
大村 → 精神医療センター → 諫早方面

＜行先＞
大村

ターミナル
久原（着） ＜乗換＞ 久原（発）

精神医療
センター

溝陸（着） ＜乗換・行先＞ 溝陸（発） 西諫早駅通 諫早駅前

平日 （平日）8:47 8:57
土日祝 （土日祝）8:46 8:56

県営ﾊﾞｽ 諫早駅前
平日

土日祝 9:24 9:32 乗合ﾀｸｼｰ
帰り第２便 ★ 9:44 ★10:06 10:17 （県営ﾊﾞｽ）

早見 10:40 10:48 11:02

県営ﾊﾞｽ 諫早駅前
平日

土日祝 10:24 10:32 乗合ﾀｸｼｰ
帰り第３便 ★10:44 ★11:06 11:17 （県営ﾊﾞｽ）

早見 11:40 11:48 12:02

ｾﾝﾀｰ車 西諫早駅通
平日
のみ 11:50 12:05

県営ﾊﾞｽ 向木場入口
平日

土日祝 11:25 11:39 乗合ﾀｸｼｰ
帰り第４便 ★11:44 ★12:06 12:17 （県営ﾊﾞｽ）

早見 12:40 12:48 13:02

県営ﾊﾞｽ 諫早駅前
平日

土日祝 12:14 12:22

県営ﾊﾞｽ 向木場入口
平日

土日祝 12:25 12:39

県営ﾊﾞｽ 向木場入口
平日

土日祝 13:25 13:39 乗合ﾀｸｼｰ
帰り第６便 ★13:44 ★14:06 14:17 （県営ﾊﾞｽ）

早見 14:40 14:48 15:02

県営ﾊﾞｽ 諫早駅前
平日

土日祝 14:14 14:22

県営ﾊﾞｽ 向木場入口
平日

土日祝 14:25 14:39

県営ﾊﾞｽ 今村
平日
のみ 15:12 無 15:36 15:46 （県営ﾊﾞｽ）

早見 16:40 16:48 17:02

平日 （平日）17:33 17:43
土日祝 （土日祝）17:31 17:41

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 18:57 無 19:21 19:31

諫早 → 精神医療センター → 大村方面

＜行先＞ 諫早駅前 西諫早駅通 溝陸（着） ＜乗換・行先＞ 溝陸（発）
精神医療
センター

久原（着） ＜乗換・行先＞ 久原（発）
大村

ターミナル

平日 7:10 （平日）7:20
土日祝 7:13 （土日祝）7:23
平日 7:15 7:26 7:31

土日祝 (土のみ) 7:15 (土のみ) 7:26 (土のみ) 7:31
平日 8:37 8:48 8:53

土日祝 8:15 8:26 8:31

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 9:35 9:46 9:51 乗合ﾀｸｼｰ
行き第３便 ★10：48 ★10：59 11:21 （県営ﾊﾞｽ）

大村ﾀｰﾐﾅﾙ 11:42 11:55

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 10:35 10:46 10:51 乗合ﾀｸｼｰ
行き第４便 ★11:48 ★11:59 12:21 （県営ﾊﾞｽ）

長崎空港 12:34 12:47

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 11:35 11:46 11:51 乗合ﾀｸｼｰ
行き第５便 ★12:48 ★12:59 13:21 （県営ﾊﾞｽ）

大村ﾀｰﾐﾅﾙ 13:42 13:55

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 12:35 12:46 12:51 乗合ﾀｸｼｰ
行き第６便 ★13:48 ★13:59 14:21 （県営ﾊﾞｽ）

長崎空港 14:34 14:47

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 13:35 13:46 13:51 乗合ﾀｸｼｰ
行き第７便 ★14:43 ★14:54 15:16 （県営ﾊﾞｽ）

大村ﾀｰﾐﾅﾙ 15:42 15:55

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 14:35 14:46 14:51 （県営ﾊﾞｽ）
松山 15:34 15:44 無 16:09

県営ﾊﾞｽ 今村
平日

土日祝 16:35 16:46 16:51 （県営ﾊﾞｽ）
松山 17:58 18:08 無 18:33

県営ﾊﾞｽ 今村

（県営ﾊﾞｽ）
長崎空港 9:54 10:07

10:21 10:34 10:47（県営ﾊﾞｽ）
長崎空港

◆ 8：48 ◆ 8：59 9:21

乗合ﾀｸｼｰ
行き第２便 ★ 9：48 ★ 9：59

県営ﾊﾞｽ 今村 乗合ﾀｸｼｰ
行き第１便

15:40

県営ﾊﾞｽ 無 7:48

乗合ﾀｸｼｰ
帰り第７便 ★14:44 ★15:06 15:17 （県営ﾊﾞｽ）

早見

13:48 14:02

15:48 16:02

松山

★12:44 ★13:06 13:17 （県営ﾊﾞｽ）
早見 13:40

県営ﾊﾞｽ 今村 17:07 無

乗合ﾀｸｼｰ
帰り第５便

長崎県営バス / みうら乗合タクシー 時刻表 令和４年４月１日改正

今村県営ﾊﾞｽ 無8:22 （県営ﾊﾞｽ）
早見 9:40 9:48 10:02

「みうら乗合タクシー」を利用する際、事前の電話予約が

必要です。

◆（第１便） ・・・ 利用日の前日までに予約

★（第１便以外）・・・ ご利用の１時間前までに予約

合同タクシー株式会社

☎ ０９５７－５２－３１６１

【みうら乗合タクシーの利用方法】

①電話予約時に利用したい便の時刻、バス停名を伝える。

②予約した時間までにバス停に行き、乗車する。

③利用後、料金を支払う。（料金 ： 久原～ｾﾝﾀｰ、溝陸～ｾﾝﾀｰ 300円）

・未就学児、バス定期券利用区間内での利用は無料

・小学生、障がい者手帳をお持ちの方は半額

※ 精神医療センター玄関前バス停で乗車・降車したい時は、「電話

予約時」 と「乗車時」に必ず「精神医療センター玄関前バス停」を

利用すること伝えて ください。

伝えなかった場合「精神医療センター入口（県道沿い）」バス停に

なります。


