
スクールバス協力会員 様

市川高等学校

スクールバス協力会

スクールバス運行について、交通事情の都合により加古川・高砂・小野コース

の登校時出発時刻が変更になります。各バス停 ５分 早くなります。

　裏面の運行時間表を確認の上、時間を間違わないようにお願いします。

※なお裏面の運行時間表は５月１７日（火）からの変更になります。

令和4年5月6日

スクールバス登校時出発時刻の変更について

　平素は、スクールバス運行にご理解、ご協力を賜りお礼申し上げます。



１コース　加古川方面 ４コース　社・西脇方面

変更前 変更後 登校

出発 出発 出発

時刻 時刻 時刻

6:50 → 6:45 7:05

6:57 → 6:52 7:08

6:58 → 6:53 7:14

7:05 → 7:00 7:15

7:07 → 7:02 7:17

7:18 → 7:13 7:19

7:25 → 7:20 7:20

7:42 → 7:37 7:21

8:00 → 7:55 7:27

２コース　高砂方面

変更前 変更後 7:33

出発 出発 7:37
時刻 時刻 7:43

7:00 → 6:55 7:45

7:01 → 6:56 7:47

7:02 → 6:57 7:51

7:08 → 7:03 7:53

7:15 → 7:10 7:57

7:17 → 7:12 8:00

7:28 → 7:23

7:36 → 7:31 ５コース　山崎・新宮方面

7:45 → 7:40 登校

7:49 → 7:44 出発

7:51 → 7:46
時刻

8:05 → 8:00 6:35

8:06 → 8:01 6:43

6:50

３コース　小野方面 6:51

変更前 変更後 6:52

出発 出発 6:53
時刻 時刻 6:55

6:35 6:30 7:02

6:41 6:36 7:03

6:44 6:39 7:04

6:52 6:47 7:06

6:58 6:53 7:23

7:20 7:15 7:25

7:23 7:18 7:29

7:28 7:23 7:32

7:32 7:27 7:38

7:37 7:32 7:40

7:40 7:35 7:45

7:41 7:36 7:46

7:42 7:37

7:45 7:40

7:55 7:50

門前 門前バス停 みどり丘 みどり丘　東口

加西中学校 加西中学校前バス停 前之庄 コメリ前

加西市役所 市役所バス停（西行き）

フラワーセンター フラワーセンターバス停

飯盛 飯盛交差点北（喫茶店サンフラワ―前）

粟生 粟生バス停 寺 フローリッシュいわさき　東20m

小野郵便局 郵便局前バス停 マックスバリュ菅生店 新在家バス停（北行き）

九会小学校 中野学校前バス停 塩田 塩田信号　南50m（北行き）

グリーンハイツ グリーンハイツ南バス停 置塩中学校 又坂バス停（北行き）

西条 法徳寺前 伊勢 伊勢バス停　（南行き）

神野 JA神野支店前　東神野バス停 野部 柳原農機前　野部バス停

電鉄小野駅 電鉄小野駅　西口ロータリー 六角 六角バス停（北行き）

上荘橋東 上荘橋東詰交差点　東20m 実法寺 実法寺バス停（北行き）

石守 石守団地バス停 上横内 成影電材東　西鳥井バス停

船渡バス停　（南行き）

水足 マックスバリュ水足前バス停 そうめんの里 そうめんの里　東30m

バス停名 乗降場所
砂子 砂子バス停　（南行き）

八重垣病院 八重垣病院バス停　（南行き）

船渡

西谷 西谷バス停 山崎

大村 高井建設前

バス停名

下野 下野バス停　(南行き）

新宮 新宮バス停　（南行き）

神姫バス車庫前バス停（北行き）

畑 畑バス停 城下 セブンイレブン御名店

乗降場所鎮岩 鎮岩バス停

高室

細工所 細工所バス停

三口 三口バス停

東高室バス停

中島 中島交差点　東行き側道 鴨谷 鴨谷バス停

中筋東 中筋東バス停(東行き） 中富口 中富口バス停

旧市民病院 旧市民病院東口バス停　　南20m 谷 谷信号東20m（中国道沿）

平津 JA米田支店前平津バス停 栗田 高速北条ＢＳ前バス停

重春小学校前 南中学校前信号

北条町駅 北条町駅東ロータリーバス停 西脇市駅 野村バス停（北行き）

中筋 旧中筋バス停(東行き） 別所 別所バス停

河内南信号　東20ｍ

中筋西 旧中筋西バス停（東行き） 日吉小学校 和泉西口バス停（日吉小前）

バス停名 乗降場所
合山 合山バス停

水尾 喫茶水尾横

河内

下里農協 下里農協前バス停 滝 滝バス停　（北行き）

投松 投松バス停 滝野 滝野バス停

アピカ 西脇中央交番　西20m

今福 鶴林寺西信号　西100ｍ 加東市民病院 加東市民病院前バス停（北行き）

長砂 メガネの三城前 神姫社営業所 神姫バス社営業所前（北行き）

神吉 東神吉南交差点北30ｍ　コンビニ北 下滝野 滝野町農協前バス停（北行き）

鳩里小学校南 ネッツ兵庫加古川Ｕ－carセンター前 北野 北野バス停(北行き）

スクールバス運行表

バス停名 乗降場所 バス停名 乗降場所

壱丁田 壱丁田信号南　ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ北 加東大橋東 加東大橋東信号北 　薬師堂前

東加古川駅 駅南20m　ミニミニ東加古川店前 高岡 高岡バス停（東行き）


