




（単位：人）

頸 幹1 浜線 鵜の浜～柿崎病院前～柿崎バスターミナル 4,189 4,231 42 1.0%

頸 幹2 上越大通り線（1） 上越妙高駅前～市役所・労災病院前～鵜の浜 119,243 115,300 ▲ 3,943 ▲3.3%

頸 幹3 上越大通り線（3） 中央病院～上越妙高駅前～新井バスターミナル 38,979 43,037 4,058 10.4%

頸 幹4 直江津・浦川原線（1） マルケーバスセンター～青野十文字・浦川原小学校前～浦川原バスターミナル 36,819 36,027 ▲ 792 ▲2.2%

く 幹5 宮口線(1) 高田駅前～中央病院・バロー上越店前～深山荘 18,863 14,198 ▲ 4,665 ▲24.7%

く 幹6 宮口線(2) 高田駅前～中央病院～牧小学校前 6,496 9,888 3,392 52.2%

北 F1 黒岩線（2） 柿崎バスターミナル～米山寺・下灰庭～黒岩 877 633 ▲ 244 ▲27.8%

東 F2 安塚線 うらがわら駅前～虫川大杉駅前～保健ｾﾝﾀｰ前 11,373 9,638 ▲ 1,735 ▲15.3%

く F3 島田線 高田駅前～岡原～曽根田 4,694 5,908 1,214 25.9%

頸 F4 佐内・直江津循環線 佐内入口～労災病院前～直江津駅前 3,685 4,157 472 12.8%

く F5 真砂・岡田線 高田駅前～真砂寺前～北坪山上 3,222 3,060 ▲ 162 ▲5.0%

頸 F6 直江津・浦川原線（2） 保倉川橋～青野十文字～マルケーバスセンター 2,875 2,895 20 0.7%

東 F7 大平線（1） 浦川原小学校前～虫川大杉駅前～大島コミュニティプラザ前 3,173 2,048 ▲ 1,125 ▲35.5%

東 F8 大平線（2） 浦川原小学校前～虫川大杉駅前～小谷島 1,447 935 ▲ 512 ▲35.4%

北 F9 吉川西部循環線（くびき駅前経由） 吉川区総合事務所前～くびき駅前～吉川区総合事務所前 4,037 3,767 ▲ 270 ▲6.7%

北 F10 吉川西部循環線（上下浜駅前経由） 吉川区総合事務所前～上下浜駅前～吉川区総合事務所前 16,364 16,197 ▲ 167 ▲1.0%

く F11 清里線(下稲塚経由) 高田駅前～中央病院・下稲塚～青柳 1,208 1,801 593 49.1%

く F12 清里線(松野木経由) 高田駅前～中央病院・松野木～青柳 1,464 1,480 16 1.1%

ア F13 岡沢ルート（予約運行便） 新井バスターミナル～中郷区総合事務所前～岡沢 1,401 1,176 ▲ 225 ▲16.1%

新 F14 関山ルート（予約運行便） 新井バスターミナル～姫川原～コメリ前 1,135 924 ▲ 211 ▲18.6%

東 F15 月影・下保倉・末広ルート（1） 谷～浦川原区中心部～うらがわら駅前 2,530 2,246 ▲ 284 ▲11.2%

東 F16 月影・下保倉・末広ルート（2） 谷～浦川原区中心部～うらがわら駅前 37 28 ▲ 9 ▲24.3%

東 F17 上柿野ルート うらがわら駅前～上柿野～うらがわら駅前 19 39 20 105.3%

東 F18 小麦平ルート うらがわら駅前～小麦平～うらがわら駅前 36 32 ▲ 4 ▲11.1%

頸 県1 南川線(2) 労災病院前～島田～海洋センター前 24,690 23,859 ▲ 831 ▲3.4%

頸 県2 教育大学線(1) 中央病院～教育大学～直江津駅前 20,164 20,919 755 3.7%

頸 県3 春日山・佐内線(1) 直江津駅前～春日山下 ～中央病院 14,938 16,414 1,476 9.9%

頸 県4 春日山・佐内線(2) 直江津駅前～春日山下 ～悠久の里前 12,562 13,105 543 4.3%

頸 県5 富岡線 高田駅前～富岡・謙信公武道館前～マルケーバスセンター 39,428 43,891 4,463 11.3%

頸 県6 能生線 能生案内所～名立車庫前～労災病院前 4,590 4,893 303 6.6%

南 県7 新井・板倉線(2) 新井バスターミナル～針～板倉コミュニティプラザ前 10,087 10,199 112 1.1%

北 県8 山直海線(2) 柿崎バスターミナル～原之町～村屋 10,254 11,220 966 9.4%

北 県9 犀潟駅線 海洋センター前～犀潟駅前～海洋センター前 20,794 21,177 383 1.8%

頸 市1 山麓線 直江津駅前～医療センター病院～上越妙高駅前 6,052 4,977 ▲ 1,075 ▲17.8%

頸 市2 謙信公大通り循環線 春日山駅前～上越総合病院～春日山駅前 3,282 4,117 835 25.4%

頸 市3 春日山駅・アルカディアシャトル便 春日山駅前～リージョンプラザ～上越総合病院 4,263 5,614 1,351 31.7%

頸 市4 謙信公大通り線 直江津ショッピングセンター前～国府新町～上越総合病院 875 812 ▲ 63 ▲7.2%

頸 市5 桑取線 労災病院前～有間川橋～くわどり湯ったり村 29,795 28,303 ▲ 1,492 ▲5.0%

令和２補助年度上半期　輸送人員実績
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起点～(主な経由地)～終点路線名
系統
番号

※２

事業者

※１

R1年度
上半期合計

(a)

R2年度
上半期合計

(b)

増減
(b-a)

増減率
(b-a)/a

く 市6 清里線(1) 高田駅前～下稲塚～青柳 2,816 4,152 1,336 47.4%

く 市7 清里線(2) 高田駅前～松野木～青柳 3,405 3,430 25 0.7%

く 市8 高田・浦川原線 高田駅前～番町～浦川原バスターミナル 19,026 16,834 ▲ 2,192 ▲11.5%

く 市9 増田線 高田駅前～横曽根～くびき駅前 4,171 7,686 3,515 84.3%

く 市10 斐太線 新井バスターミナル～飛田～高田駅前 1,151 1,077 ▲ 74 ▲6.4%

く 市11 正善寺線 大手町十字路・西城病院前～下正善寺～上正善寺 3,209 3,654 445 13.9%

く 市12 青田線 高田駅前～中田原～青田 1,144 831 ▲ 313 ▲27.4%

南 市13 菰立線 板倉中学校～菰立 2,497 2,068 ▲ 429 ▲17.2%

南 市14 三針線 板倉コミュニティプラザ前～下稲塚～清里区総合事務所前 657 1,175 518 78.8%

北 市15 泉谷・勝穂循環線（平等寺先回り） 原之町～平等寺～原之町 67 78 11 16.4%

北 市16 くびき駅線 海洋センター前～くびき駅～海洋センター前 10,331 8,712 ▲ 1,619 ▲15.7%

北 市17 上直海線 柿崎バスターミナル～上直海～柿崎バスターミナル 23 111 88 382.6%

北 市18 柿崎・森本線 柿崎バスターミナル～長峰～森本 1,262 1,379 117 9.3%

北 市19 水野線 柿崎バスターミナル～米山寺～水野 414 374 ▲ 40 ▲9.7%

頸 市20 教育大学線(2) バロー上越店前～教育大学～直江津駅前 5,037 6,443 1,406 27.9%

く 市21 清里線(3） 高田駅前～下稲塚～赤池 7,789 7,492 ▲ 297 ▲3.8%

南 市22 山寺薬師線 板倉中学校～山寺薬師 4,110 3,292 ▲ 818 ▲19.9%

南 市23 新井・板倉線(1) けいなん病院～針～板倉コミュニティプラザ前 5,088 5,499 411 8.1%

北 市24 黒岩線（1） 柿崎バスターミナル～米山寺～黒岩 377 395 18 4.8%

北 市25 山直海線(1) 柿崎バスターミナル～村屋～尾神 14,073 11,994 ▲ 2,079 ▲14.8%

東 市26 東西ルート うらがわら駅前～浦川原区・大島区～大島コミュニティプラザ前 227 153 ▲ 74 ▲32.6%

ア 市27 岡沢ルート（定時運行便） 新井バスターミナル～中郷区総合事務所前～岡沢 809 467 ▲ 342 ▲42.3%

新 市28 関山ルート（定時運行便） 新井バスターミナル～姫川原～コメリ前 616 328 ▲ 288 ▲46.8%

頸 市29 名立線 労災病院前～うみてらす名立前～コミュニティプラザ前 3,114 3,594 480 15.4%

頸 市30 春日山・佐内線（3） 佐内入口～春日山下～中央病院・悠久の里前 6,761 7,119 358 5.3%

頸 市31 直江津・浦川原線（3） マルケーバスセンター～労災病院前～浦川原バスターミナル 3,810 4,319 509 13.4%

南 市32 上関田線 板倉中学校～上関田 3,991 4,341 350 8.8%

北 市33 泉谷・勝穂循環線（後生寺先回り） 原之町～後生寺～吉川小 9,356 9,378 22 0.2%

北 市34 黒井駅線 海洋センター前～黒井駅南口～海洋センター前 22,647 16,327 ▲ 6,320 ▲27.9%

頸 市35 南川線(1) 労災病院前～市村～海洋センター前・頸城中学校前 16,797 18,173 1,376 8.2%

く 市36 水科・今保線 高田駅前～番町～杉林入口 3,901 3,967 66 1.7%

北 市37 柳町線 海洋センター前～柳町～海洋センター前 14,260 16,919 2,659 18.6%

658,876 660,906 2,030 0.3%合計（補助対象70系統）

※１（事業者）

頸：頸城自動車㈱ 東：東頸バス㈱

く：くびき野バス㈱ ア：アイエムタクシー㈱

南：頸南バス㈱ 新：新井タクシー㈱

北：頸北観光バス㈱

※２（R2年度上半期における補助区分）

幹：国庫補助路線（地域間幹線系統）

F ：国庫補助路線（地域内フィーダー系統）

県：県単補助路線

市：市単補助路線
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（単位：人）

頸 幹1 浜線 鵜の浜～柿崎病院前～柿崎バスターミナル 803 541 ▲ 262 ▲32.6%

頸 幹2 上越大通り線（1） 上越妙高駅前～市役所・労災病院前～鵜の浜 26,952 18,812 ▲ 8,140 ▲30.2%

頸 幹3 上越大通り線（3） 中央病院～上越妙高駅前～新井バスターミナル 10,987 7,669 ▲ 3,318 ▲30.2%

頸 幹4 直江津・浦川原線（1） マルケーバスセンター～青野十文字・浦川原小学校前～浦川原バスターミナル 13,925 13,117 ▲ 808 ▲5.8%

く 幹5 宮口線(1) 高田駅前～中央病院・バロー上越店前～深山荘 3,139 1,860 ▲ 1,279 ▲40.7%

く 幹6 宮口線(2) 高田駅前～中央病院～牧小学校前 1,130 1,087 ▲ 43 ▲3.8%

北 F1 黒岩線（2） 柿崎バスターミナル～米山寺・下灰庭～黒岩 149 79 ▲ 70 ▲47.0%

東 F2 安塚線 うらがわら駅前～虫川大杉駅前～保健ｾﾝﾀｰ前 1,541 1,141 ▲ 400 ▲26.0%

く F3 島田線 高田駅前～岡原～曽根田 970 520 ▲ 450 ▲46.4%

頸 F4 佐内・直江津循環線 佐内入口～労災病院前～直江津駅前 803 510 ▲ 293 ▲36.5%

く F5 真砂・岡田線 高田駅前～真砂寺前～北坪山上 586 380 ▲ 206 ▲35.2%

頸 F6 直江津・浦川原線（2） 保倉川橋～青野十文字～マルケーバスセンター 1,510 1,422 ▲ 88 ▲5.8%

東 F7 大平線（1） 浦川原小学校前～虫川大杉駅前～大島コミュニティプラザ前 346 231 ▲ 115 ▲33.2%

東 F8 大平線（2） 浦川原小学校前～虫川大杉駅前～小谷島 158 105 ▲ 53 ▲33.5%

北 F9 吉川西部循環線（くびき駅前経由） 吉川区総合事務所前～くびき駅前～吉川区総合事務所前 751 536 ▲ 215 ▲28.6%

北 F10 吉川西部循環線（上下浜駅前経由） 吉川区総合事務所前～上下浜駅前～吉川区総合事務所前 2,852 1,845 ▲ 1,007 ▲35.3%

く F11 清里線(下稲塚経由) 高田駅前～中央病院・下稲塚～青柳 194 180 ▲ 14 ▲7.2%

く F12 清里線(松野木経由) 高田駅前～中央病院・松野木～青柳 229 169 ▲ 60 ▲26.2%

ア F13 岡沢ルート（予約運行便） 新井バスターミナル～中郷区総合事務所前～岡沢 182 150 ▲ 32 ▲17.6%

新 F14 関山ルート（予約運行便） 新井バスターミナル～姫川原～コメリ前 165 100 ▲ 65 ▲39.4%

東 F15 月影・下保倉・末広ルート（1） 谷～浦川原区中心部～うらがわら駅前 386 263 ▲ 123 ▲31.9%

東 F16 月影・下保倉・末広ルート（2） 谷～浦川原区中心部～うらがわら駅前 2 5 3 150.0%

東 F17 上柿野ルート うらがわら駅前～上柿野～うらがわら駅前 4 2 ▲ 2 ▲50.0%

東 F18 小麦平ルート うらがわら駅前～小麦平～うらがわら駅前 6 4 ▲ 2 ▲33.3%

頸 県1 南川線(2) 労災病院前～島田～海洋センター前 2,422 2,005 ▲ 417 ▲17.2%

頸 県2 教育大学線(1) 中央病院～教育大学～直江津駅前 3,964 2,933 ▲ 1,031 ▲26.0%

頸 県3 春日山・佐内線(1) 直江津駅前～春日山下 ～中央病院 3,973 1,994 ▲ 1,979 ▲49.8%

頸 県4 春日山・佐内線(2) 直江津駅前～春日山下 ～悠久の里前 3,580 1,797 ▲ 1,783 ▲49.8%

頸 県5 富岡線 高田駅前～富岡・謙信公武道館前～マルケーバスセンター 11,770 6,485 ▲ 5,285 ▲44.9%

頸 県6 能生線 能生案内所～名立車庫前～労災病院前 628 411 ▲ 217 ▲34.6%

南 県7 新井・板倉線(2) 新井バスターミナル～針～板倉コミュニティプラザ前 1,751 839 ▲ 912 ▲52.1%

北 県8 山直海線(2) 柿崎バスターミナル～原之町～村屋 1,859 2,213 354 19.0%

北 県9 犀潟駅線 海洋センター前～犀潟駅前～海洋センター前 3,804 4,509 705 18.5%

頸 市1 山麓線 直江津駅前～医療センター病院～上越妙高駅前 1,141 921 ▲ 220 ▲19.3%

頸 市2 謙信公大通り循環線 春日山駅前～上越総合病院～春日山駅前 677 304 ▲ 373 ▲55.1%

頸 市3 春日山駅・アルカディアシャトル便 春日山駅前～リージョンプラザ～上越総合病院 634 285 ▲ 349 ▲55.0%

頸 市4 謙信公大通り線 直江津ショッピングセンター前～国府新町～上越総合病院 87 39 ▲ 48 ▲55.2%

頸 市5 桑取線 労災病院前～有間川橋～くわどり湯ったり村 12,654 12,451 ▲ 203 ▲1.6%

令和2年4月　輸送人員実績

起点～(主な経由地)～終点路線名
系統
番号

※２

事業者

※１
H31年4月

(a)
R2年4月

(b)
増減
(b-a)

増減率
(b-a)/a
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起点～(主な経由地)～終点路線名
系統
番号

※２

事業者

※１
H31年4月

(a)
R2年4月

(b)
増減
(b-a)

増減率
(b-a)/a

く 市6 清里線(1) 高田駅前～下稲塚～青柳 465 432 ▲ 33 ▲7.1%

く 市7 清里線(2) 高田駅前～松野木～青柳 539 398 ▲ 141 ▲26.2%

く 市8 高田・浦川原線 高田駅前～番町～浦川原バスターミナル 2,700 1,784 ▲ 916 ▲33.9%

く 市9 増田線 高田駅前～横曽根～くびき駅前 1,006 1,009 3 0.3%

く 市10 斐太線 新井バスターミナル～飛田～高田駅前 189 133 ▲ 56 ▲29.6%

く 市11 正善寺線 大手町十字路・西城病院前～下正善寺～上正善寺 572 541 ▲ 31 ▲5.4%

く 市12 青田線 高田駅前～中田原～青田 153 102 ▲ 51 ▲33.3%

南 市13 菰立線 板倉中学校～菰立 351 298 ▲ 53 ▲15.1%

南 市14 三針線 板倉コミュニティプラザ前～下稲塚～清里区総合事務所前 171 130 ▲ 41 ▲24.0%

北 市15 泉谷・勝穂循環線（平等寺先回り） 原之町～平等寺～原之町 7 8 1 14.3%

北 市16 くびき駅線 海洋センター前～くびき駅～海洋センター前 384 425 41 10.7%

北 市17 上直海線 柿崎バスターミナル～上直海～柿崎バスターミナル 0 20 20 皆増

北 市18 柿崎・森本線 柿崎バスターミナル～長峰～森本 124 287 163 131.5%

北 市19 水野線 柿崎バスターミナル～米山寺～水野 38 32 ▲ 6 ▲15.8%

頸 市20 教育大学線(2) バロー上越店前～教育大学～直江津駅前 1,748 1,294 ▲ 454 ▲26.0%

く 市21 清里線(3） 高田駅前～下稲塚～赤池 1,210 814 ▲ 396 ▲32.7%

南 市22 山寺薬師線 板倉中学校～山寺薬師 555 455 ▲ 100 ▲18.0%

南 市23 新井・板倉線(1) けいなん病院～針～板倉コミュニティプラザ前 905 485 ▲ 420 ▲46.4%

北 市24 黒岩線（1） 柿崎バスターミナル～米山寺～黒岩 48 32 ▲ 16 ▲33.3%

北 市25 山直海線(1) 柿崎バスターミナル～村屋～尾神 1,985 1,479 ▲ 506 ▲25.5%

東 市26 東西ルート うらがわら駅前～浦川原区・大島区～大島コミュニティプラザ前 22 11 ▲ 11 ▲50.0%

ア 市27 岡沢ルート（定時運行便） 新井バスターミナル～中郷区総合事務所前～岡沢 88 17 ▲ 71 ▲80.7%

新 市28 関山ルート（定時運行便） 新井バスターミナル～姫川原～コメリ前 34 6 ▲ 28 ▲82.4%

頸 市29 名立線 労災病院前～うみてらす名立前～コミュニティプラザ前 712 709 ▲ 3 ▲0.4%

頸 市30 春日山・佐内線（3） 佐内入口～春日山下～中央病院・悠久の里前 1,553 780 ▲ 773 ▲49.8%

頸 市31 直江津・浦川原線（3） マルケーバスセンター～労災病院前～浦川原バスターミナル 1,142 1,076 ▲ 66 ▲5.8%

南 市32 上関田線 板倉中学校～上関田 727 616 ▲ 111 ▲15.3%

北 市33 泉谷・勝穂循環線（後生寺先回り） 原之町～後生寺～吉川小 1,670 1,222 ▲ 448 ▲26.8%

北 市34 黒井駅線 海洋センター前～黒井駅南口～海洋センター前 1,299 1,384 85 6.5%

頸 市35 南川線(1) 労災病院前～市村～海洋センター前・頸城中学校前 2,169 1,796 ▲ 373 ▲17.2%

く 市36 水科・今保線 高田駅前～番町～杉林入口 572 391 ▲ 181 ▲31.6%

北 市37 柳町線 海洋センター前～柳町～海洋センター前 2,221 2,504 283 12.7%

142,073 108,584 ▲ 33,489 ▲23.6%合計（補助対象70系統）

※１（事業者）

頸：頸城自動車㈱ 東：東頸バス㈱

く：くびき野バス㈱ ア：アイエムタクシー㈱

南：頸南バス㈱ 新：新井タクシー㈱

北：頸北観光バス㈱

※２（R2年度上半期における補助区分）

幹：国庫補助路線（地域間幹線系統）

F ：国庫補助路線（地域内フィーダー系統）

県：県単補助路線

市：市単補助路線
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