
【運行エリア時刻表】　　北会津各町内会　⇒　目的地（予約必要）
※時間は目安です

通過箇所 乗降場所 通学便※ 行き①便 行き②便 行き③便

区分Ａ

真宮新町北 まみや酒店
鈴渕 鈴渕多目的集会施設
田村山 田村山多目的集会施設
出尻 古峰神社
上和泉 集落入口
中和泉 和泉公民館
下和泉 ゴミステーション前
舘 古峯神社
宮ノ下 宮ノ下多目的集会施設
安良田 安良田集会所
石原 石原集落入口
中里 中里公民館
真渡 真渡公民館

真宮新町南 真宮コミュニティセンター
会津チャペル

区分Ｂ

白山 白山公民館

下荒井団地 下荒井団地集会所
白山沼公園駐車場

下荒井 多目的農村広場入口
新鶴線バス停留所前

蟹川 蟹川多目的集会施設
二日町 二日町集会所
中荒井 中荒井多目的集会所
ほたるの森 ゴミステーション前
今和泉 今和泉公会堂
寺堀 寺堀公民館
鷺林 鷺林地区公民館

区分Ｃ

本田 本田多目的集会施設
十二所 十二所集会所
宮袋新田 宮袋新田公民館
宮袋 宮袋多目的集会施設
天満 天満公民館
麻生新田 麻生新田公民館
西麻生 西麻生公民館
東麻生 東麻生公民館
柏原 柏原公民館

下米塚
下米塚多目的集会施設
高橋酒店前
下米塚新田屯所前

水季の里 会津非出資漁業協同組合前
三本松 理容イノマタ前

区分Ｄ

東小松 東小松多目的集会施設
小松 小松多目的集会施設
両堂 両堂公民館
松野 松野公民館
新在家 松田商店前
古麻生 ゴミステーション前
大島 大島公民館
北後庵 北後庵集会所
西後庵 西後庵公民館
金屋 ゴミステーション前
下野 下野公民館
中新田 中新田公民館
上米塚 上米塚部落児童集会所

地域内目的地

北会津保健センター

予約があれば運行

ＪＡ会津よつば北会津
北会津支所
北会津公民館
荒舘小学校
荒舘こどもクラブ
川南小学校
北会津中学校

会津西病院 予約あれば経由はせがわ整形外科クリニック －
－

アピタ会津若松店 －
ヨークベニマル西若松店 －
ヨークベニマル城西町店 －
西若松駅東口 －

北会津ふれあい号　北会津⇒西若松駅　通院・買物・通学　【行き】
【運行日】月曜日～土曜日（祝日は予約のあった便のみ運行）　【運休日】8/14～8/16、12/31～1/3

　※通学便は、通学便 12/1~ 3/31の 学生登校日のみ運行

7:20～7:30 8:10～8:20 9:30～9:40 13:40～13:50

7:30～7:40 8:20～8:30 9:40～9:50 13:50～14:00

7:40～7:50 8:30～8:40 9:50～10:00 14:00～14:10

7:50～8:00 8:40～8:50 10:00～10:10 14:10～14:20

8：00 8：50 10：10
8：50 10：10

COOP BESTAにいでら 9：00 10：20 14：20
9：05 10：25 14：25
9：06 10：26 14：26
9：09 10：29 14：29
9：10 10：30 14：30



【運行エリア時刻表】　　目的地　⇒　北会津各町内会（予約不要） ※時間は目安です
通過箇所 乗降場所 帰り①便 帰り②便 帰り③便

西若松駅東口
ヨークベニマル城西町店
ヨークベニマル西若松店
アピタ会津若松店

会津西病院
はせがわ整形外科クリニック

地域内目的地

北会津保健センター

予約があれば運行

ＪＡ会津よつば北会津
北会津支所
北会津公民館
荒舘小学校
荒舘こどもクラブ
川南小学校
北会津中学校

区分Ｄ

東小松 東小松多目的集会施設
小松 小松多目的集会施設
両堂 両堂公民館
松野 松野公民館
新在家 松田商店前
古麻生 ゴミステーション前
大島 大島公民館
北後庵 北後庵集会所
西後庵 西後庵公民館
金屋 ゴミステーション前
下野 下野公民館
中新田 中新田公民館
上米塚 上米塚部落児童集会所

区分Ｃ

本田 本田多目的集会施設
十二所 十二所集会所
宮袋新田 宮袋新田公民館
宮袋 宮袋多目的集会施設
天満 天満公民館
麻生新田 麻生新田公民館
西麻生 西麻生公民館
東麻生 東麻生公民館
柏原 柏原公民館

下米塚
下米塚多目的集会施設
高橋酒店前
下米塚新田屯所前

水季の里 会津非出資漁業協同組合前
三本松 理容イノマタ前

区分Ｂ

白山 白山公民館

下荒井団地 下荒井団地集会所
白山沼公園駐車場

下荒井 多目的農村広場入口
新鶴線バス停留所前

蟹川 蟹川多目的集会施設
二日町 二日町集会所
中荒井 中荒井多目的集会所
ほたるの森 ゴミステーション前
今和泉 今和泉公会堂
寺堀 寺堀公民館
鷺林 鷺林地区公民館

区分Ａ

真宮新町北 まみや酒店
鈴渕 鈴渕多目的集会施設
田村山 田村山多目的集会施設
出尻 古峰神社
上和泉 集落入口
中和泉 和泉公民館
下和泉 ゴミステーション前
舘 古峯神社
宮ノ下 宮ノ下多目的集会施設
安良田 安良田集会所
石原 石原集落入口
中里 中里公民館
真渡 真渡公民館

真宮新町南 真宮コミュニティセンター
会津チャペル

北会津ふれあい号　西若松駅⇒北会津　通院・買物・通学　【帰り】
【運行日】月曜日～土曜日（祝日は予約のあった便のみ運行）　【運休日】8/14～8/16、12/31～1/3

定時定路
線で順番
に経由

11：10 12：30 16：15
11：11 12：31 16：16
11：14 12：34 16：19
11：15 12：35 16：20

COOP BESTAにいでら 11：20 12：40 16：25
11：30 12：50 16：30
11：30 12：50 16：30

11:30～11:40 12:50～13:00 16:30～16:40

11:40～11:50 13:00～13:10 16:40～16:50

11:50～12:00 13:10～13:20 16:50～17:00

12:00～12:10 13:20～13:30 17:00～17:10


	全集落時刻（行き）
	全集落時刻（帰り）

