
いつも新冠町コミュニティバス『メロディー号』の運営についてご理解

ご協力をいただきありがとうございます。

4月5日（月）より現行の運行路線、運行経路及び運行時刻が一部

変更となりますのでご確認いただきますようお願い致します。

【連絡先】 新冠町役場 企画課企画広報統計Ｇ企画係

TEL：0146-47-2498(直通) または 0146-47-2100／FAX：0146-47-2600／E-mail：teijyu@niikappu.jp

４月5日（月）より開始

ご確認ください!!

災害等が発生した際は運行に遅れが生じたり運行が困難となる場合が

ありますので、当日の運行状況について確認にされる場合は下記連絡先

までお問合わせいただきますようお願い致します。

令和3年3月26日 発行

【主な変更について】

（１）運行路線と運行経路について

・通学通勤便Ｂ路線の運行経路一部変更

・道南バスによる路線新設により新冠静内線廃止

（道南バスの運行がない土祝日のみコミュニティバス運行）

・道南バスによる路線新設により特別補完便廃止

※道南バスをご利用していただくことでこれまでと同様に

通学または下校していただくことが可能です。

（２）運行時刻表について

・「新冠駅前」の表記が「新冠農協前」に変更

※表記のみの変更であり乗降場所の変更はありません。

・各路線について運行時刻一部変更

⇒ 詳細は裏面と各路線の時刻表をご確認願います。



【変更について】

令和３年度からの新冠町コミュニティバス『メロディー号』の運行について、学生の新学期の始

まりに伴い運行経路と運行時刻が一部変更となり、また、日高線バス転換後の新たな交通体

系に伴い運行路線と運行時刻が一部変更となりますのでご確認願います。

（１）運行路線と運行経路について

・これまで利用していた学生の卒業に伴い東泊津地区と若園地区における運行経路一部削除

・明和地区から新栄地区の区間を現行と逆回りで運行（利用者が上り便から乗車可能）

・新冠農協発（７：３２）の道南バスの路線新設により新冠静内線廃止（道南バスの運行がない

土祝日のみコミュニティバスにより「新冠農協前」から「静内」の間を運行）

・静内発（１６：１０）の道南バスの運行がない土祝日のみコミュニティバスにより「静内」から「新

冠農協前」の間を運行

・静内発（１８：２５）の道南バスの路線新設により特別補完便廃止

（２）運行時刻表について

・時刻表全体について「新冠駅前」の表記を「新冠農協前」に変更（表記のみの変更であり乗降

場所の変更なし）

・通学通勤便Ａ路線の予約運行便始発（１８：２０）から（１８：３６）へ繰り下げし通学通勤便Ｂ

路線の予約運行便始発（１８：１８）から（１８：３６）へ繰り下げ

・通学通勤便Ｂ路線の午前便始発（６：０５）から（６：１５）へ繰り下げに伴い「国保診療所前」か

ら「農協スタンド横」までの時刻を繰り下げ

・通学通勤便Ｂ路線の午後便「泊津入口」から午後便終着「新冠農協前」までの時刻を繰り上

げに伴い午後便始発（１７：５２）から（１７：４１）へ繰り上げ

・新和太陽古岸線の午後便始発（１３：２６）から（１３：３１）へ繰り下げに伴い「新冠道の駅前」

から「セブンイレブン前」までの時刻を繰り下げ

・美宇東川線の午後便始発（１３：２６）から（１３：３１）へ繰り下げに伴い「新冠道の駅前」から

「セブンイレブン前」までの時刻を繰り下げ

・若園大富線の午後便始発（１３：２６）から（１３：３１）へ繰り下げに伴い「新冠道の駅前」から

「セブンイレブン前」までの時刻を繰り下げ

・医療機関送迎便の午後便始発（１３：０５）から（１３：１０）へ繰り下げに伴い「日高徳洲会病

院」から「末広停留所」までの時刻を繰り下げ

・泉線の午後便始発（１６：２２）から（１４：２９）へ繰り上げに伴い「新冠農協前」から「セブンイ

レブン前」までの時刻を繰り上げ



●利用登録及び助成券の発行について

１.『メロディー号』の利用には登録をお願いしています。
●電話でも受付可能ですので、氏名、年齢、住所、電話番号を担当窓口までご連絡ください！

●現在の運行について

２. 町民の方には各種助成制度があります。
●『メロディー号』の乗車料金は一律２００円(小人/障害者等半額)ですが、下記のとおり

対象者には各種助成制度がありますので、該当される方は担当窓口までご連絡ください。

高校生通学乗車証

○ 対 象 者 … 新冠町(山間地域)に居住し、静内高校及び静内農業高校へ通学する生徒

青少年バス券

○ 対 象 者 … 新冠町に居住する小学生及び中学生ならびに「高校生通学乗車証」の

対象に該当しない高校生等

健康推進バス券

○ 対 象 者 … 新冠町に居住する１９歳～６９歳の方で、新冠温泉及び町内の医療機関

（新冠町国保診療所、井上歯科医院、新冠ファミリー歯科）を利用する方

特別乗車バス券

○ 対 象 者 … 新冠町に居住する６５歳未満の方で、運転免許証がなく『メロディー号』

が唯一の移動手段となる方、その他町長が特に認める方

寿バス券

○ 対 象 者 … 新冠町に居住する７０歳以上の方

○申請方法 … 新冠町高齢者等寿事業受給資格登録申請書を、保健福祉課福祉係【役場庁舎

１階３番窓口】に申請し、受給資格登録を受けて下さい。

１. 最終便は市街地以降利用者がいない場合は運行を終了します。【Ａ・Ｂ路線】

●山間地域間の移動、山間地域から市街地への利用を希望する場合は電話予約が必要となります。

⇒ 受付時間 乗車当日の午前９時３０分 ～ 午後４時３０分まで

⇒ 受付先 (有)新冠中央運輸 ０１４６－４７－３７００

２. 新ひだか町医療機関送迎便の利用ついては役場への申請が必要です。
≪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
※新冠町在住の山間地域に居住する方で新ひだか町への移動を希望される方は役場への申請が必要です。

３. 新ひだか町医療機関送迎便(午前のみ)の回送に乗車が可能です。
●午前便も、新ひだか町の医療機関前を時刻表どおり運行をいたしますので、診察が終わった方や、

退院等で帰町する方は利用いただけます。【新ひだか町医療機関送迎便の利用対象者に限定】

【回送区間】

新ひだか町医療機関前 ⇒ 新冠町市街地の道南バス停留所 ⇒ (有)新冠中央運輸 事務所前



朝日小学校

緑丘生活センター

●Ａ路線 発着地点

●Ｂ路線 発着地点
泉第二停留所

●Ｂ路線 運行キロ
下り ２３．９ｋｍ

上り ２７．１ｋｍ

通学通勤便路線図及び時刻表 日曜・年末年始運休 （令和３年４月５日～）

町営牧野

町道東川線入口

明和生活センター前

道道静内入口

通学通勤便≪午前便≫ 通学通勤便≪午後便≫
●Ａ路線 ●Ｂ路線 ●Ａ路線 ●Ｂ路線

23 13

11 8

7 5

8

5

●道南バス（平日のみ運行） ●道南バス（平日のみ運行） ●道南バス
（土祝日運休のため町が補完運行） （土祝日運休のため町が補完運行） （土祝日通常運行）

１６：２３ １８：３６

大富 遠藤宅前 １６：３８

新冠農協前 ７：２８ 新冠農協前 ７：２８ 新冠農協前 １６：２７ １８：３６ 新冠農協前

高江会館前 ７：２１ 大富 遠藤宅前 ７：１５ 高江会館前 １６：３３

古岸 青木宅前 ７：０１ 古岸 小泉宅前 １６：４４

万世 岩見宅前 １６：４４

園芸農場入口 ７：１９ 道道静内入口 ７：１３ 園芸農場入口 １６：３５ 道道静内入口 １６：４０

朝日小学校前 ７：１４ 万世 岩見宅前 ７：０９ 朝日小学校前 １６：３９

１７：０５

町営牧野前 ６：５９ 新栄 上井宅前 ６：５８ 町営牧野前 １６：５３ 新栄 上井宅前 １６：５５
予約
運行
方式

泉第二停留所 １７：０７

古岸 青木宅前 １６：５２
緑丘生活センター前 ７：１１ 明和生活センター前 ７：０６ 緑丘生活センター前 １６：４１ 明和生活センター前 １６：４７

古岸 小泉宅前 ７：０８
予約
運行
方式

町道東川線入口 ６：５３ 泉 小野宅前 ６：５３ 町道東川線入口 １６：５９

第２便 停留所（経由） 午後便 第２便

東川生活センター前 ６：５１ 泉第二停留所 ６：５１ 東川生活センター前 １７：０１
停 留 所 ( 経 由 ) 午前便 停留所（経由） 午前便 停 留 所 ( 経 由 ) 午後便

泉 小野宅前

新冠農協前

静内

静内高校

朝日小学校路線 発着 点
東川生活センター前

●Ａ路線 運行キロ
下り ２２．０ｋｍ

上り ２７．４ｋｍ

Ａ路線

Ｂ路線

新冠

●新冠静内間は

道南バスによる運行

午前便下り

（午後は午前と逆）

午前便上り

（午後は午後と逆）
園芸農場入口

高江会館前

補 補

●新冠町・新ひだか町共同運行

静内 １８：２５静内高校前 ７：５２ 農業高校 ８：１２ 静内 １６：１０

１８：３５

静内 ７：４５ 静内 ７：５０ 末広町 １６：１４ 末広町 １８：２９

氷川神社前 ７：３４ 停留所(経由) 氷川神社前 １６：２０ 氷川神社前

１８：３６

新冠 ７：３３ 新冠 １６：２０ 新冠 １８：３５

停 留 所 ( 経 由 ) 停 留 所 ( 経 由 ) 停 留 所 ( 経 由 )

新冠農協前 ７：３２ 新冠農協前 １６：２１ 新冠農協前



一般コミュニティ便

路線図及び時刻表
（令和３年４月５日～） 日曜・年末年始運休

ビッグレッドファーム

泉第二停留所
ディマシオ美術館

町営牧野

緑丘生活センター

新和土井宅前

美宇早川青木宅前

滑若橋前

里平生活センター

古岸生活館

メビックビュー

23

11 ●新和太陽古岸線 ●美宇東川線 ●若園大富線 ●新和太陽古岸線 ●美宇東川線 ●若園大富線

7

8

5

●医療機関送迎便 ●道南バス ●医療機関送迎便 ●道南バス

停留所(経由) 午後便 停留所(経由) 午後便 停留所(経由) 午後便停留所(経由) 午前便 停留所(経由) 午前便 停留所(経由) 午前便

土井宅前 １５：１６ 早川青木宅前 １４：４６ 滑若橋前 １４：５１土井宅前 ８：３２ 早川青木宅前 ８：５０ 滑若橋前 ８：４７

里平生活センター １５：０４ メビックビュー １４：２６ 泉第二停留所 １４：２５里平生活センター ８：４４ メビックビュー ９：１０ 泉第二停留所 ９：１７

ディマシオ美術館 １４：４６ 共栄生活館 １４：１５ ビッグレッド １４：０９ディマシオ美術館 ９：１５ 共栄生活館 ９：２１ ビッグレッド ９：２９

古岸生活館 １４：０７ トド岩 １４：０１ 大富生活館 １３：５８古岸生活館 ９：４１ トド岩 ９：３６ 大富生活館 ９：３９

朝日第一 １３：５５ ふれあいタウン １３：５５ 泊津生活館 １３：５１朝日第一 ９：５０ ふれあいタウン ９：４２ 泊津生活館 ９：４６

新冠農協前 １３：４１ 新冠農協前 １３：４１ 新冠農協前 １３：４１国保診療所 １０：０４ 国保診療所 ９：５４ 国保診療所 ９：５４

道の駅前 １３：３４ 道の駅前 １３：３４ 道の駅前 １３：３４新冠農協前 １０：０６ 新冠農協前 ９：５６ 新冠農協前 ９：５６

※医療機関送迎便の利用対象者は、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となります。（新冠町在住の山間地域に居住する方で新ひだか町への
移動を希望される方は役場への申請が必要です。）

※医療機関送迎便の利用対象者は、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となります。（新冠町在住の山間地域に居住する方で新ひだか町への
移動を希望される方は役場への申請が必要です。）

停留所(経由) 停留所(経由) 停留所(経由) 停留所(経由)

新冠温泉前 １３：３１ 新冠温泉前 １３：３１ 新冠温泉前 １３：３１新冠温泉前 １０：１０ 新冠温泉前 １０：００ 新冠温泉前 １０：００

新和太陽古岸線

祝日、年末年始運休

美宇東川線

月、水、金、土曜日運行

火、水、木、金曜日運行

若園大富線

月、火、木、土曜日運行

月～土曜日運行

医療機関送迎便

新冠農協前

新冠温泉前

静内道の駅

朝日第一

日高徳洲会

●新冠静内間は

道南バスによる運行

共栄生活館

トド岩 ふれあいタウン

大富生活館

泊津生活館
仲川医院 町立静内

駒木

停留所(経由) 停留所(経由) 停留所(経由) 停留所(経由)

新冠農協前 １３；４１

仲川医院 １０：０９ 新冠 １１：２０ 駒木クリニック １３：２１ 新冠 １３：４０

末広町 １０：０６ 新冠農協前 １１：１９ 末広町 １３；２４

静内 １３：３０駒木クリニック １０：２０ 静内 １１：３５ 仲川医院 １３：１０

氷川神社前 １３：４０

町立静内病院 １０：１４ 末広町 １１：２４ 日高徳洲会病院 １３：１２ 末広町 １３：３４

日高徳洲会病院 １０：１１ 氷川神社前 １１：２１ 町立静内病院 １３：１５



緑丘生活センター

ビッグレッドファーム

通学通勤便路線図及び時刻表

泉線 日曜のみ運行 年末年始運休

（令和３年４月5日～）

●Ｂ路線 発着地点
泉第二停留所

●Ｂ路線 運行キロ
下り ２２．５ｋｍ

上り ２４．７ｋｍ

道道静内入口

新栄生活センター前

小松橋前

若園入口

古岸生活館前

●泉線≪午前便≫ ●道南バス ●道南バス ●泉線≪午後便≫

井上商店前 ８：０７

古岸生活館前 ８：１２

停 留 所 ( 経 由 ) 午前便

道道静内入口 ７：４３
ビッグレッドファーム前 ７：４７

泉第二停留所 ７：５９

小松橋 ８：０２

若園入口 ８：０３

静内

新冠

氷川神社前

８：４９

セブンイレブン前

８：２１

８：２４

８：３０

８：３２

緑丘生活センター前 ８：１５

朝日第一

高江会館前

新冠農協前

新栄生活センター前 ７：５５

停 留 所 ( 経 由 )

新冠農協前

新冠

氷川神社前

末広町

８：３６

８：３６

８：３６

８：４０

停 留 所 ( 経 由 )

新冠農協前

１４：５９

若園入口 １４：５８

１４：３０

末広町 １４：２４

静内

井上商店前 １４：５４

１４：２０

停 留 所 ( 経 由 ) 午前便

道道静内入口 １５：１９
ビッグレッドファーム前 １５：１４
新栄生活センター前 １５：０６

泉第二停留所

１４：３０

１４：３０

１５：０１

小松橋

高江会館前 １４：３７

新冠農協前 １４：３１

農協スタンド横 １４：２９

古岸生活館前 １４：４９
緑丘生活センター前 １４：４６

朝日第一 １４：４０

新冠農協前

静内

朝日第一

セブンイレブン前

●新冠静内間は

道南バスによる運行

高江会館前

セブンイレブン前 ８：３２ 農協スタンド横 １４：２９



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 18：34
新冠農協前（新冠本町） 6：21 # 新冠農協前（新冠本町） 16：27 18：36
国保診療所前 6：23 # 国保診療所前 16：29 18：38
ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ銀座駐車公園前 6：25 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
園芸農場入口 6：28 # 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 緑丘生活センター前16：41
川筋宅前 6：39 # 古 岸 小泉宅前 16：44

市街地 市街地

高　江 高　江
　
→
【
　
予
　
約

　
　
市
街
地
以
降
利

　
　

(

利
用
者
が
い

朝　日 朝　日

緑　丘

地区名 通　過　箇　所 時　刻 地区名 通　過　箇　所 時　刻

《路 線 対 象 地 域》
東川・古岸・緑丘・朝日・高江

通学通勤便Ａ路線
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】

川筋宅前 6：39 # 古 岸 小泉宅前 16：44
町営牧野前 6：42 # 緑　丘 川筋宅前 16：50
町道東川線入口 6：48 町営牧野前 16：53

下り終点 6：50 # 町道東川線入口 16：59
上り起点 6：51 # 下り終点 17：01

町道東川線入口 6：53 # 上り起点 17：02
町営牧野前 6：59 # 町道東川線入口 17：04

緑　丘 川筋宅前 7：02 # 町営牧野前 17：10
古　岸 小泉宅前 7：08 # 川筋宅前 17：13
緑　丘 緑丘生活センター前 7：11 緑丘生活センター前17：16

朝日小学校前 7：14 # 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
高江会館前 7：21 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
上り終点新冠農協前 7：28 上り終点新冠農協前 17：29

地区名 停留所（経由地） 時　刻 地区名 停留所（経由地） 時　刻 時　刻

起　点 新冠農協前 7：32  終　点 新冠農協前 16：21 18：36
新冠 7：33 新冠 16：20 18：35
氷川神社前 7：34 氷川神社前 16：20 18：35
末広町 7：37 末広町 16：14 18：29
静 7 45 高校 16 13 18 28

市街地 市街地

新ひだか町 新ひだか町

朝　日 朝　日

高　江 高　江

 道南バス 　道南バス

東　川
東川生活センター前

東川生活センター前
東　川

東　川

緑　丘

運
　
行
　
便
　
】

用
者
が
い
な
い
場
合
は
運
行
終
了

る
場
合
は
目
的
地
付
近
へ
直
送

)

東　川

乗り換え 乗り換え

※土祝日運休のため町が補完運行
※16:10発の便は土祝日運休のため町が補完運行

※18:25発の便は土祝日通常運行

静内 7：45 高校通 16：13 18：28
終　点 静内高校前 7：52 起　点 静内 16：10 18：25

新ひだか町 新ひだか町



下り起点新冠農協前（新冠本町） 6：15 下り起点新冠農協前（新冠本町） 16：23 18：36
国保診療所前 6：17 国保診療所前 16：25 18：38
セブンイレブン前 6：19 セブンイレブン前 16：27 18：40
氷川神社前 6：20 氷川神社前 16：28 18：41

東泊津 泊津入口前 6：24 東泊津 泊津入口前 16：32
大　富 大富生活館前 6：28 大富生活館前 16：36
万　世 道道静内入口 6：32 遠藤宅前 16：38
明　和 ビッグレッドファーム前 6：37 道道静内入口 16：40
新　栄 新栄生活センター前 6：45 溝尾橋前 16：41
泉 若園入口（旧道南バス） 6：47 岩見宅前 16：44

市街地 市街地

　
→
【
　
予
　
約

　
市
街
地
以
降
利

　

(

利
用
者
が
い

大　富

万　世

地区名 通　過　箇　所 時　刻 地区名 通　過　箇　所 時　刻

    《路 線 対 象 地 域》
 泉・新栄・若園・古岸・明和・万世・大富

通学通勤便Ｂ路線
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】

泉 若園入口（旧道南バス） 6：47 岩見宅前 16：44
下り終点 6：50 明　和 明和生活センター前 16：47
上り起点 6：51 古　岸 青木宅前 16：52

泉 小野宅前 6：53 若　園 滑若橋前 16：54
新　栄 上井宅前 6：58 新　栄 上井宅前 16：55
若　園 滑若橋前 6：59 泉 小野宅前 17：05
古　岸 青木宅前 7：01 下り終点 17：07
明　和 明和生活センター前 7：06 上り起点 17：08

岩見宅前 7：09 泉 若園入口（旧道南バス） 17：11
溝尾橋前 7：12 新　栄 新栄生活センター前 17：13
道道静内入口 7：13 明　和 ビッグレッドファーム前 17：21
遠藤宅前 7：15 万　世 道道静内入口 17：26
大富生活館前 7：17 大　富 大富生活館前 17：30

東泊津 泊津入口前 7：21 東泊津 泊津入口前 17：34
役場職員住宅前 7：25 役場職員住宅前 17：38
農協スタンド横 7：27 農協スタンド横 17：40

上り終点新冠農協前 7：28 上り終点新冠農協前 17：41

地区名 停留所（経由地） 時　刻 地区名 停留所（経由地） 時　刻 時　刻

起　点 新冠農協前 7：32 終　点 新冠農協前 16：21 18：36
新冠 7：33 新冠 16：20 18：35
氷川神社前 7：34 氷川神社前 16：20 18：35
末広町 7：37 末広町 16：14 18：29
静 7 45 高校 16 13 18 28

新ひだか町 新ひだか町

市街地 市街地

 道南バス 　道南バス

市街地 市街地

約
　
運
　
行
　
便
　
　
】

利
用
者
が
い
な
い
場
合
は
運
行
終
了

る
場
合
は
目
的
地
付
近
へ
直
送

)

泉第二停留所

泉第二停留所

万　世

大　富

乗り換え

※16:10発の便は土祝日運休のため町が補完運行

※18:25発の便は土祝日通常運行

乗り換え

※土祝日運休のため町が補完運行

静内 7：45 高校通 16：13 18：28
終　点 静内高校前 7：52 起　点 静内 16：10 18：25

新ひだか町 新ひだか町



農協スタンド横 7：52
新冠農協前（新冠本町） 7：53
井上歯科前 7：54
国保診療所前 7：55 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：31
高江会館前 7：59 新冠道の駅前 13：34
松田宅前 8：01 新冠農協前（新冠本町） 13：41
朝日第一 8：03 井上歯科前 13：42
朝日小学校前 8：06 国保診療所前 13：43
緑丘生活センター前 8：08 ファミリー歯科前 13：46
川筋宅前 8：11 高江会館前 13：50
町営牧野 8：14 中地宅前 松田宅前　 13：51
柏木勲宅前 8：23 朝日第一 13：55
佐藤信広宅前 8：25 朝日小学校前 14：01

美　宇 草木宅前 8：30 緑 丘 緑丘生活センター前 14：04
畔柳商店前 8：31 古岸生活館前 14：07
土井宅前 8：32 グラスホッパー入口 14：09
新和生活館前 8：34 井上商店前 14：13
池田宅前 8：35 広瀬商店前 14：15

東　川 朝　日

新　和
古　岸

新　栄

市街地 地区名 通 過 箇 所 時　刻

高　江

市街地
朝　日

緑　丘
高　江

新 和 太 陽 古 岸 線
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 13：10

池 前 瀬商店前
里平生活センター前 8：44 若 園 若園入口(旧道南バス) 14：17
金野宅前 8：45 小松橋 14：18
裾野橋 8：53 泉第二停留所(旧道南バス) 14：20
高橋宅前 8：55 サンシャインファーム前 14：31
斉藤宅前 8：58 森藤宅前 14：35
太陽婦人ホーム前 9：03 蔭直一宅前 14：37
鎌田宅前 9：05 小田島宅前 14：40
小田島宅前 9：08 鎌田宅前 14：43
蔭直一宅前 9：11 太陽婦人ホーム前 14：45
森藤宅前 9：13 太陽の森ディマシオ美術館前 14：46
太陽の森ディマシオ美術館前 9：15 斉藤宅前 14：50
サンシャインファーム前 9：17 高橋宅前 14：53
泉第二停留所(旧道南バス) 9：28 裾野橋 14：55
小松橋 9：30 金野宅前 15：03

若　園 若園入口(旧道南バス) 9：31 里平生活センター前 15：04
広瀬商店前 9：33 池田宅前 15：13
井上商店前 9：35 新和生活館前 15：14
グラスホッパー入口 9：39 土井宅前 15：16
古岸生活館前 9：41 畔柳商店前 15：17

緑　丘 緑丘生活センター前 9：44 美 宇 草木宅前 15：18
朝日小学校前 9：47 佐藤信広宅前 15：23
朝日第一 9：50 柏木勲宅前 15：25
中地宅前　松田宅前　 9：56 町営牧野 15：34
高江会館前 9：58 川筋宅前 15：37
ファミリー歯科前 10：01 緑丘生活センター前 15：40
国保診療所前 10：04 朝日小学校前 15：42
井上歯科前（新冠本町） 10：05 朝日第一 15：45
新冠農協前 10：06 松田宅前 15：47
セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：49

高　江
緑　丘

市街地
朝　日

高 江

里　平

新　栄
新　和

古　岸

朝　日 東　川

里　平
泉

太　陽
太　陽

泉

セブンイレブン前 10：07 高江会館前 15：49
西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：10 国保診療所前 15：53

井上歯科前（新冠本町） 15：54
新冠農協前 15：55

市街地 セブンイレブン前 15：56

高 江

市街地

新ひだか町医療機関送迎便へ 10：30



農協スタンド横 8：09 1

新冠農協前（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) 13：31
高江会館前 8：16 4 新冠道の駅前 13：34
松田宅前 8：20 2 新冠農協前（新冠本町） 13：41
朝日第一 8：22 1 井上歯科前 13：42
朝日小学校前 8：23 3 国保診療所前 13：43
緑丘生活センター前 8：26 3 ファミリー歯科前 13：46
町営牧野 8：33 7 第２待合所 13：52

東川２ 茂宅入口 8：42 9 節婦消防前 13：53
芽呂入口(Ｔ字路) 8：47 5 ふれあいタウン 13：55
早川宅前　青木宅前 8：50 3 大節婦入口 13：59
田村宅前 8：53 2 トド岩 14：01
小野寺(一)宅前 8：55 2 ケイセイマサキ建設前 14：02
ノースヒルズ入口 8：57 4 若葉養鶏場入口 14：03

美宇２
大狩部

市街地 地区名 通　過　箇　所 時　刻

高　江

市街地
朝　日

緑　丘

節　婦

美 宇 東 川 線
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 13：10

牧野宅前 9：01 2 診療所前 14：06
小野寺(昇)宅前 9：03 1 とましん厚賀支店前 14：07
松本宅前 9：04 1 赤無橋 14：13
中川宅前 9：05 2 共栄生活館前 14：15
竹中牧場入口 9：07 2 東 川 柏木勲宅前 14：17
國保宅前 9：09 1 東 川 佐藤信広宅前 14：19
メビックビュー前 9：10 1 美 宇 草木宅前 14：24

新　和 畔柳商店前 9：11 1 新 和 畔柳商店前 14：25
美　宇 草木宅前 9：12 5 メビックビュー前 14：26

佐藤信広宅前 9：17 2 國保宅前 14：27
柏木勲宅前 9：19 2 竹中牧場入口 14：29
共栄生活館前 9：21 2 中川宅前 14：31
赤無橋 9：23 6 松本宅前 14：32
とましん厚賀支店前 9：29 1 小野寺(昇)宅前 14：33
厚賀郵便局前 9：30 4 牧野宅前 14：35
若葉養鶏場入口 9：34 1 ノースヒルズ入口 14：39
ケイセイマサキ建設前 9：35 1 小野寺(一)宅前 14：41
トド岩 9：36 2 田村宅前 14：43
大節婦入口 9：38 4 早川宅前 青木宅前 14：46
ふれあいタウン 9：42 2 芽呂入口(Ｔ字路) 14：49
節婦消防前 9：44 1 東川２ 茂宅入口 14：54
第２待合所 9：45 6 町営牧野 15：03
ファミリー歯科前 9：51 3 緑丘生活センター前 15：10
国保診療所前 9：54 1 朝日小学校前 15：13
井上歯科前（新冠本町） 9：55 1 朝日第一 15：14
新冠農協前 9：56 1 松田宅前 15：16
セブンイレブン前 9：57 3 高江会館前 15：20

西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：00 国保診療所前 15：24
井上歯科前（新冠本町） 15：25

大狩部

節　婦

緑　丘

市街地
朝　日

高　江

厚　賀

共　栄

美　宇

美　宇東　川

共　栄

美宇２

厚　賀

井上歯科前（新冠本町） 15：25
新冠農協前 15：26
セブンイレブン前 15：27

市街地
新ひだか町医療機関送迎便へ 10：20



農協スタンド横 8：24
新冠農協前（新冠本町） 8：26
井上歯科前 8：27
国保診療所前 8：28 西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 13：31
高江会館前 8：31 新冠道の駅前 13：34
松田宅前 8：33 新冠農協前（新冠本町） 13：41
朝日第一 8：35 井上歯科前 13：42
朝日小学校前 8：38 国保診療所前 13：43

緑　丘 緑丘生活センター前 8：40 ファミリー歯科前 13：46
古岸生活館前 8：43 西泊津 泊津生活館前 13：51
オシャマニ 8：44 東泊津 東泊津入口 13：53
滑若橋前 8：47 大富生活館前 13：58
畠山宅前 8：54 辻宅前 14：01
森永宅前 8：55 道々静内入口 14：03
外島宅前 8：56 団地前 14：04

古　岸

若 園

大　富

万　世

市街地 地区名 通　過　箇　所 時　刻

高　江

市街地
朝　日

若 園 大 富 線
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 13:10

外島宅前 8：56 団地前 14：04
石田宅前　赤田宅前 9：00 石井宅前 14：07
八木沢宅前 9：04 ビッグレッドファーム前 14：09
小松・佐藤宅前 9：07 リライベツ 14：10
若園入口 9：10 和田宅前 14：12
鷹觜宅前 9：12 広瀬商店前 14：15
須田宅前 9：15 若　園 若園入口 14：18
泉第二停留所 9：17 鷹觜宅前 14：20
小松橋 9：19 須田宅前 14：23

若　園 若園入口 9：20 泉第二停留所 14：25
新栄生活センター前 9：23 小松橋 14：27
和田宅前 9：26 若園入口 14：28
リライベツ 9：28 小松・佐藤宅前 14：31
ビッグレッドファーム前 9：29 八木沢宅前 14：34
石井宅前 9：31 石田宅前　赤田宅前 14：38
団地前 9：34 外島宅前 14：42
道々静内入口 9：35 森永宅前 14：43
辻宅前 9：37 畠山宅前 14：44
大富生活館前 9：39 滑若橋前 14：51

東泊津 東泊津入口 9：44 オシャマニ 14：54
西泊津 泊津生活館前 9：46 古岸生活館前 14：55

ファミリー歯科前 9：51 緑　丘 緑丘生活センター前 14：58
国保診療所前 9：54 朝日小学校前 15：01
井上歯科前（新冠本町） 9：55 朝日第一 15：04
新冠農協前 9：56 松田宅前 15：06
セブンイレブン前 9：57 高江会館前 15：07

西泊津 新冠温泉前(ﾆｭｰﾀｳﾝ入口) 10：00 国保診療所前 15：11
井 歯科前（新 本 ） 15 12

明　和

万　世

大　富

古　岸

市街地
朝　日

高　江

若　園

明　和

新　栄

泉

泉

新　栄

若　園

井上歯科前（新冠本町） 15：12
新冠農協前 15：13
セブンイレブン前 15：15

市街地
新ひだか町医療機関送迎便へ 10:20



時　刻 時　刻
行　き 帰　り

ファミリー歯科前 9：51 仲川内科胃腸科医院 13：10
国保診療所 9：54 日高徳洲会病院 13：12
井上歯科前（新冠本町） 9：55 山田クリニック 13：13
新冠農協前 9：56 新ひだか町立静内病院 13：15
セブンイレブン前 9：57 しずない耳鼻咽喉科医院 13：17
氷川神社前 9：58 まうたの森整形 13：18
新冠温泉前 10：00 しずない皮フ科クリニック 13：19
　　↓ ↓ 佐藤眼科 13：20
末広停留所（山側） 10：06 駒木クリニック 13：21

地区名 停留所（経由地） 地区名 停留所（経由地）

市街地 新ひだか町

新ひだか町

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）

 ≪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
　　※新冠町在住の山間地域に居住する方で新ひだか町への移動を希望される方は
　　　役場への申請が必要です。

　　　【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】　　７０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】

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。

末広停留所（山側） 10：06 駒木クリニック 13：21
仲川内科胃腸科医院 10：09 末広停留所（海側） 13：24
日高徳洲会病院 10：11 　　↓ ↓

山田クリニック 10：12 新冠温泉前 13：31
新ひだか町立静内病院 10：14 氷川神社前 13：33
しずない耳鼻咽喉科医院 10：16 新冠道の駅前 13：34
まうたの森整形 10：17 新冠農協前（新冠本町） 13：41
しずない皮フ科クリニック 10：18 井上歯科前 13：42
佐藤眼科 10：19 国保診療所 13：43
駒木クリニック 10：20 ファミリー歯科前 13：46

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　

　←　新冠農協前　←　新冠本町停留所

新ひだか町

市街地

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。

③日高徳洲会病院

静内



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 14：29
新冠農協前（新冠本町） 7：29 新冠農協前（新冠本町） 14：31
国保診療所前 7：31 国保診療所前 14：33

高　江 高江会館前 7：34 高　江 高江会館前 14：37
朝日第一 7：37 朝日第一 14：40
第６分団庁舎前 7：39 第６分団庁舎前 14：43

大　富 辻宅前 7：42 緑　丘 緑丘生活センター前 14：46
道々静内入口 7：43 古岸生活館前 14：49

市街地 市街地

朝　日 朝　日

古 岸

《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 14：51
石井宅前 7：46 井上商店前 14：54
ビッグレッドファーム前 7：47 広瀬商店前 14：57
リライベツ 7：51 若　園 若園入口 14：58
和田宅前 7：52 泉 小松橋 14：59
新栄生活センター前 7：55 下り終点 15：01

若　園 若園入口 7：56 上り起点 15：02
泉 小松橋 7：57 泉 小松橋 15：04

下り終点 7：59 若　園 若園入口 15：05
上り起点 8：00 新栄生活センター前 15：06

泉 小松橋 8：02 和田宅前 15：09
若　園 若園入口 8：03 リライベツ 15：10

広瀬商店前 8：04 ビッグレッドファーム前 15：14
井上商店前 8：07 石井宅前 15：15
オシャマニ 8：10 団地前 15：18
古岸生活館前 8：12 道々静内入口 15：19

緑　丘 緑丘生活センター前 8：15 大　富 辻宅前 15：20
第６分団庁舎前 8：18 第６分団庁舎前 15：23
朝日第一 8：21 朝日第一 15：25

高　江 高江会館前 8：24 高　江 高江会館前 15：28
国保診療所前（新冠本町） 8：28 国保診療所前（新冠本町） 15：31
新冠農協前 8：30 新冠農協前 15：33

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 15：35

朝　日 朝　日

市街地 市街地

新　栄
泉第二停留所

泉第二停留所
新　栄

明　和
新　栄

万　世
古　岸

万　世
古 岸

新　栄
明　和

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


