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現在、自治会別時刻表を作成中。

買い物や郵便局、医療機関などの最寄りのバス停、身近なバス停がまとめられた見や

すく使いやすい時刻表です。

９月以降に完成予定です。完成次第、自治会を通じてお配りをします。

今後、各自治会や沼木まちづくり協議会のイベントなどで、沼木バスの意見聴取会や

啓発行事を行う予定です。
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沼木地域の皆さんの意見をもとに

交通支援に必要なダイヤやルートの見直し

を行いました！

９月１日より沼木バスの
ダイヤ・ルートが一部変更されます!

保存版「自治会別時刻表」作成中！



沼木バスの注意事項
・運行日 ： 月曜日から土曜日
　　　　　　（日曜 ・ １月１日〜３日は運休）
・ 乗車運賃 ： 小学生以上　１人　１回　100 円
・ 道路事業などにより到着が遅れる場合があります。
・ 台風、 降雪、 地震などにより運休する場合があります。
・ 問い合わせ先
　【沼木バス運行管理者】
　　電話 080-1587-0127
　【伊勢市役所交通政策課】
　　電話 0596-21-5593

寿バス券、おかげバス回数券が使えます

神薗行き
1便

床ノ木 7 :18
床ノ木口 7 :19
上村東 7 :20
上村 7 :20
上村西 7 :21
菖蒲 7 :24
矢持 7 :25
下村 7 :27
横輪東 7 :31
風輪 7 :31
横輪広 7 :32
横輪口 7 :33
沼木神社北 7 :36
開花橋 7 :37
上野南 7 :37
沼木支所 7 :38
赤井橋 7 :39
上野台集会所 7 :41
上野小学校 7 :42
神薗 7 :46
（三交バス・神薗発） (7：55)
（三交バス・伊勢市駅前着） (8：20)

伊勢病院前行き

バス停名
南伊勢高校度会校舎行き

2便
(7：21)
(7：52)

伊勢病院前行き

7 :56
8 :02

(8：16)
(8：38)

伊勢市駅前行き

バス停名

（三交バス・南島道方発）
（三交バス・川口着）

（三交バス・南伊勢高校度会校舎前発）

（三交バス・伊勢市駅前着）

川口
南伊勢高校度会校舎前

バス停名 度会行き 1便 バス停名 度会行き 3便 バス停名 度会行き 5便

宮川パーク 8:33 宮川パーク 11:23 宮川パーク 15:00
宮川パーク北 8:39 宮川パーク北 11:29 宮川パーク北 15:06
沼木支所 8:43 沼木支所 11:33 沼木支所 15:10
沼木中学前 8:45 沼木中学前 11:35 沼木中学前 15:12
サンパーク上 8:51 サンパーク上 11:41 サンパーク上 15:18
サンパーク下 8:52 サンパーク下 11:42 サンパーク下 15:19
昭和苑 8:53 昭和苑 11:43 昭和苑 15:20
昭和苑会館 8:54 昭和苑会館 11:44 昭和苑会館 15:21
津村 8:56 津村 11:46 津村 15:23
津村口 8:57 津村口 11:47 （三交バス・伊勢市駅前発） (14:40)

（三交バス・津村口発） (9:10) （三交バス・津村口発） (11:51) （三交バス・津村口着） (15:00)

（三交バス・伊勢市駅前着） (9:30) （三交バス・伊勢市駅前着） (12:11)

津村口 15:24
栄団地 8:59 栄団地 11:49 （三交バス・津村口発） (15:37)

円座自治会館 9:00 円座自治会館 11:50 （三交バス・伊勢市駅前着） (15:57)

円座東 9:01 円座東 11:51
円座消防車庫 9:02 円座消防車庫 11:52 栄団地 15:26
上条団地 9:03 上条団地 11:53 円座自治会館 15:27
ミニストップ伊勢円座町店 9:06 ミニストップ伊勢円座町店 11:56 円座東 15:28
神薗公民館 9:07 神薗公民館 11:57 円座消防車庫 15:29
神薗農村公園 9:08 神薗農村公園 11:58 上条団地 15:30
神薗西 9:09 神薗西 11:59 ミニストップ伊勢円座町店 15:33
大野木東 9:14 大野木東 12:04 神薗公民館 15:34
グッディ 9:15 グッディ 12:05 神薗農村公園 15:35
（三交バス・グッディ前発） (9:39) 南伊勢高校度会校舎前 12:08 神薗西 15:36
（三交バス・伊勢市駅前着） (10:00) 度会特別支援学校前 12:09 大野木東 15:41

棚橋コミュニティセンター前 12:11 グッディ 15:42
南伊勢高校度会校舎前 9:18 宮リバー度会パーク前 12:14 南伊勢高校度会校舎前 15:45
度会特別支援学校前 9:19 度会特別支援学校前 15:46
棚橋コミュニティセンター前 9:21 棚橋コミュニティセンター前 15:48
宮リバー度会パーク前 9:24 宮リバー度会パーク前 15:51

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

イオン伊勢店行き

伊勢市駅前行き

南島道方行き

バス停名 沼木行き 2便 バス停名 沼木行き 4便 バス停名 沼木行き 6便

宮リバー度会パーク前 10:05 宮リバー度会パーク前 13:08 宮リバー度会パーク前 16:47
棚橋コミュニティセンター前 10:08 棚橋コミュニティセンター前 13:11 棚橋コミュニティセンター前 16:50
度会特別支援学校前 10:10 度会特別支援学校前 13:13 度会特別支援学校前 16:52
南伊勢高校度会校舎前 10:11 南伊勢高校度会校舎前 13:14 南伊勢高校度会校舎前 16:53
【平日】（三交バス・伊勢市駅前発） (9：45) グッディ 13:17 グッディ 16:56
【平日】（三交バス・グッディ前着） (10：03) 大野木東 13:18 大野木東 16:57

神薗西 13:23 神薗西 17:02
グッディ 10:14 神薗農村公園 13:24 神薗農村公園 17:03
大野木東 10:15 神薗公民館 13:25 神薗公民館 17:04
神薗西 10:20 ミニストップ伊勢円座町店 13:26 ミニストップ伊勢円座町店 17:05
神薗農村公園 10:21 上条団地 13:29 上条団地 17:08
神薗公民館 10:22 円座消防車庫 13:30 円座消防車庫 17:09
ミニストップ伊勢円座町店 10:23 円座東 13:31 円座東 17:10
上条団地 10:26 円座自治会館 13:32 円座自治会館 17:11
円座消防車庫 10:27 栄団地 13:33 栄団地 17:12
円座東 10:28 （三交バス・伊勢市駅前発） (13:00) （三交バス・伊勢市駅前発） (16:48)
円座自治会館 10:29 （三交バス・津村口着） (13:20) （三交バス・津村着） (17:08)

栄団地 10:30
津村口 10:32 津村口 13:35 津村口 17:14
津村 10:33 （三交バス・津村口発） (13:49) 津村 17:15
サンパーク上 10:38 （三交バス・伊勢市駅前着） (14:09) サンパーク上 17:20
サンパーク下 10:39 サンパーク下 17:21
昭和苑 10:40 津村 13:36 昭和苑 17:22
昭和苑会館 10:41 サンパーク上 13:41 昭和苑会館 17:23
沼木中学前 10:44 サンパーク下 13:42 沼木中学前 17:26
沼木支所 10:46 昭和苑 13:43 沼木支所 17:28
宮川パーク北 10:50 昭和苑会館 13:44 宮川パーク北 17:32
宮川パーク 10:56 沼木中学前 13:47 宮川パーク 17:38

沼木支所 13:49
宮川パーク北 13:53
宮川パーク 13:59

伊勢市駅前行き

五ヶ所行き

【平日のみ】中村行き

南島道方行き

沼木バス（予約制）

横輪口行き
4便 6便 8便 10便

床ノ木 8 :48 10 :28 13 :00 15:30
床ノ木口 8 :49 10 :29 13 :01 15:31
上村東 8 :50 10 :30 13 :02 15:32
上村 8 :50 10 :30 13 :02 15:32
上村西 8 :53 10 :33 13 :05 15:33
菖蒲 8 :54 10 :34 13 :06 15:36
矢持 8 :55 10 :35 13 :07 15:37
下村 8 :57 10 :37 13 :09 15:39
横輪東 9:01 10 :41 13 :13 15:43
風輪 9:01 10 :41 13 :13 15:43
横輪広 9:02 10 :42 13 :14 15:44
（三交バス・伊勢市駅前発） - - (12：40) -
（三交バス・横輪口着） - - (13：11) -

- - 五ヶ所行き -
横輪口 9:03 10 :43 13 :15 15:45
（三交バス・横輪口発） - - - (15：55)
（三交バス・伊勢市駅前着） - - - (16：26)

- - - 伊勢市駅前行き

沼木神社北 9:06 10 :46 13 :18 -

開花橋 9:07 10 :47 13 :19 -

上野南 9:07 10 :47 13 :19 -

沼木支所 9:08 10 :48 13 :20 -

上野台集会所 9:11 10 :51 13 :23 -

上野台 9:12 10 :52 13 :24 -

赤井橋 9:13 10 :53 13 :25 -

広岡 9:14 10 :54 13 :26 -

出屋敷 9:15 10 :55 13 :27 -

沼木中学前 9:15 10 :55 13 :27 -

昭和苑口 9:16 10 :56 13 :28 -

津村 9:18 10 :58 13 :30 -

（三交バス・伊勢市駅前発） - - (13：00) -
（三交バス・津村口着） - - (13：20) -

- - 南島道方行き -
津村口 9:19 10 :59 13 :31 -

（三交バス・津村口発） - - (13：49) -
（三交バス・伊勢市駅前着） - - (14：09) -

- - 伊勢市駅前行き -
栄団地(県道) 9:21 11:01 13 :33 -

円座 9:23 11:03 13 :35 -

大野木東 9:27 11:07 13 :39 -

グッディ 9:28 11:08 13 :40 -

【平日】（三交バス・グッディ前発） (9:39) (11 :19) - -
【土曜】（三交バス・グッディ前発） (9:39) (11 :39) - -
【平日】（三交バス・伊勢市駅前着） (10 :00) (11 :40) - -
【土曜】（三交バス・伊勢市駅前着） (10 :00) (12 :00) - -

伊勢市駅前行き 伊勢市駅前行き - -
南伊勢高校度会校舎前 9:30 11:10 13 :42 -

度会特別支援学校前 9:31 11:11 13 :43 -

棚橋コミュニティセンター前 9:33 11:13 13 :45 -

度会町役場前 9:35 11:15 13 :47 -

バス停名
度会方面行き

3便 5便 7便 9便 11便
度会町役場前 - - 11:50 14:20 -

棚橋コミュニティセンター前 - - 11:52 14:22 -

度会特別支援学校前 - - 11:53 14:23 -

南伊勢高校度会校舎前 - - 11:54 14:24 -

（三交バス・伊勢市駅前発） - - (11：15) - -

（三交バス・グッディ前着） - - (11：33) - -

- - 度会町役場前行き - -

グッディ - - 11:56 14:26 -

大野木東 - - 11:57 14:27 -

円座 - - 12:01 14:31 -

栄団地(県道) - - 12:03 14:33 -

（三交バス・伊勢市駅前発） - - (11：25) - (15：43)

（三交バス・津村口着） - - (11：45) - (16：03)

- - 南島道方行き - 五ヶ所行き

津村口 - - 12:05 14:35 16:05
津村 - - 12:06 14:36 16:06
昭和苑口 - - 12:08 14:38 16:08
沼木中学前 - - 12:09 14:39 16:09
出屋敷 - - 12:09 14:39 16:09
広岡 - - 12:10 14:40 16:10
赤井橋 - - 12:11 14:41 16:11

上野小学校 - - 12:12 14:42 16:12

上野台 - - 12:13 14:43 16:13
上野台集会所 - - 12:14 14:44 16:14
沼木支所 - - 12:17 14:47 16:17
上野南 - - 12:18 14:48 16:18
開花橋 - - 12:18 14:48 16:18
沼木神社北 - - 12:19 14:49 16:19
（三交バス・伊勢市駅前発） (7：43) (9：23) - - (15：43)

（三交バス・横輪口着） (8：14) (9：54) - - (16：14)

五ヶ所行き 五ヶ所行き - - 五ヶ所行き

横輪口 8 :22 9:58 12:22 14:52 16:22
横輪広 8 :23 9:59 12:23 14:53 (16:23)
風輪 8 :24 10 :00 12:24 14:54 (16:24)
横輪東 8 :24 10 :00 12:24 14:54 (16:24)
下村 8 :28 10 :04 12:28 14:58 (16:28)
矢持 8 :30 10 :06 12:30 15:00 (16:30)
菖蒲 8 :31 10 :07 12:31 15:01 (16:31)
上村西 8 :34 10 :10 12:32 15:02 (16:32)
上村 8 :35 10 :11 12:35 15:05 (16:35)
上村東 8 :35 10 :11 12:35 15:05 (16:35)
床ノ木口 8 :36 10 :12 12:36 15:06 (16:36)
床ノ木 8 :37 10 :13 12:37 15:07 (16:37)

※横輪広～床ノ木は降車のみ

バス停名
床ノ 木行き

回数券は車内で
も買えます！！

回数券は車内で
も買えます！！

凡例

乗り継ぐ三交バスの情報

凡例

乗り継ぐ三交バスの情報

沼木バス 路線図 沼木バス 時刻表

沼木バス（予約制） 路線図 沼木バス（予約制） 時刻表


