
バス停名 時刻 バス停名 時刻 バス停名 ① ②

運行日 平日＋土曜 運行日 平日 運行日 平日 土曜のみ

大山の森 7:20 大原 7:30 根雨原公民館 7:30 8:05
末鎌 7:23 大原上 7:30 根雨原下 7:32 8:07
大内 7:27 大坂下 7:31 白水上 7:36 8:11

岩立上 7:31 大原入口 7:33 昭和橋㋪ 7:38 8:13
岩立 7:32 白水上 7:36 荘 7:40 8:15

金屋谷上 7:33 昭和橋㋪ 7:38 荘二 7:42 8:17
金屋谷 7:34 宮原中 7:41 宮原中 8:20

大山望前 7:36 溝口駅前 7:46 溝口駅前 7:47 8:25
溝口駅前 7:43 溝口分庁舎前㋪ 7:47 溝口分庁舎前㋪ 7:48

溝口分庁舎前㋪ 7:44 溝口小学校前㋪ 7:48 溝口小学校前㋪ 7:49
溝口小学校前㋪ 7:45
（スクールバス小野小町線へ続く）

バス停名 時刻

運行日 平日＋土曜

籠原 7:20
バス停名 時刻 日光公民館入口 7:21

運行日 平日＋土曜 大滝 7:23
アイノピア 7:25 富江 7:28

アイノピア入口 7:26 大山ふるさと村 7:30
大平原 7:32 福永 7:31

上野公民館 7:36 添谷 7:33
大江 7:40 添谷中 7:34

溝口下㋪ 7:41 一の段 7:38
溝口駅前 7:42 大山望前 7:41

溝口分庁舎前㋪ 7:43 溝口駅前 7:46
溝口小学校前㋪ 7:44 溝口分庁舎前㋪ 7:47
（スクールバス二部小学校便に続く） 溝口小学校前㋪ 7:48

 ※一般の方が利用される際、時刻欄の枠が太線のバス停で乗車される場合は、予約の必要はありません。

 ※時刻欄の枠が一本線のバス停は、下車専用バス停ですので、降車希望がない場合は停車しません。

 ※網掛してある時刻欄のバス停には、停車しません。

日光線

大原線金屋谷線

アイノピア線

根雨原線

8:22～
8：25

スクールバス時刻表（日光地区・溝口地区）

登校便

（令和４年４月１日改正）



バス停名 ①※１ ② ③ ④ バス停名 ①※１ ②

予約締切 14:00 14:00 予約締切 14:00 14:00
溝口駅前 15:14 16:14 17:15 18:15 溝口駅前 15:12 16:12

溝口分庁舎前 15:15 16:15 溝口分庁舎前 15:13 16:13
溝口小学校前 15:16 16:16 溝口小学校前 15:14 16:14

大山望前 大江 
大平原 上野公民館
上野上 大平原
金屋谷 アイノピア入口

金屋谷上 アイノピア
アイノピア入口 溝口方面 下車専用 下車専用

アイノピア
岩立

岩立上
溝口方面 下車専用 下車専用

バス停名 統合便① 統合便②

溝口駅前 18:15 19:15
溝口分庁舎前 

バス停名 ①※１ ② ③  ※1　金屋谷線、日光線、根雨原線、 溝口小学校前 
予約締切 14:00 14:00 　　　 大平原線 上野上

溝口駅前 15:12 16:12 17:15 　　　　木曜日は、『溝口駅前』、 大平原
溝口分庁舎前 15:13 16:13 　　 『溝口分庁舎前』、『溝口小 大山望前
溝口小学校前 15:14 16:14 　　 学校前』以外では、乗車でき 金屋谷

一の段 　　 ません。 金屋谷上
添谷中 　　   木曜日は、二重線のバス停 アイノピア入口
添谷 　　 では下車専用となります。 アイノピア
福永 岩立

大山ふるさと村 岩立上
富江  ※2　大平原線 大内

大倉入口 　　　　大平原線は、溝口小学校の 末鎌
大原 　　  都合により運休する場合があ 一の段

大原上       ります。 添谷中
大坂下 添谷
大坂 福永
栃原   ※ 一般の方が利用される際、時 大山ふるさと村
大滝 　　 刻欄の枠が太線のバス停で乗 富江

日光公民館入口 　 　車される場合は、予約の必要 大倉入口
籠原 　 　はありません。 大原

大山の森 大原上
末鎌 大坂下
大内 大坂

溝口方面 下車専用 下車専用   ※ 一般の方が利用される際、時 栃原
      刻欄の枠が二重線のバス停で 大滝
      乗車される場合は、当日の14 日光公民館入口
      時までに配車センターにご予 籠原

バス停名 ①※１ ② ③       約ください。 大山の森
予約締切 14:00 14:00 根雨原公民館

溝口駅前 15:13 16:13 17:15 根雨原下
溝口分庁舎前 15:14 16:14   ※ 時刻欄の枠が一本線のバス停 白水上
溝口小学校前 15:15 16:15       は、下車専用バス停ですの 昭和橋 

宮原中       で、下車希望がない場合は停 荘二
荘二       車しません。 荘
荘 宮原中

昭和橋 
白水上   ※ 網掛してある時刻欄のバス停

根雨原下       には、停車しません。

根雨原公民館
溝口方面 下車専用 下車専用

日光線

15:30頃 16:30頃

下
車
専
用

根雨原線

15:40頃 16:40頃

下
車
専
用

下
車
専
用

下
車
専
用

大平原線　※２金屋谷線

15:30頃 16:30頃下
車
専
用

15:40頃 16:40頃

下
車
専
用

15:40頃 金屋谷・日光・根雨原
統合便

16:40頃

下校便 （盆・正月を除く平日の運行で


