
病院の近くには意外と便利な駅や停留所があるんです。
前回に引き続き総合病院の最寄りの駅やバス停の情報をお伝えいたします。通院にぜひご利用ください。

南信州公共交通システム広報誌 のってみまいか、公共交通 No.11
公共交通は通院に便利
総合病院編（その２）

長野県立阿南病院（下伊那郡阿南町北條２００９－１）
診療日・時間：月曜から金曜 の８：３０から１１：３０

【ご注意】詳細の運行時刻は各路線の時刻表をご確認ください。

最寄り停留所名

川路駅前 学校前 鴨目入口 阿南病院前

始発7:07 7:20 7:30 → 7:48
始発7:45 7:58 8:08 → 8:26
10:58 10:42 10:32 ← 10:11
13:27 13:11 13:01 ← 12:40

路線名 こまどりの湯 伝承センター前 帯川 阿南病院前

始発7:15 7:22 7:37 → 7:59
始発9:16 9:28 9:43 → 10:05
終点12:36 12:29 12:14 ← 11:52
終点14:33 14:21 14:06 ← 13:44

路線名 大平 にしざか前 梅田会館 阿南病院前

行き N2 阿南町町民バス（富草③） 始発8:06 8:27 8:41 → 終点8:56
帰り N2 阿南町町民バス（富草③） 終点11:14 10:56 10:45 ← 始発10:30

路線名 西南集落センター 和知野原バス停 車庫前 阿南病院前

行き N3 阿南町町民バス（大下条） 始発8:10 8:17 8:20 → 終点8:26
帰り N3 阿南町町民バス（大下条） 終点11:49 11:41 11:37 ← 始発11:30

路線名 田上バス停 平石辻 中谷神社前辻 阿南病院前

行き N3 阿南町町民バス（大下条） 始発8:24 8:30 8:38 → 終点8:45
帰り N3 阿南町町民バス（大下条） 終点11:51 11:45 11:36 ← 終点11:30

路線名 阿南学園前 鴨目会館前 川田会館 阿南病院前

行き N3 阿南町町民バス（大下条） 始発8:50 8:55 9:12 → 終点9:18
帰り N3 阿南町町民バス（大下条） 終点11:25 11:20 11:04 ← 始発11:00

路線名 早稲田堀割 旧企業センター前 深見 阿南病院前

行き N3 阿南町町民バス（大下条） 始発9:00 9:14 9:17 → 終点9:22
帰り N3 阿南町町民バス（大下条） 終点11:23 11:09 11:05 ← 始発11:00

路線名 宮澤ゲートボール場前 和合出張所 巾川 阿南病院前

行き N4 阿南町町民バス（和合） 始発6:32 6:47 7:03 → 7:28
帰り N4 阿南町町民バス（和合） 終点17:01 16:51 16:36 ← 始発16:10

路線名 鈴ケ沢 日吉橋 巾川 阿南病院前

行き N4 阿南町町民バス（和合） 始発6:48 7:07 7:27 → 7:44
帰り N4 阿南町町民バス（和合） 終点13:20 13:01 12:50 ← 12:30

阿南町
（平久・小野方面）

奇数日運行

阿南町
（富草方面）
奇数日運行

帰り S0 南部公共バス阿南線

飯田市・下條村
・阿南町（富草・東条）

月～金曜運行

売木村
・阿南町（新野地区）

月～金曜運行

阿南町
（川田・鴨目方面）

偶数日運行

ご利用可能な地域

阿南町
（田上・三共方面）

奇数日運行

阿南町
（和合・鈴ケ沢方面）

月～金曜運行

阿南町
（和知野方面）
偶数日運行

路線名

S1 南部公共バス温田線

S1 南部公共バス温田線

阿南町
（和合・宮沢方面）
月～金曜運行

行き

帰り

路線バスの発車時刻

路線バスご利用の場合

行き S0 南部公共バス阿南線

電車の発車時刻 病院の最寄り駅名

上片桐 伊那大島 飯田駅 天竜峡駅 温田駅

豊橋方面 8:09 → 8:17

辰野方面 8:51 ← 8:17 7:41 7:17

豊橋方面 8:59 → 9:08 → 9:44 特急10:18
のりかえ

特急10:35 別途特急料金

が必要です。

辰野方面 10:18 ← 10:11 ← 9:45
のりかえ

9:16
のりかえ

8:45

豊橋方面 10:40 → 10:47 → 11:32
のりかえ

終点11:59 －

辰野方面 11:58 ← 11:51 ← 11:21 始発10:55 －

豊橋方面 11:45 → 11:52 → 12:19 12:50 13:13

豊橋方面 12:40 → 12:55 → 13:26 終点13:55 －

辰野方面 13:44 ← 13:37 ← 13:06 12:33
のりかえ

11:47

豊橋方面 14:08 → 14:16 → 14:43 15:11
のりかえ

15:34

電車の発車時刻

松川町

飯田市

阿南町

JRの行き先 備考利用可能な地域

ＪＲ飯田線ご利用の場合

下伊那赤十字病院（下伊那郡松川町元大島３１５９－１）
診療日・受付時間：月曜から土曜 ＜第２・４は休み＞８：００から１１：３０
（土曜８：００～１１：００）

病院最寄り停留所

上町会所 大沢北部 大栢団地入口 日赤病院

行き M2 上片桐循環線 8:17 8:22 8:34 → 8:51
10:36 10:31 10:18 ← 10:01
13:09 13:04 12:51 ← 12:34

路線名 大堤 部奈辻 生田発電所前 役場前

行き M3 部奈線 7:32 7:35 7:43 → 7:51
帰り M3 部奈線 16:34 16:31 16:23 ← 16:15

路線名 下峠 大堤 生田発電所前 日赤病院

8:10 8:30 8:39 → 8:51
10:00 10:20 10:27 → 10:41
12:04 11:45 11:36 ← 11:18

終点14:22 14:03 13:56 ← 13:41
路線名 中山３会所 上峠 長峰 日赤病院

8:00 8:16 8:27 → 8:55
9:50 10:06 10:17 → 10:45

12:14 11:58 11:47 ← 11:18
14:37 14:21 14:10 ← 13:41

路線名 大沢北部 増野会所 東浦 役場前

行き M6 上片桐・大島通学線 7:06 7:17 7:26 → 7:30
路線名 上峠 農協生田支所 生田発電所前 役場前

行き M7 生田線 7:20 7:30 7:43 → 7:51
路線名 桑園会所 堤原 郷原 日赤病院

行き M8 大島循環線 8:18 8:25 8:32 → 8:43
9:54 9:47 9:40 ← 9:28

11:47 11:40 11:33 ← 11:21
路線名 桑園会所 樫原下 名子原会所 日赤病院

行き M8 大島循環線 9:54 10:07 10:11 → 10:18
帰り M8 大島循環線 12:58 12:45 12:41 ← 12:31

路線名 馬坂南辻 古町南部会所 神護原神社 日赤病院

9:11 9:18 9:22 → 9:28
11:04 11:11 11:15 → 11:21

帰り M8 大島循環線 13:41 13:34 13:30 ← 13:21

 M5 中山柄山線

帰り

松川町
（峠・塩倉方面）
月～金曜運行

松川町
（上片桐方面）
月～金曜運行

松川町

（上片桐・増野方面）

月～金曜運行

行き

帰り

行き

帰り

路線バスの発車時刻

路線バスご利用の場合

M8 大島循環線

利用可能な地域

M8 大島循環線行き

まつかわフルーツバス

松川町
（中山・柄山方面）
火・木・土曜運行

松川町
（峠・部奈方面）
月・水・金曜運行

松川町
（部奈方面）
月～金曜運行

松川町
（桑園・名子方面）
月～金曜運行

松川町
（新井・古町方面）
月～金曜運行

松川町
（郷原・桑園方面）
月～金曜運行

帰り

  M2 上片桐循環線

M4 峠部奈線

M4 峠部奈線

M5 中山柄山線

最寄り駅名

伊那大島駅 市田駅 飯田駅 天竜峡駅 温田駅

6:32 6:43 7:05 7:48 → 8:13

8:17 8:27 8:46 9:20
のりかえ

→ 9:43

9:08 9:19 9:44 特急10:18
のりかえ

→ 特急10:35 別途特急料金
が必要です。

－ 終点12:40 特急12:25
のりかえ

← 11:47 別途特急料金

が必要です。

13:37 13:21 13:06 12:33
のりかえ

← 11:47

15:23 15:04 14:50 14:16 ← 13:51

ＪＲ飯田線ご利用の場合

備考

行き

帰り

電車の発車時刻
利用可能な地域

松川町

高森町

飯田市

JRの行き先

豊橋方面

辰野方面

【ご注意】詳細の運行時刻は各路線の時刻表をご確認ください。
各路線の時刻表は、南信州公共交通インフォメーションで確認できます。

QRコードhttp://kk.minami.nagano.jp/

病院の近くには意外と便利な駅や停留所があるんです。
前回に引き続き総合病院の最寄りの駅やバス停の情報をお伝えいたします。
通院にぜひご利用ください。
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電車の発車時刻 病院最寄り駅

伊那大島駅 市田駅 飯田駅 天竜峡 温田駅

豊橋方面 8:17 → 8:27

辰野方面 8:39 ← 8:17 7:41 7:17

豊橋方面 9:08 → 9:19 → 9:44 特急10:18
のりかえ

特急10:35 別途特急料金が
必要です。

辰野方面 10:11 ← 10:00 ← 9:45
のりかえ

9:16
のりかえ

8:45

豊橋方面 10:47 → 10:58 → 11:32
のりかえ

終点11:59 －

辰野方面 11:51 ← 11:35 ← 11:21 始発10:55 －

豊橋方面 11:52 → 12:03 → 12:19 12:50 13:13

豊橋方面 12:55 → 13:06 → 13:26 終点13:55 －

辰野方面 13:37 ← 13:21 ← 13:06 12:33
のりかえ

11:47

豊橋方面 14:16 → 14:26 → 14:43 15:11
のりかえ

15:34

辰野方面 14:45 ← 14:26 ← 14:08 始発13:25 －

辰野方面 15:23 ← 15:04 ← 14:50 14:16 13:51

豊橋方面 15:23 → 15:34 → 特15:58
のりかえ

特急16:14 特急16:31 別途特急料金
が必要です。

豊橋方面 15:51 → 16:02 → 16:19 16:46 17:13

辰野方面 16:27 ← 16:14 ← 始発15:55 －

豊橋方面 16:47 → 17:01 → 17:19 終点17:46 -

辰野方面 17:18 ← 17:01 ← 16:45 始発16:14 －

備考

松川町

飯田市

阿南町

各駅での発車時刻
JRの行き先利用可能な地域

ＪＲ飯田線ご利用の場合

利用可能な地域 路線バスの発車時刻 病院最寄り停留所

滝川会所 厚生病院

行き T2 滝川阿島北県道線 7:10 → 7:33
路線名 堀越 厚生病院

7:17 → 7:36
9:26 → 9:46

12:31 → 12:51
12:31 ← 12:05
16:16 ← 15:56

路線名 長沢会所 厚生病院

7:10 → 7:35
9:28 → 9:51

12:29 → 12:52
12:29 ← 12:05
16:26 ← 15:56

路線名 千駄木 厚生病院

行き T5 福島線 7:18 → 7:34
路線名 千駄木 厚生病院

9:25 → 9:47
12:35 → 12:52
12:25 ← 12:05
16:17 ← 15:56

路線名 学校前 厚生病院

行き T7 壬生沢線 7:15 → 7:36
豊丘村

（壬生沢地区）

豊丘村
（滝川・阿島北地区）

豊丘村
（堀越地区）

豊丘村
（佐原地区）

豊丘村
（福島地区）

豊丘村

（壬生沢福島地
区）

路線バスご利用の場合

T4 佐原線

帰り

行き T4 佐原線

T6 壬生沢福島線

T6 壬生沢福島線

行き

帰り

帰り

行き

豊丘村営バス

T3 堀越線

T3 堀越線

下伊那厚生病院（下伊那郡高森町吉田４８１番地１３）
診療日・時間：月曜から土曜＜第２・４・５は休み＞８：３０から１１：３０及び１４：４５～１６：００

分かりやすくて便利な公共交通を目指して

南信州地域では、路線が地域で果たす役割によって、「基幹路線」、「准基幹
路線」、「支線」に分類しています。
この分類をもとに、バス路線網の全体像をわかりやすくし、バス利用に慣れて
いない方や初めて利用される方にも、安心して乗車車両が確認できるように、
運行車両に番号と色を付けました。この分類は、平成２９年度から電子方向幕
（バス前面のＬＥＤ表示）やマグネットプレート、時刻表などに反映されます。

番号付けのルール：英字＋数字

◆基幹路線…東西南方面（W・E・S）＋数字の「０」
（例） 駒場線は西方面(West)の基幹路線ですので「W0」

◆准基幹路線…東西南方面（W・E・S）または運行エリア市町村名の頭文字等
＋数字の「１」

（例） 西部コミュニティバスは西方面(West)の准基幹路線ですので「W1」

◆支線…接続する基幹路線、准基幹路線の頭文字または運行市町村名の頭
文字＋数字「2から」

（例） 市民バス久堅線は飯田市を運行するので「C2」
※ 英字の後ろの数字は、原則として地図上で北から時計回りに番号が付

けられています。

色付けのルール

路線番号・路線カラー（一部抜粋）

（例） Ｗ０ 駒場線 市立病院経由
バス前面の
LED方向幕

（例）Ｅ０ 阿島線

阿島線(左)
たかぎ
交流センター

AJIMA LINE KORYU CENTER

E0

路線名路線番号 行き先

方向幕や車両に番号があることで、バスの利用に不慣れな方でも時刻表と照らし合わせた乗車車両の確認ができます。

【ご注意】詳細の運行時刻は各路線の時刻表をご確認ください。

マグネット
プレート

路線名 番号・カラー 定　義 路線名 番号・カラー 定　義 路線名 番号・カラー 定　義

JR飯田線 Ｉ０ 広域バス　遠山郷線 E1 市民バス久堅線 C2

阿島線 E0 広域バス　平岡線 E2 市民バス千代線 C3

駒場線 W0
西部コミュニティバス
阿智－平谷－根羽線

W1 市民バス三穂線 C4

南部公共バス　阿南線 S0 大鹿線 M1 市民バス大休線 C5

基幹路線

飯田市と他地域を結び、かつ
複数の町村を運行する基幹的

な公共交通路線。

准基幹路線
１　複数の市町村を運行し、か
つ基幹路線に接続する公共交
通路線。
２　他の基幹・准基幹路線と接
続して、南信州地域全体から

の利用が多い施設等へのアク
セスを確保する公共交通路
線。

支線

基幹路線または准基幹路線に
接続する地域のコミュニティバ
ス。

（※紙面の都合上一部路線の
みを掲載しています。）

こまんば (曽山入口 )W0-2
KOMAMBA

市立病院

路線番号 行き先経由地 路線番号 路線名

Ｍ１
大鹿線

Ｗ0
駒場線

Ｅ1
遠山郷線

Ｅ2
平岡線

Ｗ1
西部ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

Ｅ0
阿島線

Ｓ1
温田線

L1
市民バス循環線

乗継も案内しやすい！

Ｗ０ から Ｗ１に乗り換える
ことで西部地区に行けます。

公共交通ネットワーク概略図

（基幹路線、准基幹路線のみ表記しています。）

基幹路線は赤色、准基幹路線は青色、支線は隣り合う路線と区別しやすいよ
うに塗り分けました。

I0
ＪＲ飯田線

Ｓ0
阿南線

分かりやすくて便利な公共交通を目指して

南信州地域では、路線が地域で果たす役割によって、「基幹路線」、「准

基幹路線」、「支線」に分類しています。この分類をもとに、バス路線網の

全体像をわかりやすくし、バス利用に慣れていない方や初めて利用され

る方にも、安心して乗車車両が確認できるように、運行車両に番号と色

を付けました。この分類は、平成２９年度から電子方向幕（バス前面のＬＥ

Ｄ表示）やマグネットプレート、時刻表などに反映されます。

番号付けのルール：英字＋数字

◆基幹路線…東西南方面（W・E・S）＋数字の「０」

（例） 駒場線は西方面(West)の基幹路線ですので「W0」

◆准基幹路線…東西南方面（W・E・S）または運行エリア市町村名の頭文

字等＋数字の「１」

（例） 西部コミュニティバスは西方面(West)の准基幹路線ですので「W1」

◆支線…接続する基幹路線、准基幹路線の頭文字または運行市町村

名の頭文字＋数字「2から」

（例） 市民バス久堅線は飯田市を運行するので「C2」

※英字の後ろの数字は、原則として地図上で北から時計回りに番号が付

けられています。

❺

すきです南信州


