
吉備中央町 町営バスの登録期間の更新について 

１ 運行概要 

系統 

名 称 きびプラザ～岡山医療センター線 

起 点 きびプラザ（吉備高原都市） 

終 点 岡山医療センター（国立病院） 

経 由 地 吉備高原口 

キ ロ 程 ２７ｋｍ 

停 留 所 の 数 ３ 

運 行 車 両 

加賀中学校スクールバス車両１台〔定員３３人（乗客）〕

ただし、学校行事、気象警報の発令等によりスクールバス

車両を使用できない場合は、町所有の代替車両により運行

する。 

運 行 日 土曜日(祝日を含む)及び年末年始(12/29～1/3)を除く日 

運 賃 

きびプラザ～岡山医療センター ６４０円  

吉備高原口～岡山医療センター ６００円 

※1 小学生以下、障害者手帳又はおかやま愛カード提示者

は半額。乗客に同伴する６歳未満の小児１人までは無

料。 

※2 岡山医療センター行きの吉備高原口停留所は、乗車の

み利用可。きびプラザ行きの吉備高原口停留所は、降

車のみ利用可。 

 

 

２ 時刻表  

曜 日 等 
岡山医療センター行き きびプラザ行き 

きびプラザ 吉備高原口 岡山医療センター 岡山医療センター 吉備高原口 きびプラザ 

月 ～ 金 
(祝･休日除く) 

 ８:４５  ８:５７  ９:２０ １２:３５ １２:５８ １３:１０ 

１３:１５ １３:２７ １３:５０ １４:３５ １４:５８ １５:１０ 

土 運 休 (祝･休日の場合も運休) 運 休 (祝･休日の場合も運休) 

日、祝･休日 
(土曜日除く) 

 ８:４５  ８:５７  ９:２０  ９:３０  ９:５３ １０:０５ 

１４:２０ １４:３２ １４:５５ １６:３５ １６:５８ １７:１０ 

 資料２  



町営バス「きびプラザ～岡山医療センター線」　運行実績

年月日 人数合計
モニタリング
乗車券

運賃収入

令和1年6月26日(水) 2人 2枚 0円

令和1年6月27日(木) 2人 2枚 0円

令和1年6月24日(月) 2人 2枚 0円

令和1年6月25日(火) 4人 4枚 0円

令和1年7月1日(月) 1人 0枚 320円

令和1年7月2日(火) 2人 2枚 0円

令和1年6月28日(金) 3人 2枚 640円

令和1年6月30日(日) 2人 2枚 0円

令和1年7月5日(金) 1人 1枚 0円

令和1年7月7日(日) 2人 1枚 320円

令和1年7月3日(水) 7人 2枚 3,200円

令和1年7月4日(木) 1人 1枚 0円

令和1年7月10日(水) 7人 3枚 2,560円

令和1年7月11日(木) 4人 2枚 1,280円

令和1年7月8日(月) 2人 0枚 1,280円

令和1年7月9日(火) 4人 4枚 0円

令和1年7月15日(月) 3人 1枚 640円

令和1年7月16日(火) 10人 10枚 0円

令和1年7月12日(金) 0人 0枚 0円

令和1年7月14日(日) 1人 1枚 0円

令和1年7月19日(金) 1人 1枚 0円

令和1年7月21日(日) 4人 2枚 640円

令和1年7月17日(水) 8人 3枚 3,200円

令和1年7月18日(木) 0人 0枚 0円

計 82人 53枚 16,320円

令和1年7月22日(月) 4人 3枚 640円

令和1年7月23日(火) 5人 2枚 1,600円

集計期間：26日

１日当たり平均 3.2人 2.0枚 627.7円

 

 

 



　町では、町民の方を対象に、バスの利便性の向上を目的とした利用調査（アンケート）を実施します。調査にご協力いただけ
る方は、乗車の際、下の乗車券を運転員に提出されますと運賃が無料となります。この乗車券は、一世帯当たり１枚までの配布
としており、利用できるのは一人につき1往復（2枚）までとなります。ただし、有効期限にかかわらず利用調査者数が200人に
達した場合は調査を終了します
※1 この券は、往復の場合２枚必要です。　※2 コピーした券は、無効です。　※3 他人への譲渡はご遠慮ください。

○利用調査（モニタリング）乗車券について

令和元年6月24日（月）から、スクールバスを活用した町営バス「きびプラザ（吉備高原都市）
～岡山医療センター（国立病院）線」の実証運行を開始します。国立病院機構岡山医療センター
（国立病院）への通院やお見舞いなどに、また、中鉄バスと岡山電気軌道が運行する「国立病院～
天満屋線」との乗り継ぎにより、岡山市中心部へもアクセスできますので、ぜひご利用ください。

乗 車 券
〔有効期限〕令和元年9月23日まで

【運　　賃】きびプラザ～岡山医療センター 640円
　　　　　　吉備高原口～岡山医療センター 600円

町営バス「きびプラザ（吉備高原都市) ～ 岡山医療センター(国立病院)線」

６月２４日(月)

吉備中央町　　
※一人につき1往復（2枚）限り

町内から直行 １日２往復運行開始

利用調査（モニタリング） 乗 車 券
〔有効期限〕令和元年9月23日まで

吉備中央町　　
※一人につき1往復（2枚）限り

利用調査（モニタリング）

国道429号

吉備高原口

きびプラザ～
岡山医療センター線
（町営バス）

国立病院～天満屋線
（中鉄バス・岡山電気軌道）

きびプラザ
（吉備高原都市）

岡山医療センター
（国立病院）

岡山駅

天満屋

国道53号

県道72号
（吉備新線）

運行開始

（き　り　と　り）

（
き

　り

　と

　り
）

「きびプラザ～岡山医療センター線」 「きびプラザ～岡山医療センター線」

〔　　　　　　〕

吉 備 中 央 町（総務課 ☎0866-54-1313）
<令和元年6月>　

小学生以下、障害者手帳又はおかやま愛カード提示者
は半額。乗客に同伴する6歳未満の小児１人まで無料

【乗車定員】33人（定員が変更になる場合があります。）
注1：岡山医療センター行きの吉備高原口停留所は、乗車のみ
　　 利用可。
　　 きびプラザ行きの吉備高原口停留所は、降車のみ利用可。
注2：運賃は、降車時に現金でお支払いください。
注3：今回の運行開始は、実証運行となります。期間は２年間
　　 を予定しており、実証運行終了前の平均乗車人数を基に
　　 その後の運行（本格運行）について検討します。

【時 刻 表】

曜 日 等
岡山医療センター行き きびプラザ行き

きびプラザ
（吉備高原都市）

吉備高原口
（国道429号交差点西）

岡山医療ｾﾝﾀｰ
（国 立 病 院）

岡山医療ｾﾝﾀｰ
（国 立 病 院）

吉備高原口
（国道429号交差点西）

きびプラザ
（吉備高原都市）

月 ～ 金
（祝･休日除く）

　８: ４５ 　８: ５７ 　９: ２０ １２: ３５ １２: ５８ １３: １０
１３: １５ １３: ２７ １３: ５０ １４: ３５ １４: ５８ １５: １０

土 運　休（祝 ･ 休日の場合も運休） 運　休（祝 ･ 休日の場合も運休）

日、祝 ･ 休日
（土曜日除く）

　８: ４５ 　８: ５７ 　９: ２０ 　９: ３０ 　９: ５３ １０: ０５
１４: ２０ １４: ３２ １４: ５５ １６: ３５ １６: ５８ １７: １０

※１：年末年始（12/29 ～ 1/3）は運休　　※ 2：「祝 ･ 休日」＝「国民の祝日」「振替休日」「国民の休日」
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