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公共交通機関

バスの行き先は前面上部に書いてあります。乗車の際は後部の扉から整理券を取って乗車し、自分の降りたいバス停が
車内でアナウンスされたら、窓ぎわのボタンを押します。

師崎港から豊浜・豊丘を通って河和駅までいく豊浜線と、豊浜(魚ひろば)から山海を通って内海駅までいく西海岸線が
あります。また西海岸線は、昼間は内海駅を通り越して河和駅までいきます。
時刻によっては、豊浜線は、南知多病院、厚生病院を、西海岸線は、厚生病院を回ります。
時刻表、及び路線図など詳しくは、総務課にお問い合わせください。

●海っ子バス【総務課】

師崎港から師崎・片名・大井を通って河和駅までいく師崎線と、内海駅から河和駅までいく内海線があります。
●知多バス【知多乗合株式会社 62-0250】

おもに愛知県内を通る私鉄道です。南知多町には、始発・終点駅の内海駅があります。また、隣の美浜町にも、終点・
始発駅の河和駅があります。

●名古屋鉄道

・歩道がないところでは、道路の右側を歩いてください。
・信号機のないところで道路を横断するときは、横断歩道を利用してください。

●歩行者

・自転車は、車道の左端を一列で通ってください。
・二人乗りや傘をさしたり、物をもったりしての片手運転はしないでください。
・信号機のある交差点では、信号機に従って通行してください。

●自転車

公共交通機関

交通ルール

駅の窓口または自動販売機で切符を買い、改札口でスタンプを押してもらうか自動改札口を通って電車に乗ります。降
りるときは出口にいる駅員に切符を渡すか、自動改札口から出ます。

バス Buses

電車

師崎と篠島・日間賀島を結ぶ高速船（旅客船）及びカーフェリーを運航しています。
●名鉄海上観光船【名鉄海上観光船株式会社 師崎港のりば 63-0009】

篠島・日間賀島への行き来に旅客船が利用できます。船のりばの窓口または自動販売機で切符を買い、乗船時または下
船時に係員に切符を渡します。

旅客船

The destination of each bus appears in the upper panel of the front of the bus. Get on from the rear door and take a 
numbered ticket. When your destination is announced, press one of the “stop” buttons between the windows to signal the 
driver.

Trains
To take a train, buy a ticket at a counter or from a ticket vending machine in the station, and then have the station staff at the 
gate stamp the ticket or enter through an automatic ticket gate. When you exit the station at your destination, hand your ticket 
to the station staff at the gate or exit through an automatic ticket gate.

The Umikko Bus runs two lines: the Toyohama line from Morozaki Port to Kowa Station via Toyohama and Toyooka, and the 
Nishi-kaigan line from Toyohama (Sakana-hiroba) to Utsumi Station via Yamami. The Nishi-kaigan line runs to Kowa Station 
in the daytime, skipping Utsumi Station.
Depending on the time, the Toyohama line takes the route going to Minamichita Hospital and Chita Kosei Hospital and the 
Nishi-kaigan line takes the route going to Chita Kosei Hospital.
For information on time schedules, route maps, etc., contact the Administration Division.

●Umikko Bus 【Administration Division】

Chita Bus runs two lines; the Morozaki line from Morozaki Port to Kowa Station via Morozaki, Katana and Ooi, and the Utsumi 
line from Utsumi Station to Kowa Station.

●Chita Bus 【Chitanoriai Co., Ltd. phone: 62-0250】

Nagoya Railroad is a private railway operating mainly in Aichi Prefecture. Utsumi Station is the railroad’s terminal station in 
Minamichita. In neighboring Mihama Town, there is also the railroad’s terminal station, Kowa.

●Nagoya Railroad

・Walk on the right side of the road if there is no walkway.
・Use a pedestrian crossing when crossing the road without a signal.

●Pedestrians

・Ride on the left side of the road in single file.
・Do not ride in tandem or while holding an umbrella or another object in one hand.
・Obey the signals at intersections.

●Bicycles

Passenger Ships
A passenger ship service runs between Shinojima Island and Himakajima Island. To board the ship, buy a ticket at the 
counter or a ticket vending machine at the dock and hand the ticket to the officer when boarding or disembarking.

This cruise company operates high-speed passenger ships and car ferries between Morozaki, Shinojima Island and Hima-
kajima Island.

●Meitetsu Marine Cruise Ship
　【Meitetsu Kaijo Kankosen K.K. Phone number of the dock at Morozaki Port: 63-0009】

Public Transportation

Traffic Rules
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