公共交通情報の目次
相談窓口

スマートフォンやパソコンを利用して
公共交通をより快適に利用しましょう………………46
鉄道

時刻表（令和 4 年 ３月 12 日改正）

JR 東日本 北陸新幹線……………………… 48
えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン…48
日本海ひすいライン…48
地域を巡ろう

路線バス・デマンド交通

北越急行 ほくほく線 ……………………… 48
JR 東日本 信越本線………………………… 48

時刻表

【注】令和 4 年 4 月 1 日から、 斐太線と 青田線を統合して 高田南循環線を運行します。
令和 4 年 3 月 31 日をもって、 東西ルート 小麦平ルート 上柿野ルートを廃止します。

頸城自動車
❶・❷ 上越大通り線

中央病院線
鵜の浜 ~ 本町・西城町 ~ 中央病院・上越妙高駅 50
中央病院 ~ 高田駅 ~ 新井バスターミナル … 56

❸ 浜線 ………………………………………… 54
❹ 佐渡汽船連絡バス ( 直行シャトルバス ) 57
❺ 教育大学線 ………………………………… 58
❻ 富岡線 ……………………………………… 59
❼ 春日山・佐内線 …………………………… 60
❽ 佐内・直江津循環線 ……………………… 50
❿ 直江津・浦川原線 ………………………… 62
⓫ 謙信公大通り循環線……………………… 61
⓬ 上越病院線 ………………………………… 52
⓭ 春日山駅 ・アルカディアシャトル便 … 61
⓮ 謙信公大通り線 …………………………… 51
⓴・ 南川線 ………………………………… 63
桑取線
名立線
能生線
山麓線

……………………………………… 64
……………………………………… 64
……………………………………… 64
……………………………………… 53

東頸バス
医療広告ガイド

安塚線 ……………………………………… 76
大平線 ……………………………………… 75
月影・下保倉・末広ルート ………………… 75

公共交通目次
公共交通サービス

44

くびき野バス
増田線 ……………………………………… 72
宮口線 ……………………………………… 66
正善寺線 …………………………………… 58
真砂線 ……………………………………… 72
高田・浦川原線 …………………………… 72
島田線 ……………………………………… 73
清里線 ……………………………………… 68
高田南循環線 ……………………………… 59

頸北観光バス
犀潟駅線 …………………………………… 80
黒井駅線 …………………………………… 80
くびき駅線 ………………………………… 80
柳町線 ……………………………………… 81
吉川西部循環線 ( 上下浜駅前経由 ) …… 78
吉川西部循環線 ( くびき駅前経由 ) ……… 78
山直海線 …………………………………… 78
泉谷・勝穂循環線 ………………………… 79
黒岩線 ……………………………………… 79
水野線 ……………………………………… 79

頸南バス
新井・板倉線 ……………………………… 70
三針 ( 清里 ) 線 …………………………… 71

浦川原タクシー

関山ルート ………………………………… 77

朴の木線 …………………………………… 76
須川・伏野線 ……………………………… 76
坊金・袖山線 ……………………………… 76
船倉・行野線 ……………………………… 76

アイエムタクシー
岡沢ルート ………………………………… 77

市営バス

相談窓口

新井タクシー

時刻表

大島区 市営バス

板倉区 市営バス

大島 1 旭線…………………………………… 74
大島 2 菖蒲線………………………………… 74

清里区 市営バス

牧 1 宇津俣線………………………………… 66
牧 2 高谷・平山線 …………………………… 66
牧 3 坪山線…………………………………… 67

地域を巡ろう

牧区 市営バス

板 1 上関田線………………………………… 70
板 2 山寺薬師・菰立線 ……………………… 70

清 1 櫛池線…………………………………… 69

名立区 市営バス
名 1 東飛山線………………………………… 64

頸城区 市営バス
大池線 ……………………………………… 81

高速バス

時刻表

上越〜池袋・新宿線 …………………………… 81

糸魚川・直江津・高田〜新潟線 ……………… 82

公共交通のお得な情報
鉄道……………………………………………… 83
バス……………………………………………… 84

市内バス

タクシー ………………………………………… 85

路線図
⑨ 諏訪区、直江津区、有田区、八千浦区、…104
保倉区、北諏訪区、大潟区、頸城区
⑩ 柿崎区、大潟区、吉川区 ………………106
⑪ 浦川原区、柿崎区、吉川区 ……………108
⑫ 諏訪区、津有区、八千浦区、……………110
保倉区、北諏訪区、浦川原区、
頸城区、三和区
⑬ 津有区、三郷区、高士区、牧区、………112
板倉区、清里区、三和区
⑭ 板倉区、清里区 …………………………114
⑮ 安塚区、浦川原区、大島区、牧区 ……116
⑯ 安塚区、浦川原区、大島区、牧区 ……118
⑰ 金谷区、谷浜・桑取区、名立区 ………120

医療広告ガイド

上越市全体図………………………………… 86
① 直江津駅周辺 …………………………… 88
② 高田駅周辺 ……………………………… 90
③ 直江津区、有田区 ……………………… 92
④ 新道区、春日区、有田区 ……………… 94
⑤ 高田区、新道区、金谷区、春日区 …… 96
⑥ 高田区、新道区、金谷区、津有区、…… 98
春日区、直江津区、有田区、
北諏訪区、頸城区
⑦ 高田区、新道区、金谷区、和田区、……100
津有区、三郷区、板倉区
⑧− 1 和田区、中郷区、板倉区 …………102
⑧− 2 中郷区 ………………………………103

公共交通目次
公共交通サービス

45

