
迂回運行のお知らせ
期日　平成27年10月4日(日)

『弘前・白神アップルマラソン』開催による、経路変更について
　●交通規制：8時30分 ～ 15時00分頃まで市役所付近の通り及びマラソンコースが部分的に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 バス停通過時刻 行き先 経路変更の内容

土手町循環１００円バス線
弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ

10:00 ～ 14:40
弘前市内
循環バス

下土手町①の次は交差点を直進し【桜大通り臨時バス停】で停車。文
化センター前から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・本町　・大学病院前　・市役所前　・陸奥新報社前

駒越線
（城西大橋経由）

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ 8:45 ～ 14:15 藤代行

下土手町②の次は、桜大通りを通過し【市役所前】で停車。迂回運行
により工業高校経由となります。城西二丁目から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・本町　・大学病院前　・南袋町入口　・南城西　・県公舎前
　・県営住宅前　・城西三丁目

葛原線（賀田経由） 10:30 ～ 13:40 葛原行

駒越線（工業高校経由） 8:25 藤代行

弥生線 10:15 ～ 14:15 弥生行

駒越－小栗山線 弘前営業所 8:30 藤代行

枯木平線
（百沢経由） 9:05 ～ 13:05 枯木平行

百沢線（高岡経由） 8:15 ～ 14:20 百沢行

相馬線
（相馬総合支所）

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ 9:45 ～ 13:45 相馬庁舎行

大学病院前の次は、交差点を左折し茂森町から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・市役所前　・覚仙町

居森平線
（田代経由）

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ 9:00 ～ 13:00 居森平行

大秋線
（田代経由）

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ

12:10 ～ 14:00 大秋行

ミニバス緑ヶ丘線
弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ

14:20 桜ヶ丘行

下土手町②の次は、明治屋側【本町】を臨時バス停で使用。弘前高校
から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・市役所前　・大学病院前

りんご公園線
（ためのぶ号）

弘前駅前 9:15 ～ 13:00
りんご
公園行

文化センター前の次は、桜大通り・大学病院前を通過後、交差点を左
折し茂森町から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・市役所前　・覚仙町

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ

下土手町②の次は、桜大通りを通過し市役所前から正常運行。津軽中
学校通りの次は、【四季彩館前臨時バス停】【上五代臨時バス停】で
停車。馬子橋から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・本町　・大学病院前　・五代　・上五代

大学病院前の次は、交差点を左折し茂森町から正常運行。下湯口南口
の次は、【大久保臨時バス停】【高野臨時バス停】【上国吉臨時バス
停】で停車。東目屋小学校前から正常運行。
＜以下のバス停は停車しません＞
　・市役所前　・覚仙町　・鳥井野　・派立南口　・如来瀬
　・大久保　・高野　・国吉南口　・国吉　・上国吉

下土手町②の次は、桜大通りを通過し市役所前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・本町　・大学病院前

† 大学病院前

佐藤 † 覚仙町
† 内科 覚仙町 †
本町 大学病院前

† † 南袋町入口

† † † 南袋町入口
明治屋 本町 大学病院前 弘前

消防署

† 弘前

本町 税務署

市役所前 藤田記念庭園
†

† 観光館 †
青銀前 市役所前 † 市役所前

裁判所 陸奥
新報 † 市役所前

下土手町② １００円バス † 陸奥新報社前
† ● 臨時バス停

†
一番町 桜大通り

弘前市役所

弘前公園

10/4 迂回例
弘前大学

医学部附属病院



  ②一般路線バス＜各方面から弘前へ＞

路線名 始発 バス停通過時刻 行き先 経路変更の内容

弥生線 弥生北口 8:30 ～ 13:15

葛原線
（賀田経由）

葛原 9:15 ～ 14:35

駒越線
（城西大橋経由）

藤代車庫 8:40 ～ 14:10 弘前駅前行

城西四丁目の次は工業高校経由の迂回運行となります。【市役所前】
で停車後、桜大通り通過しホテルニューキャッスル前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・県営住宅前　・県公舎前　・南城西　・南袋町入口
　・大学病院前　・本町　・青銀前

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

居森平線
（田代経由）

居森平 7:35 ～ 12:30

百沢線
（高岡経由）

いわき荘前 9:30

枯木平線
（百沢経由）

枯木平 8:25 ～ 12:20

ミニバス緑ヶ丘線
桜ヶ丘
案内所 9:15 ～ 12:45

弘前ﾊﾞｽ
ﾀｰﾐﾅﾙ行

本町の次は、【青銀前】を臨時バス停で使用。ホテルニューキャッス
ル前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・大学病院前　・市役所前　・桜大通り

りんご公園線
（ためのぶ号）

りんご公園 9:55 ～ 13:40 弘前駅前行

茂森町の次は、交差点を右折し大学病院前・桜大通りを通過後、中央
高校前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・覚仙町　・市役所前

相馬線
（相馬総合支所）

相馬庁舎 8:35 ～ 14:35 弘前駅前行

茂森町の次は、交差点を右折し大学病院前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・覚仙町　・市役所前

  ※迂回対象路線は各所に【臨時バス停留所】を設置しております。

掲示期間：平成２７年１０月４日迄 弘南バス株式会社    ℡0172 - 32 - 2241

お知らせ 弘前バスターミナル    ℡0172 - 36 - 5061

弘前駅前行

馬子橋の次は、【上五大臨時バス停】【四季彩館前臨時バス停】で停
車。津軽中学校通りから正常運行。市役所前の次は、桜大通りを通過
しホテルニューキャッスル前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・上五代　・五代　・大学病院前　・本町　・青銀前

弘前駅前行

市役所前の次は、桜大通りを通過しホテルニューキャッスル前から正
常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・大学病院前　・本町　・青銀前

弘前駅前行

東目屋小学校前の次は、【上国吉臨時バス停】【高野臨時バス停】
【大久保臨時バス停】で停車。下湯口南口から正常運行。茂森町の次
は、交差点を右折し大学病院前から正常運行。

＜以下のバス停は停車しません＞
　・上国吉　・国吉　・国吉南口　・高野　・大久保　・如来瀬
　・派立南口　・鳥井野　・覚仙町　・市役所前

† 大学病院前

佐藤 † 覚仙町
† 内科 覚仙町 †
本町 大学病院前

† † 南袋町入口

† † † 南袋町入口
明治屋 本町 大学病院前 弘前

消防署

† 弘前

本町 税務署

市役所前 藤田記念庭園
†

† 観光館 †
青銀前 市役所前 † 市役所前

裁判所 陸奥
新報 † 市役所前

下土手町② １００円バス † 陸奥新報社前
† ● 臨時バス停

†
一番町 桜大通り

弘前大学
医学部附属病院10/4 迂回例

弘前市役所

弘前公園


