
落　合 鹿塩市場 鹿塩市場 鹿塩市場 役　場 役　場 小学校入口 小学校入口 役　場 役　場 小学校入口 小学校入口

（診療所） （塩の里） （塩の里） （塩の里） 診療所 診療所 診療所 診療所
道の駅 役　場 役　場 落　合 下　原 道の駅 大鹿郵便局 大鹿郵便局 鹿塩橋 道の駅 大鹿郵便局 大鹿郵便局

診療所 診療所 （診療所） （向田三叉路） （国道１５２）

大鹿郵便局 道の駅 道の駅 道の駅 鹿塩市場 小学校入口 道の駅 道の駅 油屋下 小学校入口 道の駅 道の駅
（塩の里） （西寺坂線経由）

小学校入口 大鹿郵便局 大鹿郵便局 大鹿郵便局 中学校 大鹿郵便局 役　場 役　場 西（上） 大鹿郵便局 役　場 役　場
診療所 診療所 （三叉路） 診療所 診療所

御薬師様 小学校入口 小学校入口 小学校入口 道の駅 下　原 下　原 鹿塩市場 道の駅 鹿塩橋 下　原
（向田三叉路） （向田三叉路） （塩の里） （国道１５２） （向田三叉路）

御薬師様 御薬師様 御薬師様 中　峰 役　場 鹿塩市場 鹿塩市場 中学校 役　場 油屋下 鹿塩市場
（林道三叉路） 診療所 （塩の里） 診療所 （西寺坂線経由） （塩の里）

中洞（下） 中洞（下） 中洞（下） 葦原神社 下　原 中学校 押　手 柳　島 下　原 西（上） 中学校
（国道三叉路） （国道三叉路） （国道三叉路） （向田三叉路） （向田三叉路） （三叉路）

中　洞 大沢 中洞（下） 大　沢 入沢井 鹿塩市場 欄干橋 大　塩 鹿塩市場 鹿塩市場 大栗
（国道三叉路） （国道三叉路） （国道三叉路） （久根前） （塩の里） （塩の里） （塩の里） 集会所前

北の原 松下家 中　洞 松下家 沢　井 押　手 中　峰 沢　井 高　安 中学校 中学校 柳　島
（神崎宅下） （集会所） （林道三叉路） （集会所）

松下家 北の原 北の原 北の原 欄干橋 欄干橋 葦原神社 入沢井 儀内路 大栗 柳　島 大　塩
（神崎宅下） （神崎宅下） （神崎宅下） （久根前） 集会所前

大　沢 中　洞 松下家 中　洞 押　手 沢　井 入沢井 葦原神社 女　高 柳　島 大　塩 高　安
（国道三叉路） （集会所） （久根前） （国道三叉路）

中洞（下） 中洞（下） 大　沢 中洞（下） 鹿塩市場 入沢井 沢　井 中　峰 儀内路 大　塩 高　安 儀内路
（国道三叉路） （国道三叉路） （国道三叉路） （国道三叉路） （塩の里） （久根前） （集会所） （林道三叉路）

御薬師様 中洞（下） 下　原 葦原神社 欄干橋 高　安 儀内路 女　高
（国道三叉路） （向田三叉路） （国道三叉路）

小学校入口 御薬師様 御薬師様 御薬師様 役　場 中　峰 押　手 中学校 大　塩 儀内路 女　高 儀内路
診療所 （林道三叉路） （国道三叉路）

大鹿郵便局 小学校入口 小学校入口 小学校入口 道の駅 鹿塩市場 鹿塩市場 柳　島 女　高 儀内路 高　安
（塩の里） （塩の里） （国道三叉路）

道の駅 大鹿郵便局 大鹿郵便局 大鹿郵便局 大鹿郵便局 中学校 下　原 下　原 大栗 儀内路 高　安 大　塩
（向田三叉路） （向田三叉路） 集会所前

落　合 道の駅 道の駅 道の駅 小学校入口 鹿塩市場 役　場 役　場 中学校 高　安 大　塩 柳　島
（診療所） （塩の里） 診療所 診療所
鹿塩市場 役　場 役　場 役　場 下　原 道の駅 鹿塩市場 大　塩 柳　島 中学校
（塩の里） 診療所 診療所 診療所 （向田三叉路） （塩の里）

鹿塩市場 鹿塩市場 役　場 大鹿郵便局 役　場 柳　島 大栗 鹿塩市場
（塩の里） （塩の里） 診療所 診療所 集会所前 （塩の里）

道の駅 小学校入口 道の駅 中学校 中学校 西（上）
（三叉路）

大鹿郵便局 大鹿郵便局 鹿塩市場 鹿塩市場 油屋下
（塩の里） （塩の里） （西寺坂線経由）

小学校入口 小学校入口 西（上） 役　場 鹿塩橋
（三叉路） 診療所 （国道１５２）

油屋下 道の駅 役　場
＜注＞ １．表中の時刻は、目安であり多少遅れる場合がありますのでご了承ください。 （西寺坂線経由） 診療所

２．道路工事などで運行路線が変わる場合がありますのでご注意ください。（同報無線でお知らせします。） 鹿塩橋 大鹿郵便局

３．利用される方は、乗車の意志が運転手さんにわかるよう合図をしてください。 （国道１５２）

役　場 小学校入口

診療所
道の駅

大鹿郵便局

小学校入口

午　前　便 午　後　便 午　前　便 午　後　便 午　前　便 午　後　便

月　曜　日 火　曜　日 水　曜　日
青　木　方　面 鹿 塩 東 部 方面 西 ・ 北　入　方　面

１３：０４

０５ ０８ ３１ １９ ０７ ０８２０ ３０ １３：０１ １６ ２８ １９

１５：０７ ９：２９ １１：１５ １３：０６ １５：０７９：１６ １１：２６ １２：５７ １５：１２ ９：２６ １１：１５

０８ １０ ３３ ２３ １０ １０２２ ３４ ０５ ２０ ３１ ２３

１２ １４ ３５ ２４ １４ １４２３ ３７ ０８ ２３ ３３ ２４

１４ １６ ３８ ２６ １６ １６２６ ３８ ０９ ２４ 塩原線経由 ２６

１７ １９ ４０ ３０ １８ １９和　合　経　由 ４０ １２ ２６ ４３ ３０

１９ ２１ ４２ ３２ ２０ ２２３４ ４３ 和　合　経　由 ２９ ４６ ３２

塩原線経由 ２４ ４４ ３５ ２３ ２４４１ ４６ ２０ ３２ ５１ ３５

２９ ３１ ４６ ３８ ２５ ２５５１ ５３ ２７ ３９ ５４ ３７

３２ ３４ ４８ ４０ ２７ ２８５６ ５８ ３７ ４４ １０：０１ ４０

３７ ３９ ５０ ４１ ３０ ３１１０：０３ １２：０８ ４２ ５４ ０４ ４７

４０ ４２ ５３ ４４ ３３ ３４０６ １５ ４９ １６：０１ ０７ ５０

４７ 塩原線経由 ５６ ４７ ３６ ３７０９ 和　合　経　由 ５２ 和　合　経　由 ０９ ５５

５０ ５２ ５９ ５０ ３９ ３９１１ ２３ ５４ ０９ １１ ５８

５２ ５４ １０：０２ ５３ ４１ ４１１２ ２６ ５６ １２ １５ 塩原線経由

５４ ５６ ０４ ５５ ４４ ４３１５ ２７ ５７ １３ １８ １２：０８

５６ ５８ ０５ ５８ ４６ ４５１９ ３０ １４：００ １６ １９ １０

３８ ０８ １５ ０３ １２ ０４

４８２３ ３４ ０４ １９ １２ １４：００ ０８ １２：０１

大　鹿　村　循　環　バ　ス （ 患 者 輸 送 車 ） 運　行　予　定　表　　　　　　　令和元年8月1日現在

１６ ０４

４．月曜日から金曜日のうち祝日は運行をしません。
１８

２２

２３ １３ ５７ ５７

１５ １４：０１

２２ １９ ０８ ５３ ５６

１９ ０４ １６ ０６ ５１ ５４

２０

高　安

５０

２６

０５

５９

２５

４９

４７



役　場 鹿塩市場 鹿塩市場 鹿塩市場 鹿塩市場 鹿塩市場 役　場 役　場 小学校入口 小学校入口

診療所 （塩の里） （塩の里） （塩の里） （塩の里） （塩の里） 診療所 診療所
道の駅 役　場 役　場 役　場 役　場 役　場 下原 道の駅 大鹿郵便局 大鹿郵便局

診療所 診療所 診療所 診療所 診療所 （向田三叉路）

道の駅 道の駅 道の駅 道の駅 道の駅 鹿塩市場 小学校入口 道の駅 道の駅
（塩の里）

中尾（上） 中尾下 中尾下 大鹿郵便局 大鹿郵便局 南山（上） 大鹿郵便局 役　場 役　場
三叉路 三叉路 （三叉路） 診療所 診療所

鳥倉線経由 中尾（上） 小学校入口 小学校入口 持　尾 道の駅 下　原 下　原
林道三叉路 （向田三叉路） （向田三叉路）

上市場集会所 松平神社前 鳥倉線経由 松平神社前 小渋橋前 小渋橋前 河　合 役　場 鹿塩市場 鹿塩市場
林道三叉路 （道祖神） 診療所 （塩の里）

生活支援 小学校入口 上市場集会所 小学校入口 沢戸（下） 沢戸（下） 鹿塩市場 下　原 南山（上） 河　合
ハウス （三叉路） （三叉路） （塩の里） （向田三叉路） （三叉路） （道祖神）

小学校入口 生活支援 生活支援 生活支援 福徳寺 福徳寺 中学校 鹿塩市場 持　尾 持　尾
ハウス ハウス ハウス （塩の里）

上市場集会所 小学校入口 上市場集会所 釜　沢 釜　沢 下　原 河　合 河　合 南山（上）
（向田三叉路） （道祖神） （道祖神） （三叉路）

松平神社前 林道三叉路 林道三叉路 上蔵下村 上蔵下村 役　場 持　尾 鹿塩市場 鹿塩市場
診療所 （塩の里） （塩の里）

中尾下 中尾（上） 松平神社前 中尾（上） 峯沢宅上 峯沢宅上 道の駅 南山（上） 下　原 下　原
三叉路 鳥倉線経由 鳥倉線経由 (三叉路) (三叉路) （三叉路） （向田三叉路） （向田三叉路）

道の駅 中尾下 沢戸集会所 沢戸集会所 大鹿郵便局 鹿塩市場 役　場 役　場
三叉路 （塩の里） 診療所 診療所

役　場 道の駅 道の駅 道の駅 上市場（上） 上市場（上） 小学校入口 下　原 道の駅
診療所 (三叉路) (三叉路) （向田三叉路）

鹿塩市場 役　場 役　場 役　場 右馬允上 右馬允上 役　場 大鹿郵便局

（塩の里） 診療所 診療所 診療所 診療所
中学校 鹿塩市場 鹿塩市場 ＪＡ大鹿支所 ＪＡ大鹿支所 道の駅 小学校入口

（塩の里） （塩の里）
学校入口 学校入口 大鹿郵便局

大鹿郵便局 大鹿郵便局 小学校入口

道の駅 道の駅

役　場 役　場
診療所 診療所

鹿塩市場 鹿塩市場
（塩の里） （塩の里）

＜注＞ １．表中の時刻は、目安であり多少遅れる場合がありますのでご了承ください。
２．道路工事などで運行路線が変わる場合がありますのでご注意ください。（同報無線でお知らせします。）
３．利用される方は、乗車の意志が運転手さんにわかるよう合図をしてください。

午　前　便 午　後　便 午　前　便 午　後　便 午　前　便 午後便休止

大　鹿　村　循　環　バ　ス （ 患 者 輸 送 車 ） 運　行　予　定　表　　　　　令和元年8月1日現在

木　 曜　日 金　曜　日
文 満・中 尾 方 面 釜　沢　方　面 河 合 ・ 南 山 方 面

１５：１２ ９：２２ １１：１５

４４ ３０ ２６ １６ ９：０７

９：４１ １１：２６ １３：２２ １５：１２ １１：１５ １２：５０

１９ ５４ １６ ２４ １９

２３

５１ ３６ 中尾線経由 ２２ １３ ２５ １３：００ ２２ ３９ ２４

中尾線経由 ３４ ２９ ２０ １１ ２３ ５８ ２０ ２６

５４ 文満線・九文字線経由 ３６ 文満線・九文字線経由 １４

５７ ３９ ３９ ２４ １５ ２７ ０２ ２４ ４９

２６ ０１ ２３ ４７ ２６

３０

５９ ４１ ４２ ２６ １８ ３０ ０３ ２５ ５４ ３２

４２ ４４ ２７ ２２ ３４ ０７ ２９ ５６ ３５

４０

１０：０４ ４９ ３４ ５２ １２：０４ ３７ ５９ １０：００ ４２

４４ ２９ ３７ ４９ ２２ ４４ ５８

０８ ５２ １０：０１ １３ ４６ ０８ ０７

０８ ４１ １６：０３ １０：０４ ５０

１２：０１中尾線経由

３８０７ ４９ ５６

１６ １２：０２ ５７ ４７ ０８ ２０ ５３ １５ ０６

１２ ５９ ５３ ４４ ０４ １６ ４９ １１ ０８

１２ ２４ ５７ １９

１８ ０６ １４：０１ １０ ２２ ５５ １７

１７ ２９ １４：０２ ２４

１３

１３ ２５ ５８ ２０ １４

４．月曜日から金曜日のうち祝日は運行をしません。

２５ ３７

２１ ３３ ０６ ２８

１０

０３

１０

１０：００

九文字線・文満線経由

中尾線経由

５３

４５

九文字線・文満線経由


