
2平成 21 年 4月 15 日号

 

第１ルート（町スクールバス） 第２ルート（町スクールバス）  

停車場所                       時間 停車場所                           時間 

富長（国谷商店）    10：00 上坪（にごり池）       13：00 楽仙 ( 楽仙農業集落センター）13：10

農協庄内支所前    10：01 小竹公民館                 13：04 陣構（陣構農業集落センター）13：20

大雀集会所              10：05 小竹入口（９号上りバス停）     13：08 神田（神田公民館）　　　　13：25

東高田（巡回バス停）     10：14 倉谷公民館                 13：10 渡道（渡道集会所） 　　 13：35

上高田 （巡回バス停）     10：15 前谷（前谷・木料交差点北側）13：15 役場本庁                  13：45

南高田 （巡回バス停）     10：15 下木料集会所（西側）        13：18 投票 －

新高田（巡回バス停）     10：16 下坪（高見宅前）　　　     13：24 役場本庁                         14：15

上大山（農場分校跡）    10：20 西坪（カラオケ道前）       13：25 渡道（渡道集会所）        14：25

営団公民館              10：21 御来屋消防屯所       13：33 神田（神田公民館）        14：35

旧奈和（旧奈和橋南側）10：30 役場本庁                 13：39 陣構（陣構農業集落センター）14：40

役場本庁              10：37 投票 －                                楽仙 ( 楽仙農業集落センター）14：50

投票 －                       役場本庁                 14：10   

役場本庁              11：10 御来屋消防屯所       14：16   

旧奈和（旧奈和橋南側）11：17 西坪（カラオケ道前）       14：24   

営団公民館              11：26 下坪（高見宅前）       14：25   

上大山（農場分校跡）    11：27 下木料集会所（西側）       14：31   

新高田（巡回バス停）     11：31 前谷（前谷・木料交差点北側）14：34    

南高田（巡回バス停）     11：32 倉谷公民館                 14：39    

上高田（巡回バス停）     11：32 小竹入口（９号バス停）     14：41    

東高田（巡回バス停）     11：33 小竹公民館                 14：45    

大雀集会所              11：42 上坪（にごり池）       14：49    

農協庄内支所前    11：46       

富長（国谷商店）    11：47 

 

大山地区ルート バス２台

名和地区ルート

  

第３ルート（役場公用車） 

停車場所 　　　　　　時間 

楽仙 (楽仙農業集落センター）13：10

陣構（陣構農業集落センター）13：20

神田（神田公民館）　　　　13：25

渡道（渡道集会所） 　　 13：35

役場本庁                  13：45

投票 －

役場本庁                         14：15

渡道（渡道集会所）        14：25

神田（神田公民館）        14：35

陣構（陣構農業集落センター）14：40

楽仙 ( 楽仙農業集落センター）14：50

第４ルート（赤松） 

 停車場所 　           　　時間 

 下槙原（バス停）                9：30

 大谷（公民館）                   9：34

 一の谷（集会所）                9：37

 赤松（バス停）                   9：43

 明間（部落入口交差点）       9：48

 あけまの森（赤いリボン前）  9：50

 役場大山支所                   10：06

 投票 －

 役場大山支所                   10：36

 あけまの森（赤いリボン前） 10：52

 明間（部落入口交差点）      10：54

 赤松（バス停）　               10：59

 一の谷（集会所）               11：05

 大谷（公民館）                  11：08

 下槙原（バス停）               11：12

  第１ルート（所子・高麗）          第２ルート（大山）                    第３ルート（豊房）

  停車場所                        時間   停車場所                          時間     停車場所                      　 時間 

  野田（部落花壇前）         13：00   大山（かなお店前）           9：00     別所（バス停）                 13：00 

  長田（旧バス停前）          13：03         種原 （集会所前）                9：09     畑（バス停）                    13：01 

  荘田（集会所前）　　　  13：07   鈑戸 （集会所前）               9：13     原（バス停）                    13：02 

  妻木（集会所前）           13：09   前・今在家住宅（前村入口バス停）9：17     蔵岡（バス停）                 13：03 

  安原（バス停）              13：11   佐摩（バス停）                  9：19     前・今在家住宅（前村入口バス停）13：06 

  保田（上りバス停）       13：15   坊領（バス停）                  9：22        役場大山支所                 13：19    

  平田（上りバス停）       13：16   宮内（バス停）                9：23      投票　－                

  上万（上りバス停）       13：17   平（バス停）                     9：25        役場大山支所                   13：49 

  国信（上りバス停）       13：20   神原・上中高（バス停）      9：26     前・今在家住宅（前村入口バス停） 14：02

  福尾（作業所入口交差点） 13：23   中高（バス停）                  9：27        蔵岡（バス停）                14：05 

  上野（国野祐一氏宅東交差点）13：24        平木（バス停）                  9：28        原（バス停）                  14：06 

  役場大山支所               13：26        役場大山支所　　            9：30     畑（バス停）                     14：07 

   投票 －  　　　                 投票 －  　　　　                別所（バス停）                14：08    

  役場大山支所　　         13：56        役場大山支所　　             10：00     　－                

  上野（国野祐一氏宅東交差点）  13：58   平木（バス停）　             10：02                                 

  福尾（作業所入口交差点）  13：59   中高（バス停）                 10：03                                

  国信（下りバス停）         14：02        神原・上中高（バス停）     10：04　   

  上万（下りバス停）         14：05        平（バス停）                  10：05   

  平田（下りバス停）         14：06        宮内（バス停）                 10：07  

  保田（下りバス停）         14：07        坊領（バス停）                       10：08  

  安原（バス停）               14：11        佐摩（バス停）                 10：11  

  妻木（集会所前）            14：13    前・今在家住宅（前村入口バス停）10：13  

  荘田（集会所前）　　　  14：15    鈑戸 ( 集会所前）              10：17   

  長田（旧バス停前）         14：19    種原 ( 集会所前）             10：21                                

  野田（部落花壇前）           14：22    大山（かなお店前）           10：30                                   

                                                           

                


