
2021-2022年末年始運行計画 2021年12月

関越交通株式会社

12/30(木) 12/31(金) 1/1(土) 1/2(日) 1/3(月) 備 考

一般乗合 前橋市・高崎市・渋川市地区

高崎                高崎駅～渋川駅 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

前橋                前橋駅～渋川駅 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

緑が丘・吉岡 前橋駅～緑が丘町・総合スポーツセンター 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

南橘団地            前橋駅～南橘団地～群馬大学荒牧 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

伊香保              渋川駅～伊香保温泉 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

王塚台              前橋市委託バス 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

土屋文明            前橋市委託バス 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

渋川医療センター 渋川市委託バス 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行

富士見温泉          前橋駅～富士見温泉 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行（冬季ダイヤ）

赤城山              富士見温泉～赤城山 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 冬季ダイヤ

赤城山直通 前橋駅～赤城山 運休 運休 土日祝 土日祝 運休 土日祝日のみ運行（冬季ダイヤ）

マイバス            前橋市委託バス 通常 通常 元日ダイヤ 通常 通常 元日は特別ダイヤ

ぐるりん大八木 高崎市委託バス 土日祝 土日祝 運休 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行、ただし元日は全便運休

ぐるりん　こうづけ 高崎市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 日祝は運休

ぐるりん　かみつけの里 高崎市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 日祝は運休

富士見村循環        前橋市委託バス(デマンド) 通常 通常 通常 通常 通常 通年運行

深山                渋川市委託バス 一部運休 一部運休 運休 運休 一部運休 日祝は運休、12/30～1/3の運行日は一部運休

勝保沢              渋川市委託バス 一部運休 一部運休 運休 運休 一部運休 日祝は運休、12/30～1/3の運行日は一部運休

南柏木              渋川市委託バス 一部運休 一部運休 運休 運休 一部運休 日祝は運休、12/30～1/3の運行日は一部運休

渋川温泉 渋川市委託バス 土日祝 土日祝 元日ダイヤ 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行、ただし元日は特別ダイヤ

青葉台 渋川市委託バス 土日祝 土日祝 元日ダイヤ 土日祝 土日祝 12/30～1/3は土日祝として運行、ただし元日は特別ダイヤ

神田原              渋川市委託バス 通常 通常 運休 運休 通常 日祝は運休

小野上温泉 渋川市委託バス 通常 通常 運休 運休 通常 日祝は運休

子持                渋川市委託バス 通常 通常 運休 運休 通常 日祝は運休

伊香保タウンバス３号 渋川市委託バス 通常 通常 通常 通常 通常 通年運行

路 線 名



2021-2022年末年始運行計画 2021年12月

関越交通株式会社

12/30(木) 12/31(金) 1/1(土) 1/2(日) 1/3(月) 備 考路 線 名

一般乗合 沼田市・みなかみ町・片品村方面

水上                上毛高原駅・水上駅～谷川ロープウエイ・湯の小屋 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 （冬季ダイヤ）

猿ヶ京              沼田市保健福祉センター～猿ヶ京 平日 平日 土日祝 土日祝 平日 （冬季ダイヤ）

鎌田                上毛高原駅・沼田駅～鎌田・戸倉スキー場 平日 平日 土日祝 土日祝 平日 （冬季ダイヤ）

アップル            沼田駅～群大病院 平日 平日 土日祝 土日祝 平日

沼須 沼田市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

佐山                沼田市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

岩本、川田 沼田市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

迦葉山              沼田市委託バス 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 土日祝 12/29～1/3は土日祝として運行

南郷                沼田市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

宇楚井・原、奈良秋塚 沼田市委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

永井                昭和村委託バス 通常 通常 土曜 通常 通常

中野                昭和村委託バス 平日 日祝 日祝 日祝 日祝 12/31～1/3は日祝として運行

赤谷                昭和村委託バス 通常 通常 通常 通常 通常 （冬季ダイヤ）

川場                川場村委託バス 平日 平日 土日祝 土日祝 平日

中山      沼田市委託バス 通常 通常 通常 通常 通常 通年運行

一般乗合 中之条町・東吾妻町方面

四万                中之条駅～四万温泉 通常 通常 土日祝 土日祝 通常 (冬季ダイヤ)

沢渡                中之条駅～沢渡温泉 通常 通常 土日祝 土日祝 通常 (冬季ダイヤ)

原町湯中子          東吾妻町委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 土日祝は運休

大戸                東吾妻町委託バス 平日 平日 運休 運休 平日 日祝は運休

天狗の湯            東吾妻町委託バス 平日 平日 日祝 日祝 平日

高速バス

アザレア号 運休 運休 運休 運休 運休 運休中

尾瀬号        運休中(季節運行)

四万温泉号          通常 通常 通常 通常 通常 冬季増便運行中

伊香保・四万温泉号 通常 通常 通常 通常 通常 季節運行

みなかみ温泉号 通常 通常 通常 通常 通常 季節運行

富士急ハイランド    運休中(季節運行)

かたしなスノーエクスプレス 通常 通常 通常 通常 通常 季節運行

高崎・伊香保・四万温泉号八王子線 通常 通常 通常 通常 通常 通年運行


