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佐野市生活路線バス運行事業特記仕様書② 

 

佐野市生活路線バスのうち、デマンド交通（区域運行）を運行する６路線につ

いての詳細を定める。 

 

１ デマンド交通の定義 

デマンド交通とは、町単位で区域を設定し、経路や時刻を定めず、事前に登

録をした利用者（以下「利用登録者」という。）の利用予約に応じて、柔軟に

運行する旅客運送をいう。 

 

２ 運行路線概要 

  別紙路線図のとおりとする。秋山線、野上線、飛駒線は、朝の時間帯に路線

定期運行を導入すること。 

 

３ 実証運行 

デマンド交通は利用実態や利用者ニーズ、問題点などを把握し、本格運行が

可能かどうかを検証するため、２年間の実証運行を行うものとする。実証運行

期間内は市と事業者で協議の上、適宜見直しを行うこととする。 

 

４ デマンド交通の乗降場所 

運行路線 指 定 区 域 

秋山線 秋山町、水木町、柿平町、牧町、豊代町、鉢木町 

仙波会沢線 仙波町、豊代町、鉢木町、会沢町、築地町、宮下町、嘉多山町 

野上線 作原町、白岩町、長谷場町、御神楽町、船越町、岩崎町、戸室町 

飛駒線 飛駒町、下彦間町、閑馬町、梅園町、山形町、戸奈良町 

赤見線 赤見町、石塚町、出流原町、寺久保町 

フルーツ吾妻線 村上町、上羽田町、下羽田町、高橋町 

 

運行路線名 路線キロ 運行区間 運行日 運行時間帯 運行車両 

乗車定員 

台数 停留所数 

秋山線 21.9㎞ 木浦原～ 

市営バス車庫前 

日曜運休 

 

7時～ 

9時 

5～10 

名程度 

1台 ３８ 

野上線 21.3㎞ 蓬山ログビレッジ

～田沼行政センター 

日曜運休 7時～ 

9時 

5～10 

名程度 

1台 ３２ 

飛駒線 28.3㎞ 寺沢入口～

田沼行政センター 

日曜運休 7時～ 

9時 

5～10 

名程度 

1台 ３７ 
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(１)指定区域内の乗降場所は、自宅（自宅とみなす場所を含む）や停留所、ゴ

ミステーション等の予め設定した場所とし、指定区域外では、停留所を乗降

場所とする。 

(２)運行経路や停留所については、市と協議の上、必要に応じて経路の変更

や、停留所の新設、位置の変更、名称の変更等を行うものとする。 

 

５ 運行日 

運行日はフルーツ吾妻線を除き、月曜日から土曜日までの６日間とする。吾

妻線の運行日は火・木・土曜日の週３日とする。いずれも実証運行の結果によ

り変更することがある。ただし、本仕様書に記載された全ての路線を１２月３

１日～１月２日運休とする。 

 

６ 運行業務 

(１)利用登録者からの利用予約に応じて運行すること。 

(２)指定区域内においては、デマンド交通の利用者の乗降は、利用登録時に設

定した自宅（自宅とみなす場所を含む）及び停留所、ゴミステーションのみ

とし、それ以外の場所での乗降は認めない。 

(３)路線定期運行を行う路線は、時刻表及び運行経路を定めて運行すること。 

(４)路線定期運行を行う路線の利用者の乗降は、停留所及び経路上に設けた自

由乗降区間のみとし、それ以外の場所での乗降は認めない。 

 

７ 運行車両 

運行車両は事業者の所有する車両とし、以下と同等の輸送力を有するものを

使用するものとする。 

運行路線名 乗車定員 台数 

秋山線 5～10名程度 1台 

仙波会沢線 5～10名程度 1台 

野上線 5～10名程度 1台 

飛駒線 5～10名程度 1台 

赤見線 5～10名程度 1台 

フルーツ吾妻線 5～10名程度 1台 

 

８ 運行経路及び運行ダイヤ 

(１)運行経路  別紙「路線図（案）」のとおりとする。 

(２)運行ダイヤ 別紙「運行ダイヤ（案）」のとおりとする。ただし今後の協

議により内容を変更することがある。 
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別紙「路線図(案)」 

１ 秋山線 

     

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 朝：路線定期運行  日中：区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 
起点 木浦原 
終点 市営バス車庫前 

指定区域 秋山町、水木町、柿平町、牧町、豊代町、鉢木町 
運行日 月・火・水・木・金・土 ※日曜及び 12/31～1/2は運休 

【指定区域内】 

秋山町、水木町、柿平町、牧町、 

豊代町、鉢木町 

自宅(自宅とみなす場所を含む)、停留

所、公共施設、ゴミステーション等の

予め設定した場所で乗降が可能 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行ではルート 

を定めない 

朝の時間帯：路線定期運行 

日中の時間帯：区域運行 
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２ 仙波会沢線 

   
   

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 
起点 大釜又は会沢小室 
終点 市営バス車庫前 

指定区域 仙波町、豊代町、鉢木町、会沢町、築地町、宮下町、嘉多山町 
運行日 月・火・水・木・金・土 ※日曜及び 12/31～1/2は運休 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行ではルート 

を定めない 

【指定区域内】 

仙波町、豊代町、鉢木町、会沢町、 

築地町、宮下町、嘉多山町 

自宅(自宅とみなす場所を含む)、停留所、公共施

設、ゴミステーション等の予め設定した場所で乗降

が可能 
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３ 野上線 

    

  

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 朝：路線定期運行  日中：区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 
起点 蓬山ログビレッジ 
終点 田沼行政センター 

指定区域 作原町、白岩町、長谷場町、御神楽町、船越町、岩崎町、戸室町 
運行日 月・火・水・木・金・土 ※日曜及び 12/31～1/2は運休 

【指定区域内】 

作原町、白岩町、長谷場町、御神楽町、 

船越町、岩崎町、戸室町 

自宅(自宅とみなす場所を含む)、停留所、

公共施設、ゴミステーション等の予め設定

した場所で乗降が可能 

朝の時間帯：路線定期運行 

日中の時間帯：区域運行 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行ではルート 

を定めない 
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４ 飛駒線 

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 朝：路線定期運行  日中：区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 
起点 寺沢入口 
終点 田沼行政センター 

指定区域 飛駒町、下彦間町、閑馬町、梅園町、山形町、戸奈良町 
運行日 月・火・水・木・金・土 ※日曜及び 12/31～1/2は運休 

 

    

【指定区域内】 

飛駒町、下彦間町、閑馬町、 

梅園町、山形町、戸奈良町 

朝の時間帯：路線定期運行 

日中の時間帯：区域運行 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行では 

ルートを定めない 

【指定区域内】 

自宅(自宅とみなす場所を含

む)、停留所、公共施設、ゴミ

ステーション等の予め設定し

た場所で乗降が可能 
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５ 赤見線 

    

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 
起点 佐野駅 

主な経由地 厚生病院、やすらぎの湯 

指定区域 石塚町、出流原町、赤見町、寺久保町 
運行日 月・火・水・木・金・土 ※日曜及び 12/31～1/2は運休 

【指定区域内】 

赤見町、石塚町、出流原町、寺久保町 

 

自宅(自宅とみなす場所を含む)、停留

所、公共施設、ゴミステーション等の

予め設定した場所で乗降が可能 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行ではルートを 

定めない 



8 

 

６ フルーツ吾妻線 

項目 内容 
事業の形態 一般乗合旅客自動車運送 
運行の形態 区域運行 
利用登録 必要 
予約 必要 

指定区域 村上町、上羽田町、下羽田町、高橋町 
運行日 火・木・土  ※月・水・金・日曜及び 12/31～1/2は運休 

 

 

  

【指定区域内】 

村上町、上羽田町、下羽田町、高橋町 

 

自宅(自宅とみなす場所を含む)、停留

所、公共施設、ゴミステーション等の

予め設定した場所で乗降が可能 

【指定区域外】 

停留所で乗降が可能 

※区域運行ではルート 

は定めない 
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別紙「運行ダイヤ(案)」 

 
 

■葛生エリア

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便

7時便 8時便 9時便 10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

8時便 9時便 10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便

■田沼エリア

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便

8時便 9時便 10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便

7時便 8時便 9時便 10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便 17時便

■赤見エリア
1便 2便 3便 4便 5便 6便

10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便

■吾妻エリア
1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便

9時便 10時便 11時便 13時便 14時便 15時便 16時便

秋山線

野上線

飛駒線

赤見線

フルーツ吾妻線

仙波会沢線


