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●ICカード乗車券（アユカ）と高齢者おでかけバスカードの利用

▼ ICカード乗車券（アユカ）　
　◆販売場所　岐阜バスターミナル・各営業所など

▼高齢者おでかけバスカード　→詳しくは20ページをご覧ください。

▼両カードの入金（積み増し）場所　
　コミュニティバス・岐阜バス車内、岐阜バスターミナル・各営業所など、自動入金機（市庁舎1階売店内など）

■運行地区
運行地区名 愛称 主な経由地

加納（加納・加納西） 加納めぐりバス JR岐阜駅南口、南部コミセン、ＭＥＧＡドンキＵＮＹ、朝日大学病院 など
市橋 西ぎふ・くるくるバス JR西岐阜駅、市民病院、県図書館・県美術館、県庁、県民ふれあい会館 など

日光（島・早田・城西・則武） にっこりバス 忠節、岐阜赤十字病院、マーサ21、ぎふ清流文化プラザ など

三輪（三輪北・三輪南） みわっこバス 岐北厚生病院、バロー粟野店、三田洞神仏温泉、北東部コミセン、ファミリー
パーク など

中心市街地東部
（白山･梅林･華陽） ｅ（いい）バス JR岐阜駅南口、名鉄岐阜駅、柳ケ瀬、斎苑、ハローワーク、西友岐阜華陽店 など

芥見東・南 みどりっこバス バロー芥見店、みどり病院、生協芥見店、東部コミセン など
黒野・西郷 ほっとバス 岐阜大学病院、中西郷、黒野会館、黒野城跡、西部事務所、平野総合病院 など
藍川 あいあいバス 加野団地、北東部コミセン、石原台団地、バロー芥見店 など
長森南 373（みなみ）バス 県総合医療センター、長森コミセン、JR長森駅、イオンモール各務原 など

境川（鶉・日置江・柳津町） 境川らくちゃんバス 名鉄柳津駅、柳津地域事務所、カラフルタウン、やないづもえぎの里、イオン
柳津店、松波総合病院、笠松病院、高齢者福祉センター など

長良・長良東 ながらうかいバス バロー長良店、長良北町、ピアゴ長良店、サンマート長良店、長良医療センター、
雄総など

芥見・岩 芥見岩っこバス バロー芥見店、東部コミセン、諏訪山、バロー岩田店、岩田坂 など
三里・本荘 すまいるバス 市民病院、県図書館･県美術館、ＭＥＧＡドンキＵＮＹ、オーキッドパーク など

常磐・鷺山・長良西 さんさんバス マーサ21、鷺山保育所、常磐保育園、椿洞、サンマート長良店、ピアゴ長良店、
長良西小学校、岐阜赤十字病院、ぎふ清流福祉エリア など

茜部・厚見 厚見・茜部ぐるり
ふれあいバス

バロー茜部本郷店、茜部公民館、ＭＥＧＡドンキＵＮＹ、領下郵便局、厚見公民館、
JR岐阜駅南口 など

日野 ひのっこバス 平和堂、日野小学校、バロー長良店、岐阜病院 など
北長森

（長森北・長森西・長森東） 長森ふれあいバス バロー北一色店、県総合医療センター、長森コミセン、平和堂、澤田病院 など

七郷・木田 七郷・木田バス マーサ21、岐阜清流病院、岐阜西改田簡易郵便局、オークワ西改田店、西
友改田店 など

岩野田・岩野田北 ぐるっとバス バロー粟野店、岐北厚生病院、三田洞神仏温泉、サンマート長良店 など

※下線のある経由地ではコミュニティバス相互の乗り継ぎが可能。また、太字の経由地では鉄道に乗り継ぎができます。

■コミュニティバスサポート便（要事前予約）
運行地区名 運行エリア 運賃

芥見・岩 上芥見、高天ケ原・和
光団地、岩滝

200円（現金のみ） ※大
人もしくは小人（小学
生）１人に同伴された
幼児は１人まで無料。

■デマンド型乗合タクシー（要事前予約）
運行
地区
名

主なのりば 運賃
※１

1日乗車券料金
※２

方県・
網代

岐阜大学病院、
平野総合病院、
石谷、則松公
民館、福富医
院、網代診療
所、プラザ掛
洞 など

【1乗車】
大 人（中 学 生 以 上）：
300円　 ※70歳 以 上
は240円　
小 人（小 学 生）：150
円　※大人もしくは
小人1人に同伴された
幼児は１人まで無料

大人（中学生以
上）：600円
小人（小学生）：
300円

※１ 運賃は後払いです。
◎ICカード乗車券（アユカ）、高齢者お出かけバスカードはご
利用できません。現金または回数券でのお支払いとなります。
現金でお支払いの場合は小銭をご用意ください。
◎障がいのある人は運賃が半額です。障がい者手帳などを運転
手に提示してください。介護者1人も割引の対象となります。
※２ 「1日乗車券」は車内で販売しています。購入当日、購入
者本人に限りご利用できます。

●コミュニティバス・デマンド型乗合タクシー
相互の乗り継ぎ割引

運転手から「乗り継ぎ券」をもらい、乗り継ぎ後の運転手に
お渡しください。40円割引
●回数券（デマンド型乗合タクシー車内で販売）
◆金額　大人（中学生以上）：1,000円（100円×11枚）、 小人

（小学生）：500円（50円×11枚） ※障がいのある人は半額。
購入時に障がい者手帳などを提示。学割回数券：1,800円

（300円×10枚） 、高齢者回数券：2,400円（300円×10枚）                  

●コミュニティバスとの乗り継ぎ割引
サポート便利用者が運転手から利用券を受け取ると、その日
に限り、運行地区のコミュニティバスを何度でもご利用でき
ます。
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� 文化・スポーツ・レクリエーション施設
■ながら川ふれあいの森
　農林課（市庁舎13階／ 214ー2079）
　四季の森センター（三田洞211／ 237－6677）
市内最高峰の百々ヶ峰（どどがみね）周辺を、東海自然歩道も
含めて散策できる森です。野鳥観察施設、薬木の広場、展望
台などがあり、四季の森センターは多目的室を、キャンプ場
はテント区画や野外炊事場を利用できます。また、各種団体
がさまざまなイベントや講座などを開催しています。
▶四季の森センター　◆開館時間　午前9時～午後5時　
◆休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始　
※同センターの一部施設とキャンプ場の利用は有料。

■岐阜市畜産センター公園 
　椿洞776－4／ 214－6333
バラやアジサイ、花菖蒲などの栽培、広大な芝生広場、グラ
ウンドなどを備え、豊かな自然とふれあいながら多様な活動
を楽しめる、憩いの場所です。◆入園料　無料　◆年中無休
■道の駅「柳津」 
　柳津町仙右城7696－1／ 388ー8719
情報館、物販館など交流施設のほか、境川の自然もお楽しみ
いただけます。
■岐阜薬科大学薬草園
　椿洞字東辻ヶ内935（畜産センター公園東）／
　 237－3931（岐阜薬科大学三田洞キャンパス）
多数の薬用植物を栽培展示し、育種研究と野外教育を行って
います。4～10月の月・水・金・日曜日（祝日と8月は除く）は
一般公開され、ガイドボランティアが見学のお手伝いをしま
す（月曜日のガイドはお休み）。※令和4年度は一般公開中止。
公開状況はホームページをご覧ください。

■プラザ掛洞　
　奥1ー104／ 239－9390
ごみを焼却する際に出る余熱
を利用した、温水プールやこ
どもプール、ウォータースラ
イダーと浴場（白湯・気泡風呂・
サウナ）を備えるほか、各種講
座を開講しています。
◆開館時間　午前10時～午後9時（温水プールは平日：午後
1時～9時、土曜日：午前10時～午後9時、日曜日・祝日：
午前10時～午後6時） 　
◆休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始　※7月
21日～8月31日は無休　
◆利用料　一般410円、中学生以下と70歳以上は200円
■掛洞苑（フィールドアスレチック広場）　
　奥字掛洞378／ 239－9911（掛洞プラント）
約250本の桜に囲まれたフィールドアスレチック広場もあり、
親子でのんびり遊べる「岐阜の原っぱ」です。◆利用料　無料

■リフレ芥見　芥見6ー283ー2／ 241－8831
幅広い年齢の皆さんが気軽にスポーツを楽しめるよう、屋内
には歩行浴プールやジャグジー・サウナ、屋外には多目的ドー
ムや芝生広場などを備えます。
◆開館時間　午前9時～午後9時　※施設により異なる　　

（歩行浴プールなどは午前10時～） 
◆休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始　
◆入館料　一般200円、中学生と70歳以上は100円　
※一部施設は休館している場合あり。詳しくはホームページ
をご覧ください。

  � コミュニティバス（ぎふっこバス）　　  交通政策課（市庁舎15階／ 214－2017）   

運行地区名 運賃　※1 1日乗車券料金　※2

加納／市橋／日光／三輪／中心市街地東部／芥見
東・南／黒野・西郷／藍川／長森南／境川／長良・
長良東／芥見・岩／三里・本荘／常磐・鷺山・長
良西／茜部・厚見／日野／北長森／七郷・木田／
岩野田・岩野田北

【1乗車】
大人（中学生以上）：100円
小人（小学生）：50円

【1乗車】
幼児（小学校入学前）：
大人もしくは小人1人
に同伴の幼児は1人ま
で無料。2人目からは
小人料金。
乳児（1歳未満）：無料

大人（中学生以上）：200円
小人（小学生）：100円

※1 運賃は後払いです。
◎現金でお支払いの場合は小銭をご用意ください。
◎「ICカード乗車券（アユカ）」「高齢者おでかけバスカード」でお支払いの場合は、乗車時および降車時にカードリーダーにタッチ
してください。「高齢者おでかけバスカード」でお支払いの場合は、運賃が2割引となります。
◎障がいのある人は運賃が半額です。現金の場合は支払い時に障がい者手帳などを運転手に提示してください。「ICカード乗車券

（アユカ）」の場合は、購入時に障がい者手帳などを販売場所に提示してください。介護者1人も割引の対象となります。
※2 「1日乗車券」はコミュニティバス車内で販売しています。購入当日、購入した運行地区のみで購入者本人に限りご利用できます。

■運賃・1日乗車券

●コミュニティバス相互や岐阜バスとの乗り継ぎ割引
現金

回数券

◦コミュニティバス相互：乗り継ぎ前のバスで運転手から「乗り継ぎ券」を
もらい、乗り継ぎ後のバスで運転手へお渡しください。40円割引

◦コミュニティバスから岐阜バス：割引なし
ICカード乗車
券（アユカ）

45分以内に乗り継ぎ：乗り継ぎ後のバスで40円割引
45分を超えて乗り継ぎ：割引なし

高齢者おでかけバスカード 割引なし

●回数券　
　（コミュニティバス車内で販売） 
◆金額　大人（中学生以上）：1,000
円（100円×11枚）、 小人（小学生）：
500円（50円×11枚） ※障がいのあ
る人は半額。購入時に障がい者手帳
などを提示。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の開館
状況など掲載情報に変更がある場合があります。
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