
Ｄ　迎 土　１号車 Ｄ　送 Ｄ　迎 土　1号車 Ｄ　送
8:45 蓬田バス回転場 12:45 9:10 奥内児童館向かい 12:20
↓：51 蓬田村第5分団屯所 ：39 ↓：11 高森商店 ：19
：52 蓬田診療所 ：38 ：11 奥内小学校 ：19
：53 中村ホンダ ：37 ：12 前田湯ノ沢 ：18
：54 蓬田村役場向かい ：36 ：12 澤田建設 ：18
：56 JA蓬田支店向かい ：34 ：13 もと　さわだドライブイン ：17
：58 工藤酒店向かい ：32 ：14 奥内宮田バス停 ：16
：58 蓬田保育園向かい ：32 ：15 前田整備工場 ：15
：59 中沢駅入口向かい ：31 ：15 えびな魚店向かい ：15

9:00 後潟磯部バス停 ：30 ：15 斉藤チェンソー ：15
：01 後潟高嶋バス停 ：29 ：16 西田沢小学校バス停 ：14
：02 後潟平野バス停 ：28 ：16 夏井田バス停 ：14
：02 後潟大原バス停 ：28 ：17 赤坂整備工場 ：13
：03 後潟小学校向かい ：27 ：17 もと　溝江商店 ：13
：03 後潟児童館 ：26 ：19 野木和団地 ：11
：05 小橋田川バス停 ：25 ：19 新生町バス停 ：11
：05 小橋稲田バス停 ：25 ：20 もと　羽白薬局 ：10
：06 左堰製材所バス停 ：24 ：21 もと　工藤木材倉庫 ：09
：07 左堰バス停 ：23 ：22 青森信用金庫 ：08
：07 内真部岸田バス停 ：23 ：23 ファミリーマート油川店 ：07
：08 内真部バス停 ↑：22 ：24 浄満寺バス停 ：06
：10 奥内児童館向かい 12:20 ：24 浪返バス停 ：06

奥内方面へ　　　/　　奥内方面より ：25 下町バス停 ：05
：25 新井田バス停 ：05
：26 木材港バス停 ：04
：27 石川木材店 -
- もと　ホテル新ふじ前 ：03
：28 函館酪農公社 -
- 株式会社青工前 ：02
：29 あおもり北彩館向かい ：01
：30 公園向かい 12:00
：31 あさひ温泉向かい ↑：59

9:40 スイミング 11:50

※バスに乗る時の注意

①バスが走っている時は、立って歩かない。

②バスから降りた後、持ち物がドアに挟まってないか注意する。

③バスから降りた後、バスの前・後を横断しない。

④忘れ物に注意しましょう。

蓬田～後潟～左堰　方面 奥内～油川～富田　方面

☆　D1コース　☆

蓬田・後潟・左堰・奥内・油川・富田　方面

2019年4月1日改正



Ｂ迎 Ｃ迎 火・木曜日 Ｂ送 Ｃ送 Ｂ迎 Ｃ迎 土曜日 Ｂ送 Ｃ送 Ｂ迎 Ｃ迎 月・水・金曜日 Ｂ送 Ｃ送
14:55 16:00 奥内児童館 18:03 19:03 13:55 15:00 奥内児童館 17:06 18:06 15:00 16:00 沖館小学校前 ↓：35 ↓：35

↓：56 ↓：01 高森商店 ：02 ：02 ↓：56 ↓：01 高森商店 ：05 ：05 ↓：01 ↓：01 日光電気 ↓：36 ↓：36

↓：56 ↓：01 北小学校 ：02 ：02 ↓：57 ↓：02 北小学校 ：04 ：04 ↓：02 ↓：02 ポレスターマンション横 ：37 ：37

：57 ：02 前田湯ノ沢バス停 ：01 ：01 ：58 ：03 前田湯ノ沢バス停 ：03 ：03 ：07 ：07 駅西口バス停向かい ：42 ：42

：57 ：02 澤田建設 ：01 ：01 ：58 ：03 澤田建設 ：03 ：03 ：07 ：07 晴山酒店 ：42 ：42

：57 ：02 もと　さわだドライブイン ：01 ：01 ：59 ：04 もと　さわだドライブイン ：02 ：02 ：08 ：08 柳川マンションＢ棟 ：43 ：43

：58 ：03 奥内宮田バス停 18:01 19:01 14:00 ：05 奥内宮田バス停 ：01 ：01 ：10 ：10 生協向かい ：45 ：45

：58 ：03 奥内支所向かい :59 :59 ：01 ：06 奥内支所向かい ：00 ：00 ：10 ：10 森林博物館向かい ：45 ：45

：58 ：04 前田整備工場 :59 :59 ：01 ：06 前田整備工場 ：00 ：00 ：10 ：10 ヤクルトセンター ：45 ：45

：59 ：04 えびな魚店向かい ：59 ：59 ：01 ：06 えびな魚店向かい ：00 ：00 ：11 ：11 クリーニングピア ：46 ：46

：59 ：04 斉藤チェンソー ：59 ：59 ：01 ：06 斉藤チェンソー 17:00 18:00 ：12 ：12 小浜保育園入口 ：47 ：47

15:00 ：05 旧西田沢小学校バス停 ：58 ：58 ：02 ：07 旧西田沢小学校バス停 ：59 59 ：12 ：12 もと　小向商店 ：48 ：48

：01 ：05 夏井田バス停 ：58 ：58 ：02 ：07 夏井田バス停 ：59 ：59 ：14 ：14 シャノアール ：49 ：49

：01 ：06 　赤坂整備工場 ：57 ：57 ：03 ：08 赤坂整備工場 58 ：58 ：16 ：16 関谷ハウスセンター ：51 ：51

：01 ：06 もと　溝江商店 ：57 ：57 ：03 ：08 もと　溝江商店 ：58 ：58 ：17 ：17 黒石工業横 ：52 ：52

：04 ：09 野木和団地 ：54 ：54 ：06 ：10 野木和団地 ：55 ：55 ：18 ：18 シュウ美容室 ：53 ：53

：04 ：09 新生町バス停 ：54 ：54 ：06 ：10 新生町バス停 ：54 ：54 ：19 ：19 あさひ温泉向かい ：54 ：54

：05 ：10 もと　羽白薬局 ：53 ：53 ：07 ：11 もと　羽白薬局 ：54 ：54 ：20 ：20 ビレッジハウス相野 ：55 ：55

：06 ：11 もと　工藤木材倉庫 ：52 ：52 ：08 ：12 もと　工藤木材倉庫 ：53 ：53 ：25 ：25 権八寿司 18:00 19:00

：06 ：11 油川中学校前バス停 ：52 ：52 ：08 ：13 油川中学校前バス停 ：52 ：52 15:30 16:30 スイミング 17:30 18:30

：07 ：12 堀川道路建設 ：51 ：51 ：09 ：14 堀川道路建設 ：51 ：51

：08 ：13 ファミリーマート油川店 ：50 ：50 ：10 ：15 ファミリーマート油川店 ：50 ：50

：10 ：15 油川小学校 ：48 ：48 ：12 ：17 油川小学校 ：48 ：48

：13 ：18 浄満寺バス停 ：45 ：45 ：15 ：20 浄満寺バス停 ：45 ：45

：14 ：19 浪返バス停 ：44 ：44 ：15 ：20 浪返バス停 ：44 ：44

：14 ：19 下町バス停 ：44 ：44 ：16 ：21 下町バス停 ：44 ：44

：15 ：20 新井田バス停 ：43 ：43 ：16 ：21 新井田バス停 ：43 ：43

：15 ：20 木材港バス停 ：43 ：43 ：17 ：22 木材港バス停 ：43 ：43

：16 ：21 新田バス停 ：42 ：42 ：18 ：23 石川木材店 - -

：17 ：22 森林管理局宿舎バス停 ：41 ：41 - - もと　ホテル新ふじ前 ：42 ：42

：17 ：22 沖館バス停 ：41 ：41 ：19 ：24 函館酪農公社 - -

：18 ：23 沖館分署バス停 ：40 ：40 - - 株式会社青工 ：41 ：41

：19 ：24 沖館仲通りバス停 ：39 ：39 ：20 ：25あおもり北彩館向かい ：40 ：40

：20 ：25 沖館市民センター ：38 ：38 ：21 ：26 公園向かい ：39 ：39

：21 ：26 森林博物館バス停 ：37 ：37 ：22 ：27 あさひ温泉向かい ↑：38 ↑：38

：22 ：27 三菱電機向かい ：36 ：36 14:30 15:35 スイミング 16:30 17:30

：23 ：28 青森県信用組合横 ：35 ：35

：24 ：29 木浪ふとん店 - -

- - 野戸谷燃料 ↑：34 ↑：34

15:30 16:35 スイミング 17:30 18:30

Ｂ迎 Ｃ迎 月・火・木・金曜日 Ｂ送 Ｃ送 Ｂ迎 Ｃ迎 水曜日 Ｂ送 Ｃ送 Ｂ迎 Ｃ迎 土曜日 Ｂ送 Ｃ送

15:08 16:08希望ヶ丘団地（のぞみ館前） 17:55 18:55 15:00 16:00 新城市民センター横 17:55 18:55 14:00 15:00 新城市民センター横 16:55 17:55

↓：09 ↓：09 上磯電機 ：54 ：54 ↓：01 ↓：01 竹中住宅設備 - - ↓：01 ↓：01 竹中住宅設備 - -

↓：09 ↓：09 サトカツタクシー車庫 ：54 ：54 ↓：01 ↓：01 ほかほか弁当向かい ：53 ：53 ↓：01 ↓：01 ほかほか弁当向かい ：53 ：53

：10 ：10 もと　川村商店 ：53 ：53 ：02 ：02 もと　横浜タイヤ ：52 ：52 ：02 ：02 もと　横浜タイヤ ：52 ：52

：11 ：11 新城駅前 ：52 ：52 ：02 ：02 青森練成会新城校 ：52 ：52 ：02 ：02 青森練成会新城校 ：52 ：52

：12 ：12 新城駅バス停 ：51 ：51 ：02 ：02 明光義塾向かい ：52 ：52 ：02 ：02 明光義塾向かい ：52 ：52

：12 ：12 緑ヶ丘団地入口バス停 ：51 ：51 ：03 ：03 三内霊園入り口バス停 ：51 ：51 ：03 ：03 三内霊園入り口バス停 ：51 ：51

：13 ：13 公園前バス停 ：50 ：50 ：04 ：04 石江バス停 ：51 ：51 ：04 ：04 あすなろ農協 ：51 ：51

：14 ：14 緑ヶ丘団地バス停 ：49 ：49 ：10 10 新城小南側スロープ前 ：51 ：51 10 10 新城小南側スロープ前 ：51 ：51

：17 ：17 もと　伊東商店 ：46 ：46 ：12 ：12 ファミリーマート新青森駅西口 ：42 ：42 ：12 ：12 ファミリーマート新青森駅西口 ：42 ：42

：18 ：18 もと　豊産管理向かい ：45 ：45 ：12 ：12 ハウス　ブラウン向かい ：42 ：42 ：12 ：12 ハウス　ブラウン向かい ：42 ：42

：19 ：19 新城市民センター横 ：44 ：44 ：12 ：12 ツクイ　うら ：42 ：42 ：12 ：12 ツクイ　うら ：42 ：42

：21 ：21 竹中住宅設備 - - ：13 ：13 県民共済 ：41 ：41 ：13 ：13 県民共済 ：41 ：41

：21 ：21 ほかほか弁当向かい ：42 ：42 ：14 ：14 デイリーストア新青森駅西口 ：40 ：40 ：14 ：14 デイリーストア新青森駅西口 ：40 ：40

：22 ：22 もと　横浜タイヤ ：41 ：41 ：16 ：16 新青森駅西口駐車場向かい ：38 ：38 ：16 ：16 新青森駅西口駐車場向かい ：38 ：38

：22 ：22 青森練成会新城校 ：41 ：41 ：17 ：17 ホームメイト青森店 ↑：37 ↑：37 ：17 ：17 ホームメイト青森店 ↑：37 ↑：37

：22 ：22 明光義塾向かい ：41 ：41 ：20 ：20 岡部バス停 ↑：34 ↑：34 ：20 ：20 岡部バス停 ↑：34 ↑：34

：23 ：23 三内霊園入り口バス停 ：40 ：40 15:25 16:25 スイミング 17:30 18:30 14:25 15:25 スイミング 16:30 17:30

：23 ：23 石江バス停 ：40 ：40

：24 ：24 はま寿司 ：39 ：39

：25 ：25 ドコモショップ ：38 ：38

：26 ：26 木村文祥内科向かい ：37 ：37

：27 ：27 成田スタジオ向かい ↑：36 ↑：36

：28 ：28 歯科技専前バス停 ↑：35 ↑：35

15:35 16:35 スイミング 17:30 18:30

☆2号車バス 新城・石江・三内

①新城～石江～三内　方面 ②新城～石江　方面

③篠田～柳川～沖舘　方面

※Ｂ・Ｃコース送り

：35 沖館小学校からの送りとなります。

スクールバス時刻表 令和３年10月1日改正

③新城～石江　方面

☆1号車バス 奥内・油川・富田・篠田・柳川・沖館

①奥内～油川～富田　方面 ②奥内～油川～富田　方面

 
 ☆青森ヤクルトスイミングスクール☆ 

                  ℡０１７－７６６－２０７７ 



Ｂ迎 Ｃ迎 月・水・木曜日 Ｂ送 Ｃ送 Ｂ迎 Ｃ迎 火・金曜日 Ｂ送 Ｃ送
14:56 15:56 シューテック向かい 18:03 19:05 14:55 15:55 三内西小学校前バス停 18:11 19:11
↓：56 ↓：56 バンザイ向かい ：03 ：05 ↓：56 ↓：56 丸山市民館前バス停 18:10 19:10
↓：58 ↓：58 もと 浦川商店向かい ：01 ：03 ：57 ：57 ２３番ゴミ捨て場向かい ：10 ：10

：59 ：59 青葉こころのクリニック向かい 18:00 ：02 15:00 16:00 プランナー青森前 ：09 ：09
15:01 16:01 大野小学校 ：58 19:00 ：01 ：01 下安田バス停 ：08 ：08
：02 ：02 立田米穀商向かい ：57 ：59 ：02 ：02 安田近野バス停 ：07 ：07
：03 ：03 青森学生塾 ：56 ：58 ：03 ：03 上安田バス停 ：07 ：07
：03 ：03 すぎの子幼稚園 ：56 ：58 ：03 ：03 栄山バス停 ：06 ：06
：04 ：04 やまうち歯科 ：55 ：57 ：03 ：03 下細越バス停 ：05 ：05
：05 ：05 もと　斎藤酒店 ：54 ：56 ：03 ：03 公民館前 ：04 ：04
：05 ：05 あすなろケアハウス向かい ：54 ：56 ：04 ：04 斉藤商店前 ：03 ：03
：06 ：06 大野市民センターバス停 ：53 ：55 ：05 ：05 木村商店向かい ：02 ：02
：07 ：07 中大野バス停 ：52 ：54 ：06 ：06 細越バス停 18:01 19:01
：08 ：08 ツルハ薬局向かい ：51 ：53 ：07 ：07 もと　福ちゃん食堂 ：59 ：59
：08 ：08 金沢小学校前バス停 ：51 ：53 ：09 ：09 高田日野バス停 ：58 ：58
：08 ：08 ファミリーマート金沢店横 ：51 :53 ：10 ：10 稲荷神社バス停 ：57 ：57
：09 ：09 鳴滝公園向かい ：50 ：52 ：11 ：11 荒川品川バス停 ：56 ：56
：09 ：09 南高校通りバス停 ：50 ：52 ：12 ：12 荒川分団 ：56 ：56
：11 ：11 金沢生協横 ：48 ：50 ：12 ：12 荒川保育園 ：56 ：56
：12 ：12 もと　東日本住建 ：47 ：49 ：12 ：12 荒川市民センター ：53 ：53
：12 ：12 南金沢町入口向かい ：47 :49 ：15 ：15 柴田バス停 ：51 ：51
：13 ：13 一本松 ：46 ：48 ：17 ：17 農協会館バス停 ：48 ：48
：14 ：14 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ浪館店 ：45 ：47 ：20 ：20 大野若宮バス停 ：47 ：47
：15 ：15 浪館青銀 ：44 ：46 ：21 ：21 大野小学校歩道橋 ：47 ：47
：16 ：16 アラヤ医院 ：43 ：45 ：21 ：21 もと　大野青銀 ：45 ：45
：17 ：17 浪館バス停 ：42 ：44 ：23 ：23 南片岡バス停 ：45 ：45
：19 ：19 もと　浪館平岡バス停 ：40 ：42 ：23 ：23 甲田中学校バス停 ：44 ：44
- ：20 丸山ストアー向かい - ：41 ：24 ：24 工藤パン工場 ：44 ：44
：20 ：21 すずかけの里向かい ：39 ：40 ：24 ：24 旭町会館 ：43 ：43
：21 ：23 三内小学校 ：38 ：38 ：25 ：25 　もと　東青市場 ：43 ：43
：22 ：24 さんない薬局 ：37 ：37 ：25 ：25 南旭町バス停 ：42 ：42
：23 ：25 もと　浜寿司 ↑：35 ↑：35 ：26 ：26 山道葬儀造花店向かい ：41 ：41
：23 ：25 太助寿司 ↑：35 ↑：35 ：27 ：27 古川バス停(旭町通り) ：38 ：38

15:35 16:35 スイミング 17:30 18:30 ：30 ：30 ①浪館・細越方面バス停横 - -
：31 ：31 上古川バス停 - -
- - 西上古川バス停 ↑：34 ↑：34

　丸山ストアーは、運行しておりません。 ：33 ：33 木浪ふとん
- - 野戸谷燃料 ↑：33 ↑：33
15:35 16:35 スイミング 17:30 18:30

Ｂ迎 Ｃ迎 土曜日 Ｂ送 Ｃ送
13:57 14:57 シューテック向かい 17:01 18:03
↓：57 ↓：57 バンザイ向かい ：01 ：03
↓：58 ↓：58 もと 浦川商店向かい 17:00 ：02

：59 ：59 青葉こころのクリニック向かい ：59 ：01
14:01 15:01 大野小学校 ：58 18:00
：02 ：02 立田米穀商向かい ：57 ：59
：03 ：03 青森学生塾 ：56 ：58
：03 ：03 すぎの子幼稚園 ：56 ：58
：04 ：04 やまうち歯科 ：55 ：57
：05 ：05 もと　斎藤酒店 ：54 ：56
：05 ：05 あすなろケアハウス向かい ：54 ：56
：06 ：06 大野市民センターバス停 ：53 ：55
：07 ：07 中大野バス停 ：52 ：54
：08 ：08 ツルハ薬局向かい ：51 ：53
：08 ：08 金沢小学校前バス停 ：51 ：53
：08 ：08 ファミリーマート金沢店横 ：51 ：53
：09 ：09 鳴滝公園向かい ：50 ：52
：09 ：09 南高校通りバス停 ：50 ：52
：11 ：11 金沢生協横 ：48 ：50
：12 ：12 もと　東日本住建 ：47 ：49
：12 ：12 南金沢町入口向かい ：47 ：49
：13 ：13 一本松 ：46 ：48
：14 ：14 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ浪館店 ：45 ：47
：15 ：15 浪館青銀 ：44 ：46
：16 ：16 アラヤ医院 ：43 ：45
：17 ：17 浪館バス停 ：42 ：44
：19 ：19 もと　浪館平岡バス停 ：40 ：42
- ：20 丸山ストアー向かい - ：41
：20 ：21 すずかけの里向かい ：39 ：40
：21 ：23 三内小学校 ：38 ：38
：22 ：24 さんない薬局 ：37 ：37
：23 ：25 もと　浜寿司 ↑：35 ↑：35
：23 ：25 太助寿司 ↑：35 ↑：35

14:35 15:35 スイミング 16:30 17:30

　丸山ストアーは、運行しておりません。

　丸山ストアー向かい・さんない薬局・もと浜寿司・太助寿司

　丸山ストアー向かい・さんない薬局・もと浜寿司・太助寿司

※②　１１月１日～４月１日の間は、下記のバス停の迎えは運行して

　　　おりません。送りは通年運行しております。（B・Cコース共通）

※①　Ｂｺｰｽ送迎

　　　　　　　※バスに乗る時の注意

①バスが走っている時は、立って歩かない。

②バスから降りた後、持ち物がドアに挟まってないか注意する。

③バスから降りた後、バスの前・後を横断しない。

④忘れ物に注意しましょう。

※②　１１月１日～４月１日の間は、下記のバス停の迎えは運行して

　　　おりません。送りは通年運行しております。（B・Cコース共通）

※①　Ｂｺｰｽ送迎

☆3号車バス 大野・鳴滝・浪館・荒川・安田・旭町

①大野～鳴滝～浪館　方面 ②安田～荒川～旭町

令和３年１０月１日改正

③大野～鳴滝～浪館　方面


