
第 13 回喜多方市地域公共交通会議 次第 

 

日時：平成 25 年 5 月 29 日（水） 

午後 2 時～  

会場：市役所保健センター大会議室  

 

1．開 会 

 

2．会長挨拶 

 

3．委員紹介 

 

4．報 告 

  （ 1）副会長の指名について  

  （ 2）平成 24 年度歳出予算の流用及び予備費の充用について（資料 1） 

  （ 3）平成 24 年度事業報告について（資料 2） 

  （ 4）平成 24 年度歳入歳出決算について（資料 3） 

  （ 5）平成 25 年度事業経過報告について（資料 4） 

 

5．議 題 

（ 1）予約型乗合交通  塩川地区実証運行計画の変更について（資料 5）  

 

6．そ の 他 

 

7．閉 会 

 



　

　2　歳　出

 款  項  目 予算額 流用額 予算現計

1,028 △32 996

426 △71 355

 1 会議費 426 △71 355
事務費に流用
事業費に流用

39
32

602 39 641

 1 事務費 602 39 641

40,827 41 40,868

40,827 41 40,868

 1 事業費 40,827 41 40,868

0 0 0

0 0 0

 1 返還金 0 0 0

50 △9 41

50 △9 41

 1 予備費 50 △9 41 事業費に充用 9

41,905 0 41,905

 4 予備費

 1 予備費

 2 事務費

　平成24年度歳出予算の流用及び予備費の充用について（報告）

合 計

説　明

広報印刷予算の不足による

　平成24年度喜多方市地域公共交通会議予算において、歳出予算の流用及び予備費の充用を
行ったので、喜多方市地域公共交通会議財務規程第5条の規定により、次のとおり報告しま
す。

○事務費
「款1 運営費」、「項2 事務費」、「目1 事務費」に39千円の不足が生じたので、「款1 運営費」、
「項1 会議費」、「目1 会議費」から39千円の流用を行ったものです。
○事業費
「款2 事業費」、「項1 事業費」、「目1 事業費」に41千円の不足が生じたので、「款1 運営費」、
「項1 会議費」、「目1会議費」から32千円の流用及び9千円の予備費の充用を行ったものです。

　平成25年5月29日

喜多方市地域公共交通会議

会　長　　山　口　信　也

（単位：千円）

業務委託予算の不足による

 1 会議費

 1 運営費

 2 事業費

 1 事業費

 3 返還金

 1 返還金

資料1 



平成 24年度事業報告について 
 

年 月 日 内     容 

平成 24年 4月 2日 ○山都地区本格運行開始 

平成 24年 5月 30日 ○予約型乗合交通に関する住民懇談会（塩川地区） 19名 

平成 24年 5月 31日 ○       〃         （塩川地区） 14名 

平成 24年 6月 17日 ○       〃         （熱塩加納地区） 75名 

平成 24年 6月 27日 

○第 10回交通会議 

 場 所：喜多方市保健センター 

 内 容：（1）監事の指名について 

（2）規約の改正について 

（3）平成 23年度事業報告について 

（4）平成 23年度歳入歳出決算について 

（5）高郷地区実証運行計画の変更について 

（6）熱塩加納地区実証運行計画について 

（7）塩川地区実証運行計画について 

（8）乗合バス路線の廃止について 

平成 24年 8月 2日 

       6日 

       9日 

○高郷地区会津坂下便体験乗車会 

平成 24年 8月 19日 ○予約型乗合交通利用説明会（熱塩加納地区） 89名 

平成 24年 8月 20日 ○       〃     （上三宮地区）  5名 

平成 24年 8月 21日 ○       〃     （駒形地区）   3名 

平成 24年 8月 22日 ○       〃     （塩川地区）   9名 

平成 24年 9月 27日 ○予約型乗合交通に関する岩月町区長懇談会  11名 

平成 24年 10月 1日 ○熱塩加納地区・塩川地区実証運行開始 

平成 24年 10月 16日 ○予約型乗合交通に関する区長懇談会（上三宮地区） 7名 

平成 24年 10月 17日 ○       〃        （慶徳地区）  8名 

平成 24年 10月 22日 ○       〃        （熊倉地区）  15名 

平成 24年 10月 23日 ○       〃        （関柴地区）  7名 

平成 24年 10月 26日 ○       〃        （松山地区）  14名 

平成 24年 11月 7日 ○       〃        （豊川地区）  11名 

資料2 



平成 24年 11月 12日 ○予約型乗合交通に関する住民懇談会（松山地区）  6名 

平成 24年 11月 13日 
○       〃        （松山地区）  12名 

○       〃        （関柴地区）   3名 

平成 24年 11月 14日 ○       〃        （慶徳地区）  11名 

平成 24年 11月 15日 ○       〃        （豊川地区）   4名 

平成 24年 11月 16日 ○       〃        （熊倉地区）  34名 

平成 24年 11月 20日 ○       〃        （上三宮地区） 7名 

平成 24年 11月 21日 ○       〃        （岩月地区）  17名 

平成 24年 12月 25日 

○第 11回交通会議 

 場 所：喜多方市保健センター 

 内 容：（1）専決事項について 

（2）平成 24年度補正予算 

（3）利用料金の改定について 

（4）喜多方地区実証運行計画について 

（5）乗合バス路線の廃止について 

平成 25年 2月 5日 ○予約型乗合交通利用説明会（岩月地区）  15名 

平成 25年 2月 6日 ○       〃    （関柴地区）   1名 

平成 25年 2月 7日 ○       〃    （松山地区）   7名 

平成 25年 2月 8日 ○       〃    （豊川地区）   5名 

平成 25年 2月 12日 ○       〃    （熊倉地区）  23名 

平成 25年 2月 13日 ○       〃    （上三宮地区） 10名 

平成 25年 2月 14日 ○       〃    （慶徳地区）  30名 

平成 25年 2月 20日 

○第 12回交通会議 

 場 所：喜多方市保健センター 

 内 容：（1）定期券の取扱いについて 

（2）運行計画について 

（3）平成 25年度事業計画（案）について 

（4）平成 25年度歳入歳出予算（案）について 

（5）乗合バス路線（区間）の廃止について 

 

 

 



 
H24年度運行実績

合計 6,493

山都
地区

朝倉・一郷エリア

中央エリア

蓬莱・三津合エリア

磐見エリア

揚津エリア

熱塩
加納
地区

塩川
地区

西エリア

東エリア

加納エリア

熱塩エリア

1,643

26

20

運行日
1日あたり
人数

149

120

120

71

利用人数

1,752

1,010

162

25

25

0.37

0.28

1日あたり
運行便数

1便あたり
人数

243

148

148

148

9

7

7

7

0.05

0.04

高郷
地区

坂下便 2 24 0.08 4

7

9

9

8

8

0.02

0.02

71

0.02

1.69

1.52

0.80

0.97

0.16

7.21

6.82

1.09

0.17

0.17

15.23

13.69

1,828



平成 24年度歳入歳出決算について 

 

 

資料3 

１．総　括

歳入決算額 42,373,682 円

歳出決算額 41,862,717 円

差 引 残 額 510,965 円

２．歳　入 （単位：円）

 款  項  目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）
比較額
（Ｂ－Ａ）

説　明

 １　負担金 39,227,000 39,227,000 0

 １　負担金 39,227,000 39,227,000 0

 １　負担金 39,227,000 39,227,000 0 喜多方市負担金

 ３　繰越金  380,000 380,107 107

１　繰越金 380,000 380,107 107

 １　繰越金 380,000 380,107 107 前年度繰越金

 ４　諸収入 2,298,000 2,766,575 468,575

 １　諸収入 2,298,000 2,766,575 468,575

 １　雑入 2,298,000 2,766,575 468,575 運行収入、預金利子

合 計 41,905,000 42,373,682 468,682

３．歳　出 （単位：円）

 款  項  目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ）
不用額
（A－B）

説　明

 １　運営費 996,000 995,659 341

 １　会議費 355,000 355,000 0

 １　会議費 355,000 355,000 0 委員報酬、費用弁償

 ２  事務費 641,000 640,659 341

 １  事務費 641,000 640,659 341 消耗品費、通信運搬費等

 ２　事業費  40,868,000 40,867,058 942

 １　事業費 40,868,000 40,867,058 942

１　事業費 40,868,000 40,867,058 942 実証運行費、受付センター等

 ４　予備費 41,000 0 41,000

 １　予備費 41,000 0 41,000

 １　予備費 41,000 0 41,000

合 計 41,905,000 41,862,717 42,283

４．繰越金

残金 510,965円 は、次年度繰越とする。



監査報告書

喜多方市地域公共交通会議の平成24年度の事業内容及び歳入歳

出決算について監査の結果、関係帳簿及び諸書類は整備されており、

その執行は適正と認める。

平成25年　∫月　仁う日

喜多方市地域公共交通会議

監事　乳酪　孝　毅㊨

平成25年　ヶ月　月日

喜多方市地域公共交通会議

監事　⊥君子凡メ脅



平成 25年度事業経過報告について 
 
○事業経過 

 

 平成 25年 4月 1日 熱塩加納地区本格運行開始 

           喜多方地区実証運行開始 

 

○運行実績（4月分） 

 

 

 

資料4 

合計 1,335

利用人数 運行日
1日あたり
人数

1日あたり
運行便数

1便あたり
人数

1.08

蓬莱・三津合エリア 76 17 4.47 6 0.75
山都
地区

中央エリア 159 21 7.57 7

朝倉・一郷エリア 15 17 0.88

7 0.00

6 0.15

高郷
地区

揚津エリア 6 13 0.46 7 0.07

磐見エリア

塩川
地区

東エリア 4 13 0.31 7

熱塩
加納
地区

熱塩エリア 297 21 14.14 9

加納エリア 226

21 5.48 6 0.91

上三宮エリア 7 21

0.04

西エリア 0 13 0.00 7 0.00

21 10.76 9 1.20

1.57

0 13 0.00

8 1.30

喜多
方
地区

0.10

熊倉エリア 201 21 9.57 6 1.60

関柴エリア 10 21 0.48 5

慶徳エリア 219 21 10.43

0.33 5 0.07

岩月エリア 115



 資料 5   

1 
 

 

予約型乗合交通  塩川地区実証運行計画  

 

1 運行態様  

   道路運送法第４条許可 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

   実証運行の継続により運行事業者の許可書に付された運輸期間の条件を  

  解除する。  

 

2 運行期間  

実証運行期間（平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 29 日）を延長し、実証  

  運行を継続する。  

 

 3 運行日 

  月・火・金曜日（水・木・土・日曜日、祝休日及び 12 月 29 日～1 月 3 日は

運休） 

  《6 月 24 日～7 月 26 日の 24 日間》 

   月～金曜日（土・日曜日、祝日は運休）  

 

4 運行（営業）区域  

区域名 

運行区域  

町字名等  行政区名  

東エリア  
資料 5-1 

「区域の町字名

等一覧」のとお

り 

中ノ目、宮ノ目、反田、上利根川、西常世、

東常世、横道、中道地、上原、金森、中屋敷、

南屋敷、松崎、竹屋、田中、紙子、刈麻、大

原、唐沢、深沢、江添、馬場新田、金川、三

橋、上窪、下窪、舘ノ内 

西エリア  

新井田、源太、谷地、上江、大沢、赤星、貝

沼、上遠田、下遠田、第六、沖、柴城、台、

万力、東鎧召、西鎧召、能力、田原、大木  

  

5 運送の区間  

  各エリア  －  塩川駅 

 

 6 運行方法  

 予約により運行区域内の自宅等と指定乗降場所間の運行を行うものとし、予

約された自宅等及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。  
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 7 運行時刻  

運行区域  便 名 出発地 出発時刻  

⇒ 

到着時刻  到着地 

東エリア  

第 1 便 自宅等   7:40 塩川駅  

第 2 便 自宅等  10:00 塩川駅 

第 3 便 塩川駅 11:20  自宅等 

第 4 便 塩川駅 12:40  自宅等 

第 5 便 塩川駅 14:00  自宅等 

第 6 便 塩川駅 15:10  自宅等 

第 7 便 塩川駅  17:55  自宅等 

 

運行区域  便 名 出発地 出発時刻  

⇒ 

到着時刻  到着地 

西エリア 

第 1 便 自宅等   7:40 塩川駅  

第 2 便 自宅等  10:00 塩川駅 

第 3 便 塩川駅 11:20  自宅等 

第 4 便 塩川駅 12:40  自宅等 

第 5 便 塩川駅 14:00  自宅等 

第 6 便 塩川駅 15:10  自宅等 

第 7 便 塩川駅  17:55  自宅等 

   備考 1 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し決定する。  

   備考 2 運行時刻の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。  

 

  8 指定乗降場所  

区  域 

指定乗降場所  

塩川市街地（両エリア共通）  

東エリア  塩川駅、喜多方市塩川総合支所、塩川保健福祉センター、

いきいきセンター、塩川中学校北、塩川加賀屋前、武田医

院、くまたクリニック、コープあいづしおかわ店、ローソ

ン塩川店、会津いいで農協塩川総合支店、イオンタウン塩

川、塩川グリーンプラザ 
西エリア  

   備考 1 塩川市街地内の指定乗降場所間の乗降はできないものとする。  

   備考 2 指定乗降場所の変更は、会長が専決し、次の会議で報告する。 

 



                       

3 
 

 9 料金・支払い等  

(1)利用料金の額（ 1 回あたり）  

①大 人（中学生以上）400 円 

②子ども（小学生以下）250 円 

未就学児は、保護者同伴の場合、保護者 1 名につき 1 名を無料とし、未

就学児が 1 人で乗車する場合は、こども料金を適用する。  

   (2)回数券・定期券 

①回数券（大人）  

ア 種類は、 20 枚綴り（7,000 円）、11 枚綴り（4,000 円）とする。  

イ 発売場所は、運行事業者の車中・営業所、企画政策課・各総合支所

住民課、塩川駅・山都駅・荻野駅とする。  

②定期券 

     ア 大 人  １カ月 13,300 円 

     イ 子ども  １カ月  8,000 円 

      1 カ月以上 4 カ月未満の期間において発売し、取扱いは別に定める。  

   (3)支払い 

 降車時に現金券又は回数券に運転手に支払う。または定期券を提示する。 

 

 10 利用方法 

  (1)利用条件  

    ア 一人で乗り降りができ、車椅子、盲導犬、介助を必要としないこと。  

    イ 自動車運送事業等運輸規則に定められた物品を持ち込まないこと。  

    ウ 自動車運送事業等運輸規則に定められた禁止行為を行わないこと。  

  (2)利用者登録  

    ア 利用者登録申請書により事前に登録を行うことができる。  

    イ 登録料は、無料とする。  

    ウ 有効期限は定めないが、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届け

ること。 

    エ 登録者には、登録証を発行する。  

  (3)予約 

    ア 受付業務のため、外部委託により受付センターを設置する。  

      イ 予約は、受付センターに電話により行うものとする。ただし、特別の

事情またはやむを得ない場合は、ファックスまたは電子メール等による

ことができるものとする。  

ウ 予約の受付は、利用日の前日（土・日曜日、祝日及び 12 月 29 日から

1 月 3 日までを除く）の午前 9 時から午後 4 時までとする。  

エ 予約の期間は、乗車日の 1 カ月前から前日の指定時間までとする。た

だし、定期的な利用の場合等は、3 カ月分の予約ができるものとする。  
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 11 運行事業者等  

  (1)運行事業者・使用車両  

      交通会議で協議、承認された事業者により運行を行う。予約状況等に応じ

て使用する車両を変更する場合がある。  

   ①東エリア  

        ア 事業者名  会津通商株式会社  

        イ 使用車両  ワゴン車 1 台 

   ②西エリア  

        ア 事業者名  塩川タクシー株式会社 

        イ 使用車両  ワゴン車 1 台 

   ③業務 

運行事業者は、受付センターから予約受付に基づく運行指示書をファッ

クスにより受け取り、運行を行う。運行業務、利用料金、回数券などの販

売業務等の詳細は、仕様書による。 

    (2)受付業務者  

   ①事業者名   株式会社 光進都市コンサルタント  

受付システム等の開発・運用及び調査業務が可能な市内事業者とする。 

   ②業務内容  

予約受付、経路設定、運行事業者等との連絡・調整、利用データの集計・

分析、利用登録証の発行、問合せ等の対応、業務マニュアルの作成、受付業

務の改善提案及び各種調査業務等を行う。業務の詳細は仕様書による。 

 

  

 



別紙　区域の町字名等一覧

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
1 塩川町三吉 字梨木田甲 36 塩川町常世 字権現堂 71 塩川町常世 字新二本木 106 塩川町五合 字横道下丁

2 塩川町三吉 字中ノ目甲 37 塩川町常世 字堰上 72 塩川町常世 字向原 107 塩川町五合 字中屋敷

3 塩川町三吉 字堂ノ前甲 38 塩川町常世 字前田 73 塩川町常世 字向原東 108 塩川町五合 字前田

4 塩川町三吉 字台ノ目甲 39 塩川町常世 字諏訪田 74 塩川町常世 字中道地 109 塩川町五合 字小滝

5 塩川町三吉 字冠木甲 40 塩川町常世 字萱場 75 塩川町五合 字宮田乙 110 塩川町五合 字沢ノ目

6 塩川町三吉 字諏訪前 41 塩川町常世 字西町 76 塩川町五合 字大道上乙 111 塩川町五合 字宮腰

7 塩川町三吉 字反田 42 塩川町常世 字土合 77 塩川町五合 字南原乙 112 塩川町五合 字南屋敷

8 塩川町三吉 字大道畑 43 塩川町常世 字竹花 78 塩川町五合 字明蓮寺丙 113 塩川町五合 字宮田

9 塩川町三吉 字宮ノ目 44 塩川町常世 字南蛭田 79 塩川町五合 字明海丙 114 塩川町五合 字辻田

10 塩川町三吉 字前田 45 塩川町常世 字北蛭田 80 塩川町五合 字高水口甲 115 塩川町五合 字野田

11 塩川町三吉 字宮田乙 46 塩川町常世 字仲林 81 塩川町五合 字家西甲 116 塩川町五合 字柳ノ町

12 塩川町三吉 字諏訪田 47 塩川町常世 字中道地前 82 塩川町五合 字金森甲 117 塩川町五合 字遠谷田

13 塩川町三吉 字地蔵免乙 48 塩川町常世 字上村 83 塩川町五合 字小滝乙 118 塩川町五合 字川端

14 塩川町三吉 字反田乙 49 塩川町常世 字大場作 84 塩川町五合 字山吹乙 119 塩川町五合 字高水口

15 塩川町三吉 字大道畑乙 50 塩川町常世 字三百刈 85 塩川町五合 字下沢ノ目乙 120 塩川町五合 字柳清水

16 塩川町三吉 字瀬戸田丙 51 塩川町常世 字諏訪宮 86 塩川町五合 字中屋敷乙 121 塩川町五合 字馬寄

17 塩川町三吉 字利根川丙 52 塩川町常世 字原田 87 塩川町五合 字中道地南乙 122 塩川町五合 字竹原

18 塩川町三吉 字前田丙 53 塩川町常世 字蟹沢 88 塩川町五合 字堰下乙 123 塩川町五合 字天神宮

19 54 89 124

東エリア

19 塩川町三吉 字北屋敷丙 54 塩川町常世 字下山ノ神 89 塩川町五合 字原ノ前乙 124 塩川町五合 字森の下

20 塩川町三吉 字村西 55 塩川町常世 字二本木 90 塩川町五合 字小滝丙 125 塩川町五合 字御伊勢森

21 塩川町三吉 字村東 56 塩川町常世 字林崎 91 塩川町五合 字前田丙 126 塩川町五合 字森の上

22 塩川町三吉 字家前 57 塩川町常世 字上山ノ神 92 塩川町五合 字南屋敷丙 127 塩川町五合 字南原

23 塩川町三吉 字家ノ前乙 58 塩川町常世 字堤頭 93 塩川町五合 字堤上丙 128 塩川町五合 字上原

24 塩川町三吉 字風呂田 59 塩川町常世 字西南沢 94 塩川町五合 字中道地前丙 129 塩川町五合 字横道下

25 塩川町三吉 字瀬戸田 60 塩川町常世 字東南沢 95 塩川町五合 字赤羽根丙 130 塩川町五合 字家の前

26 塩川町三吉 字北屋敷 61 塩川町常世 字離山 96 塩川町五合 字家ノ前戊 131 塩川町五合 字宮ノ上

27 塩川町三吉 字鰍江 62 塩川町常世 字道谷入 97 塩川町五合 字横道下戊 132 塩川町中屋沢 字深沢甲
28 塩川町三吉 字四百刈 63 塩川町常世 字舘山 98 塩川町五合 字上原戊 133 塩川町中屋沢 字石田甲
29 塩川町三吉 字下川原 64 塩川町常世 字下一ノ沢 99 塩川町五合 字宮ノ上戊 134 塩川町中屋沢 字立道甲
30 塩川町三吉 字中川原 65 塩川町常世 字赤羽根 100 塩川町五合 字明海丁 135 塩川町中屋沢 字谷地田甲
31 塩川町三吉 字上川原 66 塩川町常世 字原ノ上 101 塩川町五合 字南原丁 136 塩川町中屋沢 字鍋一田甲
32 塩川町三吉 字松ノ木田 67 塩川町常世 字下林 102 塩川町五合 字一ッ塚丁 137 塩川町中屋沢 字寺窪甲
33 塩川町小府根 字三十刈 68 塩川町常世 字クツ塚 103 塩川町五合 字古屋敷丁 138 塩川町中屋沢 字向山甲
34 塩川町小府根 字向川原 69 塩川町常世 字北ノ沢 104 塩川町五合 字松崎丁 139 塩川町中屋沢 字棘沢甲
35 塩川町常世 字北ノ沢 70 塩川町常世 字クツ塚前 105 塩川町五合 字森ノ下丁 140 塩川町中屋沢 字山ノ神甲
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別紙　区域の町字名等一覧

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
141 塩川町中屋沢 字丸山甲 176 塩川町中屋沢 字蕀田丙 211 塩川町中屋沢 字台畑丙 246 塩川町金橋 字沼田

142 塩川町中屋沢 字大平山甲 177 塩川町中屋沢 字横道上道北丙 212 塩川町中屋沢 字観音森丙 247 塩川町金橋 字台畑

143 塩川町中屋沢 字引入沢甲 178 塩川町中屋沢 字堤下丙 213 塩川町中屋沢 字宮ノ東丙 248 塩川町金橋 字三橋

144 塩川町中屋沢 字大上甲 179 塩川町中屋沢 字一ノ沢丙 214 塩川町中屋沢 字堂ノ後丙 249 塩川町金橋 字的場

145 塩川町中屋沢 字カクマ山甲 180 塩川町中屋沢 字刈麻山丙 215 塩川町中屋沢 字竹屋丙 250 塩川町金橋 字田畑

146 塩川町中屋沢 字高森甲 181 塩川町中屋沢 字竹ノ花丙 216 塩川町中屋沢 字二百刈丙 251 塩川町金橋 字西台

147 塩川町中屋沢 字竹ノ内甲 182 塩川町中屋沢 字小滝丙 217 塩川町中屋沢 字根柄巻丙 252 塩川町金橋 字東台

148 塩川町中屋沢 字茶臼森甲 183 塩川町中屋沢 字五百刈丙 218 塩川町中屋沢 字北ノ屋敷丙 253 塩川町金橋 字北寺田

149 塩川町中屋沢 字石玉甲 184 塩川町中屋沢 字横道上道南丙 219 塩川町中屋沢 字明蓮寺西丙 254 塩川町金橋 字太鼓田

150 塩川町中屋沢 字里石原甲 185 塩川町中屋沢 字一ノ沢下り丙 220 塩川町中屋沢 字前田 255 塩川町金橋 字江添

151 塩川町中屋沢 字下七ツ壇乙 186 塩川町中屋沢 字樋尻平丙 221 塩川町中屋沢 字並柳 256 塩川町金橋 字村東

152 塩川町中屋沢 字上七ツ壇乙 187 塩川町中屋沢 字山守山甲 222 塩川町中屋沢 字立道 257 塩川町金橋 字山下

153 塩川町中屋沢 字上林崎乙 188 塩川町中屋沢 字上ノ台甲 223 塩川町中屋沢 字沼田 258 塩川町金橋 字南中丸

154 塩川町中屋沢 字南林崎乙 189 塩川町中屋沢 字広畑甲 224 塩川町中屋沢 字関根 259 塩川町金橋 字南大窪

155 塩川町中屋沢 字南唐沢乙 190 塩川町中屋沢 字堰上乙 225 塩川町中屋沢 字土井 260 塩川町金橋 字大窪

156 塩川町中屋沢 字新囲山乙 191 塩川町中屋沢 字上台乙 226 塩川町中屋沢 字道南 261 塩川町金橋 字北中丸

157 塩川町中屋沢 字竹原乙 192 塩川町中屋沢 字供養壇乙 227 塩川町中屋沢 字竹ノ花 262 塩川町金橋 字堰上

158 塩川町中屋沢 字大深沢乙 193 塩川町中屋沢 字田中乙 228 塩川町中屋沢 字娵田 263 塩川町金橋 字寺窪

159 194 229 264

東エリア

159 塩川町中屋沢 字中曽根乙 194 塩川町中屋沢 字向寺田乙 229 塩川町中屋沢 字谷地田 264 塩川町金橋 字長峯

160 塩川町中屋沢 字蛭子沢下ノ切乙 195 塩川町中屋沢 字村東道北乙 230 塩川町中屋沢 字道久乙 265 塩川町金橋 字内窪

161 塩川町中屋沢 字蛭子沢中ノ切乙 196 塩川町中屋沢 字道下乙 231 塩川町中屋沢 字新囲乙 266 塩川町金橋 字柳沢

162 塩川町中屋沢 字蛭子沢上ノ切乙 197 塩川町中屋沢 字宮ノ前乙 232 塩川町中屋沢 字田中 267 塩川町金橋 字二合田

163 塩川町中屋沢 字唐沢乙 198 塩川町中屋沢 字富士權現乙 233 塩川町中屋沢 字宮ノ西 268 塩川町金橋 字南同目

164 塩川町中屋沢 字トカケ沢乙 199 塩川町中屋沢 字池田道南乙 234 塩川町中屋沢 字深田 269 塩川町金橋 字前田

165 塩川町中屋沢 字コロリカ沢乙 200 塩川町中屋沢 字池田道北乙 235 塩川町中屋沢 字林崎 270 塩川町金橋 字中田

166 塩川町中屋沢 字フイラ石乙 201 塩川町中屋沢 字上登丙 236 塩川町中屋沢 字紙子 271 塩川町金橋 字木瓜田

167 塩川町中屋沢 字紙子乙 202 塩川町中屋沢 字長峯丙 237 塩川町中屋沢 字中曽根 272 塩川町金橋 字金川

168 塩川町中屋沢 字刈麻山乙 203 塩川町中屋沢 字堀込丙 238 塩川町中屋沢 字向山 273 塩川町金橋 字宮畑

169 塩川町中屋沢 字笹山乙 204 塩川町中屋沢 字小原丙 239 塩川町中屋沢 字明蓮寺 274 塩川町金橋 字千苅

170 塩川町中屋沢 字蕀田乙 205 塩川町中屋沢 字榎壇丙 240 塩川町中屋沢 字村東 275 塩川町金橋 字子ムシリ

171 塩川町中屋沢 字前山乙番外 206 塩川町中屋沢 字百目貫丙 241 塩川町中屋沢 字里石原 276 塩川町金橋 字台田深田

172 塩川町中屋沢 字南中曽根乙番外 207 塩川町中屋沢 字明蓮寺丙 242 塩川町金橋 字前谷地 277 塩川町金橋 字西袋

173 塩川町中屋沢 字中曽根乙番外 208 塩川町中屋沢 字明蓮寺東丙 243 塩川町金橋 字舘ノ内 278 塩川町金橋 字川原田

174 塩川町中屋沢 字籏頭乙番外 209 塩川町中屋沢 字牧下り丙 244 塩川町金橋 字川原 279 塩川町金橋 字大道西下

175 塩川町中屋沢 字羽山丙 210 塩川町中屋沢 字明蓮寺前丙 245 塩川町金橋 字村西 280 塩川町金橋 字南下り
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281 塩川町金橋 字道東 316 塩川町金橋 字中曽根

282 塩川町金橋 字道中 317 塩川町金橋 字ドジョウ沼

283 塩川町金橋 字渕ノ上 318 塩川町金橋 字大平山

284 塩川町金橋 字四百苅 319 塩川町窪 字天神

285 塩川町金橋 字壱番谷地 320 塩川町窪 字地蔵前

286 塩川町金橋 字二番谷地 321 塩川町窪 字下高

287 塩川町金橋 字四五番谷地 322 塩川町窪 字舘野

288 塩川町金橋 字石ヶ本 323 塩川町窪 字五百苅

289 塩川町金橋 字赤羽 324 塩川町窪 字壇ノ腰

290 塩川町金橋 字林下 325 塩川町窪 字佛道

291 塩川町金橋 字木田橋 326 塩川町窪 字沼田

292 塩川町金橋 字タイケン田 327 塩川町窪 字六百刈

293 塩川町金橋 字礫ノ宮 328 塩川町窪 字油田

294 塩川町金橋 字ヲサル壇 329 塩川町窪 字小開

295 塩川町金橋 字馬場 330 塩川町窪 字遠谷田

296 塩川町金橋 字家ノ西 331 塩川町窪 字下川原

297 塩川町金橋 字道上 332 塩川町窪 字舘

298 塩川町金橋 字馬場村東 333 塩川町窪 字舘ノ内

299 334

東エリア

299 塩川町金橋 字切立家前 334 塩川町窪 字関根

300 塩川町金橋 字切立 335 塩川町窪 字上六百刈

301 塩川町金橋 字狹間田 336 塩川町窪 字宮ノ前

302 塩川町金橋 字東石ヶ本 337 塩川町窪 字欠ノ下

303 塩川町金橋 字大窪山 338 塩川町窪 字宮ノ下

304 塩川町金橋 字切通 339 塩川町窪 字家ノ下

305 塩川町金橋 字八幡山 340 塩川町窪 字上川原

306 塩川町金橋 字新田山 341 塩川町窪 字上窪

307 塩川町金橋 字切立山下 342 塩川町窪 字中谷地

308 塩川町金橋 字入切立 343 塩川町窪 字五倫田

309 塩川町金橋 字駒形山 344 塩川町窪 字沢田

310 塩川町金橋 字物見峠 345 塩川町窪 字西台

311 塩川町金橋 字丸山 346 塩川町窪 字下窪

312 塩川町金橋 字弥三郎山 347 塩川町窪 字諏訪後

313 塩川町金橋 字三吉山

314 塩川町金橋 字長坂

315 塩川町金橋 字雨沼



別紙　区域の町字名等一覧
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1 塩川町会知 字大町甲 36 塩川町天沼 字西田中 71 塩川町遠田 字樋ノ下 106 塩川町吉沖 字前田

2 塩川町会知 字御伊勢宮甲 37 塩川町天沼 字沼向 72 塩川町遠田 字前田 107 塩川町吉沖 字台明神

3 塩川町会知 字猿田甲 38 塩川町天沼 字原 73 塩川町遠田 字高水口 108 塩川町吉沖 字沖

4 塩川町会知 字岩田甲 39 塩川町天沼 字米田 74 塩川町遠田 字田向前 109 塩川町吉沖 字宮ノ西

5 塩川町会知 字町屋田甲 40 塩川町天沼 字傾城墓 75 塩川町遠田 字柏木 110 塩川町四奈川 字舞地免

6 塩川町会知 字深町甲 41 塩川町天沼 字雲雀町 76 塩川町遠田 字下寺田 111 塩川町四奈川 字庚壇

7 塩川町会知 字苔町甲 42 塩川町天沼 字弥多田 77 塩川町遠田 字舘ノ腰 112 塩川町四奈川 字大分

8 塩川町会知 字上川原甲 43 塩川町天沼 字貝沼 78 塩川町遠田 字鍜治田 113 塩川町四奈川 字中道

9 塩川町会知 字中川原甲 44 塩川町天沼 字沢田 79 塩川町遠田 字戌亥 114 塩川町四奈川 字西鎧召

10 塩川町会知 字坂下甲 45 塩川町天沼 字村前 80 塩川町遠田 字白山 115 塩川町四奈川 字下川原

11 塩川町会知 字西中川原甲 46 塩川町天沼 字木ノ下 81 塩川町遠田 字殿田 116 塩川町四奈川 字東鎧召

12 塩川町会知 字石佛 47 塩川町天沼 字第六 82 塩川町遠田 字第六前 117 塩川町四奈川 字千刈

13 塩川町会知 字八幡町乙 48 塩川町天沼 字西田 83 塩川町遠田 字古寺 118 塩川町四奈川 字妙見

14 塩川町会知 字八幡町 49 塩川町天沼 字前田 84 塩川町遠田 字廣面 119 塩川町四奈川 字能力

15 塩川町会知 字宮田 50 塩川町天沼 字村北 85 塩川町遠田 字上ノ屋敷 120 塩川町四奈川 字稲荷前

16 塩川町会知 字七ツ壇 51 塩川町天沼 字新田 86 塩川町遠田 字大坪 121 塩川町四奈川 字上川原

17 塩川町会知 字大川原 52 塩川町遠田 字庵ノ北 87 塩川町遠田 字田向屋敷 122 塩川町四奈川 字前田

18 塩川町会知 字薄毛 53 塩川町遠田 字新屋敷 88 塩川町遠田 字村北 123 塩川町四奈川 字扇田

19 塩川町会知 字澤田 54 塩川町遠田 字寺内 89 塩川町遠田 字寺田 124 塩川町四奈川 字石田

20 塩川町会知 字村東 55 塩川町遠田 字荒屋敷 90 塩川町遠田 字横大道 125 塩川町四奈川 字木戸口

21 塩川町会知 字真美湯田乙 56 塩川町遠田 字向牧 91 塩川町遠田 字村東 126 塩川町四奈川 字壇ノ腰

22 塩川町会知 字沼尻乙 57 塩川町遠田 字谷地中 92 塩川町吉沖 字反町 127 塩川町四奈川 字東鎧召丙

23 塩川町会知 字千刈 58 塩川町遠田 字逆修壇 93 塩川町吉沖 字西村北 128 塩川町四奈川 字三百刈丙

24 塩川町会知 字沼 59 塩川町遠田 字山王宮 94 塩川町吉沖 字久子ノ内 129 塩川町四奈川 字若宮丁

25 塩川町会知 字深町 60 塩川町遠田 字澤田 95 塩川町吉沖 字村前 130 塩川町四奈川 字若宮

26 塩川町会知 字八ツ口 61 塩川町遠田 字澤田向 96 塩川町吉沖 字宮ノ前 131 塩川町四奈川 字鏡ノ町

27 塩川町会知 字横打 62 塩川町遠田 字船場 97 塩川町吉沖 字東袋 132 塩川町四奈川 字扇田甲

28 塩川町会知 字御伊勢宮 63 塩川町遠田 字捲原 98 塩川町吉沖 字岩田 133 塩川町四奈川 字若宮東

29 塩川町会知 字前川原 64 塩川町遠田 字向新田 99 塩川町吉沖 字西村 134 塩川町四奈川 字樋ノ下丁

30 塩川町会知 字中川原 65 塩川町遠田 字中川原 100 塩川町吉沖 字亀ケ台 135 塩川町大田木 字荒切

31 塩川町会知 字内屋敷 66 塩川町遠田 字向川原五番割 101 塩川町吉沖 字細田 136 塩川町大田木 字川原

32 塩川町会知 字村前 67 塩川町遠田 字弥平吾 102 塩川町吉沖 字高水口 137 塩川町大田木 字地生作

33 塩川町会知 字土手外 68 塩川町遠田 字六角 103 塩川町吉沖 字大明神 138 塩川町大田木 字寺下

34 塩川町会知 字赤星川原 69 塩川町遠田 字幾馬 104 塩川町吉沖 字柴城 139 塩川町大田木 字塚田

35 塩川町天沼 字能家 70 塩川町遠田 字南原 105 塩川町吉沖 字台ノ北 140 塩川町大田木 字大竹田

西エリア



別紙　区域の町字名等一覧

No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名 No. 町大字名 字名
141 塩川町大田木 字八幡田 176 塩川町源太屋敷 字下ノ前

142 塩川町大田木 字下川原 177 塩川町源太屋敷 字大道端

143 塩川町大田木 字土手向 178 塩川町源太屋敷 字前畑

144 塩川町大田木 字古屋敷 179 塩川町源太屋敷 字下石橋

145 塩川町大田木 字家ノ西 180 塩川町源太屋敷 字村西

146 塩川町大田木 字下屋敷 181 塩川町源太屋敷 字稲田

147 塩川町大田木 字鶴塚 182 塩川町源太屋敷 字村前

148 塩川町大田木 字阿弥陀免 183 塩川町源太屋敷 字村北

149 塩川町大田木 字橋本分 184 塩川町新井田谷地 字百五十苅

150 塩川町大田木 字中屋敷 185 塩川町新井田谷地 字井戸尻

151 塩川町大田木 字上屋敷 186 塩川町新井田谷地 字新井田谷地

152 塩川町大田木 字堂ノ下 187 塩川町新井田谷地 字前田

153 塩川町大田木 字並柳 188 塩川町新井田谷地 字千苅

154 塩川町大田木 字角田 189 塩川町新井田谷地 字古内

155 塩川町大田木 字村東 190 塩川町新井田谷地 字原新田

156 塩川町新江木 字上ノ台

157 塩川町新江木 字三五田

158 塩川町新江木 字宮在家

159 塩川町新江木 字新井田

160 塩川町新江木 字村北

161 塩川町新江木 字千苅

162 塩川町新江木 字江添

163 塩川町新江木 字弾正原

164 塩川町新江木 字舘跡

165 塩川町新江木 字角庄

166 塩川町新江木 字北原

167 塩川町新江木 字岡田

168 塩川町新江木 字西亦

169 塩川町新江木 字墓東

170 塩川町新江木 字村前

171 塩川町新江木 字道西

172 塩川町新江木 字上江東

173 塩川町新江木 字上江南

174 塩川町新江木 字上江北

175 塩川町源太屋敷 字早稲田
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