
7:30 17:00 15:50 18:25

↓ ↓ 15:52 18:27

7:31 17:01 15:54 18:29

7:32 17:02 15:55 18:30

7:33 17:03 15:56 18:31

7:34 17:04 15:57 18:32

7:35 17:05 15:58 18:33

7:38 17:08 16:00 18:35

7:40 17:10 16:01 18:36

7:41 17:11 16:06 18:41

↓ ↓ 16:08 18:43

7:42 17:12 16:13 18:48

↓ ↓ 16:27 19:02

↓ ↓ 16:28 19:03

7:43 17:13 16:29 19:04

7:44 17:14 16:30 19:05

7:58 17:28 16:31 19:06

8:03 17:33 16:32 19:07

↓ ↓ 16:33 19:08

↓ ↓ 16:34 19:09

8:09 17:39 16:36 19:11

8:11 17:41 16:39 19:14

8:13 17:43 16:40 19:15

8:14 17:44 16:41 19:16

↓ ↓ 16:42 19:17

8:17 17:47 16:43 19:18

16:44 19:19

16:45 19:20

◆
◆

◆
◆ 料金　　乗車１回につき１００円。高校生以下は無料

デマンド型運行の乗車場所は、自宅前（付近）となります

予約先　　まごころ企業組合　　☎０１６７－５４－２７００

保養センター（入浴）をご利用の方は、行き⑤便（森林公園着１４：００分頃）、帰り⑦便（森林公園発１６：１３分）を利
用すると便利です

役場前停車検討

高校前

下金山・金山 ⇒ 幾寅
注意：停留所「ライスセンター前・光栄・黄金」が移動しております。

デマンド便（予約）

幾寅地区施設内
14:15

予約締切時間

当日　１０：３０

多目的センター前 下金山地区

黄金会館前

金山診療所

コミセン前

東鹿越駅前

南富良野小学校 10:30
みなくる前

予約締切時間

発地
下金山地区
金山地区

☆下金山・金山方面　運行時刻表　「７月～１０月」（スクールバス便は一般も乗車できます）

予約不要 予約不要

① 便 ③ 便 ② 便 ④ 便 ⑦ 便 ⑨ 便

幾寅 ⇒ 下金山・金山
注意：停留所「ライスセンター前・光栄・黄金」が移動しております

スクールバス便（定時） スクールバス便（定時） スクールバス便（定時）

予約不要

⑤ 便 ⑥ 便

スクールバス便（定時）

予約不要

⑧ 便

デマンド便（予約）

南富良野小学校

下金山消防庁舎前 発地 発地 高校前 高校前下金山消防庁舎前

多目的センター前

発地
幾寅地区施設内

発地
幾寅地区施設内幾寅地区施設内 南富良野小学校

みなくる前 みなくる前

下金山小学校 9:45 幾寅診療所前 幾寅診療所前

農協事業所 金山地区 8:30農協事業所

下金山小学校
11:30 14:20

13:30

栄町 栄町

頭首工前 南富良野中学校 南富良野中学校

及川宅地先前 役場前 役場前

長谷川宅地先前 農協前 農協前

及川宅地先前

長谷川宅地先前

黄金会館前

頭首工前

旧分遣所前 旧分遣所前

神社前 森林公園 森林公園

旧中学校前 スキー場前 スキー場前

駐在所前 東鹿越駅前 東鹿越駅前

旧中学校前

駐在所前

金山診療所

神社前

金山駅前 金山駅前
金山除雪センター 金山栄町 金山栄町

金山栄町 金山除雪センター 金山除雪センター

金山駅前 コミセン前 コミセン前

金山栄町

金山駅前

コミセン前
金山除雪センター

着地
駐在所前 駐在所前

森林公園 神社前 神社前

旧分遣所前 金山診療所 金山診療所

着地

森林公園

旧分遣所前

東鹿越駅前 着地 着地

みなくる前

幾寅診療所前

9:15 黄金会館前 黄金会館前

旧中学校前 旧中学校前

南富良野中学校 幾寅地区施設内 金山地区
スキー場前 着地

頭首工前 頭首工前
下金山地区 下金山地区

金山地区
12:15

下金山地区
金山地区

15:00

スキー場前

南富良野中学校

南富良野小学校

７月から「デマンド便」は１０人乗りワゴン車となります（ダム上とダム下に配置します）
　※方面別で予約先が異なりますのでご注意願います

予約締切時間

長谷川宅地先前 長谷川宅地先前

幾寅診療所前 及川宅地先前 及川宅地先前

役場前停車検討

前日　１７：００ 前日　１７：００

下金山消防庁舎前 下金山消防庁舎前

下金山小学校 下金山小学校

高校前 農協事業所 農協事業所
多目的センター前 多目的センター前

予約締切時間

当日　１０：３０

予約締切時間

当日　１２：３０


