
迂回運行のお知らせ
期日　平成２７年８月２３日(日)

『駅前夏まつり』開催による、経路変更について
　●交通規制：9時00分 ～ 15時30分頃まで駅前通りが車両通行止めとなります

  ①一般路線バス＜弘前から各方面へ＞

路線名 始発 始発時刻 行き先 経路変更の内容

土手町循環１００円バス線 10:00 ～ 15:00
弘前市内
循環バス

中央通り二丁目の次は、市立病院前を通過しヒロロ前から正常
運行
＜以下のバス停は停車しません＞
　・並木通りバスターミナル前

城東環状１００円バス
（和徳回り）

8:55 ～ 15:00
城東循環

バス

弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙの次は、市立病院前を通過し代官町から正常運行
＜以下のバス停は停車しません＞
　・弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ前

城東環状１００円バス
（大町回り）

9:30 ～ 15:15
城東循環

バス
弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙの次は、右折し大町一丁目から正常運行

清原団地－小栗山線
（安原経由）

10:10 ～ 15:25 小栗山行

弘前－平賀線 10:20 ～ 13:45
薬師堂
北口行

弘前－碇ヶ関線 9:00 ～ 15:00 碇ヶ関行
弘前駅前の次は、市立病院前を通過し上土手町から正常運行
＜以下のバス停は停車しません＞
　・上代官町

弘前－青森空港線 9:25 ～ 13:35 青森空港行 弘前駅前の次は、上土手町から代官町を通過し正常運行

安原団地線 13:40 安原行

小栗山線 9:00 ～ 15:15 小栗山行

学園町線 9:35 ～ 14:55 学園町行

狼森線 9:45 ～ 13:45 狼森行

自衛隊線
（門外・松森町経由）

10:40 自衛隊行

小比内線 9:20 ～ 14:30
さくら野
弘前店行

川先線 10:20 ～ 13:05
さくら野
弘前店行

座頭石線 11:10 座頭石行

弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙの次は、市立病院前を通過し上土手町から正常運
行
＜以下のバス停は停車しません＞
　・上代官町

弘前駅前

弘前駅前の次は、虹のマート前臨時バス停で停車。住吉入口か
ら正常運行

＜以下のバス停は停車しません＞
　・弘前バスターミナル前　・上代官町

弘前駅前の次は、虹のマート前臨時バス停で停車。上土手町か
ら正常運行

＜以下のバス停は停車しません＞
　・弘前バスターミナル前　・上代官町

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ
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  ②一般路線バス＜各方面から弘前へ＞

路線名 始発 始発時刻 行き先 経路変更の内容

小栗山線 弘前営業所 8:40 ～ 15:00

狼森線 狼森 9:00 ～ 10:00

学園町線 附属小学校 9:55 ～ 14:45

座頭石線 座頭石 8:40 ～ 10:00

自衛隊線
（門外・松森町経由）

自衛隊 9:20 ～ 10:20

宮園団地線
（青山経由）

宮園五丁目
県営住宅前

8:40 ～ 14:40 弘前駅前行
郵便局前の次は、市立病院前を通過し虹のマート前臨時バス停
で停車。弘前駅前にて終点
　・弘前バスターミナル前は停車しません

十腰内線（鬼沢経由） 天長園前 8:50

弘前－鯵ヶ沢線 鯵ヶ沢本町 13:15

弘前－板柳線
（三世寺経由）

板柳案内所 10:20 ～ 14:20

弘前－笹館線
（三世寺経由）

笹館 11:00

十腰内線（三世寺経由） 天長園前 9:00

堂ヶ沢線
（糠坪・楢の木経由）

堂ヶ沢北口 9:40 ～ 13:10

居森平線（田代経由） 居森平 8:40 ～ 12:30

田代線（西目屋村役場） 西目屋村役場前 8:45

大秋線（田代経由） 上大秋 9:35 ～ 13:40

相馬線（相馬総合支所） 相馬庁舎 8:35 ～ 14:35

枯木平線（百沢経由） 枯木平 8:25 ～ 14:20

百沢線（高岡経由） いわき荘前 9:30

葛原線（賀田経由） 葛原 9:15 ～ 14:35

弥生線 弥生北口 8:30 ～ 13:15

船沢線 向野 10:10 ～ 14:00

三ツ森線 三ツ森 9:40

岩賀線 岩賀 13:50

小比内線 10:30

川先線 11:30

久渡寺線 久渡寺 9:20 ～ 13:30

桜ヶ丘線
（金属団地経由）

桜ヶ丘案内所 8:30 ～ 14:25

浜の町線 藤代車庫 8:45 ～ 14:45

駒越線（城西大橋経由） 藤代車庫 8:40 ～ 15:00

りんご公園線
（ためのぶ号）

りんご公園 9:55 ～ 13:40

弘前－碇ヶ関線 岩渕公園前 8:35 ～ 14:25

清原団地－小栗山線
（安原経由）

弘前営業所 8:50 ～ 13:05

弘前－平賀線 薬師堂北口 9:00 ～ 12:30

ミニバス緑ヶ丘線 桜ヶ丘案内所 9:15 ～ 12:45

土堂線
（栄町団地経由）

土堂神社前 9:25 ～ 13:40

弘前－青森空港線 青森空港 9:25 ～ 14:15
弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ行

藤崎舟場角の次は、弘南バス和徳車庫前を通過し弘前駅前から
正常運行

弘前－五所川原線
五所川原

駅前
8:30 ～ 12:00

弘前－黒石線
（豊蒔・高田経由）

黒石駅前 8:30 ～ 12:20

弘前－浪岡線
ザビック
浪岡店

8:30 ～ 11:50

弘前－大川原線 大川原温泉 12:10

弘前－尾上線 尾上駅前 13:15

弘前－黒石線 黒石駅前 9:10 ～ 14:10

城東環状１００円バス
（和徳回り）

さくら野
弘前店

9:13 ～ 14:48

掲示期間：平成２７年８月２３日迄

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ行

和徳十文字の次は、弘南バス和徳車庫前を通過し弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ
にて終点

＜以下のバス停は停車しません＞
　・代官町

和徳東口の次は、弘南バス和徳車庫前を通過し弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙに
て終点

＜以下のバス停は停車しません＞
　・和徳小学校通り　・代官町

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ行

中央通り二丁目の次は、市立病院前を通過し弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙにて
終点

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ行

上土手町の次は、市立病院前を通過し弘前ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙにて終点
＜以下のバス停は停車しません＞
　・土手町十文字　・中央通り一丁目

さくら野
弘前店

弘前駅前行

住吉入口の次は、市立病院前を通過し虹のマート前臨時バス停
で停車。弘前駅前にて終点

＜以下のバス停は停車しません＞
　・中央通り一丁目　・弘前バスターミナル前

弘前駅前行

中央通り二丁目の次は、市立病院前を通過し虹のマート前臨時
バス停で停車。弘前駅前にて終点

＜以下のバス停は停車しません＞
　・弘前バスターミナル前


