
「その筋屋」演習 
第2回
2018年6月15日
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本日の進め方

1. 曜日や特別ダイヤ（盆、年末年始や学休日など）の設定 

2. 運賃の設定 

3. エクセルデータのインポート
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曜日や特別ダイヤ（盆、年末
年始や学休日など）の設定
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停留所名 ↓方向 
１便▽

↓方向 
２便

↑方向 
１便 読み 緯度 経度

吉峰 8:27 10:24 10:13 よしみね 36.613613 137.328843

日中上野 8:42 10:39 9:55
にっちゅう 
うわの 36.659157 137.350781

五百石駅 8:54 10:51 9:46
ごひゃっ 
こくえき 36.665316 137.314599

月～金および第１、２、４土曜運行　▽印は土曜運休②吉峰線

停留所名 ↓方向 
月～金

↑方向 
月～金

↓方向 
土・祝

↑方向 
土・祝 読み 緯度 経度

芦峅寺 7:30 8:08 7:50 8:08 あしくらじ 36.582952 137.405679

千垣駅前 7:36 8:02 7:56 8:02 ちがき 
えきまえ

36.573912 137.373858

⑥芦峅寺線

演習データ「立山町営バス」抜粋
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1.クリック

2.入力

3.クリック

4.クリック
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1.左端にマウスカーソル
を持っていくと出てくる

2.クリック

平日と土曜と日祝でダ
イヤのパターンが異な
るのでこれを選ぶ
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１.クリック
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練習なので、2018年7月の分を入力します。 

第１、２、４土曜日のみ運行する便があるので、 
第１、２、４土曜日を特別ダイヤ１で運行する日に設定する 

日曜は運行しないが、祝日は運行する便があるので、 
その便をそのまま日祝ダイヤに入力すると都合が悪い。 
そこで、祝日の日付（海の日：16日）を祝日ではなく 
特別ダイヤ２で運行する日に設定する

１.日付を
クリック

2.どのダイヤの日に
設定するかクリック 3.最後に保存
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読み、停留所名のほか、 
今回は座標も同時に入れます

停留所のデータの入力
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路線の入力

2つ路線を追加する
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１.クリック

2.クリック

3.３つ追加する

4.クリック

5.クリック

6.３つ追加する

路線に所属する停留所の追加
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系統を２つ追加する

吉峰線の 
系統の入力



!13

1.クリック
2.クリック

3.３つ追加する

4.セル入力モードへ

5.行き先と 
標柱を入力する

6.もう１つの系統も同様に

吉峰線の各系統で停車する停留所の追加
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系統を２つ追加する

芦峅寺線の 
系統の入力
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1.クリック
2.クリック

3.３つ追加する

4.セル入力モードへ

5.行き先と 
標柱を入力する

6.もう１つの系統も同様に

芦峅寺線の各系統で停車する停留所の追加
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２つの系統それぞれで
区間要分を入力する

吉峰線の各系統の区間要分の入力
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２つの系統それぞれで
区間要分を入力する

芦峅寺線の各系統の区間要分の入力
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これで、月～金に運行する便の入力が終わりました

1.クリックしてスジ引きモードへ
2.クリック

3.クリック 4.クリック

5.クリック

6.同様に

7.同様に

いったん保存

スジを引く
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これから、平日のダイヤ設定を他の曜日にコピーします

吉峰線の平日の
区間要分を 
特別ダイヤ１に 
コピーする

まず、 
平日の区間要分を 
別の曜日 
（特別ダイヤ１）に 
コピーする
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1.スジを 
クリック

2.Ctrlキー
を押しなが
らスジを 
クリック

3.クリック

平日のスジをクリップボードにコピーする
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1.クリック

2.クリック

3.さっき平日でコピーし
たスジが特別ダイヤ１
に貼り付けられた

クリップボードにコピーした 
平日のスジを 
特別ダイヤ１に貼り付ける
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同様に芦峅寺線の区間要分を土曜（第３、５のみ）と特別ダイヤ１（第１、2、４土曜） 
にコピーする
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芦峅寺線は千垣駅前→芦峅寺の便のみ平日と特別ダイヤ１で共通なので、 
その便のみコピーする
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コピーした平日の便を土曜に貼り付ける
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土曜特有の便を 
土曜の画面でスジを引く
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土曜で作成したことと同じことを特別ダイヤ１で行う
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その他（参考）：「記号」機能 
平日の特定の便だけ個別に運行曜日を月曜日だけに変更する方法

1.スジをダブルクリック  
すると、右に詳細が出る

2.クリック
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1.入力 2.クリック

3.クリック

4.クリック

5.クリック
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[月]と表示された

月「月曜日のみ運行」 
と表示された

これで、特定の便のみ運行曜日を変更できた



各市町のバスでの  
曜日設定案

朝日町「あさひまちバス」 

・全路線とも平日のみ運行 
・土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）は運休 

→0002 平日・土日祝 
　年末年始の日を12月31日～1月3日に設定する 
　全便、平日のところに作成する

入善町「のらんマイ・カー」 

・毎日運行（12月30日～1月3日は運休） 
・１便だけ、月～金のみ運行（土日運休。祝日は？12月30日～1月3日は？） 

→0003 平日（通年） 
　年末年始の日を12月31日～1月3日に設定する 
　全便、平日に作成する 
　月～金のみ運行の便は、そのスジをダブルクリックして記号で月～金に設定する
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黒部市「市内路線バス」 

・毎日運行 
・平日のみ運行（土・日・祝は運休または予約タクシー便） 
・平日のみ運行（土・日・祝、8/14～8/16および12/30～1/3は運休） 

→0002 平日・土日祝 
　特別ダイヤ１の日を8月14日～8月16日、12月30日～1月3日のうち休日以外の日に設定する 
　全便、平日のところに作成する 
　毎日運行の便は、平日のところから土日祝、特別ダイヤ１の２箇所にコピーする  
　平日のみ運行（休日運休orタクシー）の便は、平日のところから特別ダイヤ１にコピーする

魚津市「市民バス」 

・毎日運行 
・月～土運行（日・祝運休） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　毎日運行の便は、平日のところに作成した後に土曜・日祝の２箇所にコピーする 
　月～土運行の便は、平日のところに作成した後に土曜にコピーする
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滑川市「のるmy car」 

・【運休日】 年末年始（12月31日、1月1日、2日） 
・平日ダイヤ 
・土・日・祝ダイヤ（平日ダイヤの一部が運休） 

→0002 平日・土日祝 
　平日のダイヤ設定をした後に、土・日・祝も運行する便を土日祝のところにコピーする 
　年末年始の日を12月31日～1月2日に設定する

上市町「町営バス」 

・土・日・祝に運休する便あり 
・学休日（夏・冬休み含）運休の便あり 
・12月1日～3月31日の冬季間のみ停まるバス停あり（土・日・祝運休の便）  
・4月1日～11月30日は土・日・祝に運休する便あり  
・12月31日～1月2日は全便運休 

→0002 平日・土日祝 
　全ての便が平日に走るので、まずは全て平日のところに作成する 
　土・日・祝にも走る便は、土日祝に平日からコピーする 
　特別ダイヤ（盆）に学休日（夏・冬休み含）を設定し、その日に運休しない便のみ平日からコピーする 
　特別ダイヤ１に4月1日～11月30日の土・日・祝を設定し、その日に運休しない便のみ土日祝からコピーする 
　特別ダイヤ２に12月1日～3月31日の平日の日を設定し、 
　平日の便全てを、冬季間のみ停まるバス停も含めてコピーする 
　12月31日～1月2日は年末・年始に設定する
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立山町「町営バス」 

・月～金運行のパターン 
・月～金および1, 2, 4土運行（１便のみ土曜運休）のパターン 
・土曜運行のパターン 
・土・祝運行のパターン 

→0001 平日・土曜・日祝 
　月～金運行のパターン、月～金および1, 2, 4土運行（１便のみ土曜運休）のパターンを平日に入力する 
　特別ダイヤ１に第1, 2, 4土曜日を設定する 
　月～金および1, 2, 4土運行（１便のみ土曜運休）のパターンを特別ダイヤ１に入力する 
　土曜運行のパターンを土曜の部分に入力する 
　土・祝運行のパターンを土曜の部分に入力する 
　特別ダイヤ２に祝日を設定する 
　土・祝運行のパターンを特別ダイヤ２の部分に入力する

富山市「水橋ふれあいコミュニティバス」 

・月～金運行（土・日・祝・1月1日～2日は運休） 

→0002 平日・土日祝 
　全ての便を平日の部分に作成する 
　1月1日～1月2日を祝日に設定する
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富山市「フィーダーバス」 

・平日運行 
・土・日・祝・振替休日・12/30~1/3運行 

→0002 平日・土日祝 
　平日運行の便を平日の部分に作成する 
　12月30日～1月3日を祝日に設定する 
　土・日・祝・振替休日・12/30～1/3の便を土日祝の部分に作成する

富山市「まいどはやバス」 

・毎日運行 

→0003 平日（通年）

富山市「呉羽いきいきバス」 

・月～土運行（日・祝・お盆（8月13日～16日）・年末年始（12月29日～1月3日）運休） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　お盆（8月13日～16日）・年末年始（12月29日～1月3日）を祝日に設定する 
　全便、平日のところに作成し、土曜のところにコピーする
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富山市「婦中コミュニティバス」 

・月～土運行（日曜運休。日曜以外なら祝日・年末年始も運行） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　祝日設定等を行わない 
　全便、平日のところに作成し、土曜のところにコピーする

富山市「大山コミュニティバス」 

・月～土運行（日・祝・振替休日・12月30日～1月3日は運休） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　年末年始（12月30日～1月3日）を祝日に設定する 
　全便、平日のところに作成し、土曜のところにコピーする

富山市「山田コミュニティバス」 

・月～土運行（日・祝・振替休日・12月29日～1月3日は運休） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　年末年始（12月29日～1月3日）を祝日に設定する 
　全便、平日のところに作成し、土曜のところにコピーする
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富山市「八尾コミュニティバス」 

以下の３パターン 
・毎日運行（12月29日～1月3日は運休） 
・月～金運行（土・日・祝・振替休日・12月29日～1月3日は運休） 
・月～土運行（日・祝・振替休日・12月29日～1月3日は運休） 
※おわら風の盆期間（９月１日から９月３日）は、八尾コミュニティバスの運行に変更や運休があります。 

→0001 平日・土曜・日祝 
　12月29日～1月3日を年末・年始に設定する 
　おわら風の盆期間（９月１日から９月３日）を特別ダイヤ１に設定する 
　全便、平日のところに作成する 
　毎日運行、月～土運行の便を平日から土曜のところにコピーする 
　毎日運行の便を平日から日祝のところにコピーする 
　特別ダイヤ１は実態に合わせて作成する（おわら風の盆のダイヤが確定次第）
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射水市「きときとバス」 

以下のパターン 
・毎日運行 
・月～金運行（土・日・祝は運休） 
・月～土運行（日・祝は運休） 
・12月～2月の平日のみ運行  
・土・日・祝のみ運行 
・太閤山ランド休園日(通常は毎週火曜日)は、太閤山ランド前が終点になります。 
　(太閤山ランド内には入りません。) 
・夏休み期間中(29年度は7/22～8/31)のみ運行 
・夏休み期間中は毎日(土・日・祝日も)運行 
・12月29日～1月3日は土・日・祝日ダイヤ 

→0001 平日・土曜・日祝 
　以下の多数のパターンに分ける必要があるが、記号機能で作成可能  
　・平日（月～金）の以下の３つの期間 
　　・3月1日～7月21日、9月1日～11月30日 
　　・7月22日～8月31日 
　　・12月1日～2月29日 
　　および太閤山ランド休園日の火曜とそれ以外の組み合わせ６パターンを記号機能で分ける 
　・土曜の1月1日～7月21日、9月1日～12月31日と7月22日～8月31日を記号機能で分ける 
　・日・祝の1月1日～7月21日、9月1日～12月31日と7月22日～8月31日を記号機能で分ける

!37



高岡市「公営バス」 

・月～土運行（祝は運休） 
・日・祝運行 
・毎日運行 
・月～金運行（祝は運休） 
・第２土曜日運行（祝は運休） 
・全便1月1日～3日は運休 

→0001 平日・土曜・日祝 
　1月1日～1月3日を年末・年始に設定する 
　第２土曜日を特別ダイヤ１に設定する 
　月～土運行、月～金運行、毎日運行の便を平日に入力する 
　月～土運行、毎日運行の便を平日から土曜にコピーする 
　毎日運行の便を平日から日祝にコピーする 
　日祝運行の便を日祝に入力する 
　第２土曜日運行の便を特別ダイヤ１に入力する
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小矢部市「メルバス」 

・月～金運行（8月14日～16日、12月31日～1月3日は除く） 
・月～金運行（小学校の夏休み・冬休み・春休みは運休） 
・土・日・祝・8月14日～16日 

→0002 平日・土日祝 
　8月14日～16日を祝日に設定する 
　12月31日～1月3日を年末・年始に設定する 
　小学校の夏休み・冬休み・春休み（8月14日～16日を除く平日）を特別ダイヤ１に設定する 
　月～金運行の便を平日に入力する 
　月～金運行の便のうち、小学校の休みにも運行する便を平日から特別ダイヤ１にコピーする 
　土・日・祝・8月14日～16日運行の便を土日祝に入力する

砺波市「市営バス」 

・月～土運行（土曜は一部停車停留所が異なる） 
・月～金運行 
・月～土運行 
・月～金運行（4月～11月と12月～3月でダイヤが異なる） 

→0001 平日・土曜・日祝 
　12月～3月の平日を特別ダイヤ１に設定する  
　通年運行する便と4月～11月に運行する便を全て平日に入力する 
　通年運行する便を平日から特別ダイヤ１にコピーする  
　12月～3月に運行する便を特別ダイヤ１に入力する  
　月～土運行の便を平日から土曜にコピーする 
　土曜は停留所が異なる便を土曜に入力する !39



南砺市「なんバス」 

・土・日・祝運休（12月29日～1月3日は運休） 
・平日と土・日・祝でダイヤが異なる（12月29日～1月3日は運休） 
・毎日運行（1月1日～1月3日は運休） 
・火・金のみ運行（12月29日～1月3日は運休） 

→0002 平日・土日祝 
　1月1日～1月3日を年末・年始に設定する 
　火・金を特別ダイヤ１に設定する 
　12月29日～12月31日を特別ダイヤ２に設定する  
　火・金以外にも運行する全便を平日に入力する 
　平日の全便を平日から特別ダイヤ１にコピーする  
　火・金運行の便を特別ダイヤ１に入力する  
　毎日運行の便を平日から土日祝にコピーする 
　土・日・祝の便を土日祝に入力する 
　12月29日～12月31日も運行する便を平日から特別ダイヤ２にコピーする
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地鉄バス 

・平日時刻表は、月曜日～金曜日の運行です。 
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。 
（8/14～8/16、12/30～1/3は休日運行です。） 
※　学休日運休 
△　指定日のみ運行 
◎　12/15～3/14間山田役場前折り返し 

→0002 平日・土日祝 
　8月14日～8月16日、12月30日～1月3日を祝日に設定する 
　学休日と指定日を特別ダイヤ１、２に設定するが、パターン数足りるでしょうか？ 
　12月15日～3月14日は年末・年始に設定すれば、パターン数節約できる？

加越能バス 

・平日時刻表は、月曜日～金曜日の運行です。 
・休日時刻表は、土曜、日曜、祝日の運行です。 
（8/14～8/16、12/30～1/3は休日運行です。） 
・高岡法科大学前発着便の休日ダイヤは土曜のみ運行 

→0001 平日・土曜・日祝 
　8月14日～8月16日、12月30日～1月3日を祝日に設定する 
　平日運行の便を平日に入力する 
　休日運行の便を土曜に入力し、高岡法科大学前の便以外を日祝にコピーする
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運賃の設定

!42
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1.クリック

2.均一料金で整
理券がないので、
ゼロを入力する

3.クリック

5.200円均一な
ので、「200」
を入力

4.左上の停留所名が「日中上野」になるまで 
下三角を押して停留所を進める

6.同様に、五百石駅
も券無欄に「200」
を入れる 7.運賃欄は1/10

の値が表示される



エクセルデータの 
インポート

!44
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エクセルデータをインポートする機能がある



その他

• 同じ場所に民間のバスと公営のバスの２つのバス停があ
り、日本語名称が同じなら、ローマ字表記も同じにした
ほうがお客さんに案内しやすくて混乱しにくい  
（ゲストハウスを運営されている方） 

• 仕業編成機能もあり

!46


