
デマンド運行を行っています！ 
 洞爺地区コミュニティバスは、デマンド運行を行っています。 
 デマンド運行では、運行の便数や時刻の変更はありませんが、利用状況に合わ
せて停留所間のルート変更が可能となっています。 
 エリア運行となるため、停留所到着時刻が５分程度前後する場合がありますの
でご了承願います。 
 
※デマンド運行はあくまでもルートの変更で、自由な時間希望の場所まで送ると
いった、いわゆる「タクシー」の利用方法とは異なります。  

バス路線 

電話番号： 

洞爺総合支所（0142-82-5111） 
企画防災課 （0142-74-3004） 
までお電話下さい。 

バスの路線ま
で１ｋｍ以上
離れていてバ
スを利用しづ
らい・・・ 

高台線 
（火・金） 

高台地区と洞爺市街地を結ぶ路線
です。高台地区から洞爺温泉病院
やいこいの家、とうや水の駅などを
巡ります。火曜日には、洞爺地区と
虻田本町地区の間で運行している
買い物支援バスに接続しています。 

市街地線 
（月・火・金） 

洞爺温泉病院、いこいの家、とうや
水の駅などを巡回しています。 

岩屋・川東線 
（月・金） 

岩屋・川東・財田方面と洞爺市街地
を往復する路線です。事前に利用
者登録と予約が必要です。毎週月
曜日と金曜日に運行できます。 

区分 料金 
一  般 １６０円 
小学生 ８０円 
乳幼児 無料 

70歳以上高齢

者（「高齢者福
祉証」を呈示） 

１００円 

障がい者及び 
その介助者 

８０円 

障がい者等とは身体障害者手
帳、療育手帳をお持ちの方 

＜料金表＞ 

●料金は、乗車の際に乗車口横の料金箱に入れてください。 
●目的地（降りる場所）を運転手にお知らせください。 
●月曜日は祝日の場合は運休です。 

ご利用方法の詳細については、 
洞爺総合支所庶務課まで 
お問い合わせください。 
電話 ０１４２－８２－５１１１ 

洞爺地区コミュニティバス 



洞爺地区コミュニティバス時刻表  

（平成30年10月1日改訂） 

区分 料金 

一  般 １６０円 

小学生 ８０円 

乳幼児 無料 

70歳以上高齢者（「高齢者福
祉証」を呈示） 

１００円 

障がい者及びその介助者 ８０円 

障がい者等とは身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方 

＜料金表＞ 

高台線 高台地区と洞爺市街地を結ぶ路線です。高台
地区から洞爺温泉病院やいこいの家、とうや
水の駅などを巡ります。火曜日には、洞爺地
区と虻田本町地区の間で運行している買い物
支援バスに接続しています。 

市街地線 洞爺温泉病院、いこいの家、とうや水の駅な
どを巡回しています。 

岩屋・ 
川東線 

岩屋・川東・財田方面と洞爺市街地を往復す
る路線です。事前に利用者登録と予約が必要
です。毎週月曜日と金曜日に運行できます。 

停留所 
市街地線 
１便 ２便 

運行曜日 月 月 

洞爺温泉病院 発 － 12:00 

洞爺いきがい交流センター   9:20 12:03 

美沢団地   9:20 12:03 

洞爺総合センター   9:21 12:04 

ふれ愛センター   9:22 12:05 

法昭寺前   9:23 12:06 

曙会館   9:24 12:07 

いこいの家   － 12:10 

とうや水の駅   9:29 12:12 

セイコーマート前   9:30 12:13 

洞爺温泉病院 着 9:33 12:16 

停留所 
高台線 
往路 

運行曜日 火、金 

成香 発 9：20 

成香愛郷の家   9：23 

香川コミュニティセンター   9：28 

大原ふるさと会館   9：46 

洞爺温泉病院   9：50 

セイコーマート前 9：52 

美沢団地   9：54 

洞爺総合センター   9：55 

いこいの家   9：59 

曙会館   10：04 

法昭寺前   10：05 

旧公民館前 10：06 

とうや水の駅 10：07 

セイコーマート前 10：08 

洞爺温泉病院 着 10：11 

停留所 
高台線 
復路① 

運行曜日 火、金 

とうや水の駅 発 11：56 

セイコーマート前   11：57 

洞爺温泉病院   12：00 

大原地区 着  12：04注１ 

香川地区 着 12:22注１ 

成香地区 着  12:27注１ 

停留所 
高台線 
復路②注３ 

運行曜日 火曜 金曜 

いこいの家 発 13：20 13：40 

曙会館   13：21 13：41 

法昭寺前   13：22 13：42 

とうや水の駅   13：24 13：44 

旧公民館前   13：25 13：45 

洞爺総合センター   13：26 13：46 

洞爺いきがい交流センター   13：29 13：49 

洞爺温泉病院   13：32 13：52 

大原地区   13：36 13：56 

香川地区   13：54 14：14 

成香地区 着 13：59 14：19 

停留所 
市街地線 

１便 ２便 ３便 注３ 

運行曜日 火、金 火、金 火曜 金曜 

洞爺温泉病院 発 10：43 12：30 14：25 14：40 

洞爺いきがい交流センター   10：46 12：33 注２ 注２ 

美沢団地   10：46 12：33 注２ 注２ 

洞爺総合センター   10：47 12：34 注２ 注２ 

ふれ愛センター   10：47 12：34 注２ 注２ 

法昭寺前   10：49 12：36 注２ 注２ 

曙会館   10：50 12：37 注２ 注２ 

いこいの家   10：53 12：40 注２ 注２ 

とうや水の駅   10：55 12：42 注２ 注２ 

セイコーマート前   10：56 12：43 注２ 注２ 

洞爺温泉病院 着 10：59 12：46 － － 

＜時刻表（月曜）＞  ※祝日運休 

＜時刻表（火曜・金曜）＞ 

岩屋川東線 
（要予約） 

月曜日 

往路 復路 

岩屋、川東、財田 

9：50～10：00 
発 

14：00～14：10 
着 

 
 

10：05～10：15 
着 

13：30～13：46 
発 

洞爺市街地 

注１ は市街地からの降車のみ 

注２  市街地線３便は、洞爺温泉病院で乗車があった場合 
     のみ各停留所まで運行 
注３  市街地線３便は、火曜と金曜で時刻が異なります。 

【高台線復路②】 
注３ 火曜と金曜で時刻が異なります。 

【市街地線１～３便】 

【高台線往路】 

【市街地線１、２便】 

ご利用方法の詳細については、洞爺総合支所庶務課まで 
お問い合わせください。電話 ０１４２－８２－５１１１ 

岩屋川東線 
（要予約） 

金曜日 

往路 復路 

岩屋、川東、財田 

10：15～10：25 
発 

13：15～13：25 
着 

 
 

10：30～10：40 
着 

13：00～13：10 
発 

洞爺市街地 

【岩屋川東線】  
（月曜日と時間が異なります） 

【高台線往路①】 

【岩屋川東線】 
（金曜日と時間が異なります） 


