
下り起点 農協スタンド横 6：20 # 下り起点 農協スタンド横 16：25 18：18
市街地 新冠駅前（新冠本町） 6：21 # 市街地 新冠駅前（新冠本町） 16：27 18：20

国保診療所前 6：23 # 国保診療所前 16：29 18：22
高　江 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ銀座駐車公園前 6：25 高　江 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ銀座駐車公園前 16：32

高江会館前 6：26 # 高江会館前 16：33
朝　日 園芸農場入口 6：28 # 朝　日 園芸農場入口 16：35

優駿ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ前 6：32 優駿ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ前 16：38
朝日小学校前 6：33 # 朝日小学校前 16：39

緑　丘 生活センター前 6：36 # 緑　丘 生活センター前 16：41
東　川 川筋宅前 6：39 # 東　川 川筋宅前 16：44

町営牧野前 6：42 # 町営牧野前 16：47
東川生活センター前 6：50 東川生活センター前 16：55

地区名 通　過　箇　所 時　刻

《路 線 対 象 地 域》
高江・朝日・緑丘・古岸・若園・美宇(芽呂)

Ａ　路　線（平成２９年４月１日～）
月曜～土曜まで運行　（年末年始運休）

　　　【乗車料金】　　一律　２００円（小人、障害者は半額）
　　　【助成適用】　　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】
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地区名 通　過　箇　所 時　刻

東川生活センタ 前 6 50 東川生活センタ 前 16 55
共　栄 おうるの郷前 6：52 # 共　栄 おうるの郷前 16：57
下り終点 6：53 # 下り終点 16：58
上り起点 6：54 # 上り起点 16：59
共　栄 おうるの郷前 6：55 # 共　栄 おうるの郷前 17：00
東　川 東川生活センター前 6：57 # 東　川 東川生活センター前 17：02

町営牧野前 7：05 # 町営牧野前 17：10
川筋宅前 7：08 # 川筋宅前 17：13

緑　丘 生活センター前 7：11 # 緑　丘 生活センター前 17：16
朝　日 朝日小学校前 7：14 朝　日 朝日小学校前 17：18

優駿ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ前 7：15 優駿ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ前 17：19
園芸農場入口 7：19 園芸農場入口 17：22

高　江 高江会館前 7：21 高　江 高江会館前 17：24
ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ銀座駐車公園前 7：22 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ銀座駐車公園前 17：25

市街地 国保診療所前(新冠本町) 7：25 市街地 国保診療所前(新冠本町) 17：27
上り終点 新冠駅前 7：28 新冠駅前 17：29

上り終点 セブンイレブン前 17：30

地区名 停留所（経由地） 時　刻 地区名 停留所（経由地）
起　点 新冠駅前 7：30 起　点 新冠駅前 ↑
市街地 セブンイレブン前 7：32 市街地 農協スタンド横 ↑

時　刻

回送

新　冠　静　内　線

 【運 　　 休】　日曜、年末年始
 【乗車料金】　一律　２００円（小人、障害者は半額）

                   （道南バス定期券のみ利用可能）

特別補完便
（道南バス定期券所持者限定）

共栄五嶋宅前 共栄五嶋宅前
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【ご利用される皆さまへ】

●本時刻表はあくまで通過予定時間であり、道路

状況や利用状況によって、多少遅れる場合が

ありますので、予めご了承ください。

●山間地域は自由に乗降が可能です。

市街地では、道南バス停留所か駅で乗降と

なります。手を挙げて合図して下さい。

農
氷川神社前 7：33 氷川神社前 18：17

新ひだか町 末広町（駒場・木場町） 7：38 新ひだか町 末広町（駒場・木場町） 18：12
高校通 7：40 高校通 18：10

終　点 静内駅前（本町） 7：45 終　点 静内駅前 18：05 18：07

回送

↓



下り起点 新冠駅前（新冠本町） 5：58 下り起点 新冠駅前（新冠本町） 16：23 18：18
市街地 国保診療所前 5：59 市街地 国保診療所前 16：25 18：20

セブンイレブン前 6：01 セブンイレブン前 16：27 18：22
氷川神社前 6：02 氷川神社前 16：28 18：23

大　富 泊津入口 6：05 大　富 泊津入口 16：32
生活館前 6：09 生活館前 16：36

万　世 道道静内入口 6：12 万　世 道道静内入口 16：40
明　和 明和生活ｾﾝﾀｰ前(明和橋) 6：17 明　和 ビッグレッドファーム前 16：45
古　岸 グラスホッパー入口 6：19 樋渡宅・津田宅前 16：50

青木ファーム前 6：21 清水宅前 16：52
若　園 滑若橋 6：23 新　栄 新栄生活センター前 16：56

畠山宅前 6：25 泉 若園入口(旧道南バス) 16：57
美　宇 早川宅前 6：32 泉第二停留所(旧道南バス) 17：00

時　刻
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《路 線 対 象 地 域》
大富・万世・明和・新栄・泉・若園・古岸・美宇(芽呂)・太陽

　　　【乗車料金】　　一律　２００円（小人、障害者は半額）
　　　【助成適用】　　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 通　過　箇　所 時　刻 地区名 通　過　箇　所

Ｂ 路 線 （平成２９年４月１日～）

月曜～土曜まで運行（年末年始運休）

美 宇 早川宅前
益子宅前 6：33 小松橋 17：02

下り終点 6：36 若　園 新冠こたにがわ学園前 17：04
上り起点 6：37 浄水場前 17：08
美　宇 益子宅前 6：40 美　宇 早川宅前 17：12

早川宅前 6：41 益子宅前 17：13
若　園 浄水場前 6：45 下り終点 17：16

新冠こたにがわ学園前 6：49 上り起点 17：17
泉 小松橋 6：51 美　宇 益子宅前 17：20

泉第二停留所(旧道南バス) 6：53 早川宅前 17：21
若園入口(旧道南バス) 6：56 若　園 畠山宅前 17：28

新　栄 新栄生活センター前 6：57 滑若橋 17：30
明　和 清水宅前 7：01 明　和 青木ファーム前 17：32

樋渡宅・津田宅前 7：03 グラスホッパー入口 17：34
ビッグレッドファーム前 7：08 明和生活ｾﾝﾀｰ前(明和橋) 17：36

万　世 道道静内入口 7：13 万　世 道道静内入口 17：41
大　富 生活館前 7：17 大　富 生活館前 17：44

泊津入口 7：21 泊津入口 17：48
市街地 氷川神社前 7：25 市街地 氷川神社前 17：51

農協スタンド横 7：26 農協スタンド横 17：52
上り終点 新冠駅前 7：28 上り終点 新冠駅前 17：53

地区名 停留所（経由地） 時　刻 地区名 停留所（経由地）
起　点 新冠駅前 7：30
市街地 セブンイレブン前 7：32

氷川神社前 7 33
 【運 　　 休】　日曜、年末年始
【乗車料金】 律 ２００円（小人 障害者は半額）

静内高校専用便 特別補完便
（道南バス定期券所持者限定）
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太陽婦人ホーム前

太陽婦人ホーム前

市街地では、道南バス停留所か

駅で乗降となります。
【ご利用される皆さまへ】

●本時刻表はあくまで通過予定時間であり、道路状況や利用状況によって、

多少遅れる場合がありますので、予めご了承ください。

●自由に乗降が可能です。市街地以外は記載の通過箇所に関係なく、手を

挙げていただければ、停車いたします。
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氷川神社前 7：33
新ひだか町 末広町（駒場・木場町） ↓

↓ ↓
終　点 静内高校前（高校通り） 7：40

【乗車料金】　一律 ２００円（小人、障害者は半額）
                   　（道南バス定期券のみ利用可能）
 【助成適用】　寿バス券



市街地 農協スタンド横 7：55
新冠駅前（新冠本町） 7：56
井上歯科前 7：57
国保診療所前 7：58 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：26

高　江 高江会館前 8：02 市街地 新冠道の駅前 13：29
松田宅前 8：04 新冠駅前（新冠本町） 13：30

朝　日 朝日第一 8：06 井上歯科前 13：31
朝日小学校前 8：09 国保診療所前 13：32

緑　丘 生活センター前 8：11 ファミリー歯科前 13：35
川筋宅前 8：14 高　江 高江会館前 13：39
町営牧野 8：17 中地宅前　松田宅前　 13：40

東　川 柏木勲宅前 8：26 朝　日 朝日第一 13：41
佐藤信広宅前 8：28 朝日小学校前 13：47

美　宇 草木宅前 8：33 緑　丘 生活センター前 13：50
新　和 畔柳商店前 8：34 古　岸 生活館前 13：53

土井宅前 8：35 グラスホッパー入口 13：55
中村宅前 8：37 新　栄 井上商店前 13：59
池田宅前 8：38 広瀬商店前 14：01

新 和 太 陽 古 岸 線（平成２９年４月１日～）
毎週 月曜、火曜、木曜、土曜運行（年末年始は運休）

　　　 【乗車料金】 　一律 ２００円（小人、障害者は半額）
　　 　【助成適用】 　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 通 過 箇 所 時　刻 新ひだか町医療機関送迎便から 13：05

地区名 通 過 箇 所 時　刻

池
里　平 生活センター前 8：47 若　園 若園入口(旧道南バス) 14：03

金野宅前 8：48 泉 小松橋 14：04
太　陽 裾野橋 8：56 泉第二停留所(旧道南バス) 14：06

高橋宅前 8：58 太　陽 ﾉｰｽﾌｧｰﾑ前 14：17
斉藤宅前 9：01 森藤宅前 14：21
婦人ホーム前 9：06 蔭直一宅前 14：23
鎌田宅前 9：08 小田島宅前 14：26
小田島宅前 9：11 鎌田宅前 14：29
蔭直一宅前 9：14 婦人ホーム前 14：31
森藤宅前 9：16 太陽の森ディマシオ美術館前 14：32
太陽の森ディマシオ美術館前 9：18 斉藤宅前 14：36
ﾉｰｽﾌｧｰﾑ前 9：20 高橋宅前 14：39

泉 泉第二停留所(旧道南バス) 9：31 裾野橋 14：41
小松橋 9：33 里　平 金野宅前 14：49

若　園 若園入口(旧道南バス) 9：34 生活センター前 14：50
新　栄 広瀬商店前 9：36 新　和 池田宅前 14：59

井上商店前 9：38 中村宅前 15：00
古　岸 グラスホッパー入口 9：42 土井宅前 15：02

生活館前 9：44 畔柳商店前 15：03
緑　丘 生活センター前 9：47 美　宇 草木宅前 15：04
朝　日 朝日小学校前 9：50 東　川 佐藤信広宅前 15：09

朝日第一 9：53 柏木勲宅前 15：11
高　江 中地宅前　松田宅前　 9：56 緑　丘 町営牧野 15：20

高江会館前 9：58 川筋宅前 15：23
市街地 ファミリー歯科前 10：01 生活センター前 15：26

国保診療所前 10：04 朝　日 朝日小学校前 15：28
井上歯科前（新冠本町） 10：05 朝日第一 15：31
新冠駅前 10：06 高　江 松田宅前 15：33
セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：35セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：35

西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：10 市街地 国保診療所前 15：39
井上歯科前（新冠本町） 15：40
新冠駅前 15：41

市街地 セブンイレブン前 15：42
新ひだか町医療機関送迎便へ 10：30



市街地 農協スタンド横 8：09 1

新冠駅前（新冠本町） 8：10 1

井上歯科前 8：11 1

国保診療所前 8：12 4 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：26
高　江 高江会館前 8：16 4 市街地 新冠道の駅前 13：29

松田宅前 8：20 2 新冠駅前（新冠本町） 13：30
朝　日 朝日第一 8：22 1 井上歯科前 13：31

朝日小学校前 8：23 3 国保診療所前 13：32
緑　丘 生活センター前 8：26 3 ファミリー歯科前 13：35

町営牧野 8：33 7 節　婦 第２待合所 13：41
東川２ 茂宅入口 8：42 9 節婦消防前 13：42
美宇２ 芽呂入口(Ｔ字路) 8：47 5 ふれあいタウン 13：44
美宇２ 早川宅前　青木宅前 8：50 3 大狩部 大節婦入口 13：48

田村宅前 8：53 2 トド岩 13：50
小野寺(一)宅前 8：55 2 ケイセイマサキ建設前 13：51
ノースヒルズ入口 8：57 4 若葉養鶏場入口 13：52

美 宇 東 川 線（平成２９年４月１日～）
毎週 火曜、水曜、木曜、金曜運行（年末年始は運休）

　　　 【乗車料金】 　一律 ２００円（小人、障害者は半額）
　　 　【助成適用】 　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 通　過　箇　所 時　刻 新ひだか町医療機関送迎便から 13：05

地区名 通　過　箇　所 時　刻

牧野宅前 9：01 2 厚　賀 診療所前 13：55
小野寺(昇)宅前 9：03 1 とましん厚賀支店前 13：56
松本宅前 9：04 1 共　栄 赤無橋 14：02

美　宇 中川宅前 9：05 2 生活館前 14：04
竹中牧場入口 9：07 2 東　川 柏木勲宅前 14：06
國保宅前 9：09 1 東　川 佐藤信広宅前 14：08
メビックビュー前 9：10 1 美　宇 草木宅前 14：13

新　和 畔柳商店前 9：11 1 新　和 畔柳商店前 14：14
美　宇 草木宅前 9：12 5 美　宇 メビックビュー前 14：15
東　川 佐藤信広宅前 9：17 2 國保宅前 14：16

柏木勲宅前 9：19 2 竹中牧場入口 14：18
共　栄 生活館前 9：21 2 中川宅前 14：20

赤無橋 9：23 6 美宇２ 松本宅前 14：21
厚　賀 とましん厚賀支店前 9：29 1 小野寺(昇)宅前 14：22

厚賀郵便局前 9：30 4 牧野宅前 14：24
大狩部 若葉養鶏場入口 9：34 1 ノースヒルズ入口 14：28

ケイセイマサキ建設前 9：35 1 小野寺(一)宅前 14：30
トド岩 9：36 2 田村宅前 14：32
大節婦入口 9：38 4 早川宅前　青木宅前 14：35

節　婦 ふれあいタウン 9：42 2 芽呂入口(Ｔ字路) 14：38
節婦消防前 9：44 1 東川２ 茂宅入口 14：43
第２待合所 9：45 6 緑　丘 町営牧野 14：52

市街地 ファミリー歯科前 9：51 3 生活センター前 14：59
国保診療所前 9：54 1 朝　日 朝日小学校前 15：02
井上歯科前（新冠本町） 9：55 1 朝日第一 15：03
新冠駅前 9：56 1 高　江 松田宅前 15：05
セブンイレブン前 9：57 3 高江会館前 15：09

西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：00 市街地 国保診療所前 15：13
井上歯科前（新冠本町） 15：14井上歯科前（新冠本町） 15：14
新冠駅前 15：15
セブンイレブン前 15：16

新ひだか町医療機関送迎便へ 10：20



市街地 農協スタンド横 8：28
新冠駅前（新冠本町） 8：30
井上歯科前 8：31
国保診療所前 8：32 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：26

高　江 高江会館前 8：35 市街地 新冠道の駅前 13：29
松田宅前 8：37 新冠駅前（新冠本町） 13：30

朝　日 朝日第一 8：39 井上歯科前 13：31
朝日小学校前 8：42 国保診療所前 13：32

緑　丘 生活センター前 8：44 ファミリー歯科前 13：34
古　岸 生活館前 8：47 西泊津 泊津生活館前 13：39

オシャマニ 8：48 東泊津 東泊津入口 13：41
若　園 滑若橋前 8：51 大　富 生活館前 13：46

畠山宅前 8：54 辻宅前 13：49
森永宅前 8：55 万　世 道々静内入口 13：51
外島宅前 8：56 団地前 13：52

若 園 大 富 線（平成２９年４月１日～）
毎週 月曜、水曜、金曜、土曜運行（年末年始は運休）

　　　 【乗車料金】 　一律 ２００円（小人、障害者は半額）
　　 　【助成適用】 　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 通　過　箇　所 時　刻 新ひだか町医療機関送迎便から 13:05

地区名 通　過　箇　所 時　刻

外島宅前 8：56 団地前 13：52
石田宅前　赤田宅前 9：00 明　和 石井宅前 13：55
八木沢宅前 9：04 ビッグレッドファーム前 13：57
小松・佐藤宅前 9：07 リライベツ 13：58
若園入口 9：10 新　栄 和田宅前 14：00

泉 鷹觜宅前 9：12 広瀬商店前 14：03
須田宅前 9：15 若　園 若園入口 14：06
泉第二停留所 9：17 泉 鷹觜宅前 14：08
小松橋 9：19 須田宅前 14：11

若　園 若園入口 9：20 泉第二停留所 14：13
新　栄 新栄入口 9：23 小松橋 14：15

和田宅前 9：26 若　園 若園入口 14：16
明　和 リライベツ 9：28 小松・佐藤宅前 14：19

ビッグレッドファーム前 9：29 八木沢宅前 14：22
石井宅前 9：31 石田宅前　赤田宅前 14：26

万　世 団地前 9：34 外島宅前 14：30
道々静内入口 9：35 森永宅前 14：31

大　富 辻宅前 9：37 畠山宅前 14：32
生活館前 9：39 滑若橋前 14：35

東泊津 東泊津入口 9：44 古　岸 オシャマニ 14：38
西泊津 泊津生活館前 9：46 生活館前 14：39
市街地 ファミリー歯科前 9：51 緑　丘 生活センター前 14：42

国保診療所前 9：54 朝　日 朝日小学校前 14：45
井上歯科前（新冠本町） 9：55 朝日第一 14：48
新冠駅前 9：56 高　江 松田宅前 14：50
セブンイレブン前 9：57 高江会館前 14：51

西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：00 市街地 国保診療所前 14：55
井上歯科前（新冠本町） 14：56井上歯科前（新冠本町） 14：56
新冠駅前 14：57
セブンイレブン前 14：59

新ひだか町医療機関送迎便へ 10:20



時　刻 時　刻
行　き 帰　り

市街地 ファミリー歯科前 9：51 新ひだか町 仲川内科胃腸科医院 13：05

国保診療所 9：54 静仁会静内病院 13：07
井上歯科前（新冠本町） 9：55 山田クリニック 13：08

新冠駅前 9：56 新ひだか町立静内病院 13：10

セブンイレブン前 9：57 しずない耳鼻咽喉科医院 13：12

氷川神社前 9：58 まうたの森整形 13：13

新冠温泉前 10：00 しずない皮フ科クリニック 13：14

　　↓ ↓ 佐藤眼科 13：15

新ひだか町 末広停留所（山側） 10：06 駒木クリニック 13：16

 ≪利 用 対 象 者≫
　　●新冠町在住の６５歳以上の方
　　●新冠町在住で自動車運転免許証を返納した方等

新ひだか町 医療機関送迎便
毎週 月曜～土曜日まで運行（日曜、祝日、年末年始運休）

　　　【乗車料金】　　無　料【降車の際にバス券（寿・特別乗車・健康推進）を回収します】
　　　【利用申請】　　７５歳未満の方は、役場への申請が必要です。

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

地区名 停留所（経由地） 地区名 停留所（経由地）

市街地

の方は、

道南バス

停留所

か記載の

場所で乗

車となり

ます。

仲川内科胃腸科医院 10：09 末広停留所（海側） 13：19

静仁会静内病院 10：11 　　↓ ↓

山田クリニック 10：12 市街地 新冠温泉前 13：26

新ひだか町立静内病院 10：14 氷川神社前 13：28
しずない耳鼻咽喉科医院 10：16 若　園 新冠道の駅前 13：29

まうたの森整形 10：17 新　栄 新冠駅前（新冠本町） 13：30
しずない皮フ科クリニック 10：18 井上歯科前 13：31

佐藤眼科 10：19 国保診療所 13：32

駒木クリニック 10：20 ファミリー歯科前 13：35

中央町 新冠中央運輸

　→氷川神社前　→　新冠停留所　→　国保診療所前　

　←　にいかっぷ駅　←　新冠本町停留所

運行路線図

帰町のため

の乗車も可

能です。

新冠市街

地の道南バ

ス停留所で

降車といた

します。



地区名 停留所（経由地） 時　刻 地区名 停留所（経由地） 時　刻

下り起点 農協スタンド横 7：27 下り起点 農協スタンド横 16：22
市街地 新冠駅前（新冠本町） 7：29 市街地 新冠駅前（新冠本町） 16：24

国保診療所前 7：31 国保診療所前 16：26
高　江 高江会館前 7：34 高　江 高江会館前 16：30
朝　日 朝日第一 7：37 朝　日 朝日第一 16：33

第６分団庁舎前 7：39 第６分団庁舎前 16：36
大　富 辻宅前 7：42 緑　丘 生活センター前 16：39
万　世 道々静内入口 7：43 古　岸 生活館前 16：42

《路 線 対 象 地 域》
道南バス泉線沿線地域

泉 　　線
日曜日に限定して運行（年末年始は運休）

　　　【乗車料金】　　一律　２００円（小人、障害者は半額）
　　　【助成適用】　　寿バス券／通学乗車証／青少年バス券／健康推進バス券

【午前便時刻表】 【午後便時刻表】

団地前 7：44 オシャマニ 16：44
石井宅前 7：46 新　栄 井上商店前 16：47

明　和 ビッグレッドファーム前 7：47 広瀬商店前 16：50
リライベツ 7：51 若　園 若園入口 16：51

新　栄 和田宅前 7：52 泉 小松橋 16：52
新栄第三 7：55 下り終点 16：54

若　園 若園入口 7：56 上り起点 16：55
泉 小松橋 7：57 泉 小松橋 16：57

下り終点 7：59 若　園 若園入口 16：58
上り起点 8：00 新　栄 新栄第三 16：59

泉 小松橋 8：02 和田宅前 17：02
若　園 若園入口 8：03 明　和 リライベツ 17：03
新　栄 広瀬商店前 8：04 ビッグレッドファーム前 17：07

井上商店前 8：07 万　世 石井宅前 17：08
古　岸 オシャマニ 8：10 団地前 17：11

生活館前 8：12 道々静内入口 17：12
緑　丘 生活センター前 8：15 大　富 辻宅前 17：13
朝　日 第６分団庁舎前 8：18 朝　日 第６分団庁舎前 17：16

朝日第一 8：21 朝日第一 17：18
高　江 高江会館前 8：24 高　江 高江会館前 17：21
市街地 国保診療所前（新冠本町） 8：28 市街地 国保診療所前（新冠本町） 17：24

新冠駅前 8：30 新冠駅前 17：26
上り終点 セブンイレブン前 8：32 上り終点 セブンイレブン前 17：28

泉第二停留所

泉第二停留所

※市街地では、道南バス停留所か駅での乗降となります。 ※市街地では、道南バス停留所か駅での乗降となります。


