
第 11 回喜多方市地域公共交通会議 次第 

 

日時：平成 24 年 12 月 25 日（火） 

午後 1 時 30 分～  

会場：市役所保健センター第 1 会議室 

 

１  開 会 

 

２  会長挨拶 

 

３  報   告 

 （１）平成 24 年度歳出予算の流用について（資料１）  

 （２）予約型乗合交通  熱塩加納地区実証運行計画の変更について（資料２）  

 （３）予約型乗合交通  高郷地区実証運行計画の変更について（資料３）  

 （４）平成 24 年度喜多方市予約型乗合交通の利用状況等について（資料４）  

４  議 題 

（１）専決事項について（資料５） 

（２）平成 24 年度喜多方市地域公共交通会議補正予算（資料６）  

（３）予約型乗合交通  利用料金の改定について（資料７） 

（４）予約型乗合交通  喜多方地区実証運行計画について（資料８） 

（５）乗合バス路線の廃止について（資料９）  

（６）その他 

５  閉 会 

 



　

　２　歳　出

 款  項  目 当初予算額 流用額 予算現計

 １　運営費 746 0 746

 １　会議費 588 △158 430

 １　会議費 588 △158 430

 ２  事務費 158 158 316

 １  事務費 158 158 316

 ２　事業費  41,062 0 41,062

 １　事業費 41,062 0 41,062

１　事業費 41,062 0 41,062

 ３　返還金 0 0 0

 １　返還金 0 0 0

 １　返還金 0 0 0

 ４　予備費 50 0 50

 １　予備費 50 0 50

 １　予備費 50 0 50

41,858 0 41,858合 計

　平成２４年度歳出予算の流用について（報告）

説　明

パンフレット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。

「款１ 運営費」、「項２ 事務費」、「目１ 事務費」に１５８千円の不足を生じたので、「款１ 運営
費」、「項１ 会議費」、「目１ 会議費」から１５８千円の流用を行ったものです。

　平成２４年１２月２５日

喜多方市地域公共交通会議

会　長　　山　口　信　也

（単位：千円）

資料 1 



 

予約型乗合交通 熱塩加納地区実証運行計画変更について（報告） 

 

 

熱塩加納地区実証運行計画に定めた指定乗降場所を次のとおり変更したので、報

告します。 

 

平成２４年１２月２５日 

                   喜多方市地域公共交通会議 

                   会 長  山 口 信 也 

 

 

１ 営業区域となる指定乗降場所の変更 

地区

名 

運行

区域 

変 更 後 変 更 前 
摘 要 

行政区名 行政区名 

熱
塩
加
納
地
区 

熱
塩
エ
リ
ア 

赤崎林、大里、金屋、新村、

野辺沢、日中、水沢、黒川、

熱塩、栗生沢、宇津野、赤

崎、御林、新崎、大森 

赤崎林、大里、金屋、新村、

野辺沢、日中、水沢、黒川、

熱塩、栗生沢、宇津野、赤崎、

御林、新崎、大森 

 

赤崎林、吉志田 赤崎林、吉志田  

（運行区域となる指定乗降場所

のある行政区） 

吉志田（喜多の郷）、高畑（高

畑）、村松第３区（有隣病院

前）、村松第２区（壇別・会

津村松郵便局前）、松が丘

（村松）、北桜ガ丘（長泉寺

前）、南桜ガ丘（喜多方二中

前） 

（運行区域となる指定乗降場所の

ある行政区） 

吉志田（喜多の郷）、高畑（高

畑）、村松第３区（有隣病院

前）、村松第２区（旧コスモワ

ールド前・会津村松郵便局

前）、松が丘（松山小学校入

口）、北桜ガ丘（長泉寺入口）、

南桜ガ丘（喜多方二中入口） 

すべて 

名称変更 

加
納
エ
リ
ア 

五目、根岸、鷲田、半在家、

岩尾、川原鉱山、針生、田

中、上野、中川原、若宮 

五目、根岸、鷲田、半在家、

岩尾、川原鉱山、針生、田中、

上野、中川原、若宮 

 

上三宮 1区、上三宮２区 上三宮 1区、上三宮２区  
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（運行区域となる指定乗降場所

のある行政区） 

村松第３区（飯塚病院入

口）、村松第２区（壇別・会

津村松郵便局前）、松が丘

（村松）、北桜ガ丘（長泉寺

前）、南桜ガ丘（喜多方二中

前） 

（運行区域となる指定乗降場所の

ある行政区） 

村松第３区（飯塚病院入口）、

村松第２区（旧コスモワール

ド前・会津村松郵便局前）、松

が丘（松山小学校入口）、北桜

ガ丘（長泉寺入口）、南桜ガ丘

（喜多方二中入口） 

すべて 

名称変更 

 

２ 運送の区間にある指定乗降場所の変更 

地区

名 

運行

区域 

変 更 後 変 更 前 
摘 要 

指定乗降場所 指定乗降場所 

熱
塩
加
納
地
区 

熱
塩
エ
リ
ア 

熱塩温泉、熱塩温泉郵便局

前、新村集会所、会北中学校、

夢の森、喜多方市熱塩加納総

合支所、会津いいで農協熱塩

加納支店、喜多の郷、高畑、

有隣病院前、会津村松郵便局

前、村松、長泉寺前、喜多方

二中前 

熱塩温泉、熱塩温泉郵便局、

新村集会所、会北中学校、夢

の森、喜多方市熱塩加納総合

支所、会津いいで農協熱塩加

納総合支店、喜多の郷、高畑、

有隣病院前、会津村松郵便局

前、松山小学校入口、長泉寺

入口、喜多方二中入口 

すべて 

名称変更 

（喜多方市街地） 

桜ケ丘（※１）、喜多方高校

入口（※２）、喜多方高校前、

新町（※３）、寺町角、大通

り四つ角、喜多方駅、県立喜

多方病院、新道観光駐車場、

総合福祉センター、地域・家

庭医療センター（ほっと☆き

らり）（※４）、ヨークベニマ

ル喜多方店（※５）、喜多方

市役所、喜多方市立図書館、

喜多方桐桜高校前、リオンド

ール喜多方西店、喜多方プラ

ザ文化センター（※６） 

（喜多方市街地） 

桜ケ丘郵便局前、峰の雪酒造

前、喜多方高校前、手代木医

院前、寺町角、大通り四つ角、

喜多方駅、県立喜多方病院、

新道観光駐車場、総合福祉セ

ンター、ほっときらり、福島

銀行喜多方支店前、喜多方市

役所、喜多方市立図書館、喜

多方桐桜高校前、リオンドー

ル喜多方西店、喜多方プラザ

文化センター 

※１名称変更 

 

※２名称変更 

 

※３位置変更 

  名称変更 

 

※４名称変更 

 

※５位置変更 

  名称変更 

 

※６位置変更 

加
納
エ
リ
ア 

熱塩加納郵便局前、若宮集会

所、田中集会所、会北中学校、

夢の森、喜多方市熱塩加納総

合支所、会津いいで農協熱塩

加納支店、飯塚病院前、壇別、

会津村松郵便局前、村松、長

熱塩加納郵便局、若宮集会

所、田中集会所、会北中学校、

夢の森、喜多方市熱塩加納総

合支所、会津いいで農協熱塩

加納総合支店、飯塚病院入

口、旧コスモワールド前、会

すべて 

名称変更 



泉寺前、喜多方二中前 津村松郵便局前、松山小学校

入口、長泉寺入口、喜多方二

中入口 

（喜多方市街地） 

桜ケ丘（※１）、喜多方高校

入口（※２）、喜多方高校前、

新町（※３）、寺町角、大通

り四つ角、喜多方駅、県立喜

多方病院、新道観光駐車場、

総合福祉センター、地域・家

庭医療センター（ほっと☆き

らり）（※４）、ヨークベニマ

ル喜多方店（※５）、喜多方

市役所、喜多方市立図書館、

喜多方桐桜高校前、リオンド

ール喜多方西店、喜多方プラ

ザ文化センター（※６） 

（喜多方市街地） 

桜ケ丘郵便局前、峰の雪酒造

前、喜多方高校前、手代木医

院前、寺町角、大通り四つ角、

喜多方駅、県立喜多方病院、

新道観光駐車場、総合福祉セ

ンター、ほっときらり、福島

銀行喜多方支店前、喜多方市

役所、喜多方市立図書館、喜

多方桐桜高校前、リオンドー

ル喜多方西店、喜多方プラザ

文化センター 

※１名称変更 

 

※２名称変更 

 

※３位置変更 

  名称変更 

 

※４名称変更 

 

※５位置変更 

  名称変更 

 

※６位置変更 

備考１ 喜多方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。 

２ 指定乗降場所の変更は、会長の専決事項とし、次の会議で報告する。 

 

 

３ 変更日 平成２４年１０月 1日 

 

 

 

 

 



 

予約型乗合交通 高郷地区実証運行計画の変更について（報告） 

 

高郷地区実証運行計画に定めた運行時刻を次のとおり変更したので報告します。 

 

平成２４年１２月２５日 

                   喜多方市地域公共交通会議 

                   会 長  山 口 信 也 

 

 

 

 １ 運行時刻 

変 

更 

後 

運行区域 便名 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地

第1便 自　　宅 8:30 会津坂下町

第2便 12:30 会津坂下町 自　　宅

第3便 自　　宅 15:20 会津坂下町

第4便 16:20 会津坂下町 自　　宅

→揚津エリア
（月・木）

 

変 

更 

前 
運行区域 便名 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地

第1便 自　　宅 8:30 会津坂下町

第2便 11:05 会津坂下町 自　　宅

第3便 自　　宅 14:00 会津坂下町

第4便 16:50 会津坂下町 自　　宅

揚津エリア
（月・木）

→

 

 

 ２ 変更日  平成２４年１０月４日 
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　　平成２４年１２月２５日

１　利用者数　(H24.4.1～11.30） （単位：人）

地    区 地区計 エリア 利用者数 １日平均 摘　　要

中央 1,213

蓬莱・三津合 613

朝倉・一郷 121

揚津 6

磐見 10

熱塩 629

加納 398

東 3

西 9

合    計 3,002

２　目標との比較

地    区
目標値
（人/日）

利用者数
（人／日）

達成率

３　登録者数　(H24.11.30現在） （単位：人）

地    区 地区計 エリア 登録者数

中央 166

蓬莱・三津合 59

朝倉・一郷 28

揚津 52

磐見 28

熱塩 233

加納 184

東 15

西 13

合    計 778

エリア外居住者等は、利用見込の
エリアに任意で割振り

平成２４年度　喜多方市予約型乗合交通の利用状況等について（報告）

　平成２４年度の利用状況について、次のとおり報告します。

塩    川 28

塩    川 102 0.5%

熱塩加納 417

熱塩加納 1,027

摘　　　要

喜多方市地域公共交通総合連携
計画おける目標値との比較

山    都 56 11.6 20.7%

塩    川 12

23.9

0.5

熱塩加納地区及
び塩川地区は、10
月1日から運行開
始

0.1高    郷 16

喜多方市地域公共交通会議

会　長　　山　口　信　也

0.1 0.5%

11.6

23.9 33.2%

高    郷 22

摘　　　要

0.5

山    都 1,947

高    郷 80

山    都 253

熱塩加納 72
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専決事項について 

 

１ 喜多方市地域公共交通会議規約及び関係規程に定めるもののほか、会長の

専決事項は、次のとおりとする。 

（１）交通会議で協議調整が調った区域運行計画のうち次に掲げる変更 

   ア 運送の区間 

イ 発地の発車時刻、着地の到着時刻及び運行間隔時間 

ウ 乗降地点の名称及び位置、降車地点間のキロ程 

（２）運行上において、緊急又は必要と認められる措置等 

２ 会長が専決処理を行った場合は、次の会議において報告するものとする。 

 

 

平成２４年１２月２５日 

                   喜多方市地域公共交通会議 

                   会 長  山 口 信 也 
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喜多方市地域公共交通会議

会　長　　山　口　信　也

　１　歳　入 （単位：千円）

 款  項  目 補正前の額 補正額 補正後の額

 １　負担金 39,227 0 39,227

 １　負担金 39,227 0 39,227

 １　負担金 39,227 0 39,227
喜多方市負担金
   収入済額
　 収入予定額

20,000
19,227

 ３　繰越金  1 379 380

１　繰越金 1 379 380

 １　繰越金 1 379 380 前年度繰越金 380

 ４　諸収入 2,630 ▲ 332 2,298

 １　諸収入 2,630 ▲ 332 2,298

 １　雑入 2,630 ▲ 332 2,298

収入済額
　 本格運行運賃収入
   実証運行運賃収入
　 回数券収入

今後の見込額
　 本格運行運賃収入
   実証運行運賃収入
　 回数券収入
   預金利子等

606
144
672

270
298
307

1

41,858 47 41,905

平成２４年度喜多方市地域公共交通会議補正予算

歳入歳出予算補正

合 計

説　明

　　平成２４年度喜多方市地域公共交通会議補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４７千円を追加し、歳入歳
　出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１，９０５千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
　出予算の金額は、「歳入歳出予算補正」による。

　平成２４年１２月２５日
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　２　歳　出 （単位：千円）

 款  項  目
補正前の額
（流用後）

補正額 補正後の額

 １　運営費 746 282 1,028

 １　会議費 430 ▲ 4 426

 １　会議費 430 ▲ 4 426

執行済額

今後の見込額
  委員報酬
     @6,000円×23人×2回=276,000
  費用弁償
     @1,000円×13人×2回=  26,000

124

302

 ２  事務費 316 286 602

 １  事務費 316 286 602

執行済額

今後の見込額
　　消耗品費
       コピー             　 12,000
       プリンタインク等　18,000
       上質紙等　　　　　 13,000
 
   印刷製本費
      利用方法パンフ印刷
         @1.25×20,000部×8P=200,000
 
  通信運搬費等
　　 切手
        @80×50＋@140×50    ＝11,000
　　 印紙
        @200×20＋@10,000×1＝14,000
　　 振込手数料
      　2,835×5回＋3,425=17,600

316

43

200

43

 ２　事業費  41,062 ▲ 235 40,827

 １　事業費 41,062 ▲ 235 40,827

１　事業費 41,062 ▲ 235 40,827

執行済額

今後の見込額
　 本格運行委託料
   実証運行委託料
 　受付センター委託料
   回数券（20枚綴　7,000円）
　　　@165×500冊＝82,500
　車両表示マグネット
　　　@5,000×15＝75,000
　日付印
　　　@2,000×2＝4,000

20,232

4,282
10,796
5,355

83

75

4

 ４　予備費 50 0 50

 １　予備費 50 0 50

 １　予備費 50 0 50

41,858 47 41,905合 計

説　明



 

予約型乗合交通利用料金の改定について 

 

予約型乗合交通山都地区運行計画、高郷地区実証運行計画、熱塩加納地区実証運行計

画及び塩川地区実証運行計画に定めた利用料金を次のとおり改める。 

 

 １ 料金の支払い方法に「定期券」を加える。 

 ２ 定期券の設定内容は、次のとおりとする。 

・ 種類は、「記名人式定期券」とする。 

・ 期間は、「１カ月以上４カ月未満」とする。１カ月分を超える端数日（実運行日

数分）の購入も可能とする。 

・ 区間は、区域運行であるため表記せず、全エリア共通とする。定期券のみで他

エリアへの乗り継ぎも可能とする。使用エリアは限定しないが、事前に予約をし

た便のみ利用できる。 

・ 区分は、「大人」と「こども」とし、定期券の額は、中学生以上は大人料金を、

小学生以下はこども料金を基本に設定する。 

・ 定期券の額は、次のとおりとする。 

大 人 １カ月 13,300円（端数日は１日あたり 670円を加算する。） 

こども １カ月    8,000円(端数日は１日あたり 400円を加算する。) 

・ 既に経過した期間において利用しなかった場合の払戻しは行わない。 

・発売方法、様式等のほか、運用に関する詳細は、会長が別に定める。 

 ３ 改定日  平成２５年４月１日 

 

平成２４年１２月２５日 

                    喜多方市地域公共交通会議 

                    会 長  山 口 信 也 
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予約型乗合交通 喜多方地区実証運行計画について 

 

 １ 目 的 

喜多方市地域公共交通総合連携計画の目標を達成するために行う事業として位置づけ

られたデマンド交通の導入について実証運行を行うことにより、その効果や課題につい

て検証し、本格運行に向けた見直し検討を行うことを目的とする。 

 

 ２ 概 要 

(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 

 

(2) 運行期間 

平成 25年４月 1日～平成 25年９月 30日 

 

(3) 運行内容 

① 運行日 

 運行期間中の月～金曜日 （125日間） 土・日曜日、祝日は、運休とする。 

 

② 運行区域（営業区域） 

地区名 

運行区域 

 町名等 
行政区 

（※は一部が含まれるもの） 

喜多方地区 

上三宮エリア 

喜多方市上三宮町

の一部、松山町の一

部 

五分一、譲屋、細谷、下三宮、

岩沢、見頃、村松第三区（※）、

村松第二区（※）、村松第一

区（※）、大荒井第二区、大

荒井第一区、飯田、清水台

（※）、松が丘（※） 

岩月エリア 

喜多方市岩月町の

一部、松山町の一部 

平沢、治里、上岩崎、大沢、

中田付（※）、稲村（※）、下

岩崎、宮中、天井沢、中村、

上田（※）、高畑、村松第三区

（※）、村松第二区（※）、村

松第一区（※）、百目二貫分、

松が丘（※）、北桜ガ丘（※） 

関柴エリア 

喜多方市関柴町の

一部、岩月町の一部 

関柴、楚々木、小松、下柴、

平林、京出、東中明、上勝、

上高額（※）、中田付（※）、上

田（※）、稲田、下台、下台

団地 
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熊倉エリア 

喜多方市熊倉町の

一部、関柴町の一部 

熊倉上、熊倉下、高柳、吉沢、

舘、道地、小沼沢、小沼、辻、

金沢、勝本、七本木、本林、

川前、芦平、萩平、獅子沢、

西中明、中里、三城目、布流 

 

慶徳エリア 

喜多方市慶徳町の

全部、豊川町の一部 

新町、舞台田、松野、豊岡、

堀出、新宮、山崎、真木、綾

金、長尾 

 

備考 区域の詳細な町字等については、別紙のとおりとする。 

 

③ 運行方法 

 運送の区間  各エリア～喜多方駅 

予約による同一運行区域内の自宅等と目的地間の運行を基本とする。 

【運行例】   （乗  車）                        （下  車） 

自   宅          ⇒         目的地及び途中の指定乗降場所 

指定乗降場所     ⇒             途中の指定乗降場所 

目的地及び途中の指定乗降場所  ⇒   自   宅 
 

※自宅及び指定乗降場所以外での乗降はできないものとする。 

 喜多方市街地内の指定乗降場所間のみの乗降はできないものとする。 

 

④運行時刻 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 到着時刻 到着地 摘要

第１便 自　宅  8:10 喜多方駅

第２便 自　宅 10:00 喜多方駅

第３便 喜多方駅 11:30 自　宅

第４便 喜多方駅 13:40 自　宅

第５便 喜多方駅 17:50 自　宅

上三宮
エリア

➔

 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 到着時刻 到着地 摘要

第１便 自　宅  7:50 喜多方駅

第２便 自　宅  9:20 喜多方駅

第３便 喜多方駅 11:30 自　宅

第４便 喜多方駅 13:40 自　宅

第５便 喜多方駅 15:10 自　宅

第６便 喜多方駅 17:50 自　宅

岩　月
エリア

➔

  

 



運行区域 便名 出発地 出発時刻 到着時刻 到着地 摘要

第１便 自　宅  8:10 喜多方駅

第２便 自　宅 10:00 喜多方駅

第３便 喜多方駅 11:30 自　宅

第４便 喜多方駅 13:40 自　宅

第５便 喜多方駅 17:50 自　宅

関　柴
エリア

➔

 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 到着時刻 到着地 摘要

第１便 萩　平  7:50 喜多方駅 ※

第２便 自　宅  9:10 喜多方駅

第３便 喜多方駅 11:30 自　宅

第４便 喜多方駅 13:40 自　宅

第５便 喜多方駅 15:20 萩　平 ※

第６便 喜多方駅 18:00 自　宅

　※印　指定乗降場所のみ利用可

熊　倉
エリア

➔

 

 

運行区域 便名 出発地 出発時刻 到着時刻 到着地 摘要

第１便 喜多方駅  6:50 真　木 ※

第２便 真　木  8:10 喜多方駅 ※

第３便 自　宅  8:20 喜多方駅

第４便 自　宅 11:00 喜多方駅

第５便 喜多方駅 13:40 自　宅

第６便 喜多方駅 16:00 真　木 ※

第７便 真　木 17:20 喜多方駅 ※

第８便 喜多方駅 18:00 自　宅

　※印　指定乗降場所のみ利用可

慶　徳
エリア

➔

 

備考１ 運行時刻の詳細は、運行事業者と調整し、決定する。 

２ 運行時刻の変更は、会長の専決事項とし、次の会議で報告する。 

 

 

⑤指定乗降場所 

地区名 運行区域 指定乗降場所 

喜多方地区 

上三宮エリア 有隣病院前、喜多方市街地 

岩月エリア 有隣病院前、第三小学校前、喜多方市街地 

関柴エリア 喜多方市街地 



熊倉エリア 
萩平、川前、雄国、芦平、勝本、五軒丁、舘入

口、北山別、熊倉幼稚園前、喜多方市街地 

慶徳エリア 

坂井、新町、宮在家、舞台田北、舞台田、松野、

慶徳、慶徳ふれあい館、新宮新田、新宮、天神前、

山崎集会所入口、山崎西口、真木集会所前、喜多

方市街地 

（喜多方市街地） 

桜ケ丘、喜多方高校入口、喜多方高校前、新町、寺町角、大通り四

つ角、喜多方駅、会津乗合自動車喜多方営業所、新道観光駐車場、

総合福祉センター、地域・家庭医療センター（ほっと☆きらり）、

ヨークベニマル喜多方店、喜多方市役所、喜多方市立図書館、喜多

方桐桜高校前、リオンドール喜多方西店、喜多方プラザ文化センタ

ー、会津いいで農協喜多方総合支店 

  

備考１ 喜多方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。 

  ２ 指定乗降場所の変更は、会長の専決事項とし、次の会議で報告する。 
 

⑥料金 

ア 料金（１回あたり） 

・大 人（中学生以上）400円 

・こども（小学生以下）250円 

 ただし、未就学児は、保護者同伴の場合、保護者 1名につき 1名無料とし、 

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。 

イ 支払方法 

・現金、回数券又は定期券とする。 

ウ 回数券 

・種類は、次のとおりとする。 

400円 20枚綴り 7,000円（割引率 12.5％ 1回当たりの料金 350円） 

400円 11枚綴り 4,000円（割引率  9 ％ 1回当たりの料金 366円） 

・回数券の販売場所  

車内、交通事業者の営業所、各総合支所住民課、企画政策課、塩川駅、山

都駅及び荻野駅で行う。 

オ 定期券 

 ・種類は、「記名人式定期券」とする。 

 ・期間は、「１カ月以上４カ月未満」とする。端数日での購入も可能とする。  

・区間は、区域運行であるため表示しない。使用エリアは限定しないが、事前に

予約をした便のみ利用できる。 

・区分は、「大人」及び「こども」とする。 

・定期券の額は、次のとおりとする。 

大 人 １カ月 13,300円（割引率 17％） 

端数日は１日あたり 670円を加算する。 

こども １カ月  8,000円（割引率 20％） 

端数日は１日あたり 400円を加算する。 

・既に経過した期間において利用しなかった場合の払戻しは行わない。 

     ・取扱いの詳細は、会長が別に定める。 



⑦利用方法 

ア 利用対象者 

・1人で乗り降りが出来る方とする。 

イ 事前登録 

・任意による事前登録制とする。 

ウ 予約方法 

・原則として、電話による予約とし、乗車日の 1カ月前から前日の指定時間まで

に予約しなければならない。 

ただし、定期的な利用の場合等は、３カ月分の予約を可能とする。 

・予約に係る受付は、乗車日の前日 16:00までとする。 

 

⑧使用車両 

地区名 運行区域 使用車両（予定） 

喜多方地区 

上三宮エリア ジャンボタクシー（ワゴン車）1台 

岩月エリア ジャンボタクシー（ワゴン車）1台 

関柴エリア ジャンボタクシー（ワゴン車）1台 

熊倉エリア 中型ワゴン車 １台 

慶徳エリア 中型ワゴン車 ２台 

 備考 予約状況に応じて車両の変更する場合がある。 

 

⑨運行事業者 

地区名 運行区域 運行事業者（予定） 

喜多方地区 

上三宮エリア 八七一タクシー有限会社 

岩月エリア 喜多方交通株式会社 

関柴エリア 喜多方交通株式会社 

熊倉エリア 会津乗合自動車株式会社 

慶徳エリア 会津乗合自動車株式会社 

備考 第８回の会議で協議、承認された事業者により運行を行う。 

 

⑩受付センター 

・委 託 先  株式会社 光進都市コンサルタント 

・業務内容  電話受付、経路設定、運行事業者等との連絡調整、利用データの集

計及び分析、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、各種調査業務 

 

（4）今後のスケジュール 

平成 25年４月に実証運行を開始し、６カ月間の実証運行を行う。その後、本格

運行に移行する予定とする。 

 

（5）路線の廃止等 

市委託の路線バス 雄国川前線、平沢線及び真木線は、廃止する。 







運行（営業）区域の町・大字・字名等一覧

町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名 町大字名 字名
1 字飯田道上 字常盤台 字二本木 関柴町上高額 字大分 松山町大飯坂 字村前

2 字大荒井 松山町村松 字石田 字畑台 関柴町西勝 字三島 松山町大飯坂 字山郷道下

3 字青葉台 松山町村松 字町尻 字中台 関柴町西勝 字四百苅 松山町大飯坂 字窪田

4 字清水台一丁目 松山町村松 字大坪 字柳清水 関柴町西勝 字家ノ下 松山町大飯坂 字五百苅

5 字清水台二丁目 松山町村松 字桜清水 字南原 関柴町西勝 字宮ノ下 松山町大飯坂 字三島

6 松山町村松 字馬道下 松山町村松 字行人壇 字沢ノ目 関柴町西勝 字谷地田 松山町大飯坂 字大念佛

7 松山町村松 字石田 松山町村松 字上原 字東台 関柴町西勝 字吉原 松山町大飯坂 字桶伏

8 松山町村松 字常盤町 松山町村松 字常盤町 岩月町宮津 字馬場 関柴町西勝 字上川原 松山町大飯坂 字堀米

9 松山町鳥見山 字下堰下 松山町村松 字上川原 岩月町宮津 字南沢田 関柴町西勝 字無代田 松山町大飯坂 字見頃道下

10 松山町村松 字馬道上 松山町村松 字北原 岩月町宮津 字宮地 関柴町豊芦 字道下 松山町大飯坂 字小荒井道上

11 松山町村松 字上川原 松山町村松 字台畑 岩月町宮津 字小市作 関柴町豊芦 字谷地田前 松山町大飯坂 字坂井

12 松山町村松 字北原 松山町鳥見山 字上天神 岩月町宮津 字下村前 関柴町豊芦 字荒田 慶徳町松舞家 字免田

13 松山町大飯坂 字黒沢川端 松山町鳥見山 字上堀田 岩月町宮津 字下村 関柴町豊芦 字橋向 慶徳町松舞家 字稲荷前

14 松山町大飯坂 字南高侭 松山町鳥見山 字二貫分前 岩月町宮津 字東馬場 関柴町豊芦 字中里 慶徳町松舞家 字北稲荷前

15 松山町大飯坂 字東高侭 松山町鳥見山 字百目前 岩月町宮津 字南谷地 関柴町豊芦 字町田 慶徳町松舞家 字天神前

16 松山町大飯坂 字西高侭 松山町鳥見山 字沢田 岩月町宮津 字台 関柴町豊芦 字鶴ノ瀬 慶徳町松舞家 字天神宮

17 松山町大飯坂 字前田 松山町鳥見山 字百目北 岩月町宮津 字台田 関柴町豊芦 字三城目 慶徳町松舞家 字松野

18 松山町大飯坂 字万部檀 松山町鳥見山 字五郎四郎 岩月町宮津 字西ノ前 関柴町豊芦 字村中 慶徳町松舞家 字木曽ノ原

19 松山町大飯坂 字堀向 松山町鳥見山 字権現堂 岩月町宮津 字西原 関柴町豊芦 字寺西 慶徳町松舞家 字下根柄巻

20 松山町大飯坂 字切添 松山町鳥見山 字下前田 岩月町宮津 字銭神 関柴町豊芦 字四百苅 慶徳町松舞家 字角田

21 松山町大飯坂 字下川端 松山町鳥見山 字北屋敷 岩月町宮津 字西ノ後 関柴町豊芦 字村西 慶徳町松舞家 字三貫堰

22 松山町大飯坂 字上川端 松山町鳥見山 字東前田 岩月町宮津 字宮東 関柴町豊芦 字石仏 慶徳町松舞家 字一本柳

23 松山町大飯坂 字山道 松山町鳥見山 字西前田 岩月町宮津 字東谷地 関柴町豊芦 字村前 慶徳町松舞家 字原添

24 松山町大飯坂 字家ノ前 松山町鳥見山 字水深 岩月町宮津 字滝川前 関柴町豊芦 字四ツ屋 慶徳町松舞家 字反町

25 松山町大飯坂 字大荒井 松山町鳥見山 字三百苅 岩月町宮津 字滝川 関柴町豊芦 字布流 慶徳町松舞家

26 松山町大飯坂 字飯田 松山町鳥見山 字本村屋敷 岩月町宮津 字飛屋敷 熊倉町熊倉 字川原 慶徳町松舞家 字大学段

27 上三宮町上三宮 字中向 松山町鳥見山 字家ノ東 岩月町宮津 字村東 熊倉町熊倉 字柳内 慶徳町松舞家 字上田

28 上三宮町上三宮 字東原 松山町鳥見山 字山ノ神 岩月町宮津 字村前 熊倉町熊倉 字大門 慶徳町松舞家 字北ノ窪

29 上三宮町吉川 字堂前 松山町鳥見山 字木戸口 岩月町宮津 字林添 熊倉町熊倉 字高畑 慶徳町松舞家 字舞台田前

30 上三宮町吉川 字南中 松山町鳥見山 字太夫屋敷 岩月町宮津 字中田付 熊倉町熊倉 字東裏 慶徳町松舞家 字窪田

31 上三宮町吉川 字別当屋敷 松山町鳥見山 字家ノ西 岩月町宮津 字堤田 熊倉町熊倉 字熊倉 慶徳町松舞家 字堰場

32 上三宮町吉川 字北中 松山町鳥見山 字家ノ根 岩月町宮津 字峠 熊倉町熊倉 字杉ノ下 慶徳町松舞家 字走下り

33 上三宮町吉川 字三島 松山町鳥見山 字山ノ下 岩月町宮津 字打入西 熊倉町熊倉 字大竹 慶徳町松舞家 字下川

34 上三宮町吉川 字杉本カラケ 松山町鳥見山 字上川原 岩月町宮津 字東山 熊倉町熊倉 字クネ添 慶徳町松舞家 字上川

35 上三宮町吉川 字比津井田 松山町鳥見山 字志田 岩月町宮津 字北原 熊倉町熊倉 字壇ノ前 慶徳町松舞家 字下川原

36 上三宮町吉川 字シケ畑 松山町鳥見山 字江端 岩月町宮津 字火付沢 熊倉町熊倉 字宮西 慶徳町松舞家 字中原

資料８　付属資料３

5　慶徳エリア1　上三宮エリア 2 岩月エリア 3　関柴エリア 4　熊倉エリア
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37 上三宮町吉川 字日照畑 松山町鳥見山 字上中村道上 岩月町宮津 字土橋 熊倉町熊倉 字中里向 慶徳町松舞家 字町尻

38 上三宮町吉川 字南舘 松山町鳥見山 字村北 岩月町宮津 字大志田 熊倉町熊倉 字八丁 慶徳町松舞家 字若宮

39 上三宮町吉川 字大畑 松山町鳥見山 字柳原道上 岩月町宮津 字大窪 熊倉町熊倉 字西裏 慶徳町松舞家 字下古屋敷

40 上三宮町吉川 字燈明田 松山町鳥見山 字大豆田 岩月町宮津 字中田付東 熊倉町熊倉 字町尻 慶徳町松舞家 字上古屋敷

41 上三宮町吉川 字吸右衛門作 松山町鳥見山 字上井戸尻 岩月町宮津 字中田付西 熊倉町熊倉 字柳原北 慶徳町松舞家 字鶴巻田

42 上三宮町吉川 字大荒井前 松山町鳥見山 字上中村道下 岩月町橿野 字松島 熊倉町熊倉 字西柳原 慶徳町松舞家 字道下

43 上三宮町吉川 字下三宮 松山町鳥見山 字下中村道下 岩月町橿野 字長面 熊倉町熊倉 字柳原 慶徳町松舞家 字新町

44 上三宮町吉川 字井戸尻 松山町鳥見山 字中井戸尻 岩月町橿野 字下前田 熊倉町熊倉 字柳原添 慶徳町松舞家 字古寺前

45 上三宮町吉川 字上新田 松山町鳥見山 字中石橋南 岩月町橿野 字白山前 熊倉町熊倉 字舞台田 慶徳町松舞家 字中台

46 上三宮町吉川 字東大寄 松山町鳥見山 字川原田 岩月町橿野 字台畑 熊倉町熊倉 字下川原 慶徳町松舞家 字台田

47 上三宮町吉川 字川原田 松山町鳥見山 字林崎 岩月町橿野 字黒田 熊倉町熊倉 字熊倉下 慶徳町松舞家 字丑ノ尾

48 上三宮町吉川 字長泥 松山町鳥見山 字村前 岩月町橿野 字馬場 熊倉町熊倉 字柳舞川 慶徳町松舞家 字滝ノ沢

49 上三宮町吉川 松山町鳥見山 字桑木田 岩月町橿野 字上前田 熊倉町熊倉 字熊倉上 慶徳町松舞家 字六千刈

50 上三宮町吉川 字四分一 松山町鳥見山 字狐塚 岩月町橿野 字三ッ堀 熊倉町熊倉 字物江 慶徳町松舞家 字飯台田

51 上三宮町吉川 字弥五作 松山町鳥見山 字上五郎四郎 岩月町橿野 字三ッ堀西 熊倉町新合 字小沼甲 慶徳町松舞家 字舞台田

52 上三宮町吉川 字反田 松山町鳥見山 字下五郎四郎 岩月町橿野 字菅原 熊倉町新合 字村西甲 慶徳町豊岡 字牛沢

53 上三宮町吉川 字中川原 松山町鳥見山 字下原 岩月町橿野 字台 熊倉町新合 字村東甲 慶徳町豊岡 字今町

54 上三宮町吉川 松山町鳥見山 字下堰下 岩月町橿野 字中堀 熊倉町新合 字堂ノ前甲 慶徳町豊岡 字木曽原

55 上三宮町吉川 字清水尻 松山町鳥見山 字上堰下 岩月町橿野 字前 熊倉町新合 字北原甲 慶徳町豊岡 字千五百苅

56 上三宮町吉川 字新屋敷 松山町鳥見山 字柳原道下 岩月町橿野 字舘野 熊倉町新合 字中島甲 慶徳町豊岡 字高木

57 上三宮町吉川 字越法田 松山町鳥見山 字街道東 岩月町橿野 字土用在家 熊倉町新合 字勝本甲 慶徳町豊岡 字柳町

58 上三宮町吉川 字北広畑 松山町鳥見山 字街道西 岩月町橿野 字遠下前 熊倉町新合 字家ノ前甲 慶徳町豊岡 字反町

59 上三宮町吉川 字南広畑 松山町鳥見山 字中村道下堰西 岩月町橿野 字下台前 熊倉町新合 字上原甲 慶徳町豊岡 字川原田

60 上三宮町吉川 字瀧ノ沢 松山町鳥見山 字中村道下堰東 岩月町橿野 字下台北 熊倉町新合 字大沢甲 慶徳町豊岡 字中川原

61 上三宮町吉川 字鹿畑 松山町鳥見山 字阿弥陀堂 岩月町橿野 字下台南 熊倉町新合 字反場甲 慶徳町豊岡 字重壇

62 上三宮町吉川 字林下 松山町鳥見山 字中村道上 岩月町橿野 字稲田 熊倉町新合 字休石甲 慶徳町豊岡 字中江

63 上三宮町吉川 字舘中 松山町鳥見山 字中村道下 関柴町関柴 字姥柳 熊倉町新合 字西休石甲 慶徳町豊岡 字北城

64 上三宮町吉川 字熊鷹 松山町鳥見山 字桜清水 関柴町関柴 字代官作 熊倉町新合 字萩平甲 慶徳町豊岡 字上江

65 上三宮町吉川 字北原 松山町鳥見山 字西原 関柴町関柴 字山道端 熊倉町新合 字大久保甲 慶徳町豊岡 字本町

66 上三宮町吉川 字新田 岩月町入田付 字西桜壇 関柴町関柴 字川原 熊倉町新合 字辻乙 慶徳町豊岡 字不動前

67 上三宮町吉川 字宮田 岩月町入田付 字東桜壇 関柴町関柴 字村東 熊倉町新合 字村東乙 慶徳町豊岡 字香隈山

68 上三宮町吉川 字岩沢村東 岩月町入田付 字原添 関柴町関柴 字関柴 熊倉町新合 字羽黒森丙 慶徳町豊岡 字山岸

69 上三宮町吉川 字見項 岩月町入田付 字七曲 関柴町関柴 字前田 熊倉町新合 字日照田丙 慶徳町豊岡 字滝ノ沢

70 上三宮町吉川 字押切 岩月町入田付 字亀岩尻 関柴町関柴 字石ノ堂 熊倉町新合 字家ノ北丙 慶徳町豊岡 字蛇崩

71 上三宮町三谷 字日干田 岩月町入田付 字広原 関柴町関柴 字川又 熊倉町新合 字金沢丙 慶徳町豊岡 字七曲り

72 上三宮町三谷 字葡萄沢 岩月町入田付 字亀岩 関柴町関柴 字大田 熊倉町新合 字上南沢丙 慶徳町豊岡 字川前

73 上三宮町三谷 字北原新田 岩月町入田付 字大杉 関柴町関柴 字赤坂前 熊倉町新合 字山ノ神丙 慶徳町豊岡 字豊岡道北

74 上三宮町三谷 字家ノ上 岩月町入田付 字月見屋敷 関柴町関柴 字北畑 熊倉町新合 字竹花丙 慶徳町豊岡 字堀出

75 上三宮町三谷 字西村 岩月町入田付 字大橋本 関柴町関柴 字阿弥陀堂 熊倉町新合 字百目木丙 慶徳町新宮 字舘北

76 上三宮町三谷 字前畑 岩月町入田付 字舘ノ下 関柴町関柴 字赤坂 熊倉町新合 字反場丙 慶徳町新宮 字舘内

77 上三宮町三谷 字下前田 岩月町入田付 字五百苅 関柴町関柴 字西城 熊倉町新合 字北片原坂丙 慶徳町新宮 字前田道南

78 上三宮町三谷 字屋敷中 岩月町入田付 字屏風岩 関柴町関柴 字外赤坂 熊倉町新合 字大久保丙 慶徳町新宮 字神明道下
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79 上三宮町三谷 字丹波畑 岩月町入田付 字鹿島崎 関柴町関柴 字打入 熊倉町新合 字昭和 慶徳町新宮 字前田

80 上三宮町三谷 字下三山道南 岩月町入田付 字甘蕨道上 関柴町関柴 字上打入 熊倉町新合 字小沼 慶徳町新宮 字水上

81 上三宮町三谷 字茅畑 岩月町入田付 字上中 関柴町関柴 字下大窪 熊倉町新合 字羽黒森 慶徳町新宮 字小舘

82 上三宮町三谷 字甚右エ門畑 岩月町入田付 字中西 関柴町関柴 字大窪 熊倉町新合 字道下 慶徳町新宮 字上川原

83 上三宮町三谷 字北屋敷 岩月町入田付 字上ノ台 関柴町関柴 字甘草苅 熊倉町新合 字休石 慶徳町新宮 字御戸開

84 上三宮町三谷 字馬場ノ上 岩月町入田付 字五城地 関柴町関柴 字打入東 熊倉町新合 字村東 慶徳町新宮 字下川原

85 上三宮町三谷 字般若田道上 岩月町入田付 字田付 関柴町関柴 字蟹沢 熊倉町新合 字二本松 慶徳町新宮 字清水尻

86 上三宮町三谷 字般若田道下 岩月町入田付 字東治里 関柴町関柴 字蟹沢入 熊倉町新合 字中堀 慶徳町新宮 字招木

87 上三宮町三谷 字細谷 岩月町入田付 字的場 関柴町関柴 字西打越 熊倉町新合 字鹿島 慶徳町新宮 字畑中

88 上三宮町三谷 字上前田 岩月町入田付 字金堀場 関柴町関柴 字寺入 熊倉町新合 字辻東 慶徳町新宮 字熊野

89 上三宮町三谷 字木ノ根田 岩月町入田付 字西治里 関柴町関柴 字五倫 熊倉町新合 字堂ノ前 慶徳町新宮 字新宮

90 上三宮町三谷 字反田 岩月町入田付 字長尾佐 関柴町関柴 字赤坂後 熊倉町新合 字堂東 慶徳町新宮 字道西

91 上三宮町三谷 字諏訪前 岩月町入田付 字根本 関柴町関柴 字寺ノ後 熊倉町新合 字金沢 慶徳町新宮 字小山前

92 上三宮町三谷 字西宅地 岩月町入田付 字長下 関柴町関柴 字打越 熊倉町新合 字山ノ神 慶徳町新宮 字小山腰

93 上三宮町三谷 字村南 岩月町入田付 字川崎 関柴町関柴 字東打越 熊倉町新合 字勝本 慶徳町新宮 字駿河

94 上三宮町三谷 字木ノ枝 岩月町入田付 字大根下 関柴町関柴 字諏訪ノ上 熊倉町新合 字上原 慶徳町新宮 字三嶽

95 上三宮町三谷 字譲屋 岩月町入田付 字田付向 関柴町関柴 字入柴西 熊倉町新合 字壇ノ前 慶徳町新宮 字御嶽

96 上三宮町三谷 字村北道南 岩月町入田付 字藤六下 関柴町関柴 字黒が沢 熊倉町新合 字諏訪林 慶徳町新宮 字桜本

97 上三宮町三谷 字松ノ沢 岩月町入田付 字藤六 関柴町関柴 字門光寺後 熊倉町新合 字石田甲 慶徳町新宮 字滝ノ沢

98 上三宮町三谷 字譲屋南 岩月町入田付 字沼尻前 関柴町関柴 字諏訪後 熊倉町都 字反田甲 慶徳町山科 字家ノ下

99 上三宮町三谷 字山本 岩月町入田付 字沼尻 関柴町関柴 字万太郎沢 熊倉町都 字村中甲 慶徳町山科 字六間割

100 上三宮町三谷 字山本北 岩月町入田付 字堤 関柴町関柴 字墓ノ後 熊倉町都 字小沼界甲 慶徳町山科 字八人訳

101 上三宮町三谷 字山瀧 岩月町入田付 字水上 関柴町関柴 字経塚 熊倉町都 字町尻西乙 慶徳町山科 字天神免

102 上三宮町三谷 字譲屋東 岩月町入田付 字沼尻西 関柴町関柴 字権現沢 熊倉町都 字町尻東乙 慶徳町山科 字天神塚

103 上三宮町三谷 字山本東 岩月町入田付 字袖原 関柴町関柴 門光寺 熊倉町都 字高柳乙 慶徳町山科 字下川原

104 上三宮町三谷 字根小屋 岩月町入田付 字上平 関柴町関柴 字高橋 熊倉町都 字諏訪後乙 慶徳町山科 字蔵東

105 上三宮町三谷 字村北道東 岩月町入田付 字堂原 関柴町関柴 字平石 熊倉町都 字上川原乙 慶徳町山科 字吉砂子

106 上三宮町三谷 字南宅地 岩月町入田付 字西原 関柴町関柴 字清水尻 熊倉町都 字三百苅乙 慶徳町山科 字川原子

107 上三宮町三谷 字太郎木原 岩月町入田付 字西原北 関柴町関柴 字入柴 熊倉町都 字欠ノ上乙 慶徳町山科 字山崎

108 上三宮町三谷 字比丘人渕 岩月町入田付 字塩ノ沢 関柴町関柴 字舘ノ内 熊倉町都 字猩猩清水乙 慶徳町山科 字巻

109 上三宮町三谷 字五分一 岩月町入田付 字中川原 関柴町関柴 字家ノ後 熊倉町都 字諏訪宮乙 慶徳町山科 字出玉

110 上三宮町三谷 字老家 岩月町入田付 字坂下 関柴町関柴 字諏訪下 熊倉町都 字梨子木乙 慶徳町山科 字南原道東

111 上三宮町三谷 字門前 岩月町入田付 字平沢前 関柴町関柴 字山口平 熊倉町都 字寺内乙 慶徳町山科 字南原

112 上三宮町三谷 字寺山 岩月町入田付 字黒瀬 関柴町関柴 字黒岩 熊倉町都 字舘ノ前乙 慶徳町山科 字丁場

113 上三宮町三谷 字蛇喰 岩月町入田付 字平沢 関柴町関柴 字黒岩下 熊倉町都 字大石乙 慶徳町山科 字畑田

114 上三宮町三谷 字羽黒山 岩月町入田付 字大窪 関柴町関柴 字九良右エ門 熊倉町都 字落合乙 慶徳町山科 字六升蒔

115 上三宮町三谷 字諏訪山 岩月町入田付 字小坂 関柴町関柴 字滝ノ下 熊倉町都 字沼平乙 慶徳町山科 字宮前

116 上三宮町三谷 字飛鳥前 岩月町入田付 字北原 関柴町関柴 字滝ノ平 熊倉町都 字瀧ノ沢乙 慶徳町山科 字泡ノ巻

117 上三宮町三谷 字山本前 岩月町入田付 字中島 関柴町関柴 字沼ノ上 熊倉町都 字宮ノ前丙 慶徳町山科 字宮南

118 上三宮町三谷 字寺前 岩月町入田付 字午房屋敷 関柴町関柴 字早坂 熊倉町都 字下川端丙 慶徳町山科 字宮西

119 上三宮町三谷 字村北 岩月町入田付 字志賀山 関柴町関柴 字出合 熊倉町都 字上川端丙 慶徳町山科 字下川前

120 上三宮町三谷 字村東 岩月町入田付 字荒代沢 関柴町関柴 字水林 熊倉町都 字中ノ條丙 慶徳町山科 字出川原
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121 上三宮町三谷 字芦沢 岩月町入田付 字崖ノ下 関柴町関柴 字和尚段 熊倉町都 字下道地丙 豊川町米室 字綾金

122 岩月町入田付 字持葉沢 関柴町関柴 字死人沢 熊倉町都 字輪具丙 豊川町米室 字東綾金

123 岩月町入田付 字大水無 関柴町関柴 字大悪場 熊倉町都 字作田丙 豊川町米室 字道元

124 岩月町入田付 字李平 関柴町関柴 字諏訪上乙 熊倉町都 字道地丙 豊川町米室 字古開

125 岩月町入田付 字大滝 関柴町関柴 字長峰 熊倉町都 字櫻惣沢丙 豊川町米室 字六条川原

126 岩月町入田付 字根小屋 関柴町関柴 字中丸 熊倉町都 字東道地丙 豊川町米室 字五条川原

127 岩月町入田付 字中藤六 関柴町関柴 字天櫃 熊倉町都 字上ノ山丙 豊川町米室 字村北

128 岩月町入田付 字沼尻前山 関柴町関柴 字木伏沼 熊倉町都 字喰花沢丙 豊川町米室 字村前

129 岩月町入田付 字西原山 関柴町関柴 字家ノ向 熊倉町都 字根道地丙 豊川町米室 字神田

130 岩月町入田付 字東沢 関柴町関柴 字家ノ下 熊倉町都 字狐塚丙 豊川町米室 字小池野

131 岩月町入田付 字円角沢山 関柴町関柴 字家ノ東 熊倉町都 字大平丙 豊川町米室 字中川

132 岩月町入田付 字小滝沢山 関柴町関柴 字沼尻 熊倉町都 字権現森 豊川町米室 字昆沙門

133 岩月町入田付 字李平山 関柴町関柴 字穴ノ沢 熊倉町都 字高吉 豊川町米室 字免田

134 岩月町入田付 字根小屋山 関柴町関柴 字菅沼入 熊倉町都 字上川原 豊川町米室 字柳原

135 岩月町入田付 字箱ノ倉 関柴町関柴 字石宮 熊倉町都 字舘 豊川町米室 字綾金南

136 岩月町入田付 字長根下山 関柴町関柴 字遠西 熊倉町都 字宮ノ前 豊川町米室 字綾金北

137 岩月町入田付 字根本山 関柴町関柴 字弥市林 熊倉町都 字道地 豊川町沢部 字南広面

138 岩月町入田付 字西治里山 関柴町関柴 字長平林 熊倉町都 字東道地 豊川町沢部 字鹿島

139 岩月町入田付 字上中山 関柴町関柴 字西萱場 熊倉町都 字喰花沢 豊川町沢部 字長尾

140 岩月町入田付 字甘蕨道上山 関柴町関柴 字下り口 熊倉町都 字寺内 豊川町沢部 字村東

141 岩月町入田付 字北原山 関柴町関柴 字中ノ南 熊倉町都 字落合 豊川町沢部 字村西

142 岩月町入田付 字治里南 関柴町関柴 字金山沢 熊倉町都 字沼平

143 岩月町入田付 字杉山前 関柴町関柴 字葉ノ木谷地 熊倉町都 字欠ノ下

144 岩月町入田付 字箱ノ倉口 関柴町関柴 字堰下 熊倉町都 字町尻東

145 岩月町入田付 字水滝沢山 関柴町関柴 字西林 熊倉町都 字吉沢

146 岩月町入田付 字水滝沢 関柴町関柴 字沼田 熊倉町都 字村東

147 岩月町入田付 字袖原山 関柴町関柴 字谷地田 熊倉町都 字水上乙

148 岩月町入田付 字沼尻田 関柴町関柴 字小屋下 熊倉町雄国 字南居戸尻甲

149 岩月町入田付 字沼尻山 関柴町関柴 字日草場 熊倉町雄国 字北居戸尻甲

150 岩月町入田付 字北ノ上 関柴町関柴 字家ノ南 熊倉町雄国 字村中甲

151 岩月町入田付 字水上山 関柴町関柴 字本萱場 熊倉町雄国 字墓ノ前甲

152 岩月町入田付 字西原沢 関柴町関柴 字家ノ東 熊倉町雄国 字二階平甲

153 岩月町入田付 字二子清水 関柴町関柴 字川入 熊倉町雄国 字新堀下甲

154 岩月町入田付 字杉山上 関柴町関柴 字萱場山 熊倉町雄国 字七本木甲

155 岩月町宮津 字笹ノ上 関柴町関柴 字北林 熊倉町雄国 字南川前甲

156 岩月町宮津 字南原 関柴町関柴 字小悪場 熊倉町雄国 字下桑沢甲

157 岩月町宮津 字宮ノ前 関柴町下柴 字道尻 熊倉町雄国 字三ツ屋甲

158 岩月町宮津 字勝耕作 関柴町下柴 字道下 熊倉町雄国 字下百目貫甲

159 岩月町宮津 字沢田 関柴町下柴 字向川原 熊倉町雄国 字上百目貫甲

160 岩月町宮津 字惣社原 関柴町下柴 字天神前 熊倉町雄国 字上桑沢甲

161 岩月町宮津 字桜壇 関柴町下柴 字大門口 熊倉町雄国 字家ノ上甲

162 岩月町宮津 字畑ヶ田 関柴町下柴 字東住 熊倉町雄国 字梨子木平甲
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163 岩月町宮津 字清水上 関柴町下柴 字市道上 熊倉町雄国 字寺屋敷甲

164 岩月町宮津 字家ノ後 関柴町下柴 字山道上 熊倉町雄国 字竹原甲

165 岩月町宮津 字北向 関柴町下柴 字後田 熊倉町雄国 字水久保甲

166 岩月町宮津 字東原 関柴町下柴 字馬場田 熊倉町雄国 字手代森甲

167 岩月町宮津 字向台ノ上 関柴町下柴 字堰根 熊倉町雄国 字八木沢甲

168 岩月町宮津 字家ノ前 関柴町下柴 字的場 熊倉町雄国 字小金石乙

169 岩月町宮津 字五百苅 関柴町下柴 字芝原前 熊倉町雄国 字的場乙

170 岩月町宮津 字大沢 関柴町下柴 字小松 熊倉町雄国 字諏訪上乙

171 岩月町宮津 字岩崎 関柴町下柴 字三十苅 熊倉町雄国 字井戸尻乙

172 岩月町宮津 字西荒田 関柴町下柴 字台 熊倉町雄国 字道南乙

173 岩月町宮津 字原ノ坊 関柴町下柴 字家ノ前田 熊倉町雄国 字村中乙

174 岩月町宮津 字原田 関柴町下柴 字上小松 熊倉町雄国 字村上乙

175 岩月町宮津 字若宮 関柴町下柴 字寺ノ前 熊倉町雄国 字七本木上乙

176 岩月町宮津 字西田窪 関柴町下柴 字大門 熊倉町雄国 字八木沢道北乙

177 岩月町宮津 字弘海壇 関柴町下柴 字北畑 熊倉町雄国 字水上乙

178 岩月町宮津 字堰東 関柴町下柴 字山ノ神 熊倉町雄国 字八木沢道中乙

179 岩月町宮津 字畑ヶ田西 関柴町下柴 字家ノ後 熊倉町雄国 字中道地乙

180 岩月町宮津 字原ノ坊前 関柴町下柴 字堰場 熊倉町雄国 字八木沢道南乙

181 岩月町宮津 字大門 関柴町下柴 字雨ヶ作山 熊倉町雄国 字水窪乙

182 岩月町宮津 字道下東 関柴町下柴 字大門山 熊倉町雄国 字一本松丙

183 岩月町宮津 字下新田 関柴町下柴 字骨土入 熊倉町雄国 字壱ツ石丙

184 岩月町宮津 字堀下 関柴町下柴 字長光窪 熊倉町雄国 字下大谷地丙

185 岩月町宮津 字道下西 関柴町下柴 字糠敷沢 熊倉町雄国 字七之亟丙

186 岩月町宮津 字柏原廻り 関柴町下柴 字石堂 熊倉町雄国 字上大谷地丙

187 岩月町宮津 字小原 関柴町下柴 字石堂沢 熊倉町雄国 字上ノ原丙

188 岩月町宮津 字家ノ北 関柴町下柴 字羽山堂 熊倉町雄国 字村中丙

189 岩月町宮津 字寺窪前 関柴町下柴 字駒坂 熊倉町雄国 字クク谷地丙

190 岩月町宮津 字寺山 関柴町下柴 字二本木沢 熊倉町雄国 字上ノ段丙

191 岩月町宮津 字家ノ上 関柴町下柴 字滝下 熊倉町雄国 字大沢向丙

192 岩月町宮津 字前坂 関柴町下柴 字川音 熊倉町雄国 字雨堤丙

193 岩月町宮津 字中峠 関柴町下柴 字柳ノ下 熊倉町雄国 字萩平丙

194 岩月町宮津 字中山 関柴町下柴 字栗木平 熊倉町雄国 字中丸丙

195 岩月町宮津 字家ノ西 関柴町下柴 字日影 熊倉町雄国 字田尻丙

196 岩月町宮津 字沢ノ上 関柴町下柴 字村北 熊倉町雄国 字五軒丁丁

197 岩月町宮津 字西ノ山 関柴町下柴 字寺西 熊倉町雄国 字中曽根丁

198 岩月町宮津 字坂下 関柴町下柴 字寺前 熊倉町雄国 字下獅子沢丁

199 岩月町宮津 字五百刈 関柴町下柴 字天ｹ作 熊倉町雄国 字蟹沢丁

200 岩月町宮津 字ウルイ坂 関柴町下柴 字台畑 熊倉町雄国 字大石丁

201 岩月町宮津 字柳沢 関柴町下柴 字墓ノ前 熊倉町雄国 字隠里丁

202 岩月町宮津 字家ノ向 関柴町下柴 字太ｹ沢 熊倉町雄国 字上獅子沢丁

203 岩月町宮津 字長窪 関柴町下柴 字熊沢 熊倉町雄国 字北中曽根丁

204 岩月町宮津 字柳沢山 関柴町下柴 字木館 熊倉町雄国 字南中曽根丁
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205 岩月町宮津 字家ノ後山 関柴町下柴 字森下 熊倉町雄国 字森台丁

206 岩月町宮津 字中ノ沢山 関柴町下柴 字家ノ前 熊倉町雄国 字南大沢丁

207 岩月町宮津 字上ノ山 関柴町下柴 字大平 熊倉町雄国 字細山丁

208 岩月町宮津 字上方 関柴町下柴 字七曲 熊倉町雄国 字南小吹沢丁

209 岩月町宮津 字三十刈 関柴町下柴 字大館 熊倉町雄国 字八峠丁

210 岩月町宮津 字向台下 関柴町下柴 字水出口 熊倉町雄国 字道観丁

211 岩月町宮津 字上岩崎 関柴町下柴 字小鳴沢 熊倉町雄国 字押切岩丁

212 岩月町宮津 字道下 関柴町下柴 字大越度 熊倉町雄国 字小吹沢丁

213 岩月町宮津 字柏原 関柴町下柴 字西窪 熊倉町雄国 字鼡尾丁

214 岩月町宮津 字三津谷 関柴町下柴 字瀬戸 熊倉町雄国 字蟹沢

215 岩月町宮津 字家ノ東 関柴町下柴 字水無 熊倉町雄国 字隠里

216 岩月町宮津 字寺前 関柴町下柴 字打越 熊倉町雄国 字獅子沢

217 岩月町宮津 字西原 関柴町下柴 字葭沼 熊倉町雄国 字南居戸尻

218 岩月町喜多方 字清水尻 関柴町下柴 字狐窪 熊倉町雄国 字北居戸尻

219 岩月町喜多方 字林崎 関柴町下柴 字北窪 熊倉町雄国 字諏訪林

220 岩月町喜多方 字稲村 関柴町下柴 字大野 熊倉町雄国 字中七本木

221 岩月町喜多方 字北村西 関柴町下柴 字収納平 熊倉町雄国 字井戸尻

222 岩月町喜多方 字宮田 関柴町下柴 字二重平 熊倉町雄国 字小金石

223 岩月町喜多方 字大道田 関柴町平林 字井戸尻 熊倉町雄国 字的場

224 岩月町喜多方 字北谷地 関柴町平林 字本坊 熊倉町雄国 字本林

225 岩月町喜多方 字北原 関柴町平林 字台下 熊倉町雄国 字七之亟

226 岩月町喜多方 字林 関柴町平林 字家ノ前 熊倉町雄国 字村上

227 岩月町喜多方 字入北原 関柴町平林 字前田 熊倉町雄国 字百目貫

228 岩月町喜多方 字上向 関柴町平林 字文宅 熊倉町雄国 字八木沢道南

229 岩月町喜多方 字若狭 関柴町平林 字関田 熊倉町雄国 字川前

230 岩月町喜多方 字小林前 関柴町平林 字谷地 熊倉町雄国 字梨子木平

231 岩月町大都 字田向 関柴町平林 字山道西 熊倉町雄国 字桑沢

232 岩月町大都 字諏訪前 関柴町平林 字宮西 熊倉町雄国 字上百目貫

233 岩月町大都 字前田 関柴町平林 字宮東 熊倉町雄国 字萩平

234 岩月町大都 字北村前 関柴町平林 字南天 熊倉町雄国 字中島

235 岩月町大都 字阿合 関柴町平林 字八幡 熊倉町雄国 字芦平

236 岩月町大都 字神田作 関柴町平林 字川原 熊倉町雄国 字村中

237 岩月町大都 字名木ノ原 関柴町平林 字五厘 熊倉町雄国 字大谷地

238 岩月町大都 字荒田 関柴町平林 字土合 熊倉町雄国 字クク谷地

239 岩月町大都 字舘ノ内 関柴町平林 字古屋敷 熊倉町雄国 字上ノ原

240 岩月町大都 字堂ノ前 関柴町平林 字南ノ前 熊倉町雄国 字五軒丁

241 岩月町大都 字広面 関柴町平林 字地利前 熊倉町雄国 字森台

242 岩月町大都 字上屋敷 関柴町平林 字反田 熊倉町雄国 字南大沢

243 岩月町大都 字中川原前 関柴町平林 字七百苅 熊倉町雄国 字平三ケ沢

244 岩月町大都 字窪田 関柴町平林 字三百苅 熊倉町雄国 字水上

245 岩月町大都 字寺前 関柴町平林 字信濃 熊倉町雄国 字南中曽根

246 岩月町大都 字後生免 関柴町平林 字長尾佐 熊倉町雄国 字大谷地乙
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247 岩月町大都 字宮ノ前 関柴町平林 字深田 熊倉町雄国 字八木沢道北

248 岩月町大都 字石神 関柴町平林 字下段 熊倉町雄国 字大沢甲

249 岩月町大都 字中川原後 関柴町平林 字新屋敷 熊倉町雄国 字上原

250 岩月町大都 字松原 関柴町平林 字政所

251 岩月町大都 字砂子田 関柴町平林 字道東

252 岩月町大都 字大名 関柴町平林 字道西

253 岩月町大都 字ウルイ坂 関柴町平林 字姥柳

254 岩月町大都 字菖蒲沢 関柴町三津井 字原田前

255 岩月町大都 字番状免 関柴町三津井 字松島

256 岩月町大都 字五貫沢 関柴町三津井 字堂ノ下

257 岩月町大都 字東村 関柴町三津井 字前田

258 岩月町大都 字西村 関柴町三津井 字西巻田

259 岩月町大都 字中山 関柴町三津井 字東巻田

260 岩月町大都 字平石 関柴町三津井 字堂ノ上

261 岩月町大都 字吹屋沢 関柴町三津井 字下政所

262 岩月町大都 字山ノ神 関柴町三津井 字原前

263 岩月町大都 字ケケ窪 関柴町三津井 字堀込

264 岩月町大都 字上ノ台 関柴町三津井 字七反

265 岩月町大都 字大沢入 関柴町三津井 字田中前

266 岩月町大都 字宮前 関柴町三津井 字柴田

267 岩月町大都 字林ノ下 関柴町三津井 字中堰西

268 岩月町大都 字勝負沢 関柴町三津井 字天宮

269 岩月町大都 字鳥ｹ墓 関柴町三津井 字畑中

270 岩月町大都 字西畑 関柴町三津井 字稲荷前

271 上三宮町上三宮 字東原 関柴町三津井 字下川原

272 関柴町三津井 字唐八

273 関柴町三津井 字堰下

274 関柴町三津井 字京出

275 関柴町三津井 字京出川西

276 関柴町三津井 字梅鉢

277 関柴町上高額 字角畑

278 関柴町西勝 字上川原



 

乗合バス路線の廃止について 

 

喜多方市地域公共交通会議により、喜多方地区において予約型乗合交通の運行を

行うことに伴い、次の路線を廃止しようとするものです。 

 

１ 廃止しようとする路線 

路線名 運行区間 運行距離 運行本数 
（上り／下り） 

平均乗車 
 密度（人） 

雄国川前 喜多方駅～雄国川前 10.7㎞ 5／5 2.1 

平  沢 喜多方駅～平沢 9.7㎞ 5／5 2.0 

真  木 喜多方駅～真木 14.8㎞ 5／5 2.4 

２ 廃止の予定年月日 

  平成２５年４月１日 

３ 路線図 

    別紙のとおり 

 

平成２４年１２月２５日 

                   喜多方市地域公共交通会議 

                   会 長  山 口 信 也 

（参 考） 

   ① 福島県生活交通対策協議会運営要領に基づき、県生活交通対策協議会の分科会である

喜多方市地域公共交通会議において協議を行う。 

② 協議が調ったことを会津地方協議会経由で県生活交通対策協議会へ報告する。 

③ ②の協議結果が県生活交通対策協議会の結果とみなされ、廃止が承認される。 

④ バス事業者から運輸局へ廃止の届出を行う。（廃止の 6カ月前まで、分科会である喜多

方市地域公共交通会議で調整が整っている場合は 30日前まで） 

資料 9 
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塩川総合支所塩川総合支所塩川総合支所

市役所市役所市役所

平沢

塩川塩川塩川

笈川笈川笈川

姥堂姥堂姥堂

会津豊川会津豊川会津豊川

山都山都山都

資料９　附属資料

喜多方駅喜多方駅喜多方駅

雄国川前

真木

真木線

雄国川前線

平沢線

廃止予定路線図


