
往　路(行　き) 復　路(帰　り)
乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻

浅谷 7:52 役場前バス停 10:50
浅谷口 7:55 祐閑寺前バス停 10:59
津幡検問所前 7:56 倉見バス停 11:00
新太田バス停 7:57 杉瀬住宅前バス停 11:01
太田旭ヶ丘団地口 7:58 杉瀬会館前 11:02
太田南バス停 7:59 杉瀬バス停 11:03
太田バス停 8:01 浅田集会所前 11:06
太田東バス停 8:02 総合体育館前 11:09
津幡駅前バス停(北鉄金沢) 8:04 浅田西 11:10
潟端陽香台バス停 8:13 パピィ・１通りバス停 11:15
潟端南バス停 8:14 おやど商店街バス停 11:16
潟端団地口バス停 8:15 横浜バス停 11:17
潟端集会所前バス停 8:17 北中条バス停(旧道) 11:18
潟端バス停 8:18 中条バス停 11:19
津幡南中学校前バス停 8:20 津幡南中学校前バス停 11:20
中条バス停 8:21 潟端バス停 11:22
北中条バス停(旧道) 8:22 潟端集会所前バス停 11:23
横浜バス停 8:23 潟端団地口バス停 11:25
おやど商店街バス停 8:24 潟端南バス停 11:26
パピィ・１通りバス停 8:25 潟端陽香台バス停 11:27
役場前バス停 8:30 津幡駅前バス停(北鉄金沢) 11:36
浅田西 8:35 太田東バス停 11:38
総合体育館前 8:36 太田バス停 11:39
浅田集会所前 8:39 太田南バス停 11:41
杉瀬バス停 8:42 太田旭ヶ丘団地口 11:42
杉瀬会館前 8:43 新太田バス停 11:43
杉瀬住宅前バス停 8:44 津幡検問所前 11:44
倉見バス停 8:45 浅谷口 11:45
祐閑寺前バス停 8:46 浅谷 11:48
役場前バス停 8:56

新型コロナワクチン集団接種会場 無料巡回バス時刻表
● 新型コロナワクチン集団接種会場への交通手段として、無料巡回バスを運行します。

運行期間:5月～7月末 ※接種状況によって期間が変更になる場合があります
土曜日・日曜日限定 ※地域によって曜日が異なります

● 決められた場所以外では、乗り降りできません。
● 車椅子をご利用の方は、事前に生活環境課(☎288-6701)までご連絡をお願いします。
● 車内では、安全確保に十分ご注意ください。
● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用をお願いします。
なお、体調がすぐれない場合は、バスの利用をご遠慮ください。

● 第２、第４日曜日は、町営バスも全線無料で利用可能です。
無料巡回バス同様、感染症予防対策にご協力ください。

日曜日① 【 浅谷・太田・潟端・南中条・北中条・横浜・加賀爪・津幡・浅田・杉瀬・倉見 】



往　路(行　き) 復　路(帰　り)
乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻

大熊 12:35 役場前バス停 15:20
小熊 12:37 大谷内バス停 15:30
平野 12:38 七黒バス停 15:32
池ヶ原バス停 12:42 鳥越バス停（ＪＡ東） 15:33
池ヶ原バス停 12:42 山北 15:34
池ヶ原口バス停 12:43 蓮花寺バス停 15:35
八ノ谷バス停 12:44 宮田 15:36
八ノ谷口バス停 12:44 鳥屋尾バス停 15:38
吉倉資料庫バス停 12:46 彦太郎畠口 15:40
吉倉バス停 12:48 笠池ヶ原 15:44
市谷 12:51 莇谷 15:50
市谷団地 12:53 市谷団地 15:57
莇谷 13:00 市谷 15:59
笠池ヶ原 13:06 吉倉バス停 16:02
彦太郎畠口 13:10 吉倉資料庫バス停 16:04
鳥屋尾バス停 13:12 八ノ谷口バス停 16:06
宮田 13:14 八ノ谷バス停 16:06
蓮花寺バス停 13:15 池ヶ原口バス停 16:07
山北 13:16 池ヶ原バス停 16:08
鳥越バス停（ＪＡ東） 13:17 池ヶ原バス停 16:08
七黒バス停 13:18 平野 16:12
大谷内バス停 13:20 小熊 16:13
役場前バス停 13:30 大熊 16:15

土曜日②【 】大熊・小熊・平野・池ケ原・八ノ谷・吉倉・市谷・莇谷・笠池ケ原・
彦太郎畠・鳥屋尾・宮田・蓮花寺・山北・鳥越・七黒・倉見（大谷内）

往　路(行　き) 復　路(帰　り)
乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻

北横根バス停 13:57 役場前バス停 16:43
相窪バス停 13:59 明神口バス停 16:51
常徳口バス停 14:00 明神公園前 16:52
朝日畑バス停 14:01 井野河内 16:53
仮生バス停 14:03 東荒屋会館前バス停 16:55
下藤又口バス停 14:04 大坪バス停 16:57
大坪バス停 14:06 下藤又口バス停 16:59
東荒屋会館前バス停 14:08 仮生バス停 17:00
井野河内 14:10 朝日畑バス停 17:02
明神公園前 14:11 常徳口バス停 17:03
明神口バス停 14:12 相窪バス停 17:04
役場前バス停 14:20 北横根バス停 17:06

土曜日③【 】北横根・相窪・常徳・朝日畑・仮生・下藤又・大坪・別所・東荒屋・
井野河内・明神



日曜日④ 【 山森・倶利伽羅・大窪・南横根・常徳・舟尾・材木 】
往　路(行　き) 復　路(帰　り)

乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻
山森 13:58 役場前バス停 16:28
倶利伽羅 14:00 材木 16:40
大窪口 14:04 舟尾 16:44
南横根 14:07 常徳 16:48
常徳 14:13 南横根 16:54
舟尾 14:20 大窪口 16:57
材木 14:21 倶利伽羅 17:01
役場前バス停 14:33 山森 17:03

往　路(行　き) 復　路(帰　り)
乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻

裏舟橋西バス停 12:38 役場前バス停 15:20
能瀬団地口バス停 12:39 エクセルタウンバス停 15:30
浦能瀬バス停 12:40 野山団地バス停 15:35
領家西バス停 12:40 野山集会所前バス停 15:36
領家口バス停 12:41 緑が丘バス停 15:36
能瀬駅バス停 12:42 ４丁目公園前バス停 15:37
井上保育園前バス停 12:46 グリーンハイツ口バス停 15:39
川尻水門前バス停 12:47 中津幡駅口バス停 15:40
川尻バス停 12:48 中津幡駅前バス停 15:41
３丁目公園口バス停 12:49 太白商店街バス停 15:42
井上の荘バス停 12:49 庄町振興館前 15:45
井上小学校前バス停 12:50 サンライフ津幡前 15:46
中橋バス停 12:51 住吉団地 15:46
中須加バス停 12:53 五月田踏切 15:48
清水 12:58 庄中町 15:48
本津幡 12:59 本津幡 15:49
庄中町 13:00 清水 15:50
五月田踏切 13:00 中須加バス停 15:55
住吉団地 13:02 中橋バス停 15:57
サンライフ津幡前 13:02 井上保育園前バス停 15:57
庄町振興館前 13:03 川尻水門前バス停 15:58
太白商店街バス停 13:06 川尻バス停 15:59
中津幡駅前バス停 13:07 ３丁目公園口バス停 16:00
中津幡駅口バス停 13:08 井上の荘バス停 16:00
グリーンハイツ口バス停 13:09 井上小学校前バス停 16:01
４丁目公園前バス停 13:11 裏舟橋西バス停 16:05
緑が丘バス停 13:12 能瀬団地口バス停 16:06
野山集会所前バス停 13:12 浦能瀬バス停 16:07
野山団地バス停 13:13 領家西バス停 16:07
エクセルタウンバス停 13:18 領家口バス停 16:08
役場前バス停 13:30 能瀬駅バス停 16:09

日曜日⑤【 】裏舟橋・浦能瀬・領家・川尻・井上の荘・五反田・中橋・中須加・
津幡(エクセルタウン、野山団地、グリーンハイツ、ニュータウン）・緑が丘・清水・庄



往　路(行　き) 復　路(帰　り)
乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻

瓜生バス停 7:42 役場前バス停 10:30
木窪バス停 7:50 本津幡駅バス停 10:36
牛首バス停 7:52 庄住吉神社前 10:37
上河合バス停 7:56 舟橋バス停 10:39
下河合バス停 7:58 あがたの里バス停 10:40
上大田バス停 8:02 能瀬バス停 10:41
興津峠バス停 8:06 石山橋 10:42
興津バス停 8:07 御門バス停 10:43
菩提寺前バス停 8:08 下矢田バス停 10:45
種バス停 8:10 上矢田バス停 10:46
中山バス停 8:12 中山バス停 10:48
上矢田バス停 8:14 種バス停 10:50
下矢田バス停 8:15 菩提寺前バス停 10:52
御門バス停 8:17 興津バス停 10:53
石山橋 8:18 興津峠バス停 10:54
能瀬バス停 8:19 上大田バス停 10:58
あがたの里バス停 8:20 下河合バス停 11:02
舟橋バス停 8:21 上河合バス停 11:04
庄住吉神社前 8:23 牛首バス停 11:08
本津幡駅バス停 8:24 木窪バス停 11:10
役場前バス停 8:30 瓜生バス停 11:18

日曜日⑥【	 】瓜生・木窪・牛首・上河合・下河合・上大田・興津・菩提寺・種・中山・
上矢田・下矢田・御門・御門出町・谷内・表能瀬・加茂・舟橋・庄･清水

日曜日⑦ 【 大畠・上野・九折・河内・坂戸・越中坂・刈安・岩崎・田屋 】
往　路(行　き) 復　路(帰　り)

乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻
大畠口 12:59 役場前バス停 15:20
上野 13:02 田屋バス停 15:34
倶利伽羅駅 13:03 岩崎バス停 15:35
九折バス停 13:07 刈安北 15:37
河内バス停 13:08 刈安バス停 15:39
坂戸バス停 13:10 坂戸バス停 15:40
刈安バス停 13:11 河内バス停 15:42
刈安北 13:13 九折バス停 15:43
岩崎バス停 13:15 倶利伽羅駅 15:47
田屋バス停 13:16 上野 15:48
役場前バス停 13:30 大畠口 15:51

土曜日⑧ 【 富田・原・上藤又・下中・竹橋・七野・東荒屋 】
往　路(行　き) 復　路(帰　り)

乗 車 場 所 時 刻 降 車 場 所 時 刻
富田西口バス停 13:03 役場前バス停 15:30
富田工業団地バス停 13:04 東荒屋バス停 15:38
原橋 13:05 七野 15:39
原 13:06 竹橋西バス停 15:42
上藤又 13:11 竹橋バス停 15:43
下中 13:14 下中 15:46
竹橋バス停 13:17 上藤又 15:49
竹橋西バス停 13:18 原 15:54
七野 13:21 原橋 15:55
東荒屋バス停 13:22 富田工業団地バス停 15:56
役場前バス停 13:30 富田西口バス停 15:57


