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北海道中央バスでは、12月１日（日）に「さんぽまち・東部線」

のダイヤ改正を実施します。

※ これ以外についても各路線において冬ダイヤに合わせて時刻変更等が発生する場合があります。詳細な時刻は、バ
ス会社ホームページ、バス停時刻表等でご確認ください。

令和元年12月1日ダイヤ改正について

令和元年11月15日発行 公共交通便り（号外）

→時刻等のお問い合わせ先：北海道中央バス 大曲営業所 011-376-2424

【主な改正内容】

現在、循環１便目で運行している北広島駅９：０２発（さんぽまち循環〈緑陽通先回〉について、お客様が多くご利用さ
れていることから、遅延防止のため平日のみ発時刻を繰り上げて運行するとともに区間時分を見直しします。

【平日変更前】

【平日変更後】

※到着後、１０：０２発（さんぽまち循環〈緑陽通先回〉）となります。

冬ダイヤ改正に合わせて、東部循環の区間時分を見直し（２６分→３１分）します。

９：５１→東部循環（東部中先回） →１０：１７
１０：２６ →東部循環（美沢ＳＣ先回）→１０：５２
１０：５１ →東部循環（東部中先回） →１１：１７

１４：５１ →東部循環（東部中先回）→１５：１７
１５：２６ →東部循環（美沢ＳＣ先回）→１５：５２

北広島駅 北広島駅

【平日変更前】 【平日変更後】

９：５１ →東部循環（東部中先回） → １０：２２
１０：２６ →東部循環（美沢ＳＣ先回）→ １０：５７
１０：５１ →東部循環（東部中先回）→ １１：２２

１４：５１ →東部循環（東部中先回）→１５：２２
１５：２６ →東部循環（美沢ＳＣ先回）→１５：５７

北広島駅 北広島駅

～ ～

※東部循環の北広島駅発時刻は変更ありません。途中バス停では１～３分繰り下がるバス停があります。

※土日祝日も区間時分を見直します。

※さんぽまち循環の時刻は変わりません（平日の循環1便目除く）。

東部循環の区間時分の見直し

北広島駅

９：０２ → さんぽまち循環（緑陽通先回）→  ９：２６ → 東部循環（美沢ＳＣ先回） → ９：５２

北広島駅 北広島駅

北広島駅
８：５５ → さんぽまち循環（緑陽通先回）→ ９：２２ →東部循環（美沢ＳＣ先回）→ ９：５５

北広島駅 北広島駅

循環1便目の発時刻の繰り上げ(平日のみ)

※改正後の携帯時刻表は、バス車内、北海道中央バス北広島案内所等で配布の予定です。

※内容は、11月5日現在ですので変更となる場合があります。
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12月から 11月まで

北広島駅 8：55 9：02

栄町2丁目 8：56 9：03

栄町3丁目 8：57 9：04

青葉町2丁目 8：57 9：04

青葉町3丁目 8：58 9：05

南町1丁目 8：58 9：05

南町3丁目 8：59 9：06

白樺町2丁目 8：59 9：06

高台町6丁目 9：00 9：07

高台町5丁目 9：01 9：08

高台町4丁目 9：02 9：09

里見町1丁目 9：03 9：10

山手町6丁目 9：04 9：11

山手町4丁目 9：06 9：13

山手町3丁目 9：07 9：14

山手町5丁目 9：08 9：15

山手町6丁目 9：09 9：16

緑陽中学校 9：10 9：16

緑ヶ丘小学校 9：11 9：17

住民センター 9：12 9：18

松葉町5丁目 9：13 9：18

若葉町4丁目 9：14 9：19

若葉町2丁目 9：15 9：20

若葉町1丁目 9：16 9：21

栄町3丁目 9：17 9：22

栄町2丁目 9：17 9：22

北広島駅 9：22 9：26

北広島駅 9：22 9：26

広葉町1丁目 9：23 9：27

広葉交流センター 9：24 9：28

広葉町3丁目 9：25 9：29

美沢ＳＣ 9：28 9：32

北広島高校 9：30 9：34

総合体育館前 9：31 9：35

広島公園 9：31 9：35

中央商店街 9：32 9：36

中央1丁目 9：35 9：37

朝日町2丁目 9：36 9：38

東共栄 9：37 9：39

東部中学校入口 9：38 9：40

東共栄2丁目 9：39 9：40

美咲き野 9：40 9：41

東部中西 9：41 9：42

東部中南 9：41 9：42

東部中東 9：42 9：42

東部中学校 9：43 9：43

東部中学校入口 9：44 9：44

東共栄 9：45 9：44

朝日町2丁目 9：46 9：45

中央1丁目 9：47 9：46

北広島市役所 9：49 9：48

北進通入口 9：50 9：49

北広島駅 9：55 9：52

10：02発
さんぽまち循環
（緑陽通先回）

直通

◇さんぽまち循環（緑陽通先回）→東部循環（美沢ＳＣ先回）

循環1便目の発時刻の繰り上げ(平日のみ)



12月から 11月まで

北広島駅 毎時02分 毎時02分

（緑陽通先回） ↓ ↓

北広島駅 毎時26分 毎時26分

直通 直通

北広島駅 毎時26分 毎時26分

広葉町1丁目 毎時27分 毎時27分

広葉交流センター 毎時28分 毎時28分

広葉町3丁目 毎時29分 毎時29分

美沢ＳＣ 毎時32分 毎時32分

北広島高校 毎時34分 毎時34分

総合体育館前 毎時35分 毎時35分

広島公園 毎時35分 毎時35分

中央商店街 毎時36分 毎時36分

中央1丁目 毎時39分 毎時37分

朝日町2丁目 毎時40分 毎時38分

東共栄 毎時41分 毎時39分

東部中学校入口 毎時42分 毎時40分

東共栄2丁目 毎時42分 毎時40分

美咲き野 毎時43分 毎時41分

東部中西 毎時44分 毎時42分

東部中南 毎時44分 毎時42分

東部中東 毎時45分 毎時42分

東部中学校 毎時46分 毎時43分

東部中学校入口 毎時47分 毎時44分

東共栄 毎時47分 毎時44分

朝日町2丁目 毎時48分 毎時45分

中央1丁目 毎時49分 毎時46分

北広島市役所 毎時51分 毎時48分

北進通入口 毎時52分 毎時49分

北広島駅 毎時57分 毎時52分

毎時02分発
さんぽまち循環（緑陽通先回）

直通

12月から 11月まで

北広島駅 毎時27分 毎時27分

（緑陽通先回） ↓ ↓

北広島駅 毎時51分 毎時51分

直通 直通

北広島駅 毎時51分 毎時51分

北進通入口 毎時52分 毎時52分

北広島市役所 毎時53分 毎時53分

中央1丁目 毎時54分 毎時54分

朝日町2丁目 毎時55分 毎時55分

東共栄 毎時56分 毎時56分

東部中学校入口 毎時57分 毎時57分

東共栄2丁目 毎時57分 毎時57分

美咲き野 毎時58分 毎時58分

東部中西 毎時59分 毎時59分

東部中南 毎時59分 毎時59分

東部中東 毎時00分 毎時59分

東部中学校 毎時01分 毎時00分

東部中学校入口 毎時02分 毎時01分

東共栄 毎時02分 毎時01分

朝日町2丁目 毎時03分 毎時02分

中央1丁目 毎時04分 毎時03分

中央商店街 毎時06分 毎時05分

広島公園 毎時08分 毎時06分

総合体育館前 毎時09分 毎時07分

北広島高校 毎時09分 毎時07分

美沢ＳＣ 毎時12分 毎時09分

広葉町3丁目 毎時15分 毎時12分

広葉交流センター 毎時16分 毎時13分

広葉町1丁目 毎時17分 毎時14分

北広島駅 毎時22分 毎時17分

毎時27分発
さんぽまち循環（緑陽通先回）

直通

10時台～15時台 9時台～14時台◇美沢ＳＣ先回 ◇東部中先回

※12月以降の平日の循環1便目（8：55発）の時刻は前ページをご覧ください。

※土日祝日は、東部循環の北広島駅発時刻は毎時26分となり、美沢ＳＣ先回は9時台、11時台、13時台、15時台・

東部中先回は10時台、12時台、14時台に運行します

東部循環の区間時分の見直し



北広島市地域公共交通活性化協議会
【北広島市地域公共交通活性化協議会事務局：北広島市役所企画財政部企画課 011-372-3311】

Ｑ１．さんぽまち循環の沿線に住んでいますが、市役所や美沢ショッピングセンターに

行く場合はどの便に乗ればよいですか？

Ｑ２．美咲き野・東共栄に住んでいますが、東部循環のどの便に乗れば駅まで行けますか？

山手町4

美沢ＳＣ

美沢ＳＣ

東部中学校

東部中学校

【緑陽通先回】

【美沢ＳＣ先回】

中央通

【東部中先回】

緑陽通

Ａ． 緑陽通先回のさんぽまち循環をご利用ください。広葉交流センター、美沢ショッピ

ングセンターおよび総合体育館へお越しの方は東部循環（美沢ＳＣ先回）につながる便

が便利です。市役所にお越しの方は東部循環（東部中学校先回）につながる便が便利

ですが、東部循環（美沢ＳＣ先回）につながる便にご乗車された場合は中央商店街バス

停もご利用できます。お帰りはすべての東部循環が緑陽通先回のさんぽまち循環に直

通します（乗り換えせずにお帰りできます）。

Ａ． 美沢ＳＣを経由するものは、市役所・北進通入口を経由する便より10分多くかかり

ますが、すべての便が北広島駅に行きます。

Ｑ３．高齢者バス利用促進助成券はさんぽまち・東部線では使えますか？

Ａ． 使用できます。さんぽまち・東部線は210円均一運賃なので、助成券１枚と差額

110円を現金でお支払いください。なお、広島線（福住方面発着）は、団地地区、東部地

区内の利用であっても使用できません（使用制限に変更なし）。

イメージ図

※さんぽまち循環（中央通先回）は北広島駅止まりです。

さんぽまち・東部線よくあるお問合せ

北広島駅 北広島駅


