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２０２０年３月１０日 

ジェイ・アール北海道バス(株) 

厚別営業所 

 

 

『２０２０年度 立命館慶祥高校・中学校 通学バスのご案内』 

 

 

◆ご利用いただけるスクールバス 

・登校便（途中停留所では乗車のみのお取扱いで、降車はできません） 

① 新札幌駅【南レーン１番のりば・ピロティのりば】→（青葉町経由）→ 立命館 

② 大谷地ターミナル【９番のりば】→（青葉町経由）→ 立命館 

（新札幌駅は経由しません。大谷地ターミナルの次は青葉町２丁目となります） 

③ 大麻駅南口 →（厚別中学校経由）→ 立命館（新札幌駅は経由しません） 

  

 

・下校便（途中停留所では降車のみのお取扱いで、乗車はできません） 

④ 立命館 → 新札幌駅（ＪＲ高架下降車場） 

⑤ 立命館 →（新札幌駅経由）→ 大谷地ターミナル 

⑥ 立命館 →（新札幌駅経由）→ 大麻駅南口 ※（C・D ダイヤのみ運行します） 

⑦ 立命館 →（厚別中学校経由）→ 大麻駅南口（新札幌駅は経由しません） 

 

 

・停車停留所名（項目の番号は上記各系統に対応しています） 

① ④ 新札幌駅⇔青葉町２丁目⇔《青葉町中央⇔青葉町８丁目⇔青葉町９丁目⇔ 

  青葉通橋⇔もみじ台南１丁目⇔もみじ台南３丁目⇔もみじ台南７丁目》⇔ 

  立命館 

②   大谷地ターミナル→青葉町２丁目→（この間①④の《 》と同様）→立命館 

⑤   立命館→（この間①④の《 》と同様）→青葉町２丁目→新札幌駅→   

   大谷地ターミナル 

③ ⑦  大麻駅南口⇔北翔大学前・札学院大前⇔文京台入口⇔厚別東小学校前⇔   

   小野幌神社前（登校便のみ停車）⇔厚別中学校⇔もみじ台北３丁目⇔   

      もみじ台東２丁目⇔テクノパーク入口⇔もみじ台東７丁目⇔立命館 

⑥   立命館→（この間①④の《  》と同様）→青葉町２丁目→新札幌駅→          

厚別中央２条６丁目→厚別東４条２丁目→厚別東４条４丁目→厚別東小学校前

→文京台入口→北翔大学前・札学院大前→大麻駅南口 
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◆通学定期券のご案内 

１：ＩＣ定期券「SAPICA(サピカ)」の特徴および期間 

IC定期券をカード読み取り部へタッチすることで定期券情報を読み取り、スムーズな

乗降ができます。お財布やパスケースに入れたままタッチすることもできます。乗車

時に整理券を取る必要や降車時に乗務員にご提示の必要もありません。また、紛失時

は再発行が可能です。（再発行には手数料が必要です） 

 定期券の期間は１・３・６ヶ月間からお選びください。 

 

※従来の紙タイプの定期券は２０２０年２月２９日をもって販売を終了いたします。 

 

 

２：購入方法 

・新規購入 使用開始日の１０日前から発売します。 

【入学して初めて購入の場合】 

合格通知書（入学許可書）と住所確認書類（健康保険証や本人様宛の郵便物など）

をお持ちいただくか、自宅住所が記載された生徒証をお持ちください。 

窓口にて定期券購入申込書に必要事項のご記入をお願いします。 

中学１年生になる方は、３月中は小児運賃が適用になるため発券ができません。 

４月１日以降にお求めください。 

・継続購入 使用開始日の１４日前から発売します。 

【進級後の初回の購入、または次の学年にまたがる定期券を購入の場合】 

旧定期券と自宅住所が記載された生徒証を窓口にお持ちください。 

【同年度内で２回目以降に購入の場合】 

旧定期券を窓口にお持ちください。 

※更新のお申込みでも期間が連続しない場合は新規購入の取り扱いになります。 

 

 

３：定期券の主な発売箇所 

◇バスチケットセンター新札幌店（JR 線高架下新札幌名店街１号館１階「さとう青果」隣） 

 営業時間：10:30～19:00（日曜のみ 10:30～13:00 14:00～18:00）12/31～1/3は休業 

電話番号：011-891-2488 

 

◇バスチケットセンターアピア店（札幌駅南口広場地下街アピア内） 

営業時間：8:30～19:00 年中無休（年末年始は営業時間が異なります） 

電話番号：011-209-1315 

 

◇厚別営業所（厚別区厚別南 4丁目 30-1 新さっぽろ脳神経外科病院向かい側） 

営業時間：10:00～17:00 年中無休 

電話番号：011-891-2544 

※厚別営業所では現金のみのお取り扱いで、クレジットカードはご利用いただけません。 

 

上記の他にバスチケットセンター手稲店・宮の沢店や長沼・琴似・小樽の JR バス各営業

所でもお取り扱いしております。詳しくは弊社ホームページの「きっぷうりば」をご覧

ください。なお、ＪＲ北海道の「みどりの窓口」ではバスの定期券はお取扱いしており

ません。 
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４：主な区間の通学定期運賃  ※記載運賃は、2020年 2 月 1日現在のものです。 

・新札幌駅⇔立命館 1 ヶ月：8,640 円、3 ヶ月：24,620 円、6 ヶ月：46,660 円 

（片道運賃：２４０円） 

・大谷地(タ)⇔立命館 1 ヶ月：8,640 円、3 ヶ月：24,620 円、6 ヶ月：46,660 円 

（片道運賃：２４０円） 

・大麻駅南口⇔立命館 1 ヶ月：9,360 円、3 ヶ月：26,680 円、6 ヶ月：50,540 円 

（片道運賃：２６０円） 

 

 

５：通学定期券ご購入に際しての注意点 

・通学定期券の発行には【自宅の最寄りバス停⇔学校の最寄りバス停間】という条件

があります。学校への通学以外の目的（塾通いやアルバイトなど）で通学定期券を

購入することはできません。 

・新規でサピカ定期券を購入するときはデポジット（預かり金）として定期券代金と

は別に５００円が必要になります。なお、デポジットはサピカを解約する際にご返

金いたします。 

・バスでご利用いただける IC 定期券は「SAPICA」のみとなります。ＪＲ北海道が発行

の IC カード「Kitaca(キタカ)」にバス定期券の機能を追加することはできません。

なお、チャージされた Kitaca で運賃精算をすることは可能です。 

・バスと地下鉄との連絡定期券はお求めいただけません。連絡定期券は札幌市内で乗

降する場合に限り発売されます。バスと地下鉄の定期券をそれぞれお持ちください。

また、バスと地下鉄との乗継割引も適用されません。 

 

 

６：『大麻駅南口⇔立命館』の通学定期券をお持ちのお客さまへ 

  『大麻駅南口⇔立命館』の通学定期券をお持ちの方は、大麻駅南口⇔新札幌駅間で 

以下の系統の定期便（一般路線バス）もご利用いただけます。 

【系統番号】新２４・新２５・新２６・新２７(２０２０年４月運行開始の新系統) 

              新２９・循環新８２・循環新８３ 

 

 

◆不正定期乗車券の取扱い （一般乗合自動車運送事業運送約款より抜粋） 

    

（１）通学定期乗車券の発売 

   第 8条  

通学定期乗車券は、旅客が学校教育法第１条に規定する学校又は当社の指定する種

類の学校に通学するものであることを証明する書類を提出したときに、通学に必要

と認められる区間について発売します。 

 

（２）乗車券類の無効 

    第 17条 

次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。 

① 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの 

② 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは

改変した乗車券類 
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③ 第 8条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの 

④ 第 8条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年齢、区間又は通 

学の事実を偽って購入したもの 

⑤ その他不正の手段により取得した乗車券類 

 

 

（３）当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。 

① 通用区間のある乗車券類を、その通用区間外に使用したとき 

② 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき 

③ その他乗車券類を不正に使用したとき 

 

 

（４）割増運賃等 

    第 26条 

    １．当社は、旅客が次の各号いずれかに該当するときは、その旅客から、乗車した区

間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。 

① 当社の係員が乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、

当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき 

② 当社の係員が乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき 

③ 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき 

④ 当社の指定する運行系統において所定運賃又は料金を支払わないで乗車した

とき 

 

２．当社は、第 17 条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客か

ら次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。 

① 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の

区間を発売日からその事実を発見した日まで毎日 2 回ずつ乗車したものとして

計算した普通旅客運賃 

② 通用期間満了の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区

間の通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日 2 回ずつ乗車

したものとして計算した普通旅客運賃 

③ 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面

表示の区間の使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日 2 回ずつ

乗車したものとして計算した普通旅客運賃 

 

 （例）新札幌駅⇔立命館の定期券で有効期限が 8 月 31 日までの券面を 9月 10 日に使用

して、発見された場合 

     新札幌⇔立命館 片道運賃：240 円 

     240円（片道運賃）×2（往復）＝480円 

     480円×10日間（9月 1 日～9 月 10日）＝4,800 円 

     26条 2 項の規定により、同額の割増運賃＝4,800 円 

     合計 9,600 円をお支払いいただくことになります。 
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◆バスの利用や通学定期券についてのＱ＆Ａ 

・バスの乗り方を教えてください。 

後ろドアから乗車し、前ドアから降車します。現金でご乗車の場合は、整理券をお取りく

ださい。お支払いの際は、運賃箱に整理券を入れてから運賃をお入れください。IC 定期

券や IC 乗車券をご利用の場合は、乗降時にカード読み取り部にカードをタッチしてくだ

さい。整理券をお取りいただく必要はございません。 

 

・１枚の定期券を複数人または本人以外の人が使うことはできますか？ 

使用できません。定期券は本人のみ有効です。定期券には使用者の名前が記載されており、

本人以外の使用は不正使用となります。 

 

・通学定期券はスクール便しか利用できませんか？ 

定期券の区間内であれば定期便（一般路線バス）もご利用いただけます。 

 

・定期券の区間外で乗り降りするときはどのようにすればよいですか？ 

定期券の利用範囲は、券面記載区間に限定されます。定期券区間外をご利用の場合は、

区間外から新たにご乗車いただいたというお取り扱いになり、区間外乗車分の運賃をお

支払いいただきます。 

（例）「新札幌駅⇔立命館」の券面で大谷地ターミナルまでご利用の場合 

定期券区間外の乗車となり、定期券だけでは降車できません。新たに「新札幌駅→大谷

地ターミナル」間の運賃２１０円をお支払いください。なお、IC定期券にあらかじめチ

ャージ（入金）をしておくと、定期券区間外の運賃が自動精算されます。 

   

・ＪＲ（鉄道）の定期券（Kitacaまたは磁気定期券）で「新札幌⇔野幌」の区間を購入し

ましたが、新札幌バスターミナルから野幌駅北口までのバスも利用できますか？ 

 ＪＲ（鉄道）の定期券はバスではご使用いただけません。新札幌バスターミナルから野幌

駅北口までのバス運賃２９０円をお支払いください。 

 

・バスと地下鉄との乗継割引はないのですか？ 

バスと地下鉄との乗継割引制度は、札幌市内で乗降する場合に限り適用されます。学校

の所在地が江別市に位置するため割引は適用されません。 

 

・バス車内で発行している地下鉄への乗継券をもらうことはできますか？ 

こちらについても札幌市内で乗降する場合に限り適用される制度です。学校からご乗車

の場合、乗継券はお買い求めいただけません。また、乗継券を使って学校で降車するこ

ともできません。 

 

・車内の忘れ物やバス路線などの問い合わせ先を教えてください。 

ジェイ・アール北海道バス 厚別営業所にお電話でお問い合わせください。 

電話番号は『０１１－８９１－２５４４』です。 

営業時間は １０：００～１７：００まで、年中無休です。 

忘れ物のお問い合わせにつきましては、「乗車日・乗車時間・乗車区間・忘れ物の特徴」

をお伝えください。 

 

・忘れ物の保管期間は決まっていますか？ 

 忘れ物をした日により保管期間が異なり、最短で当日のみ、最長で 1 週間です。 
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※遺失物については、遺失物法に基づき整理・保管しております。お預かりしたお忘れ物

は、１～７日間保管した後、警察署に届け出を行います。当社での保管期間内の場合は、

厚別営業所でのお渡しとなります。身分を証明できるもの（生徒証・保険証等）をお持ち

ください。保管期間を経過したものは警察署でのお引き取りとなります。 

なお、郵送や宅配便でのご返却はご本人様の確認ができないため致しかねますのでご了承

ください。 

 

傘・手袋・携帯電話・衣類などが入ったバッグのお忘れ物が大変多くなっています。 

お降りの際は、お忘れ物のないよう身の回りをよくご確認ください。 

 

 

◆バスの乗車マナーなどについてのお願い 

 

・駆け込み乗車はやめましょう。 

とても危険な行為で、ドアにはさまれるなどの原因になります。特にピロティのりばは

柱が死角となり、ドライバーから見えにくくなっています。 

 

・正しい乗車位置でバスを待ちましょう。 

横に広がると通行人の妨げになり、前に出過ぎるとバスのミラーにぶつかる恐れがあり

大変危険です。 

 

・乗車したら入口付近に立ち止まらず、前後に移動しましょう。 

 一人でも多くの方がスムーズにご乗車いただけるよう、入口付近は広くお空けください。 

 

・車内にゴミなどを散らかさないようにしましょう。 

気持ち良くバスをご利用いただけるよう、ゴミの持ち帰りにご協力ください。車内にゴ

ミ箱は設置しておりません。 

   

・降車ボタンのイタズラ押しはおやめください。 

到着時間が遅れ、お急ぎのお客様のご迷惑になります。 

  

・手荷物は座席に置かないようにしましょう。 

一人でも多くのお客様にお座りいただく為に、手荷物は膝の上に載せるなどご協力をお

願いします。 

 

・背中のリュックサックは手に持つか足下に置きましょう。 

背中の荷物が通路を塞ぎ、スムーズな乗降ができなくなります。 

 

・携帯電話の使用にご配慮ください。 

マナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。また、優先席付近では電源をお切

りいただきますようご協力をお願いします。 

 

・電子機器の音は鳴らないようにしましょう。 

ご使用の際は、ヘッドホンやイヤホンをお使いください。また適切な音量にご配慮く

ださい。 

・定期券は正しく使用しましょう。 

使用前に有効期限や利用区間をご確認ください。 
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・身体の不自由な方やお年寄りのお客様がご乗車のときは、座席をお譲りください。 

バス車内では、譲り合いの気持ちでご利用ください。 

 

 

皆様が快適にご乗車いただけるよう、ご配慮とご協力をお願いします 


