害のある方
　タクシー券12,000円/年

要介護の方の通院
　タクシー券（3,000円/月）

○

高知市
とさでん交通

北部交通
東部交通

省略
□土佐山学舎
□鏡小、中学校
□春野西小学校

34

福祉有償運送
市からＮＰＯ法人高知県肢体障
害者協会、地域サポートの会さ
わやか高知へ委託
・しばてん号
利用者宅～目的地までの送迎

・元気号
障害者の団体への市所有のバ
ス無償提供（県内移動）

・いずみの病院、海里マリン病
院、高知高須病院、リハビリ
テーション病院すこやかな杜等
で送迎あり

○
【タクシーチケット】
障害のある方
・４００円×３４枚（上限）/年

○

大豊町 とさでん交通
県庁前～田井
大杉駅～田井

●4路線を運行
町内3者のﾊｲﾔｰ事業者へ委託（教
委から）
※統廃合学校生徒対象
・天秤線
・穴内・川口線
・岩原線
・西峰線

3

あったか送迎あり
※各地区2回/月程度
あったか施設周辺には銀行、
ｽｰﾊﾟｰなど一定揃っており、つ
いでに用事を済ませる利用者も

○

【通院ﾀｸｼｰ制度】
・町内居住で町内の医療機関を受診した際帰りのﾀｸｼｰ料金の一部
を助成
・利用者負担500円。それ以上は町が負担
・買物等の寄り道分は500円に上乗せ

【福祉ﾀｸｼｰ制度】
・町内住所がある
・身体障害者手帳1～3級該当者
・療育手帳Ａ１～Ａ２該当者
・精神障害者保健福祉手帳1～2級該当者
・申請月から年度末までの月数×3の枚数（500円/枚、最大36枚）

○

いの町
とさでん交通
北部交通
嶺北観光

高知市～天王ニュータウン(と)
高知市～すこやかセンター(北)
すこやかセンター～吾北・本川(北)
長沢～田井(嶺)

3

・あったか送迎時に買い物支援
あり
・サニーアクシスいの店　無料
送迎（枝川周辺～いの町役場
周辺の東西コースそれぞれ5
便）
・いの病院（送迎）
・町田病院（送迎）
・さくら病院（送迎）
・石川記念病院（送迎）
・社協の生活支援（送迎）

○ ○

【タクシーチケット】
障害者手帳所持者
15,000円分
（500円×30枚）

【バス運賃】
障害者手帳の所持者
15,000円分

※循環線は半額補助

○

○【吾北・本川】
小・中学校
※吾北分校生は2/3減免

空港乗合タクシー

　のいち駅⇔空港

　（日章ハイヤー、のいちハイヤー）

空港乗合タクシー

　のいち駅⇔空港

　（日章ハイヤー、のいちハイヤー）

　　※予約制
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スクールバス

民営 市町村 NPO等

【広域】
路線バス

【市町村内】
路線バス、デマンド型乗合タクシー、有償運送

※緑ナンバーは緑、乗合タクシーはピンク
運賃支援

運行主体
市町村

タクシー
事業者数

その他の移動手段
福祉・社協、病院、商店等によ

る送迎

地域公共
交通会議

等
○有
●無バス会社 運行概要 名称 運行路線・区域

　　　○…一般混乗（有償）
　　　●…一般混乗（無償）

　　　□…専用バス
タクシー バス

免許
返納

内容

高陵交通 須崎線

とさでん交通 宇佐・高岡

日高村
定期運行バス・デマンドバス
「もへいくん」
（村から島崎ハイヤーに委託）

○
・加茂中⇔伊野駅前、朝・夕に１往復ずつ/毎日　　
　※上記以外の時間は区域デマンド運行

□鴨地→能津小
（大はらハイヤーに委託）
□宮の谷→日高中
□大花→日高中
□能津小→宮の谷
（教委からシルバー人材センターに
委託）

1
あったか送迎あり（一部買い物
支援あり）

○

【タクシーチケット】
身体障害者手帳１，２級
療育手帳
精神保健福祉手帳１，２級
ガソリン若しくはタクシーチケット
15,000円（500円×30枚）

○

尾川～佐川
（町から黒岩観光へ補助）

○
佐川駅⇔西佐川⇔古畑・峰　毎日　５往復/日
※峰までは金曜のみ運行

さかわぐるぐるバス
（市町村運営有償運送：交通空白輸送）
（町から町内3交通事業者へ委託）

○
佐川駅又は西佐川駅を起点に９路線（市街地循環線含む）を運行
①市街地循環線（西佐川駅～西佐川駅：右回り・左回り交互運行）：月～金運行　8便/日
②～⑨：月～金で1～2路線/日に運行　4.5往復/日　

越知町 黒岩観光
佐川～大崎～狩山口・川渡
越知～黒岩～文化ｾﾝﾀｰ

越知町民ﾊﾞｽ
（町から岡林ﾊｲﾔｰ及び黒岩観光へ委託）

○

・越知のｻﾝﾌﾟﾗｻﾞを起点に町内全14路線を運行
※月～土・祝日運行

月：４路線運行（①２路線：３往復/日・②２路線：２往復/日）※①祝日運行
火：２路線運行（２路線：２往復/日）
水：６路線運行（①２路線：３往復/日・②４路線：２往復/日）※①祝日運行
木：３路線運行（３路線：２往復/日）
金：２路線運行（２路線：２往復/日）
土：２路線運行（２路線：３往復/日）※祝日運行

□越知中学校（6ｋｍ以上遠方の生
徒）、小学校（4ｋｍ以上遠方の児
童）向けに町内各地（市街地以外
の地域）よりバス運行
※教育委員会

1

あったかふれあいセンターまで
送迎あり
サテライトへの送迎エリア（後
山、中村、野老山、宮地、日ノ
浦、堂林、柴尾）
※保健福祉課
（５ｋｍ以内の地域へ送迎）

○ ○

【タクシーチケット】
【福祉ﾀｸｼｰ・ｶﾞｿﾘﾝﾁｹｯﾄ（いずれか選択）】
・障害のある方（身体1～3級、精神1・2級、療育手帳Ａ1～Ａ2）
・560円×24枚（2枚/月交付）※年度末まで有効
【地域ﾊｲﾔｰﾁｹｯﾄ】
・75歳以上の要支援認定及び要介護認定を受けていない、ﾀｸｼｰ
（ｶﾞｿﾘﾝ）ﾁｹｯﾄと重複しない、税滞納のない方
・560円×24枚（2枚/月交付）※年度末まで有効

【バス運賃】
・障害手帳該当の方
・運転免許証自主返納した方
・運賃半額

○

仁淀川町 黒岩観光 佐川～大崎～狩山口/川渡

・仁淀川ｺ町ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
（町から仁淀川観光へ委託（指定管理者））

・仁淀川町民ﾊﾞｽ
（町から仁淀川マネジメントサービスへ委託（指定
管理））
※スクールバスなどの運行もとりまとめている

○

【ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ】
・大崎駅、役場前を起点に町内30路線を運行（主に支線）
・月～金　4～6路線運行/曜日　1往復/日
※第1、3の木・金　1路線運行/曜日　1往復/日

【町民ﾊﾞｽ】
・池川総合支所（池川）、大崎（吾川）、森（仁淀）を起点に町内10路線を運行（主に幹線）
基本は毎日運行　2～3往復/日　※路線によっては曜日運行あり。

○町民バスのスクール対応
※ﾀｸｼｰ事業者3者が運行している
地域あり（ﾊｲﾔｰ車両で迎えにいく
等）

□スクール専用で町民バスが乗り
入れている地域あり

3 あったか送迎あり ○ ○

【タクシーチケット】
・75歳以上
・560円

【バス運賃】
町民バス・コミュニティバス
障がいのある方：半額

○

須崎市営バス
（市から(有)さくら観光 へ委託）

○ 市民文化会館～中ノ島の１路線、毎日運行、７往復/日

須崎市予約型乗合タクシー
（市から(有)吾桑ハイヤーへ補助）

○

多ノ郷北部地区
　田ノ地（起点）～マルナカ須崎店（終点）月曜日運行　１往復/日
　堂ケ奈路（起点）～マルナカ須崎店（終点）水曜日運行　１往復/日
　西生（起点）～マルナカ須崎店（終点）金曜日運行　１往復/往復　

津野町 高陵交通 須崎～梼原

コミュニティバス
※町から下記事業者へ委託
（東地区：葉山ハイヤー）
（西地区：新田ハイヤー）

○
（東地区）里楽・役場本庁を起点：10路線
（西地区）新田役場を起点：７路線
　1日/週、3.5、4往復/日（桂線、大古味・芳生野線、日曽の川線は2日/週）

○姫野々～床鍋
□中央小、東津野中
・新田～高野
・新田～日曽ノ川
・新田～下桑ヶ市～道の駅～満天
の星
□にじいろ園（幼稚園）バス
・役場～新土居～重谷
□精華小
・役場～重谷

2
あったか送迎（週1回）により商
店が近い場合は買い物支援も
している

○ 〇

【タクシーチケット】
障害者のある方
80歳以上
400円×24枚
【バス運賃】
運転免許返納者
回数券（100円×12枚綴り）×10冊

○

路線バス
（一部路線については町から高陵交通に補助）

○
梼原中心部から越知面、四万川、松原へ3路線
　※１日1～2往復（他にスクールバスも併用して運行）

NPO法人絆　公共交通空白地有償運送 ○ 初瀨・松原方面

中土佐町
高陵交通
四万十交通

須崎～矢井賀(高)
久礼～大野見(四)
窪川～大野見(四)
萩中～大野見(四)
奥分吉野～大野見(四)

コミュニティバス
（町から中土佐ハイヤーへ運行費補助）

○
（中土佐）JR土佐久礼駅を起点：３路線、２日/週、３．５～４便/日
（大野見）大野見バス停を発着とする３路線、２日/週、４．５往復/日

□（中土佐）久礼中
　　　　　　　上ノ加江小中
□（大野見）小中

1

・あったか送迎はあるが買い物
には寄らない
・くぼから病院/バス
・なかとさ病院
・須崎医療クリニック/要事前連
絡
・上ノ加江クリニック/要事前連
絡

○ ○

【タクシーチケット】
８０歳以上
障害のある方
11,200円/年

【バス運賃】
６５歳以上
高陵交通、四万十交通の無料バスパス（町内発着に限り）
コミュニティバスも使用可

○

○ 【窪川地区】ＪＲ窪川駅を起点：１０路線、1日/週、３．５～４．５往復/日
●桧生原～窪川中学校
□窪川小・中、川口小、東又小

○

【大正地区】
ＪＲ窪川駅⇔相去、１日/週、３．５往復/日
ＪＲ大正駅⇔葛籠川、芳川、里川、1日/週、４．５往復/日

□田野々小、北ノ川小・中、大正中

○
【十和地区】
ＪＲ十川駅、役場、診療所⇔６路線、１日/週、４～５.５往復/日

□昭和小、十川小・中

土佐市
ドラゴン宇佐、ドラゴン波介
・一部伊野駅まで乗り入れ
（市から土佐市観光有限会社へ委託）

○

ドラゴン宇佐　全6便
・高岡営業所～伊野駅～高岡営業所　毎日運行　3便/日（うち第1便は日祝運休）
・高知リハ～高岡営業所～伊野駅～高岡営業所　3便/日（うち第6便は日祝運休、第6便のみ
高知リハから）
※うち第2、第3、第5便は土佐市民病院乗り入れ

ドラゴン波介　全6便
・高岡営業所～伊野駅～高知リハ　2便/日（うち第1便は日祝運休）
・高知リハ～高岡営業所～伊野駅～高岡営業所　4便/日（うち第6便は日祝運休、第4便のみ
高知リハから）
※うち第2、第3、第4便は土佐市民病院乗り入れ

4 あったか送迎あり ○ ○

【タクシーチケット】
・土佐市の住民基本台帳に記載されている６５歳以上の高齢者で
運転免許の自主返納者
・土佐市タクシー利用券　６,０００円分　一回のみ
※バス支援、買い物支援（６,０００円分）の３つのうちいずれか一つ
のサービスが受けられる

【バス運賃】
・土佐市の住民基本台帳に記載されている６５歳以上の高齢者で
運転免許の自主返納者
・土佐市バス乗車券　６,０００円分　一回のみ
※タクシー支援、買い物支援（６,０００円分）の３つのうちいずれか
一つのサービスが受けられる

○

佐川町 黒岩観光
佐川～大崎～狩山口/川渡
越知～黒岩～文化ｾﾝﾀｰ

□黒岩地区～佐川中学校
（Ｈ30年.4月～）
黒岩観光へ委託

4 あったか送迎あり ○ ○ ○

【タクシーチケット】
・障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者
・級及び申請月によって24枚～48枚/年を交付
・500円/枚
【さかわぐるぐるバス運賃半額】
・身体障害者手帳所持者とその介護者
・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者
・療育手帳所持者とその介護者
・運転経歴証明書所持者

○

須崎市 高陵交通
須崎～西芝
須崎～梼原
須崎～矢井賀

一般混乗（ＪＲ須崎駅～浦ノ内）
●無償（浦ノ内小、中）
○有償（高校生（減額）、一般）

□スクールバス
（市から須崎観光（有）へ委託）

4
不定期で、あったか（あったかふ
れあいセンター）による買い物
支援あり

○ ○

【タクシーチケット】
・障害者（障害者手帳所持し、要件に該当する方）
５００円×４８枚
・高齢者（遠隔地在住70歳以上）
５００円×４８枚
・要介護4以上かつ自立度B2以上の方
５００円×４８枚

【バス運賃】
障害者：半額

○

梼原町 高陵交通
須崎～梼原
日吉（愛媛県鬼北町～梼原）

○路線バスと同じ
（小、中）

3
デイサービス、健診への移送を
町がタクシー事業者、ＮＰＯ法人
絆に委託している

○

【タクシーチケット】
障害のある方
75歳以上
初乗り料金×24枚

○

四万十町 四万十交通

窪川～大正
　　　　　松葉川温泉
　　　　　興津、佐賀
　　　　　影野、志和
            大野見

大正駅～下津井
　　　　　　道の駅とおわ
　　　　　　ホビー館・奥打井川・北の川・窪川

コミュニティバス
※下記事業者へ委託・補助
（窪川：四万十交通へ補助）
（十和：　　　　〃　　　　　　）
（大正：丸三ハイヤーへ委託）

4
あったか送迎時に買い物支援
あり

○ ○

【運賃チケット】
８０歳以上
６５歳以上の免許返納者
障害のある方

　役場・支所まで５ｋｍ未満：100円×60枚
　役場・支所まで５ｋｍ～１０ｋｍ未満：１００円×９０枚
　役場・支所まで１０ｋｍ～：１００円×１２０枚

○
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スクールバス

民営 市町村 NPO等

【広域】
路線バス

【市町村内】
路線バス、デマンド型乗合タクシー、有償運送

※緑ナンバーは緑、乗合タクシーはピンク
運賃支援

運行主体
市町村

タクシー
事業者数

その他の移動手段
福祉・社協、病院、商店等によ

る送迎

地域公共
交通会議

等
○有
●無バス会社 運行概要 名称 運行路線・区域

　　　○…一般混乗（有償）
　　　●…一般混乗（無償）

　　　□…専用バス
タクシー バス

免許
返納

内容

黒潮町
四万十交通
西南交通

窪川駅～佐賀(四)
佐賀駅～中村駅(西)
中村駅～入野駅(西)

路線バス
（町から四万十交通、西南交通へ補助・委託）

○

（佐賀）
路線定期：川奥－佐賀（かしま荘）の２路線、3日/週、3往復/日

（大方）
路線定期：湊川－役場　5日/週、2往復/日
　　　　　　 伴太郎－中村　5日/週、1.5往復/日　※朝1便はスクール
　　　　　　 中村⇒仲分川　5日/週、1便　
　　　　　　 仲分川－役場　5日/週、1往復/日
　　　　　　 米原－役場　5日/週、1往復/日　※内　灘－上川口間はスクール

区域：北郷加持エリアの自宅近く－入野駅周辺、3日/週、10便/日
　　　　かきせエリアの自宅近く－入野駅周辺、3日/週、　6便/日　　　　

●市野瀬－佐賀
●鈴－佐賀
●馬荷－入野
●大井川－入野
●湊川－上川口
●伴太郎－上川口
●米原－役場（内　灘－上川口間）

※保育園バスも兼ねる

1
あったか送迎時に買い物支援
あり

〇 ○

【バス】
　割引制度あり
　（障がい者・小学生以下　半額など）

【免許返納】※要　運転経歴証明書提示
　町内タクシー業者…運賃10％割引
　土佐くろしお鉄道…窪川-宿毛間の運賃半額
　高知西南交通…65歳以上　路線バス運賃半額
　四万十交通…60歳以上　路線バス運賃半額

○

自家用有償旅客運送事業
（勝間川は勝間川部落へ委託、有岡・江ノ村は中
村バスへ委託、西土佐は西土佐交通へ委託）

○

（中村）
　鵜ノ江⇔勝間川、６日/週、２往復/日
　中村駅⇔有岡、３日/週、３往復/日
　中村駅⇔江ノ村、西の谷、２日/週、２往復
（西土佐）
　江川崎駅⇔黒尊、６日/週、２往復

路線バス
（高知西南交通へ市から補助）

○

（中村）
　下田⇔中村駅、毎日、５～７往復/日
（中村・西土佐）
　中村駅⇔口屋内⇔江川崎駅、６日/週、３往復/日

まちバス
（高知西南交通へ市から補助）

〇
（中村）
　市街地内をデマンド運行、毎日

ふれ愛号
市から下記事業者へ委託・補助
（後川、西富山、西蕨岡地区：高知西南交通へ補
助）
（西土佐地区：西土佐交通へ委託）

〇 〇

（中村）
　市街地⇔後川、西富山、西蕨岡、６日/週、３～４往復/日
（西土佐）
　江川崎⇔北部、中部、６日/週

ふれ愛タクシー
（東富山、東蕨岡、八束：四万十市タクシー組合へ
市から委託）

○

（中村）
　市街地⇔東富山、東蕨岡、６日/週、３～４往復/日
　市街地⇔八束、２日/週、３往復/日

宿毛～片島（西） ○

はなちゃんバス
（市から丸三観光へ委託）
ゆるりんバス
（市から島の住民2人に委託）

○

足摺バスセンター～窪津～清水プラザパル前（西） ○

おでかけ号
市より下記事業者へ補助
（下ノ加江地区：足摺交通）
（三崎地区：龍串見残観光ハイヤー）
（下川口地区：龍串見残観光ハイヤー）

○

ＮＰＯノアズアーク　公共交通空白地有償運送 ○
横道⇔プラザバル、２日/週、1往復/日
下ノ加江市民センター⇔家路川、大川内、２日/週、１往復
下川口市民センター⇔藤ノ川、鳥渕、松山、横峯、２日/週、１往復

大月町 西南交通 宿毛～大月～清水
路線バス
（町から西南交通へ委託） ○

道の駅⇔５路線（柏島、蜂ノ巣、小才角、春遠、西泊）、毎日、２～３往復
大月病院、道の駅⇔３路線（橘浦、竜ヶ迫、馬路）、毎日、１～３往復

□小中⇔柏島、小才角、馬路
　※保育園バスはタクシー事業者
に委託している

1
あったか送迎あり。利用者の買
い物支援あり。

○

【バス運賃】
西南交通のバス無料
・障害者手帳所持者
・７０歳以上
・通院証所有者

○

三原村
三原バス
（村から三原バス有限会社へ委託）

○
中心地⇔成山、下切、芳井へ毎日、5便/日（祝日は2往復）　
中心地⇔宿毛市平田方面へ毎日、4便/日（祝日は2往復）
※ほとんどスクールバスとしての運行　（土、日曜日は運休）

1
あったかの送迎時に買い物にも
連れていっている

○
【タクシーチケット】
障害のある方
初乗り料金×２４枚

○

15 35 3 117 26 22 7 30

四万十市 西南交通

中村～宿毛
中村～清水～足摺岬
中村～入野
中村～佐賀

○路線バスのスクール対応（勝間
川線：川登小学校）

□大用小中学校２路線
・三叉線
・奥片魚線

□蕨岡小中学校１路線
・竹屋敷線

□八束小学校１路線
・名鹿線

□中村小学校１路線
・田野川線

□西土佐小中学校２路線
・権谷線
・半家線
・西ヶ方線
・大宮・家路線
・藤ノ川線
・須崎線
・屋内線

5

あったか送迎あり

一部の病院や介護事業所等に
おいて、送迎あり

観光バス
〇四万十川バス
中村駅～ＪＲ江川崎駅
１往復/日
土・日・祝日運行（春休み、Ｇ
Ｗ、夏休み期間は毎日運行）

○ ○ ○

【タクシーチケット】
障害のある方
タクシーチケット１３,２００円/年を交付

【バス運賃】
免許返納者
・西南交通路線バス半額
・タクシー料金10％割引
障がい者
・西南交通・市運行路線バス半額
（デマンド交通を含む）

○

宿毛市
西南交通
宇和島自動車

中村～宿毛（西）
宿毛～大月・清水（西）
宿毛～宇和島(宇)

宿毛駅⇔楠山、栄喜、舟ノ川、出井、藻津、１日/週、４往復/日
弘瀬・漁協前⇔母島・漁協前、５日/週、2往復/日　
　※水曜日は診療所便あり　
　※沖の島循環線はゆるりんバスとスクールバスの総称

○
日平橋⇔橋上中⇔宿毛駅
栄喜⇔小筑紫小
弘瀬漁協⇔沖の島小中⇔長浜

4

あったか送迎あり
社会福祉法人による買い物バ
スの運行あり
（施設周辺地域限定週1回）

○ 〇
【バス運賃】
免許返納者
・西南交通・宇和島自動車路線バス半額

○

土佐清水市 西南交通
宿毛～大月～清水
中村～清水～足摺岬

（デマンド）
地域⇒市街地：下ノ加江１日３便  下川口1日３便                                                                       
市街地⇒地域：下ノ加江１日２便  下川口1日３便
三崎循環線：1日5便

□小学校4校5路線（1校1路線は通
園併用）
□中学校1校5路線
※運行は3社に委託
　・足摺交通ﾊｲﾔｰ
　・竜串見残ﾊｲﾔｰ（有）
　・高知西南交通（株）

3 ○ ○ ○

【タクシーチケット】
障害のある方
タクシーチケット12,000円/年を交付

【運賃チケット】
65歳以上免許返納者
6,000円（100円×60枚）
※路線バス、デマンドバス、タクシーに使える

○
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