
■このバスマップは宇都宮市域・芳賀町域を運行するバス路

　線の運行状況や乗り方などを紹介しています。

■表面（表紙のある側）では，市町全体の運行ルートや停留所，

　主な施設のバス情報などを案内しています。

■裏面では，中心部や運行本数の多い大通りの拡大図，鉄道

　駅のバス乗り場，お得な情報などについて案内しています。

■詳細な運行ルートは，バス路線図や運行系統一覧（表面），

　系統図（裏面）を照らし合わせ，確認してください。

停留所名 位置 駐輪台数 停留所名 位置 駐輪台数 停留所名 位置 駐輪台数

石那田 C-2 20 御幸交番前
（松下電器前） F-5 13 富屋小学校前

（富屋地区市民センター内） D-3 31

弁天橋 D-4 24  緑２丁目
（足利銀行緑町出張所内） D-7 7 仁良塚

（国本地区市民センター内） C-4 30

稚ヶ坂坂上 F-4 15 西中丸 D-6 15 城山地区市民センター
（足利銀行大谷出張所内） C-5 7

奈坪台中央 F-4 15 鶴田橋 D-6 12 とちぎ男女共同参画センター D-5 15

駒生営業所 C-5 25 平出公園（平出工業団地公園内） F-6 20 挟又局前 C-5 15

細谷車庫 D-5 60 柳田車庫 G-6 30 野尻 C-6 15

細谷新道口 D-5 10 氷室 H-7 20 こえご F-6 10

堀切 E-5 15 西川田東 D-8 15 平松宿 E-7 10

ミツトヨ前 E-7 15 瑞穂野団地 F-8 16 中戸祭 D-5 20

地蔵前 E-5 15 東高校前 F-7 15 芳賀バスターミナル H-6 22

芳賀町役場 J-6 18 芳賀温泉ロマンの湯 J-6 63 ジェイコーうつのみや病院
（JCHO うつのみや病院内） D-9 10

スーパーオータニ江曽島店
（スーパーオータニ江曽島店内） D-7 10宝木 D-5 10 中道

（ヨークベニマル細谷店内） D-5 10
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●サイクルアンドバスライド用駐輪場

◎関東自動車　本　　　　社 ☎（028）634-8133
　　　　　　　簗 瀬 営 業 所 ☎（028）633-3482
　　　　　　　駒 生 営 業 所 ☎（028）652-4795
　　　　　　　宇都宮営業所 ☎（028）647-1181
　　　　　　　東野平出営業所 ☎（028）662-1080
　　　　　　　HP http://www.kantobus.co.jp/
　※定期券に関するお問い合わせは
　　　　　　　宇都宮駅前定期券センター ☎（028）634-4182

◎ジェイアールバス関東　宇 都 宮 支 店 ☎（028）687-0671
　　　　　　　HP http://www.jrbuskanto.co.jp/
◎ 宇 都 宮 市 交 通 政 策 課 ☎（028）632-2160
　　　　　　　HP https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/
◎ 芳賀町役場都市計画課 ☎（028）677-1717
　　　　　　　HP https://www.town.tochigi-haga.lg.jp

●深夜バス（関東バス）
   「宇都宮駅～清住町～細谷車庫」
　「宇都宮駅～豊郷台～帝京大学」
　「宇都宮駅～作新学院～駒生営業所」 
　「宇都宮駅～一条～江曽島（西川田東）」の4系統では
23時台でも運行しています。残業などで帰宅が遅いときでも安心し
て利用できます。（運賃は通常の倍額になります。）

大谷資料館

二荒山神社

JRバス 道の駅はが 梨

餃子 若山農場

カクテル 関東バス

バス停や時刻表，運賃が知りたい

うつのみや.guide はが.guide

地図やバス停名から時刻表や運賃を検索できます。
（循環線は正しく表示されない場合があります。）

https://utsunomiya.guide/ https://haga.guide/

次のバス停留所には，駐輪場が整備されています。
自転車で乗り付け，バスをご利用ください。

宇都宮市・芳賀町バス路線マップの使い方

お問い合わせは…

バスの位置や待ち時間を確認するには？

●バスの現在の走行位置や待ち時間を確認できます。
 （バスロケーションシステム）

・「バスロケーションシステム」（関東バス）
 対象路線　一般路線バスの全路線

パソコン・スマートフォン：　
https://kantobus.bus-navigation.jp/
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画像提供：宇都宮観光コンベンション協会、
　　　　　関東自動車㈱、ジェイアールバス関東㈱

宇都宮市・芳賀町バス路線マップ
宇都宮･芳賀
  バス路線マップ
宇都宮･芳賀
  バス路線マップ

石那田

1：54,000

地図上では、500ｍは 0.93 ㎝です

SUBARU前 D-7 10

※路線色は裏面のバス系統図の路線を示しています。
※バス番号は系統番号ではありません。運行系統一覧

JRバス（ジェイアールバス関東株式会社）
系統図 番号 起終点 経　過　地 起終点 備考 J R 宇 都 宮 駅

西 口 バ ス の り ば路線色

3 4

1 県庁前・西塙田町・戸祭台（循環） 宇都宮駅宇都宮駅

2 宇大前 ベルモール作新学院前

3 清陵高校・光ヶ丘入口 芳賀バスターミナル 下りのみ宇都宮駅

4 清陵高校・光ヶ丘入口・とちぎ産業創造プラザ 芳賀バスターミナル 下りのみ宇都宮駅

5 清陵高校入口・光ヶ丘入口 芳賀バスターミナル 上りのみ東武駅前

6 清陵高校・光ヶ丘入口 芳賀バスターミナル作新学院前

7 清陵高校入口・光ヶ丘入口 芳賀バスターミナル作新学院前

8 ベルモール・清陵高校入口・光ヶ丘入口 芳賀バスターミナル作新学院前

9 ベルモール・清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 芳賀町役場作新学院前

10 清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 芳賀町役場作新学院前

11 ベルモール・清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 芳賀町役場東武駅前

12 清陵高校入口・光ヶ丘入口・芳賀バスターミナル 芳賀町役場東武駅前

13 光ヶ丘入口・清陵高校 東武駅前 上りのみ芳賀バスターミナル

14 光ヶ丘入口・清陵高校・とちぎ産業創造プラザ 作新学院前 上りのみ芳賀バスターミナル

15 刈沼・柳田車庫・宇都宮駅東口 作新学院前 上りのみ芳賀バスターミナル

16 芳賀バスターミナル・光ヶ丘入口・清陵高校 東武駅前 上りのみ芳賀町役場

17 芳賀バスターミナル・光ヶ丘入口・清陵高校 作新学院前 上りのみ芳賀町役場

18 道場宿 茂木作新学院前

19 道場宿・市貝小 茂木作新学院前

20 道の駅もてぎ・サシバの里いちかい・ベルモール 作新学院前 休日上りのみ茂木

21 ツインリンクもてぎ・市貝小・道場宿 作新学院前 休日上りのみ茂木

22 サシバの里いちかい・道の駅もてぎ・茂木駅 ツインリンクもてぎ 土日祝運行作新学院前

23 光ヶ丘入口・刈沼・柳田車庫 宇都宮駅東口 上りのみ芳賀町役場

24 光ヶ丘入口・清陵高校入口・宇大前 宇都宮駅東口 上りのみ芳賀町役場

25 芳賀町役場東・市貝小 茂木 下りのみ芳賀バスターミナル

4
駅東口

26 芳賀町役場東 芳賀バスターミナル 上りのみ茂木

岡本駅東口

関東バス（関東自動車株式会社）

1 2
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6

6 7

7

8

9

3

3

10

11

12

13

14

1 県庁前・西塙田町・戸祭台（循環） 宇都宮駅宇都宮駅

2 旭中学校・宇都宮市役所（循環） 宇都宮駅宇都宮駅

3 清住町・栃木医療センター前・中央女子高校前 細谷車庫宇都宮駅

4 桜通り十文字・和尚塚・宝木 細谷車庫宇都宮駅

5 県庁前・西塙田町・栃木医療センター前 戸祭宇都宮駅

6 県庁前・西塙田町・栃木医療センター前・戸祭 宝木団地宇都宮駅

7 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・堀切・中海道町 釜井台団地宝木団地

8 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・堀切・中海道町 白沢河原宝木団地

9 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・堀切・奈坪台中央 白沢河原宝木団地

10 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・堀切・中海道町 白沢河原細谷車庫

11 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・堀切・金井台 奈坪台中央宝木団地

12 宇商高校前 富士見が丘団地宇都宮駅

13 竹林十文字 富士見が丘団地宇都宮駅

14 竹林十文字・済生会病院 富士見が丘団地宇都宮駅

15 作新学院前・宇都宮駅・宇商高校前 富士見が丘団地駒生営業所

16 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字 富士見が丘団地駒生営業所

17 作新学院前・宇都宮駅・竹林十文字・済生会病院 富士見が丘団地駒生営業所

18 竹林十文字 済生会病院宇都宮駅

19 作新学院前・宇都宮駅・宇商高校前・田原 宇都宮グリーンタウン駒生営業所

20 作新学院前・宇都宮駅・宇商高校前・宝井 宇都宮グリーンタウン駒生営業所

21 作新学院前・宇都宮駅・宇商高校前・田原・今里 玉生車庫駒生営業所

22 作新学院前・宇都宮駅・宇商高校前・田原 今里駒生営業所

23 宇商高校前・豊郷台 帝京大学宇都宮駅

24 竹林十文字・済生会病院・宇都宮北高校・豊郷台 帝京大学宇都宮駅

25 （直通） 帝京大学宇都宮駅

26 宇商高校前・豊郷台・帝京大学 宇都宮美術館宇都宮駅

27 宇商高校前・豊郷台・帝京大学 ニュー富士見宇都宮駅

28 作新学院前・森林公園入口・ニューサンピア栃木・鹿沼駅 鹿沼営業所宇都宮駅

29 作新学院前・宝木・仁良塚 ろまんちっく村宇都宮駅

30 作新学院前・中丸・大谷 立岩宇都宮駅

31 馬場町・桜通り十文字 作新学院前宇都宮駅

32 （直通） 作新学院前 学生専用宇都宮駅

33 馬場町・作新学院前・中丸 駒生営業所宇都宮駅

34 馬場町・作新学院前・中丸・健康の森 駒生営業所宇都宮駅

35 桜通り十文字・栃木医療センター正門前・中央女子高校前・仁良塚 ろまんちっく村宇都宮駅

36 桜通り十文字・栃木医療センター前・弁天橋 山王団地宇都宮駅

37 桜通り十文字・栃木医療センター前・弁天橋・徳次郎 石那田宇都宮駅

38 桜通り十文字・栃木医療センター前・弁天橋・徳次郎 篠井ニュータウン宇都宮駅

39 桜通り十文字・栃木医療センター前・徳次郎・大沢・今市車庫 日光東照宮宇都宮駅

40 桜通り十文字・栃木医療センター前・徳次郎・篠井ニュータウン・大沢・今市車庫 日光東照宮宇都宮駅

41 桜通り十文字・栃木医療センター前・徳次郎・石那田・大沢 今市車庫宇都宮駅

42 桜通り十文字・栃木医療センター前・徳次郎・篠井ニュータウン・大沢 今市車庫宇都宮駅

43 桜通り十文字・栃木医療センター前・徳次郎・石那田・塩野室・佐貫 船生宇都宮駅

44 白楊高校・越戸・滝団地前 柳田車庫宇都宮駅

45 宇都宮駅・白楊高校・越戸・滝団地前 柳田車庫宇都宮東武

46 宇都宮駅・白楊高校・越戸・滝団地前 柳田車庫作新学院前

47 作新学院前・宇都宮駅・白楊高校・越戸・滝団地前 柳田車庫駒生営業所

48 宇都宮駅・白楊高校・越戸 平出工業団地宇都宮東武

49 作新学院前・宇都宮駅・白楊高校・越戸 平出工業団地駒生営業所

50 作新学院前・宇都宮駅・屋板・南高校前 上三川車庫駒生営業所

51 作新学院前・宇都宮駅・屋板・南高校前・インターパーク 上三川車庫駒生営業所

52 作新学院前・宇都宮駅・平松宿・東高校前 卸会館前駒生営業所

53 作新学院前・宇都宮駅・平松宿・東高校前 瑞穂野団地駒生営業所

54 作新学院前・宇都宮駅・平松宿・東高校前・緑の郷 瑞穂野団地駒生営業所

55 平松宿・東高校前 瑞穂野団地宇都宮駅

56 作新学院前・宇都宮駅・平松宿・東高校前・瑞穂野団地 本郷台西汗駒生営業所

57 作新学院前・宇都宮駅・平松宿・東高校前・下桑島 東汗駒生営業所

58 文星芸大附属中高・三の沢・野尻 砥上車庫宇都宮駅

59 文星芸大附属中高・三の沢・野尻・長坂坂上・千渡・鹿沼駅 鹿沼営業所宇都宮駅

60 文星芸大附属中高・三の沢・野尻・宇短大・長坂坂上・千渡・鹿沼駅 鹿沼営業所宇都宮駅

61 文星芸大附属中高・三の沢 西の宮団地宇都宮駅

62 一条・不動前・県立がんセンター前・江曽島駅・緑町 西川田東宇都宮駅

63 一条・不動前・県立がんセンター前・江曽島駅・緑町・西川田東 総合運動公園西宇都宮駅

64 旭陵通り・今宮・総合運動公園東・若松原 雀宮駅宇都宮駅

65 宇女高前・六道・文化会館前・宇高校前 鶴田駅宇都宮駅

66 宇女高前・六道・文化会館前・宇高校前・八千代町 西川田東宇都宮駅

67 宇女高前・六道・文化会館前・宇高校前・八千代町・西川田東 総合運動公園西宇都宮駅

68 宇女高前・六道・鶴田神社前・深津・上石川 運転免許センター宇都宮駅

69 （直通） 運転免許センター 特定日のみ運行宇都宮駅

70 宇女高前・六道・鶴田神社前・深津・上石川・運転免許センター 楡木車庫宇都宮駅

71 宇女高前・六道・鶴田神社前・深津・上石川 楡木車庫宇都宮駅

72 不動前・台新田・宮の内・雀宮駅入口・ジェイコーうつのみや病院 上古山入口宇都宮駅

73 不動前・台新田・宮の内・雀宮駅入口・ジェイコーうつのみや病院 石橋駅宇都宮駅

74 不動前・台新田・宮の内・雀宮駅入口・ジェイコーうつのみや病院・石橋高校 石橋駅宇都宮駅

75 馬場町・県庁前 競輪場 開催日のみ運行宇都宮駅

76 陽西通り・文化会館前・南宇都宮・宇高校前 鶴田駅宇都宮駅

77 桜通り十文字・宇短大附属高校前・滝谷町・宇高校前 鶴田駅宇都宮駅

78 桜通り十文字・宇短大附属高校前・滝谷町・宇高校前・八千代町 西川田駅宇都宮駅

79 （直通） 宇短大附属高校前 学生専用宇都宮駅

80 東武駅前 宇短大附属高校前 学生専用宇都宮駅

81 宇都宮駅・宇大前 ベルモール西原車庫

82 宇都宮駅・宇大前 ベルモール宇都宮東武

83 宇都宮駅・宇大前・鐺山十字路・石法寺 真岡営業所西原車庫

84 宇都宮駅・宇大前・ベルモール・鐺山十字路・石法寺 真岡営業所西原車庫

85 宇都宮駅・宇大前・鐺山十字路 一万人プール宇都宮東武

86 宇都宮駅・宇大前・鐺山十字路・橋場 真岡営業所宇都宮東武

87 宇都宮駅・宇大前・鐺山十字路・橋場・七井駅前 益子駅前宇都宮東武

88 宇都宮駅・宇大前・ベルモール・鐺山十字路・橋場・七井駅前 益子駅前宇都宮東武

89 宇都宮駅・宇大前・鐺山十字路 海星学院宇都宮東武

90 栃木県庁舎前・市役所庁舎前（県庁先回り・循環）宇都宮駅宇都宮駅

91 市役所庁舎前・栃木県庁舎前（市役所先回り・循環）宇都宮駅宇都宮駅

92 （直通） 文星女子高校 学生専用宇都宮駅

93 東武駅前 文星女子高校 学生専用宇都宮駅

94 馬場町・宇商高校前 済生会病院駒生営業所

95 兵庫塚町・みどり野町・さつき団地・ジェイコーうつのみや病院 西川田駅東口雀宮駅

96 産業技術大学校・中平出 柳田車庫宇都宮駅東口

97 陽東三丁目・ベルモール・下平出 柳田車庫宇都宮駅東口

98 宇都宮駅東口・産業技術大学校・中平出 柳田車庫 西進のみ宇都宮東武

99 陽東三丁目 ベルモール宇都宮駅東口

100 産業技術大学校・ベルモール・宇大前（右回り・循環）宇都宮駅東口宇都宮駅東口

101 宇大前・ベルモール・産業技術大学校（左回り・循環）宇都宮駅東口宇都宮駅東口

102 東町・御幸ヶ原元町・上野団地 岡本駅西口宇都宮駅東口

103 東町・御幸ヶ原元町・上野団地・岡本駅西口 和久宇都宮駅東口

104 産業技術大学前・平出工業団地・御幸交番前 岡本駅東口宇都宮駅東口

105 東図書館・北越戸町・御幸交番前 平出工業団地宇都宮駅東口

106 陽東三丁目・平石小学校前・鐺山十字路 海星学院宇都宮駅東口

107 陽東三丁目・ベルモール・平石小学校前・鐺山十字路 海星学院宇都宮駅東口

108 城東小学校・平松本町住宅（循環） 宇都宮駅東口宇都宮駅東口

109 宇大前・平松本町・東峰町（平松本町先回り・循環）宇都宮駅東口宇都宮駅東口

110 宇大前・東峰町・平松本町（東峰町先回り・循環）宇都宮駅東口宇都宮駅東口

1 4
1

1 4

1
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専用のりば

3
駅東口

4
駅東口

系統図 番号 起終点 経　過　地 起終点 備考 東 武 西 口JR宇都宮駅
バスのりば西口バスのりば路線色

主な施設のバス情報
施設名 地図索引 バス番号 最寄バス停名 所要時間 運賃

大学

福祉

医療保健

官公庁

美術館

保養

警察

娯楽

体育館

図書館

博物館

スポーツ

文化
・

教育

宇都宮大学 拡F-3 宇大前 10分 170円,～81 89 ,～1 14 ,～16 19,100 ,101 ,21 24,109 ,110

宇都宮大学工学部 拡H-3 15～20分 170円
,～81 89 ,～1 14 ,～16 19,100 ,101 ,21 24 工学部前、宇大工学部前（　　　）、,100 101

工学部西（　　　 　　　）,81 ,82 ,84 88

※所要時間はＪＲ宇都宮駅からのおおよそのバス乗車時間です。（徒歩時間は含んでいません。）
※運賃はJR宇都宮駅からのおおよその運賃です。

宇都宮共和大学 拡Ｄ-2 大工町 3分 170円
,～3 12 ,～15 17 ,～19 23 ,～26 31 ,～33 43 ,～45 54 ,～56 63 ,～65 68 ,～70 78 ,～81 89 ,98,1

,3 ,4 を除くＪＲバスすべて～23 26

宇都宮短期大学
宇都宮共和大学長坂キャンパス

Ｃ-6
共和大、宇短大入口、共和大学、
宇都宮短期大学（　 ）

20分 380円,59 60
60

宇都宮文星芸術大学・文星短期大学 D-5 文星大学前 25分 400円～36 43

作新学院大学・作新学院女子短期大学 G-7 清陵高校 25分 510円,3 ,4 ,6 ,13 ,14 ,16 17

帝京大学宇都宮キャンパス E-5 帝京大学 25分 350円～23 27

宇都宮市総合福祉センター 拡C-2 総合福祉センター前 15分 170円,90 91

宇都宮市社会福祉協議会 拡C-2 総合福祉センター前 15分 170円,90 91

宇都宮市障害者福祉会連合会 拡C-2 総合福祉センター前 15分 170円,90 91

芳賀町社会福祉協議会 J-6
芳賀町役場東（　　　  ）　 

50～60分 930円
～18 22

～9 ,12 ～16 26
芳賀町役場（　　　　　　　　　　　） 　～9 ,12 ～23 26,16 ,17

国立病院機構栃木医療センター D-5
栃木医療センター前（　　　　　　　　  ）　 

20分 220円,3 ,5 ,6 ～35 43
栃木医療センター正門前（　 ）35

～36 43,3 ,5 ,6

国立病院機構宇都宮病院 F-5 宇都宮病院前 20分 390円,102 103

県立がんセンター D-7 県立がんセンター前 20分 330円,62 63

宇都宮市保健所・夜間救急診療所 E-5 済生会病院 15分 220円,14 ,17 ,18 24 , 94

済生会病院 E-5 済生会病院 15分 220円,14 ,17 ,18 24 , 94

ＪＣＨＯうつのみや病院 D-9 ジェイコーうつのみや病院 35分 560円～72 74

芳賀町保健センター J-6
芳賀町役場東（　　　  ）　 

50～60分 930円
～18 22

～9 ,12 ～16 26
芳賀町役場（　　　　　　　　　　　） 　～9 ,12 ～23 26,16 ,17

宇都宮市役所 拡C-3 市役所庁舎前 20分 170円,90 91

芳賀町役場 J-6 芳賀町役場（　　　　　　　　　　　） 50～60分 930円～ ,9 12 ～16 26 ～ ,9 12 ～23 26, ,16 17

栃木県庁 拡C-1 県庁前，栃木県庁舎前（　　　） 5分 170円
,～3 11 ,～15 17 ,～19 22 ,～28 31 ,～33 43 ,～45 54 ,～56 63 ,～65 68 ,～70 78 ,～81 91 ,98

,90 91
,1

,3 ,4 を除くＪＲバスすべて～23 26

ハローワーク 拡A-3 ハローワーク 15分 220円～ ,65 67 76

宇都宮地方裁判所・法務局 拡B-2 裁判所前 10分 170円
,～7 11 ,～15 17 ,～19 22 ,～28 31 , ,～33 43 ,46 47 ,～49 54 ,～56 61 ,～76 78,4

,2 ,14 ,15,～6 10 ～17 21

宇都宮税務署 拡C-1 県庁西門前 10分 170円,1 ,5 6 , 75

宇都宮西年金事務所 拡B-1 星が丘中学校入口 15分 220円3

宇都宮東年金事務所 拡B-2 今泉新田入口 5～10分 220円～44 49

宇都宮美術館 D-5 宇都宮美術館 30分 420円26

県立美術館 拡A-1 桜通十文字 10分 220円,4 ～35 43

ろまんちっく村 C-4 ろまんちっく村 50分 650円,29 35

梵天の湯（上河内地域交流館） E-2 上河内地区市民センター 30分 720円,21 22

芳賀温泉ロマンの湯・道の駅はが J-6 芳賀温泉ロマンの湯 40～60分 930円～ ,9 12 ～16 26

中央警察署 拡C-1 中央警察署前 10分 220円,1 ,5 6 , 75

東警察署 拡F-1 東図書館入口 10～15分 220円105

運転免許センター B-8 運転免許センター 40分 600円～68 70

競輪場 拡C-1 競輪場前（　　　　　），競輪場（　 ） 15分 220円,1 ,5 ,6 75 ,1 ,5 6 75

市立体育館 拡F-2 白楊高校 10分 220円～44 49

芳賀町体育館 J-6 芳賀町体育館前 50～60分 930円～ ,9 12 ～16 26

中央図書館 拡C-1 文化会館前 15分 220円～ ,65 67 ～76 78

東図書館 拡E-1 東図書館入口 15分 170円105

県立図書館 拡C-1 県庁東 10分 170円,90 91

芳賀町総合情報館 J-6
芳賀町役場東（　　　  ）　 

50～60分 930円
～18 22

～9 ,12 ～16 26
芳賀町役場（　　　　　　　　　　　） 　～9 ,12 ～23 26,16 ,17

県立博物館（県中央公園） 拡A-2 中央公園博物館前 15分 220円,77 78

栃木県総合運動公園 D-8 総合運動公園西（　 ，  ），総合運動公園東（　 ） 25分 440円,63 64 , 67 63 67 64

とちぎ健康の森 C-5 健康の森 25分 380円～ ,19 21 , ,34 47 ,50 ,53 ,54 56

スケートセンター E-8 航空学校前 25分 410円～72 74

清原球場 G-7 清原球場 30分 590円, ,3 4 ,6 ,13 ,14 ,16 17

清原中央公園 G-7 清原中央公園　 30分 590円～ ,3 14 ,16 ,17 24

文化会館 拡A-4 文化会館前 15分 220円～ ,65 67 76

栃木県総合文化センター 拡C-2 県総合文化センター前 10分 170円,90 91

マロニエプラザ 拡F-2 白楊高校 10分 170円～44 49

宇都宮動物園 D-4 下金井 30分 570円～36 43

大谷資料館 C-5 資料館入口 30分 460円30

芳賀町民会館 J-6
芳賀町役場東（　　　  ）　 

50～60分 930円
～18 22

～9 ,12 ～16 26
芳賀町役場（　　　　　　　　　　　） 　～9 ,12 ～23 26,16 ,17

岡本南台

三菱製鋼

コカ･コーラ前

関東バス

上河内地域路線バス

ＪＲバス

バス停

バス番号
バス番号 ( 起終点 )

※バス番号は、バス運行系統一覧を参照してください。

インターチェンジ

国道番号

路線番号

駅舎

駅舎

駅舎

４

２

高速道路

国道

県道

一般道路

徒歩道

ＪＲ新幹線

ＪＲ

私鉄

市町村界

県庁

市役所

町村役場
地区市民センター・
出張所
神社

寺院

観光案内所

踏切

コンビニエンスストア

警察署

交番

消防署

郵便局

病院

小学校

中学校

高校・大学

１ １ １

１ １ １

凡　　　例

１
２
３
４

山田
西小学校前
東小学校
上河内地区市民センター玄関前

高間木・山田
上河内地区市民センター玄関前
上河原・上小倉・東芦沼
田原コミュニティプラザ

西小学校前
氏家駅西口
東小学校
済生会病院

西小コース
氏家線
東小コース
済生会病院線

起　終　点番号 起　終　点 路 線 名 称経　過　地

上河内地域路線バス


