平成３０年度１０月からのキャンパスバスの運行について
平成３０年度後期（１０月～）も前期同様（運行ダイヤに変更なし）にキャンパス
バスを運行いたします。
道路状況等により、バスが遅れることがあります。お時間に余裕をもってご利用く
ださい。
◇運行経路
片平～川内～青葉山
星陵～川内～青葉山

News : Campus Bus Service from October 1st 2018
Campus Bus will be serviced on weekdays and there is no change
from 1st Semester. The travel time depends on traffic. Bus may delay
due to bad weather conditions. You should make a plan in plenty of
time.
◇Service route
Katahira ～ Kawauchi ～ Aobayama
Seiryo ～ Kawauchi ～ Aobayama

＜キャンパスバス HP

Campus Bus Web site>

東北大学トップページ→在学生の方へ→学生生活→インフォメーション→キャンパスバス
Tohoku University Top Page → Map & Directions → Free Shuttle Service → Campus Bus

◇担当:財務部資産管理課
Division in charge: Property Management Division, Finance Department
Tel:022-217-4920
Email:syukusya@grp.tohoku.ac.jp

Tohoku University Campus Bus

・交通事情等により到着時刻が変動する場合があります
・途中乗車の際、定員を超えての乗車は出来ません
・キャンパスバスは通勤には使用できません

・Campus bus may not travel according to time
schedule by a traffic condition.
・If the Campus Bus is full, you cannot take the bus
at a bus stop on the way.
・You cannot use the Campus Bus for commuting.

キャンパスバスのご利用に際し
（１） お忘れ物の取り扱い
忘れ物・落し物がないよう、降りる際に確認してください。
バスの中の忘れ物・落し物は、下記にお問い合わせください。
●キャンパスバス
学生支援課支援企画係(川内北キャンパス)
TEL：０２２－７９５－７８１８
窓口時間 [平日]8：30-17：15

[土・日・祝日]休み

※キャンパスバスの忘れ物は、翌日に学生支援課に届けられます。
（休みの場合は、次の平日）

（２） 災害時の運行および臨時ダイヤ
安全の確保のため、事故や地震・火事などの災害時や車両故障などのトラブルの際は、
予告なしに運行を休止することがあります。
また、学内および学外行事(大学祭・オープンキャンパス・祭事等）で通常の運行が
見込めない場合は、運休や減便になることがあります。バス停にお知らせを掲示しま
すので、定期的にバス停掲示をご確認ください。
（３） その他
・キャンパスバスには定員があります。満席の場合は乗車できません。列に並んでお
待ちください。
・道路状況等により到着時刻が変動する場合があります。特に、雨や雪など悪天候時
は遅延が予想されます。お時間に余裕をもってご利用ください。
・バス停以外での乗降や走行中に席を立つことは大変危険ですのでご遠慮ください。
・車内での飲食・携帯電話での通話は周囲にご配慮ください。ごみは全てお持ち帰り
ください。
＜キャンパスバスＨＰ＞
東北大学トップページ→在学生の方へ→学生生活→インフォメーション→キャンパスバス
担当：財務部資産管理課
TEL：０２２-２１７-４９２０

email:syukusya@grp.tohoku.ac.jp

Campus Bus

Guide

1. Lost and Found
Please make sure not to forget anything in a bus.
If you have forgotten something, please contact “Lost and Found”.
●Campus Bus
Support Planning Section, Student Services Division
(Kawauchi-Kita Campus)
TEL：022－795－7818
Office Hours [Weekday]8:30-17:15
[Sat・Sun・Holidays]Closed
※Lost property is handed to the section the next day it is found.

2. Driving when some accidents happen
For the safety of passengers, the bus driving would be cancelled
without advance notice when some accidents (fire, earthquake, car
trouble etc.) happen.

3. Temporary suspension
The time schedule is subject to change when some events are held,
for example, festivals, Open Campus etc. The bus services would be
cancelled or reduced temporarily. An announcement for passengers
will be posted on the board of a bus stop sign. You should check it
frequently to avoid missing important information.

4. Other topics
 Bus has seating capacity. You cannot get on a bus, if it is full.
Please stand in line when waiting for.
 The travel time depends on traffic. Bus may delay due to bad
weather conditions especially rain, snow. You should make a
plan in plenty of time.
 Please mind your manners for other passengers, especially
calling by your cellphone, eating or drinking in a bus. Take all
your garbage back home with you.
 No standing while the bus is in motion. Also you should not
get on & get off a bus at irregular positions.

<Campus Bus Web Site>
Tohoku University Top page→Map & Directions→Free Shuttle Service→
Campus Bus
Division in charge: Property Management Division, Finance Department
Tel: 022-217-4920
Email:syukusya@grp.tohoku.ac.jp

報告事項16
部局長連絡会議
教育研究評議会
平成27年9月15日

地下鉄東西線開業後の学内交通計画の基本的な考え方

■

地下鉄東西線、市営バスの利用を、通学・通勤の主要手段として推進する。
→自家用車、バイクの利用を減らし、①安全・安心な移動、②キャンパス
環境の充実、③環境負荷の低減を目指す

■

地下鉄利用の促進、利用者の利便性向上のため、広大な青葉山キャンパス
内において、青葉山駅を起点とした青葉山連絡バスを運行させる。

■

三条地区から川内駅まで市営バス路線が新設される（本学要望の実現）た
め、公共交通不便地の通学支援として運行していた三条発着キャンパスバス
は廃止する。

■

キャンパス間移動の手段として運行している三条以外のキャンパスバス
（片平～青葉山、雨宮～星陵～青葉山）は、運行を継続する。
ただし、当該運行目的を徹底するため、現状、通学にも利用されている朝、
夕の時間帯の運行は廃止する。

Report 16
Head of Unit Meeting
Education and Research Council
September 15, 2015

Basic Policy on Commuting After Tozai (East-West) Subway Line Opening
-We recommend that students/instructors use the Tozai Subway Line and city buses for
commuting to school/work.
This will reduce usage of private cars/motorcycles to (1) realize safe/secure transportation, (2)
improve the campus environment, (3) reduce the burden on the natural environment.
-As Aobayama campus is very large, the Aobayama Shuttle Bus, departing from Aobayama
Station, will be operated to improve convenience for users and facilitate usage of the subway
line.
-A new city bus route will be established (as per the university's request) between the Sanjo area
and Kawauchi Station. Therefore, the Sanjo campus bus, which was operated to enable
commuting to/from these areas as they were not accessible by public transportation, will be
discontinued.
-Other campus buses providing transportation between the campuses (Katahira-Aobayama,
Amamiya-Seiryo-Aobayama) will continue to operate. However, in keeping with our
transportation aims, the morning and evening buses, which are often used as commuter buses,
will be discontinued.

