
【黒川地区から白川口駅・白川病院へのバス時刻表】 2021年 10月１日現在 

「おでかけしらかわ（町営公共交通）」 濃飛バス だれでも利用できます 

運賃：地区内：１日 400円、町内：１日 600円 

（大賀医院・白川病院への通院は病院負担により無料となります） 

 

 行き： 黒川 → 白川【月～金曜日運行（祝日運休）】 

黒川地区 

黒川地区予約制バス「黒川ハッピー」（毎日運行）で、下記に行くことができます。 

・ふれあいセンターなど地区内各地へ。大賀医院・ゲンキー・コメリ・マツオカへ  

・ふれあいセンター・マツオカから濃飛バスに乗り継いで白川口駅や白川病院などへ  

※予約・質問はコミュニティバスセンター ０５７４-74-1001 へ（平日 9～18 時） 

奥新田 
8:10 

(土曜も 

運行) 

- - - - - - 

黒川ふれあい 

センター 
8:22 - - - 13:10 - - 

ゲンキー 

加茂白川店 

8:4５ 

 
- - - 13:33 - - 

マツオカ 

白川店 
通過 10:13 11:50 12:4７ 13:3９ 14:19 15:25 

白川口駅（着） 8:57 10:24 12:01 12:58 13:５０ 14:30 15:36 

<JR 美濃太田へ> (9:05) (11:03) (12:27) 
(13:52

特急) 
 (14:38) (16:45) 

白川病院 9:04 10:34 12:06 13:03 13:５５ 14:35 15:41 

道の駅 

ピアチェーレ 

・よいいち 
9:10 10:38 1２:１２ 13:09 13:59 14:40 15:45 

下油井駅 - 10:５０ - - 14:11 - 15:57 

 

「おでかけしらかわ（町営公共交通）」 大賀医院・白川病院通院便 だれでも利用できます 

（大賀医院・白川病院への通院は病院負担により無料となります） 

   路線バスが通らない地域に朝運行し、ゲンキーで路線バスに乗り換えて白川口駅・白川病院に行けます。 

   また、そのまま乗り続けると大賀医院まで行けます。 

    ＜行き＞ 柿反 8:20 → 坂口前 8:2２ → 小学校前 8:２3 → 広畑 8:２5 → 平瀬 8:３３ 

 → ゲンキー加茂白川店 8:45着＜路線バス乗り換え・上記参照＞ → 大賀医院 8:55着 

    ＜帰り＞ 蘇原地区予約制バス「そはら Go」でゲンキーまたはマツオカまで行き、濃飛バス 

（マツオカ 12：41発・ゲンキー12:45発）または黒川ハッピーに乗り換えてください。 

※白川病院通院バス黒川線は 2021年 9月 30日をもって廃止となりました。 

「おでかけしらかわ」をご利用ください。 



帰り： 白川 → 黒川【月～金曜日運行（祝日運休）】  

※白川口駅 7:10発奥新田 8:０3着の便もあります。 

下油井駅 8:20 - 10:５０ - - 14:１１ 15:57 

道の駅 

ピアチェーレ 

・よいいち 
8:29 9:１0 10:5９ 1２:１４ 13:0９ 14:２0 16:06 

白川病院 8:32 9:1３ 11:0２ 1２:１７ 13:１２ 14:２3 16:09 

白川口駅(着) 8:40 9:２1 11:１0 1２:２５ 13:２０ 14:３１ 16:17 

<JR 美濃太

田から> 
(8:03) (8:55) 

(10:26) 

（10：53 

特急） 
 (13:12) (14:25) (16:13) 

白川口駅（発） 8:４０ 9:２１ 11:１0 1２:３0 13:20 14:40 
おでかけ

しらかわ

フレックス

便（要予

約）で黒川

地区まで

戻ること

ができま

す。 

 

※予約・質

問はコミ

ュニティバ

スセンタ

ー ０５７

４-74-

1001 へ

（平日 9～

18 時） 

マツオカ 

白川店 
8:５１ 9:32 11:２1 12:４1 13:31 14:51 

ゲンキー 

加茂白川店 
   12:45   

黒川ふれあい 

センター 
   13:10   

黒川地区 

黒川地区予約制バス「黒川ハッピー」（毎日運行）に乗り継いで地区内各地

へ戻ることができます。〔要予約〕 

 

※予約・質問はコミュニティバスセンター ０５７４-74-1001 へ 

（平日 9～18 時） 

 

「おでかけしらかわ（町営公共交通）」 JR接続便 

高校通学向けですが、だれでも利用できます。JRからの乗り換えでない方も大丈夫です。 

運賃：1乗車 200円（１日乗車券 600円で他のバスも乗り放題になります） 

予約が必要です：利用開始の 1時間前までに予約してください（午前 9時以前の便は前日 18時に 

予約を締め切ります）。 JR接続便はネット予約も可能です（方法はお問い合わせください）。 

※予約・質問はコミュニティバスセンター ０５７４-74-1001へ（平日 9～18時） 

 

＜行き＞ 白川口駅 7:08発美濃太田行き普通列車に接続します。＜毎日運行（8/13〜15・12/29～1/3は

運休）＞ 

中新田消防詰所 6:12 → 中新田橋 6:13 → 鱒渕 6:15 → 石仏 6:16 → 紅貫 6:17 → 中之平 6:18 

 → 柿反 6:22 → 中土場 6:23 → 安江土建前 6:25 → 藤吉オルガン前 6:26 → 駐輪場前 6:27 

 → 広畑東交差点 6:28 → スタンド前 6:29 → 岩上 6:31 → 下之平 6:36 → 大洞橋 6:42 

 → 中島橋 6:47 → 白川口駅前 7:00着 



 

＜帰り＞ 美濃太田からの普通列車の白川口駅着に合わせ、下記のとおり接続します。地区内各停留所で降りら

れます。 

・13:12着 → バス 13:15発＜平日のみ運行＞ 

・14:2５着 → バス 14:30発＜土日祝日のみ運行（8/13〜15・12/29～1/3は運休）＞ 

※平日は 14:40発濃飛バスでマツオカ白川店に行き、黒川ハッピーに乗り換えとなります。 

・16:13着 → バス 16:20発＜平日のみ運行＞ 

・17:3０着 → バス 17:40発＜毎日運行（8/13〜15・12/29～1/3は運休）＞ 

・18:3４着 → バス 18:40発＜平日のみ運行＞ 

・19:4８着 → バス 19:55発＜平日のみ運行＞ 

  


