
※　平成２９年度の状況

コミュニティバス デマンド交通

対距離区間制（180円～260円）

均一制（300円）

2 川越市

・対距離区間制
既存民間路線バスの運賃額を基本とする。
○特別乗車証の提示により特別料金
　①市内在住の70歳～89歳の方：定額100円
　②市内在住の90歳以上及び障害のある方：
無料

均一制
・通常料金（中学生から６９歳まで）…５００円
・小学生・７０歳以上・障害者…３００円
・障害児…１５０円

3 熊谷市
均一制　100円、
1日乗車　300円、
回数券　1000円（11回分）

4 川口市
均一制（大人100円／小学生50円／未就学児
無料）

5 行田市

・無料･･･未就学児、障害者とその介助者１名、
７５歳以上の方
・１回１００円･･･３路線
・１回１５０円･･･３路線

利用者負担額は、タクシーメーター料金に応じ
た４段階制
　2,000円未満･･･500円　　2,000円以上3,000円
未満･･･1,000円
　3,000円以上4,000円未満･･･1,500円　4,000円
以上･･･2,000円

対距離区間制（西武観光バス株式会社の他路
線と同等）

均一制（1,000円または2,000円）

ゾーン設定（同一ゾーン内：大人（中学生以上）
200円、小学生100円、小学生未満無料、ゾーン
をまたぐ区間：大人（中学生以上）300円、小学
生150円、小学生未満無料）

・均一制（片道１回ひとり５００円）

7 所沢市

対距離区間制（初乗り１００円～２６０円）
※参考
特別乗車証の提示により
○市内在住６５歳以上　１００円
○市内在住障害者等　無料

8 飯能市

9 加須市 均一制（シャトルバス200円、循環バス100円） 均一制300円

10 本庄市
均一制（大人２００円、小学生１００円、未就学
児は無料）

均一制（大人300円、小学生１５０円、未就学児
は無料）

11 東松山市 均一制（100円）

タクシーメーターの料金に応じた段階制
メーター料金2,000円未満の場合500円、
2,000円以上3,000円未満の場合1,000円、
3,000円以上の場合1,500円

1 さいたま市

6 秩父市

コミュニティバス・デマンド交通の料金設定（埼玉県調査）

料金設定
市町村名

資料２－２
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コミュニティバス デマンド交通

料金設定
市町村名

12 春日部市
対距離区間制
3ｋｍまで150円、1ｋｍを超えるごとに30円加算
(上限300円)

13 狭山市

対距離区間制（１００円～３００円）
市内在住７０歳以上の方１００円（特別乗車証
提示）
障害者手帳等をお持ちの方無料（特別乗車証
提示）
小学生５０円　中・高校生１００円（学生証提示）

14 羽生市 １回２００円

15 鴻巣市

均一制
一般の方(150円)小中高・65歳以上(100円)未就
学児・障害のある方及びその介護者(無料)、1
日券：150円運賃の方(300円)100円運賃の方
(200円)

対距離区間制
タクシー料金　2,000円未満の場合、利用料金
500円
タクシー料金　2,000円以上3,000円未満の場
合、利用料金　1,000円
タクシー料金　3,000円以上4,000円未満の場
合、利用料金　1,500円
タクシー料金　4,000円以上の場合、利用料金
2,000円

16 深谷市
均一制（１人１日２００円）
未就学児無料

均一制（１人１日２００円）
未就学児無料

17 上尾市 均一制（100円）

18 草加市 対キロ区間制（最大300円）

19 越谷市

20 蕨市
・均一制（一般100円、小学生50円）
・未就学児、市内在住の障害者及び75歳以上
の無料パスの携帯者は無料

21 戸田市
均一制（１００円）
※未就学児は無料

22 入間市
対距離区間制（てぃーろーど）
均一制（てぃーワゴン）

23 朝霞市 均一制（１５０円）

24 志木市

タクシー料金：利用料金
1,000円未満：300円
1,000円以上1,500円未満：500円
1,500円以上：1,000円

25 和光市 均一制(大人150円、小人80円)

26 新座市
均一制
大人（中学生以上）：１５０円
こども（小学生）：１００円

27 桶川市 100円（一律）
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コミュニティバス デマンド交通

料金設定
市町村名

28 久喜市

均一制（100円）

以下に該当する方は料金が無料
1.保護者1人につき引率の元にある小学生未満
の方1人
2.身体障害者手帳をお持ちの方で1級、2級、3
級に該当する方
3.療育手帳をお持ちの方でマルA、A、Bに該当
する方
4.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で1
級、2級に該当する方
5.上記2、3に該当する方で身体障害者手帳又
は療育手帳の1種を有する方1人につき同伴の
介護者1人
※2、3、4に該当する方は「久喜市市内循環バ
ス乗車証」の提示が必要

均一制（300円／回、一部600円／回）

①80 歳以上の方 : 150 円
②障がい者等 ： 次の方は、150 円
　・身体障害者手帳をお持ちの方で１級、２級、
３級に該当する方、および同伴の介護者１人
　・療育手帳をお持ちの方で○Ａ ・Ａ・Ｂに該当
する方、および同伴の介護者１人
　・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で１
級、２級に該当する方、および同伴の介護者１
人
③子供 ： 保護者１人に対し小学生未満の方１
人が無料
１歳未満の小児については、一律無料

29 北本市 均一性（片道３００円）

30 八潮市

対距離区間制
北ルート:八潮駅北口～市民温水プール循環
（八潮団地折り返し）（現金180円～260円、
IC175円～258円）
西ルート:中川小学校～八潮駅北口～文化ス
ポーツセンター循環（現金180円～250円、
IC175円～247円）

31 富士見市 均一制（大人170円　子供90円）

32 三郷市

33 蓮田市

34 坂戸市 均一制（大人200円、小学生100円）

35 幸手市
均一制（500円）
(別に割引規定あり)

36 鶴ヶ島市 均一制(大人200円、こども100円)

37 日高市

38 吉川市

39 ふじみ野市 均一制（200円）

40 白岡市
大人　５００円、子ども　３００円、障がい者　３０
０円、未就学児　無料

41 伊奈町 均一制（100円）

42 三芳町

43 毛呂山町 均一制（100円）

44 越生町

45 滑川町 無料

46 嵐山町

3 



コミュニティバス デマンド交通

料金設定
市町村名

47 小川町 ・均一制（500円）

48 川島町
町内の移動・・・片道500円（１台）
町内→指定の町外病院、指定の町外病院→町
内・・・片道1,500円（１台）

49 吉見町
１乗車100円
１日券200円

■出発地－目的地がいずれも町内
・一般：600円　、　75歳以上または小学生以下：
400円
■出発地－目的地のいずれか一方が町外
・一般：1,200円　、　75歳以上または小学生以
下：800円

50 鳩山町

均一制（100円）⇒町内循環バス
対距離運賃制⇒町営路線バス
（180、200、240、320、340、360、380、390、
400、420）円

埼玉医大便→均一性（500円）
町内エリア便→均一性（100円）

51 ときがわ町 220円／360円

52 横瀬町 100円

53 皆野町
対距離区間制
・日野沢線　初乗り１４０円　最高３１０円
・金沢線　初乗り１４０円　最高２８０円

54 長瀞町

55 小鹿野町
【ゾーン制運賃】
町内ゾーン200円
荒川地区ゾーン200円、秩父市内ゾーン300円

運行区域内３００円

56 東秩父村

57 美里町

58 神川町
対距離区間制（初乗り100円、以降距離に応じ
160円、220円、250円、280円、300円、350円、
400円）

59 上里町 均一制（1乗車100円）

60 寄居町 均一制（300円／片道）

61 宮代町 1回100円

62 杉戸町 均一制（100円）

63 松伏町
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