
津川地域 福祉バス運行時刻表

●清川高原保養センターの休館日は、 保養センター

を経由しません。

●福祉バスへの乗車の際は、 しっかりとシートベル

トを締めましょう。

●土曜 ・ 日曜 ・ 祝日及び年末年始は運休します。

●交通状況及び悪天候等で、 予定時刻より遅れる

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

津川病院～やまぶきの里

～津川商店街～保養センター
運行車両 鹿瀬①

運行日 月 ・ 金曜日

停　留　所 行　き 帰　り

県立津川病院 10:08 13:57

県立病院前バス停 10:09 13:56

渡辺医院 ・ 原町バス停 10:11 13:54

阿賀町役場正面玄関 10:13 13:52

やまぶきの里 10:14 13:50

温泉入口バス停 10:16 13:49

林美容院前 10:16 13:48

上町バス停 10:17 13:48

植木屋前 10:17 13:47

仲町バス停 10:18 13:47

住吉神社前 10:18 13:46

下町バス停 10:19 13:46

麒麟橋バス停 10:20 13:45

清川高原保養センター 10:26 13:40

やまぶきの里～津川病院

～津川商店街～保養センター
運行車両 上川①

運行日 平　日 月・金曜日 火・水・木曜日

停　留　所 行　き 帰　り 帰　り

やまぶきの里 9:25 11:45 13:30

阿賀町役場正面玄関 9:28 11:41 13:26

渡辺医院 ・ 原町バス停 9:31 11:38 13:23

県立津川病院 9:35 11:35 13:20

温泉入口バス停 9:37 11:31 13:16

林美容院前 9:37 11:30 13:15

上町バス停 9:38 11:30 13:15

植木屋前 9:38 11:29 13:14

仲町バス停 9:39 11:29 13:14

住吉神社前 9:39 11:28 13:13

下町バス停 9:40 11:28 13:13

麒麟橋バス停 9:41 11:27 13:12

津 川 駅 9:45 11:25 13:10

清川高原保養センター 9:50 11:20 13:05

田沢 ・ 西 ・ 大牧方面

運行車両 津川②

運行日 火 ・ 金曜日

停　留　所 行　き 帰　り

田 沢 （会館前） 8:37
降
車
の
み

八木山 （会館前） 8:48

倉ノ平 （消防車庫前） 8:53

平 堀 （農村公園前） 9:06 14:03

平 堀 （熊野神社前） 9:07 14:02

やまぶきの里 9:09 14:00

高校前バス停 9:11 13:58

県立津川病院 9:15 13:56

渡辺医院 ・ 原町バス停 9:17 13:53

阿賀町役場正面玄関 9:20 13:51

温泉入口バス停～
　　　麒麟橋バス停 　降車のみ 13:42

赤岩バス停 9:35 13:37

西バス停 9:39 13:33

津川駅前 9:44 13:28

角島バス停 9:45 13:27

大牧バス停 9:49 13:24

京ノ瀬バス停
（旧山の家前） 9:52 13:22

佐藤様宅前交差点 9:55 13:19

清川高原保養センター 10:00 13:15

佐藤様宅前交差点 10:03 13:12

角島バス停 10:04 13:11

麒麟橋バス停～
　温泉入口バス停 10:06 13:02

県立津川病院 10:15 13:00

渡辺医院 ・ 原町バス停 10:18 12:55

阿賀町役場正面玄関 10:20 12:53

やまぶきの里 10:25 12:50

柳新田 ・ 払川 ・ 奥田方面

運行車両 津川①

運行日 木曜日

停　留　所 行　き 帰　り

柳 新 田 9:55 13:03

清川高原保養センター

降
車
の
み

13:00

麒麟橋バス停～
　温泉入口バス停 12:47

県立津川病院 12:45

渡辺医院 ･ 原町バス停 12:43

やまぶきの里 12:40

払 川 10:30 降
車
の
み奥 田 10:39

やまぶきの里

降
車
の
み

14:30

渡辺医院 ･ 原町バス停 14:28

県立津川病院 14:25

温泉入口バス停～
　　　麒麟橋バス停 14:16

清川高原保養センター 14:10

〈福祉バスに関する問い合わせ先〉

・ 阿賀町まちづくり観光課 ☎92－4766

〈病院に関する問い合わせ先〉
・ 県立津川病院　　　☎92－3311

八ツ田 ・ 天満方面

運行車両 津川①

運行日 火 ・ 金曜日

停　留　所 行　き 帰　り

八ツ田バス停 8:50
降
車
の
み

福 取 （林道入口） 8:55

平石バス停 9:03

花 立 （会館前） 9:05 14:10

野 村 （諏訪神社前） 9:08 14:07

天満バス停 9:11 14:04

広 沢 （会館前） 9:14 14:01

常浪バス停 9:14 14:01

平堀バス停 9:15 14:00

新交前バス停 9:16 13:59

下村入口バス停 9:17 13:58

やまぶきの里 9:19 13:56

高校前バス停 9:21 13:54

県立津川病院 9:25 13:51

阿賀町役場正面玄関 9:29 13:47

渡辺医院 ・ 原町バス停 9:31 13:45

温泉入口バス停～
　　　麒麟橋バス停 9:33 13:36

清川高原保養センター 9:45 13:30

やまぶきの里 9:55 13:20

令和４年４月１日改定

※上記のバスは鹿瀬地域発着です

※上記のバスは上川地域発着です

雲和田 ・ 芦沢 ・ 上ノ山方面

運行車両 津川①

運行日 月 ・ 木曜日

停　留　所 行　き 帰　り

雲和田 （会館前） 9:15
降
車
の
み

芦 沢 （地区振興事務所入口） 9:25

上ノ山 （福祉バス停） 9:28

渡辺医院 ・ 原町バス停 9:32 13:33

県立津川病院 9:35 13:30

やまぶきの里 降
車
の
み

13:25

温泉入口バス停～
　　　麒麟橋バス停 13:16

清川高原保養センター 9:50 13:10

上 川 地 域 発 着

鹿 瀬 地 域 発 着


