








































ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停まで

を結ぶ地域の交通機関。

川久保バス停

寒田南町二丁目バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？
いつ運行しているの？

毎週 月・火・金曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

旦野原、花の木坂、美し野

にお住まいの方。

※年齢制限はありません。

どのような人が使えるの？

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 0人 0人 0人 0人 0人 0人

稼働率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで

「寒田南町二丁目バス停、

川久保バス停」 へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）

～利用券見本

～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。





ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停まで

を結ぶ地域の交通機関。

川久保バス停

寒田南町二丁目バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？
いつ運行しているの？

毎週 月・火・金曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

旦野原、花の木坂、美し野

にお住まいの方。

※年齢制限はありません。

どのような人が使えるの？

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 0人 0人 0人 0人 0人 0人

稼働率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで

「寒田南町二丁目バス停、

川久保バス停」 へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）

～利用券見本

～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。





ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停まで

を結ぶ地域の交通機関。

川久保バス停

寒田南町二丁目バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？
いつ運行しているの？

毎週 月・火・金曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

旦野原、花の木坂、美し野

にお住まいの方。

※年齢制限はありません。

どのような人が使えるの？

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 0人 0人 0人 0人 0人 0人

稼働率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで

「寒田南町二丁目バス停、

川久保バス停」 へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）

～利用券見本

～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

























ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

舟ヶ平にお住まいの方。
※年齢制限はありません

どのような人が使えるの？

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停までを

結ぶ地域の交通機関。

福城寺前バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？

いつ運行しているの？

毎週 金曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 0人 2人 0人 0人 2人 0人

稼働率 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「福城寺前バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）



















































ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

葛木にお住まいの方。
※年齢制限はありません

どのような人が使えるの？

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停までを

結ぶ地域の交通機関。

森中村バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？

いつ運行しているの？

毎週水・木曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 1人 2人 3人 2人 2人 0人

稼働率 10.0% 12.5% 25.0% 11.1% 25.0% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「森中村バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）





ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

堂園にお住まいの方。
※年齢制限はありません

どのような人が使えるの？

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停までを

結ぶ地域の交通機関。

鶴崎バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？

いつ運行しているの？

毎週 月・水・金曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 1人 0人 0人 1人 1人 11人

稼働率 7.7% 0.0% 0.0% 9.1% 8.3% 16.7%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「鶴崎バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）





ふれあい交通を利用してみませんか？

路線バスで

目的地へ

広内にお住まいの方。
※年齢制限はありません

どのような人が使えるの？

【 利用実績（令和４年６月～１１月）】

「ふれあい交通」って何？

時刻表に従い、最寄りのバス停までを

結ぶ地域の交通機関。

宮河内団地入口バス停

１乗車あたり片道２００円

小学生以下、長寿応援バス乗車証

をお持ちの方は、片道１００円

でご利用できます。

運賃はいくらですか？

いつ運行しているの？

毎週 月・水・木曜日
に運行しています。

●通院、お買い物 ●公民館行事への参加 ●友人とのお出かけ等

を目的によく利用されています。

令和４年度 6月 7月 8月 9月 10月 11月

利用実績 1人 0人 1人 1人 3人 0人

稼働率 7.1% 0.0% 7.7% 8.3% 16.7% 0.0%



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「宮河内団地入口バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）















































①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「宮河内団地入口バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）



①最初に利用申込をします

市役所の都市交通対策課や、

各支所で申込ができます。

申込いただいた方には、

ご自宅に利用券をお送りします。

②利用日の前日の午後５時までに電話で予約

タクシー会社利用者

③乗車と降車の仕方

発車時刻前に

ふれあい交通の

停留所へ。

ふれあい交通のタクシーで、

「福城寺前バス停」へ。

路線バスに乗り換えて

お出かけしよう！

～利用券見本～

④支払い：利用券と運賃を運転手へ

ふれあい交通の予約です。

明日の行きの〇便と

帰りの〇便を利用します。

【お問い合わせ先】

大分市役所 都市交通対策課 （電話）０９７－５７８－７７９５

※本回覧物は大分市ホームページにも掲載しています。

片道２００円。

（小学生以下、長寿応援バス

乗車証をお持ちの方は１００円）


