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デマンド交通 めぐるくん

3 豊川・浜厚真線
4 豊沢・鹿沼線
5 上厚真線

めぐるくんが変わります

めぐるくんデマンド交通

自宅から市街地、市街地から自宅を移動するための路線
です。
・自宅と市街地（指定乗降場所）で乗降できます。
・毎日３便（朝・昼・夕）運行しています。
・ 市街地から路線バスを利用する場合にもご利用ください。

厚真市街地内を移動するための路線です。
・ 運行時間内いつでも利用できます。
・厚真市街地内であれば希望の場所で乗降できます。

北部地区内と厚真市街地内を移動するための路線です。
・毎日４便（午前２便、午後２便）運行しています。
・ これまで、自宅と市街地の指定乗降車場所を結ぶ移動しか
できませんでしたが、北部地区内と市街地内の希望の場所
で乗降できます。
・運行区域以外にお住まいの方も利用できます。
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利用できる方 各路線の運行区域にお住まいの方
運 行 区 域自宅から市街地（厚真・上厚真）
乗 降 場 所自宅と市街地の指定乗降場所
運 行 時 間朝・昼・夕の３便（予約制）

利用できる方 厚真町にお住まいの方
運 行 区 域厚真市街地
乗 降 場 所厚真市街地の希望場所
運 行 時 間９：00～ 16：00（予約制）

利用できる方 厚真町にお住まいの方
運 行 区 域北部地域（厚真市街地を含む）
乗 降 場 所北部地域と厚真市街地の希望場所
運 行 時 間午前２便、午後２便の４便（予約制）

1 市街地線

2 北部地区線

※ 美里地区は、6月１日から「豊川・浜厚真線」の運行地区
となりますのでご注意ください。

※ 「豊沢・鹿沼線」「豊川・浜厚真線」は、これまで通り自宅
から市街地までの移動のための運行ですが、10月から北部
地区線のように運行を見直す予定です。
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豊沢・鹿沼線
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新設されました

便利になりました

今まで通り
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利用方法

登録する（初回のみ）

予約する

乗車する

・めぐるくんを利用するには、事前の利用登録が必要です。
・登録された方には、利用者証を交付します。

・めぐるくんは全ての路線が予約制です。事前に電話で予約してください。

＜自宅から市街地へ＞ ＜市街地から自宅へ＞
・予約した時刻に自宅でお待ちください。
※ 混雑している場合は、遅れることがありますの
で、時間に余裕をもってご利用ください。

・ 予約した時刻に予約した乗り場から 
乗車してください。

・予約の際に、以下のことを伝えてください。

・ 各便に予約の締め切り時刻があります。締め切り時刻を
過ぎると利用できないので早めに予約しましょう。
・ 予約の変更やキャンセルは予約受付センターまでご連絡
ください。

予約の締め切り時刻に
ご注意ください

①路線　②時刻　③乗車区間（どこからどこまで）　④帰りも利用するかどうか

利用者登録 役場まちづくり推進課　☎ 27-3179

予約 予約受付センター（あつまバス）☎ 29-7710
受付時間 8：00～ 19：00

明日「豊沢・鹿沼線」の朝の便で
軽舞から役場まで乗りたいです。

帰りは昼の便で、
まちなか交流館から乗りたいです。

では、8時頃に
自宅にお伺いします。
帰りは 11時頃にまちなか
交流館でお待ちください。
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デマンド交通 めぐるくん

 

時刻表

1 市街地線

2 北部地区線

1便 2便 3便 4便
予約の締切 前日19：00 当日10：00 当日12：30 当日14：30
北部地区 8:30 - - -
厚真市街地 9:00 11:00 13:30 15:30
北部地区 9:45 11:45 14:15 16:00
厚真市街地 10:30 12:30 15:00 16:30

予 約 の 締 切 15：30

運 行 時 間 9：00~16：00

運行区域：幌内・高丘・富里・吉野・桜丘・幌里・朝日・東和・宇隆・厚真市街地

運行区域：京町・表町・錦町・本町・新町・本郷・ルーラル・フォーラム

日曜日・年末年始（12月31日～１月２日）を除く毎日運行日

運行日　料金

利用対象者 利用料金（１回の乗車につき）

① 65歳以上の高齢者
100円

② 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳の交付を受けている方

③ 上記①、②以外の町民 200円

④ 中学生以下 ②または③の半額

事前に予約があったときだけ運行し、タクシーのように移動ができ
ます。ただし、同一時間に複数の予約者がいるときは、１台の車両に
乗り合って運行します。そのため、最短経路で運行できないことがあ
りますので、時間に余裕を持って予約する必要があります。

これまで、自宅と市街地の指定乗降車場所を結ぶ移動しかできませ
んでしたが、北部地区内と市街地内であれば希望の場所で乗降できる
ようになります。地域の公民館や友人宅など乗降場所を指定できます。

市街地線は
デマンド型乗合タクシー

運行区域内なら
どこでも乗降可能
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朝の便 昼の便 夕方の便
予約の締切 前日19：00 発車の１時間前
こぶしの湯あつま 13：00 15：25
厚真市街地 13：00~13：10 15：25~15：35
豊　川 8：55 13：15~13：20 15：40~15：45
共　和 9：00~ 9：0513：20~13：35 15：45~16：00

上厚真・厚和・浜厚真 9：10~ 9：1513：35~13：45 16：00~16：10
共　栄 9:15~ 9:2013：40~13：50 16：10~16：15
富　野 9：20~ 9：3013：45~13：55 16：15~16：25
豊川・上野 9：35~ 9：4513：50~14：00 16：25~16：35
美　里 9：45~ 9：5014：00~14：05 16：35~16：40

厚真市街地 9：50~10：0014：05~14：20 16：40~16：50

朝の便 昼の便 夕方の便
予約の締切 前日19：00 発車の１時間前
上厚真市街地 13：55
鹿沼・鯉沼 ９：30 10：50 14：10~14：20
豊丘・軽舞 ９：40~ ９：4511：00~11：05 14：20~14：25
上厚真市街地 ９：45~ ９：50  11：05~11：10 14：25~14：30
浜厚真・厚和 ９：50~10：0011：10~11：20 14：30~14：40
上厚真市街地 10：00~10：0511：20~11：25 14：40~14：45
富野・共栄 10：05~10：1511：25~11：35 14：45~14：55
共　和 10：15~10：2011：35~11：40 14：55~15：00

上厚真市街地 10：20~10：2511：40~11：45 15：00~15：05

朝の便 昼の便 夕方の便
予約の締切 前日19：00 発車の１時間前
こぶしの湯あつま 11：00 16：50
厚真市街地 11：00~11：1016：50~17：00
ルーラル・フォーラム 11：10~11：1517：00~17：05
豊　沢 11：15~11：2517：05~17：15
軽　舞 11：30~11：4017：20~17：30
豊丘・鯉沼 11：40~11：5017：30~17：40
鹿　沼 7：25 11：55~12：0517：45~18：00
豊丘・鯉沼 7：40~7：50 12：10~12：20
軽　舞 7：50~8：05 12：20~12：30
豊　沢 8：10~8：20 12：35~12：45

ルーラル・フォーラム 8：25~8：30 12：40~12：50
厚真市街地 8：35~8：45 12：50~13：00

4 豊沢・鹿沼線
豊沢・軽舞・豊丘・鯉沼
鹿沼・清住厚真市街地

3 豊川・浜厚真線
豊川・上野・美里・共栄・共和
上厚真・富野・厚和・浜厚真厚真市街地

厚真市街地

5上厚真線
軽舞・豊丘・鯉沼・鹿沼
厚和・浜厚真・共和・共栄・富野上厚真市街地

上厚真市街地 ・厚南会館 
・上厚真郵便局 
・Aコープ上厚真店
・浜厚真駅

・役場　　・総合ケアセンターゆくり　　・総合福祉センター　　・ハマナスクラブ
・Ａコープ厚真店　　　・まちなか交流館　　・あつまクリニック　
・桂歯科クリニック　　・厚真歯科　　　　　・社会福祉協議会（旧厚真児童会館）　　
・こぶしの湯あつま　　・スポーツセンター（スタードーム）
・旧かしわ保育園　　　・セイコーマート　　・ともいきの里　　・あつまバス待合所

乗降できる場所

乗降できる場所

豊川・浜厚真線、豊沢・鹿沼線、上厚真線は、これまで通り自宅と
市街地を結ぶための運行ですが、令和３年 10月に北部地区線のよう
に見直す予定です。

10 月に見直し予定


