
スクールバス時刻表　【減便・変則便】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回数券 回数券

10枚綴 10枚綴

3,140円 小鳥沢 １丁目バス停手前 ― 3,140円 仙北中学校前 7:20

小鳥沢 2丁目バス停手前 ― 西仙北（M進前） 7:22

戸来会計事務所向 ― 岩手トヨペット本宮支店前 7:24

北松園小学校グランド向 ― 本宮２丁目（日報西仙北本宮センター前） 7:26

攝待歯科医院向 ― 2,720円 マリオス１F玄関前（盛岡駅） 7:31

松園第二病院向 ― 旧雫石タクシー盛岡営業所向 7:33

松園生協向(中央公園前） ― 中屋敷町（みつや橋付近） 7:36

松園東県営アパート前 ― パチンコムービー前 7:37

松園１丁目（菊月歯科医院向） ― 盛岡信用金庫天昌寺支店前 7:40

松園２丁目バス停手前 ― 滝沢ＮＴ北口バス停手前 ―

西松園１丁目バス停先 ― ＪＡ滝沢前 ―

東黒石野バス停先 ― 滝沢ＮＴ南口バス停手前 ―

岩脇団地向（バス停の手前） ― 一本柳セブンイレブン先 ―

黒石野１丁目（ホワイト急便向） ― 西青山バス停手前 ―

岩手銀行緑が丘支店向 ― 月ヶ丘２丁目（県交通バス停） ―

盛岡三高向（どんぐり薬局前） ― 岩手日産青山支店前 ―

高松神社前バス停手前 ― 青山駅手前 7:43

高松郵便局手前 ― 県営体育館前（歩道橋の下） 7:45

上田４丁目（すき家手前） ― 青山３丁目（菊池酒店前） 7:47

神明町パチンコキューズ前） 7:30 2,400円 三愛病院職員駐車場前 7:49

県庁向 7:34 なかよし公園前 7:50

ヒノヤタクシー前 7:35 みたけ４丁目（吉田産業前） 7:51

いんべクリーニング前 7:37 松田住宅産業向 7:53

2,720円 ニューウイング前（千葉歯科前） 7:40 1,500円 厨川５丁目（ステーキレストラン斗南前） 7:58

夕顔瀬橋（カギハシ前） 7:42 1,880円 巣子ポストセンター前 8:04

館坂橋（谷藤眼科駐車場前） 7:46 巣子集会所前 8:05

上堂（ヨコハマタイヤ前） 7:47 中巣子（坂の下） 8:06

2,400円 運動公園前（au前） 7:53 葉の木沢山活動センター（旧勤労青少年ホーム）前 8:07

ネッツトヨタみたけ店脇 7:54 第三富士見団地口（にこにこデイサービス前） 8:08

みたけ消化器内科クリニック前 7:55 長根ハイツ（大東冷熱前） 8:09

1,500円 東北銀行みたけ支店向 7:56 岩手県立大学入口バス停付近 8:10

厨川５丁目（ステーキレストラン斗南前） 7:59 8:20

1,880円 巣子ポストセンター前 8:04 仙北中発

巣子集会所前 8:05 巣子経由

中巣子（坂の下） 8:06

葉の木沢山活動センター（旧勤労青少年ホーム）前 8:07

第三富士見団地口（にこにこデイサービス前） 8:08

長根ハイツ（大東冷熱前） 8:09

岩手県立大学入口バス停付近 8:10

8:20

神明町発

中央通

巣子経由 ２便

回数券 停　留　所 神明町行 会館生 回数券 停　留　所 仙北中行

10枚綴 盛　　岡　　大　　学 16:20 10枚綴 盛　　岡　　大　　学 16:20

1,500円 1,880円 岩手県立大学入口バス停付近 16:23 1,500円 2,400円 盛岡大学学生会館 16:35

長根ハイツ 16:30 2,720円 盛岡信用金庫天昌寺支店向 16:45

第三富士見団地口（にこにこデイサービス向） 16:31 パチンコムービー向 16:48

葉の木沢山活動センター（旧勤労青少年ホーム）向 16:32 中屋敷（みつや橋付近） 16:49

中巣子（坂の下） 16:33 旧雫石タクシー盛岡営業所前 16:52

巣子ポストセンター向 16:35 マリオス１F玄関向（盛岡駅） 16:54

2,400円 厨川５丁目（レストラン斗南向） 16:38 3,140円 本宮２丁目（日報西仙北本宮センター向） 16:59

東北銀行みたけ支店前 16:40 岩手トヨペット本宮支店向 17:02

みたけ消化器内科クリニック向 16:41 西仙北（M進向） 17:03

ネッツトヨタみたけ店向 16:42 仙北中学校向 17:05

運動公園前（au向） 16:43

2,720円 上堂（ヨコハマタイヤ向） 16:46

館坂橋（谷藤眼科向） 16:48

夕顔瀬橋先 16:52

ニューウイング向（橋市ビル前） 16:56

3,140円 いんべクリーニング向 16:58

北日本銀行本店前 17:01

県庁前 17:03

神明町（パチンコキューズ前） 17:05

大日向医院向 ―

信用金庫高松支店の向 ―

盛岡三高前（岩手大学寮前） ―

アネックスカワトク前 ―

黒石野１丁目バス停手前 ―

岩脇団地前 ―

東黒石野バス停付近 ―

西松園１丁目バス停先 ―

松園２丁目バス停手前 ―

松園１丁目（菊月歯科医院前） ―

松園東県営アパート向 ―

松園生協前（中央公園向） ―

松園第二病院前 ― ２便

攝待歯科医院前 ―

北松園小学校グランド脇 ―

戸来会計事務所前 ― 計 ４便

小鳥沢 2丁目バス停手前 ―

小鳥沢 １丁目バス停手前 ―

令和３年３月３１日（水）

盛岡大学着

会館生 停　留　所 中央線 会館生 停　留　所

盛　　岡　　大　　学

備　　　　　　　　　　　　　　考

盛岡大学発

  利用券の色 回数券料金（１０枚綴）

備　　　　　　　　　　　　　　考 盛岡大学発

大学 → 運動公園前 → 旭橋（盛岡駅） → 神明町

会館生

  むらさき色 ３，１４０円

みどり色 ２，７２０円

  あお色 ２，４００円

  オレンジ色 １，８８０円

  きいろ

（学生会館
１，５００円

備　　　　　　　　　　　　　　考 盛岡大学発

【仙北線】

大学　→　学生会館　→天昌寺　→マリオス（盛岡駅）　→　仙北中向

【中央線】

仙北中前 → マリオス → 青山 → みたけ → 厨川 → 巣子 → 大学

【仙北線】【中央線】
神明町 → 中央通り → 運動公園前 → 巣子 → 大学

盛　　岡　　大　　学

備　　　　　　　　　　　　　　考

仙北線


