
●
〇弊社では、国土交通省からのBCP対応の要請に伴い、災害による施設や車両損壊、感染症拡大による人的被害等が発生し、業務継続に致命的な損害を受けた場合でも、
　 幹線、準幹線である本線・南線・小木線の路線バスの種別欄に♦が記載されている便については最低限確保、緊急ダイヤで運行し、交通インフラを守ることに努めます。
　 なお、緊急ダイヤへ切り替える場合は、あらゆる手段で速やかに告知するとともに、余剰がある場合は他の路線も随時運行を再開し、早期復旧に努めてまいりますので、
 　その際は皆様のご理解をいただきますようお願い申しあげます。
※BCPとは・・・事業継続計画（Business Continuity Plan）の頭文字を取った言葉です。企業が災害、感染症拡大などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産や人的被害を最小限にとどめつつ、

　 中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

○令和4年4月1日より、本線等の『窪田』 『窪田西』間に、新たに『入海前』バス停留所を設置します。
　 運賃は、『窪田』バス停と同じ扱いになります。最寄りにお立ち寄りの際は、是非ご利用ください。

○令和4年4月1日より、七浦海岸線等バス停『相川病院』の名称が『相川診療所』に変わります。
　 お間違えのないよう、ご注意願います。

○買物回数券（朱色14 枚つづり）は土・日・祝日に限り、終日利用可能です。使用後の払い戻しはできません。
　なお回数券は、高齢者と障がい者の１乗車200 円割引運賃の支払いにはご利用できませんのでご了承ください。

〇10月から、佐渡市社会実験のデマンド運行等で時間が変わる可能性があります。
　 ご利用の際は、最新の時刻をご確認ください。　 

●
①路線バスご利用に際し、運転士が視認できるよう、停留所標柱のそばでバスをお待ち願います。
②待合所のある停留所では、備え付けのバス通過予定時刻が近づきましたら、停留所標柱のそばで、バスをお待ち願います。
③運賃後払いワンマンバスを運転していますので、ご乗車の際は整理券をお取り下さい。
④（汽）印はフェリー着船時、バスが接続いたします。フェリーの到着時刻により、佐渡汽船発車及び以降の通過時刻が
　最大約２０分遅くなることがあります。なお、フェリーが１５分以上遅れる場合は佐和田ＢＳ・真野新町・相川で他路線への
　乗り継ぎはできない場合があります。
⑤バスの両津港着と汽船の発時刻との接続には１５分位必要と思われます。また、道路状況などに
　より通過時刻、到着時刻に多少誤差が生じますので余裕をみて、ご乗車願います。
⑥バス車内で、１万円、５千円、２千円札、新500円硬貨（本線バスのみ可能）の両替はできません。乗車前に紙幣・硬貨のご準備を願います。

お知らせ

お客様へのお願い

令和4年4月1日～令和4年11月30日　平日ダイヤ



●
佐渡島内路線バスは、交通量が多い箇所、その他危険箇所のある一部区間を除き、
停留所以外の場所でも自由に乗り降りできるフリーバス運転を行っています。
　※フリーバス運転を行わない区間
　　・本線、その他（監督署前～横山～金井～佐和田バスステーション～きらりうむ佐渡～相川間）
　　・南線、その他（佐和田バスステーション～新町学校前間）
　　・内海府線、その他（監督署前～上町十字路～船場町～佐渡中等教育学校前間）
　　・小木線、その他　（佐和田バスステーション～真野新町～真野御陵入口間）
　　・国仲・金丸線（佐和田バスステーション～佐渡病院～新町学校前間）
　　・学生車全便
　注意！　防犯、事故防止の為に、中学生以下の方のみのフリー乗降はご遠慮ください。

①乗車の場合
・道路左側の広い安全な場所で手を上げて下さい。
・見通しの悪い場所、急な坂道、交差点、その他交通の支障となる場所での待合せはご遠慮下さい。
②降車の場合
・降車される場所の１００ｍ位手前までに運転士のそばでお声がけください。その際、走行中は危険ですので
　乗車時または停車時にお願いいたします。
・交通状況などによって指定場所より前後することもあります。
③運賃
・乗車した次の停留所から、降車した次の停留所間と同じ運賃をいただきます。

フリーバスの運転



●
〇弊社では、国土交通省からのBCP対応の要請に伴い、災害による施設や車両損壊、感染症拡大による人的被害等が発生し、業務継続に致命的な損害を受けた場合でも、幹線・準幹線である、
　 本線・南線・小木線の路線バスの平日版時刻表の種別欄に♦が記載されている便については最低限確保、緊急ダイヤで運行し、交通インフラを守ることに努めます。
　 土・日・祝日も同じダイヤで運行となります。詳しくは、平日版時刻表をご参照願います。
　 なお、緊急ダイヤへ切り替える場合は、あらゆる手段で速やかに告知するとともに、余剰がある場合は他の路線も随時運行を再開し、早期復旧に努めてまいりますので、
 　その際は皆様のご理解をいただきますようお願い申しあげます。
※BCPとは・・・事業継続計画（Business Continuity Plan）の頭文字を取った言葉です。企業が災害、感染症拡大などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産や人的被害を最小限にとどめつつ、

　 中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

○令和4年4月1日より、本線等の『窪田』 『窪田西』間に、新たに『入海前』バス停留所を設置します。
　 運賃は、『窪田』バス停と同じ扱いになります。最寄りにお立ち寄りの際は、是非ご利用ください。

○買物回数券（朱色14 枚つづり）は土・日・祝日に限り、終日利用可能です。使用後の払い戻しはできません。
　なお回数券は、高齢者と障がい者の１乗車200 円割引運賃の支払いにはご利用できませんのでご了承ください。

〇10月から、佐渡市社会実験のデマンド運行等で時間が変わる可能性があります。
　 ご利用の際は、最新の時刻をご確認ください。　 

●
①路線バスご利用に際し、運転士が視認できるよう、停留所標柱のそばでバスをお待ち願います。
②待合所のある停留所では、備え付けのバス通過予定時刻が近づきましたら、停留所標柱のそばで、バスをお待ち願います。
③運賃後払いワンマンバスを運転していますので、ご乗車の際は整理券をお取り下さい。
④（汽）印はフェリー着船時、バスが接続いたします。フェリーの到着時刻により、佐渡汽船発車及び以降の通過時刻が
　最大約２０分遅くなることがあります。なお、フェリーが１５分以上遅れる場合は佐和田ＢＳ・真野新町・相川で他路線への
　乗り継ぎはできない場合があります。
⑤バスの両津港着と汽船の発時刻との接続には１５分位必要と思われます。また、道路状況などに
　より通過時刻、到着時刻に多少誤差が生じますので余裕をみて、ご乗車願います。
⑥バス車内で、１万円、５千円、２千円札、新500円硬貨（本線バスのみ可能）の両替はできません。乗車前に紙幣・硬貨のご準備を願います。

お知らせ

お客様へのお願い

令和4年4月1日～令和4年11月30日　休日ダイヤ



●
佐渡島内路線バスは、交通量が多い箇所、その他危険箇所のある一部区間を除き、
停留所以外の場所でも自由に乗り降りできるフリーバス運転を行っています。
　※フリーバス運転を行わない区間
　　・本線、その他（監督署前～横山～金井～佐和田バスステーション～きらりうむ佐渡～相川間）
　　・南線、その他（佐和田バスステーション～新町学校前間）
　　・内海府線、その他（監督署前～上町十字路～船場町～佐渡中等教育学校前間）
　　・小木線、その他　（佐和田バスステーション～真野新町～真野御陵入口間）
　　・国仲・金丸線（佐和田バスステーション～佐渡病院～新町学校前間）
　　・学生車全便
　注意！　防犯、事故防止の為に、中学生以下の方のみのフリー乗降はご遠慮ください。

①乗車の場合
・道路左側の広い安全な場所で手を上げて下さい。
・見通しの悪い場所、急な坂道、交差点、その他交通の支障となる場所での待合せはご遠慮下さい。
②降車の場合
・降車される場所の１００ｍ位手前までに運転士のそばでお声がけください。その際、走行中は危険ですので
　乗車時または停車時にお願いいたします。
・交通状況などによって指定場所より前後することもあります。
③運賃
・乗車した次の停留所から、降車した次の停留所間と同じ運賃をいただきます。

フリーバスの運転



③ 東海岸線 （両津～河崎～大川～片野尾～多田）
S

種　別 中等教育
学校前  春日町 両津病院 両津局前 両津港

佐渡汽船
河崎

学校前
椎泊

公民館前 大　川 野浦南 岩首 多田

（汽） ━ 12:02 12:05 12:10 12:12 12:22 12:27 12:35 12:50 13:12 ━

（汽） ★ ━ 15:07 15:10 15:15 15:17 15:27 15:32 15:40 15:55 16:17 ━

★ 16:37 16:40 ━ 16:44 16:46 16:56 17:01 17:09
(片野尾東)
17:23

━ ━

（汽）
★

▲赤泊降車可
18:38 18:41 ━ 18:45 18:47 18:57 19:02 19:10 19:25 19:45 19:57

S
種　別 多田 岩首 野浦南 大　川 椎泊

公民館前
河崎

学校前
両津港

佐渡汽船 両津局前 両津病院 春日町 中等教育
学校前

★ 6:33 6:45 7:03 7:18 7:26 7:31
<※7:38>

7:40 7:42 7:49 7:51 7:55

赤泊埠頭前発
▽降車専用

(赤泊埠頭前)
7:31

8:00 8:21 8:36 8:44 8:48 8:57 ▽8:59 ▽9:07 ▽9:10 ━

▽降車専用 ━ 13:19 13:40 13:55 14:03 14:07 14:16 ▽14:18 ━ ▽14:23 ━

▽降車専用 ━ 16:24 16:45 17:00 17:08 17:12 17:21 ▽17:23 ━ ▽17:28 ━

▽降車専用 ━ ━
(片野尾東)
17：30

17:40 17:49 17:54 18:03 ▽18:05 ━ ▽18:10 ━

平日 令和4年4月1日～令和4年11月30日

　★印：乗換券をお持ちの方は<※　　 >内時刻に監督署前で、内海府線佐渡病院直行便に接続できます。
　▽印：降車専用停留所です。両津局前以降は降車客がいる場合のみ、降車停留所まで延伸運行します。

　★印：乗換券をお持ちの方は、船場町から監督署前間で内海府線から接続できます。
　▲印：赤泊降車可便は、多田から先は乗車扱いはしませんが、赤泊埠頭前(20:14着)まで降車客がいる場合のみ、降車停留所まで延伸運行しま



③ 東海岸線
R O

種　別  春日町 両津
局前

両津港
佐渡汽船

河崎
学校前

椎泊
公民館前 大　川 野浦南 岩首 多田

（汽） (中等学校前)
12:03

12:10 12:12 12:22 12:27 12:35 12:50 13:12 ━

（汽） 15:11 15:15 15:17 15:27 15:32 15:40 15:55 16:17 ━

（汽） ※赤泊降車可 18:41 18:45 18:47 18:57 19:02 19:10 19:25 19:45 19:57

O R
種　別 多田 岩首 野浦南 大　川 椎泊

公民館前
河崎

学校前
両津港

佐渡汽船
両津
局前 春日町

6:55 7:07 7:25 7:40 7:48 7:53 8:04 8:06
(中等学校前)

8:11

赤泊埠頭前発
▽降車専用

(赤泊埠頭前)
7:31

8:00 8:21 8:36 8:44 8:48 8:57 ▽8:59 ▽9:04

▽降車専用 ― 13:19 13:40 13:55 14:03 14:07 14:16 ▽14:18 ▽14:23

▽降車専用 ― 16:24 16:45 17:00 17:08 17:12 17:21 ▽17:23 ▽17:28

※期間中、時間が変わる可能性があります。

  ▽印：降車専用停留所です。両津局前以降は降車客がいる場合のみ、降車停留所まで延伸運行します。

 　※印：赤泊降車可は、多田から先は乗車扱いしませんが、赤泊埠頭前（20:14着）まで降車客がいる場合のみ、
　　　　　  降車停留所まで延伸運行します。

休日 令和4年4月1日～令和4年11月30日
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