
※県総合交通政策課調べによる

1.定時定路線の概況（詳細は別紙1参照）

総  計 許可条項別 地域別

４条 ７９条 その他 村山 最上 置賜 庄内 重複

総    計 243 154 89 0 117 30 33 63 0

246 159 87 0 118 27 33 68 0

乗合バス事業者 105 105 0 0 63 3 7 32 0

105 105 0 0 63 3 7 32 0

山交バス 73 73 0 63 3 7 0

73 73 0 63 3 7 0

庄内交通 32 32 0 32 0

32 32 0 32 0

8 8 0 0 1 0 0 7 0

13 13 0 0 1 0 0 12 0

はながさバス 1 1 0 1 0

1 1 0 1 0

庄内交通 7 7 0 7 0

12 12 0 12 0

市町村営バス 130 41 89 0 53 27 26 24 0

128 41 87 0 54 24 26 24 0

※路線数は、R3.4.1現在の運行系統数

※下段はR2.4.1における運行系統数

2.デマンド交通の概況（詳細は別紙2参照）

市町村

地域運営協議会

商工会

社会福祉協議会

事業者

資料４

運
営
主
体

※デマンド交通導入市町村（本格運行開始年度順）
　H17年度　高畠町、飯豊町
　H18年度　西川町、川西町
　H19年度　舟形町、鮭川村
　H20年度　白鷹町、三川町、庄内町、遊佐町
　H21年度　山形市、鶴岡市
　H22年度　上山市、戸沢村、小国町

H23年度　酒田市、天童市、朝日町
H24年度　寒河江市、大江町
H25年度　村山市、山辺町
H27年度　米沢市、真室川町
H28年度　中山町
R1年度　 東根市
R2年度　 最上町

令和３年度　市町村公共交通の状況

乗合バス事業者
（廃止路線代替運行分）

導入市町村 27市町村（9市16町2村）※

20市町村

2市1町（山形、鶴岡、中山）

1町（遊佐）

1町（飯豊）

1市1町（天童、舟形）



別紙１ 乗合バス事業者運行生活交通路線（山交バス）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

Y01 山交バス 4 山形市役所（六角・荒砥）長井 山形市役所前 荒砥 道の駅川のみなと長井 国県幹線補助

Y02 山交バス 4 山交ビル（荒谷・石倉）天童 山交ビルバスターミナル 荒谷橋・石倉 天童駅前 国県幹線補助

Y03-A 山交バス 4
県立中央病院（表蔵王・
四ツ谷）高松葉山

県立中央病院 表蔵王口・四ツ谷 高松葉山温泉 国県幹線補助（主）

Y03-B 山交バス 4
県立中央病院（表蔵王）
高松葉山

県立中央病院 表蔵王口 高松葉山温泉 国県幹線補助（従）

Y04 山交バス 4
山形（若葉町・南山形）
高松葉山

千歳公園待合所 若葉町・南山形 高松葉山温泉 国県幹線補助

Y05 山交バス 4 寒河江駅前（松川・左沢）宮宿 寒河江駅前 松川・左沢 朝日町役場前 国県幹線補助

Y06 山交バス 4 寒河江駅前～谷地 寒河江駅前 河北病院 ひなの湯・産直センター前
国県幹線補助、
寒河江市、河北町

Y07 山交バス 4 山交ビル～寒河江駅前 山交ビルバスターミナル 寒河江 寒河江駅前 国県幹線補助

Y08 山交バス 4 天童（東根市役所）北町 天童駅前 東根市役所前 北町
国県幹線補助
天童市、東根市、村山市

Y09 山交バス 4
山交ビル（県立中央病院・
高擶）天童温泉

山交ビルバスターミナル 県立中央病院・高擶 わくわくランド 国県幹線補助

Y10-A 山交バス 4 山交ビル（長岡）天童温泉 山交ビルバスターミナル 長岡 わくわくランド 国県幹線補助（従）

Y10-B 山交バス 4 山交ビル（漆山）天童温泉 山交ビルバスターミナル 漆山 わくわくランド 国県幹線補助（主）

Y11 山交バス 4 公立病院（大石田）尾花沢 公立病院 大石田 尾花沢待合所
東根市（県）、村山市（県）
大石田町（県）、尾花沢市（県）

Y12-A 山交バス 4 県立病院～金山 県立病院前 泉田 金山待合所 国県幹線補助（主）

Y12-B 山交バス 4 県立病院（上台中）金山 県立病院前 上台中 金山待合所 国県幹線補助（従）

Y12-C 山交バス 4 県立病院（最上公園）金山 県立病院前 最上公園 金山待合所 国県幹線補助（従）

y01 山交バス 4 米沢（南原）白布温泉 米沢駅前 南原 湯元駅前 米沢市（県）

y02 山交バス 4 米沢（備越）小野川 米沢駅前 備越 駐車場前 米沢市（県）

y03 山交バス 4 米沢（市立病院・六郷）小松 米沢駅前 市立病院・六郷 川西診療所前
米沢市（県）
川西町（県）

山交バス 4 米沢～上郷 米沢駅前 市立病院・上郷 長手 米沢市（県）

y06 山交バス 4 米沢（市立病院）窪田 米沢駅前 市立病院 外の内 米沢市（県）

y07 山交バス 4 米沢（市立病院）糠野目 米沢駅前 市立病院 糠野目学校前 米沢市（県）

y08 山交バス 4 山形～荻の窪 千歳公園待合所 山形駅西口 荻の窪 山形市（県）

y09 山交バス 4 山形～すげさわの丘 千歳公園待合所 山形駅西口 すげさわの丘 山形市（県）

y10 山交バス 4 山形駅西口～みはらしの丘 山形駅西口 若宮 みはらしの丘小学校 山形市（県）

y11 山交バス 4 山交ビル～関沢 山交ビルバスターミナル 新山 関沢 山形市（県）

y12 山交バス 4 山交ビル（桧町・嶋）山形病院 山交ビルバスターミナル 桧町・嶋 山形病院 山形市（県）

y13 山交バス 4 山交ビル（西田・瀬波）山形病院 山交ビルバスターミナル 西田・瀬波 山形病院 山形市（県）

y14 山交バス 4 山交ビル（志村）あけぼの 山交ビルバスターミナル 志村 あけぼの 山形市（県）

y15 山交バス 4 山形市役所（末広町）野草園 山形市役所前 末広町 野草園 山形市（県）

y16 山交バス 4 山形市役所・芸術工科大 山形市役所前 末広町 芸術工科大学前 山形市（県）

y17 山交バス 4 上山～棚木 高松葉山温泉 小倉 棚木公民館前 上山市（県）

y18 山交バス 4 上山～生居 高松葉山温泉 宮脇 上生居 上山市（県）

y19 山交バス 4 上山～菖蒲 高松葉山温泉 宮脇 菖蒲 上山市（県）

y20 山交バス 4 上山～赤山 高松葉山温泉 皆沢 赤山 上山市（県）

y21 山交バス 4 上山～久保手 高松葉山温泉 新丁坂下 久保手 上山市（県）

y22 山交バス 4 山形（飯塚）下原 千歳公園待合所 飯塚 下原
山形市（県）
山辺町（県）

y23 山交バス 4 山形（飯塚）替所 千歳公園待合所 飯塚 さわやか荘前 山形市（県）

y24 山交バス 4 山形市役所（西原）山辺 山形市役所前 西原団地 山辺駅前
山形市（県）
山辺町（県）

y25 山交バス 4 河北病院（稲下）公立病院 河北病院 稲下 公立病院
東根市(県)・村山市(県)
・河北町(県)

y26 山交バス 4 山交ビル～山寺 山交ビルバスターミナル 高原・荒谷橋 芭蕉記念館前
山形市（県）
天童市（県）

y101 山交バス 4 山形～蔵王温泉 山形駅前 表蔵王口 蔵王温泉バスターミナル

y102 山交バス 4 山形市役所～長谷堂南 山形市役所前 若葉町 長谷堂南 山形市（県）

y103 山交バス 4 山形（松栄・柏倉）すげさわの丘 千歳公園待合所 松栄・柏倉 すげさわの丘 山形市（県）

y104 山交バス 4 山交ビル（県庁）唐松観音 山交ビルバスターミナル 県庁 唐松観音 山形市（県）

y105 山交バス 4 山交ビル（県庁）関沢 山交ビルバスターミナル 県庁 関沢 山形市（県）

y106 山交バス 4 山交ビル～唐松観音 山交ビルバスターミナル 水源地 唐松観音 山形市（県）

y107 山交バス 4 山交ビル～新山 山交ビルバスターミナル 水源地 新山釣堀前 山形市（県）



別紙１ 乗合バス事業者運行生活交通路線（山交バス）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

y108 山交バス 4 山交ビル～宝沢 山交ビルバスターミナル 水源地 宝沢 山形市（県）

y109 山交バス 4 山交ビル（水源地）県庁北口 山交ビルバスターミナル 水源地 県庁北口

y110 山交バス 4 山形市役所（末広町）西蔵王 山形市役所前 末広町 神尾 山形市（県）

y111 山交バス 4 大の目（東原）県庁前 青野 東原 県庁前

y112 山交バス 4
山交バス本社前（城西・十日町）
県庁前

山交バス本社前
（清住町）

城西・十日町 県庁前

y113 山交バス 4 山形駅～県庁前 山形駅前 南高前 県庁前

y114 山交バス 4 山形市役所（下椹沢）西原団地 山形市役所前 下椹沢 西原団地 山形市（県）

y115 山交バス 4 県立中央病院（花楯）ヒルズサンピア 県立中央病院 ビッグウイング・花楯 ヒルズサンピア

y116 山交バス 4 山形駅前（松見町）ヒルズサンピア 山形駅前 松見町 ヒルズサンピア

y117 山交バス 4 沼の辺（山形駅）大学病院 沼の辺 山形駅前 東海大山高

y118 山交バス 4 山形駅（鉄砲町）大学病院口 山形駅前 鉄砲町 大学病院口 山形市（県）

y119 山交バス 4 千歳公園（南栄町）大学病院 千歳公園待合所 東海大山高

y120 山交バス 4 県立病院～鳥越 県立病院前 農大入口

y121 山交バス 4 山形駅前（山形道）谷地 山形駅前 ひなの湯・産直センター前

y122 山交バス 4 山形～高松葉山 千歳公園待合所 かみのやま駅前 高松葉山温泉

y123 山交バス 4 山形市役所～高松葉山 山形市役所前 表蔵王口 高松葉山温泉

y124 山交バス 4
山形市役所（山形駅前
・表蔵王）高松葉山

山形市役所前 山形駅前 高松葉山温泉

y125 山交バス 4 県庁前～高松葉山 県庁前 松山 高松葉山温泉

y126 山交バス 4 山形（金谷）高松葉山 千歳公園待合所 金谷 高松葉山温泉

y127 山交バス 4
山形市役所（四ツ谷）
高松葉山

山形市役所前 四ツ谷 高松葉山温泉

y128 山交バス 4 山形（下原）西滝の平 千歳公園待合所 下原 西滝の平
山形市（県）
山辺町（県）

y129 山交バス 4 谷地（寒河江）宮宿 ひなの湯・産直センター前 寒河江 朝日町役場前

y130 山交バス 4 長井（浅立）荒砥 道の駅川のみなと長井 浅立 荒砥駅

y131 山交バス 4
山形市役所（リナワールド）
高松葉山

山形市役所前 リナワールド 高松葉山温泉

y132 山交バス 4 山形駅～県庁北口 山形駅前 南高前 県庁北口

山交バス 4 山形（蔵王温泉）蔵王刈田山頂 山形駅前 蔵王温泉 蔵王刈田山頂 季節運行の系統

系統（73）計 73



別紙１ 乗合バス事業者運行生活交通路線（庄内交通）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

S01-A 庄内交通 4
鶴岡(モール・イオンモール三川・
日本海総合病院)酒田

外内島
エスモール・イオンモール三川・
日本海総合病院・イオン酒田南店

ゆたか1丁目 国県幹線補助（主）

S01-B 庄内交通 4
鶴岡(モール・イオンモール三川・
日本海総合病院)酒田光陵高校前

外内島
エスモール・イオンモール三川・
日本海総合病院・イオン酒田南店

酒田光陵高校前 国県幹線補助（従）

S02 庄内交通 4 鶴岡(ゆぽか)羽黒山頂 エスモール ゆぽか・荒川 羽黒山頂 国県幹線補助

s01 庄内交通 4 鶴岡(ゆぽか)羽黒 エスモール ゆぽか・荒川 羽黒随神門
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s02 庄内交通 4 鶴岡(湯田川)越沢 エスモール 湯田川温泉 越　沢
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s03 庄内交通 4 鶴岡(湯田川)坂の下 エスモール 湯田川温泉 坂の下 鶴岡市（県）

s04 庄内交通 4 鶴岡(稲生)湯田川 エスモール 稲生 湯田川温泉 鶴岡市（県）

s05 庄内交通 4 こころの医療センター(湯田川)越沢 こころの医療センター 湯田川温泉 越　沢
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s06 庄内交通 4 こころの医療センター(湯田川)坂の下 こころの医療センター 湯田川温泉 坂の下 鶴岡市（県）

s07 庄内交通 4 こころの医療センター(稲生)湯田川 こころの医療センター 稲生 湯田川温泉 鶴岡市（県）

s08 庄内交通 4 鶴岡(加茂水族館)湯野浜 エスモール 加茂水族館 湯野浜温泉 鶴岡市（県）

s09 庄内交通 4 鶴岡(善宝寺)湯野浜 エスモール 善宝寺 湯野浜温泉 鶴岡市（県）

s10 庄内交通 4 鶴岡(物産館・加茂水族館)湯野浜 エスモール 物産館・加茂水族館 湯野浜温泉
鶴岡市（県）
H29.04.01新設

s11 庄内交通 4 鶴岡(物産館・善宝寺)湯野浜 エスモール 物産館・善宝寺 湯野浜温泉
鶴岡市（県）
H29.04.01新設

s10 庄内交通 4 鶴岡(物産館・漁港前)温海 エスモール 鶴岡市役所前・物産館・漁港前 温海営業所
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s11 庄内交通 4 鶴岡～中央高校 エスモール 中央高校 鶴岡市（県）

s12 庄内交通 4 酒田(日本海総合病院)湯野浜 ゆたか1丁目 日本海総合病院 湯野浜温泉
鶴岡市（県）、
酒田市（県）

s13 庄内交通 4
酒田光陵高校前(日本海総合病院)
湯野浜

酒田光陵高校前 日本海総合病院 湯野浜温泉
鶴岡市（県）
酒田市（県）

s14 庄内交通 4 鶴岡市内循環①②コース エスモール
荘内病院・協立病院・鶴岡東高
校前

エスモール 鶴岡市（県）

s15 庄内交通 4 鶴岡市内循環③④コース エスモール
荘内病院・協立病院・庄内観光
物産館

エスモール 鶴岡市（県）

s18 庄内交通 4 鶴岡(山添)落合 エスモール 山添・落合 朝日庁舎
鶴岡市（県）
H29.04.01新設

s16 庄内交通 4 十里塚(中町・陸上競技場前)古湊 十里塚 中町・陸上競技場前 古湊 酒田市（県）

s17 庄内交通 4 十里塚(酒田光陵高校前)古湊 十里塚 酒田光陵高校前 古湊 酒田市（県）

s18 庄内交通 4 八重浜(陸上競技場前)古湊 八重浜 中町・陸上競技場前 古湊 酒田市（県）

s20 庄内交通 4 酒田(中牧田)山寺 ゆたか1丁目 中牧田 山寺
酒田市（県）
H31.02.01経路変更

s21 庄内交通 4 酒田光陵高校前(中牧田)山寺 酒田光陵高校前 中牧田 山寺
酒田市（県）
H31.02.01経路変更

s22 庄内交通 4 日本海総合病院(中町)観音寺 日本海総合病院
ｲｵﾝ酒田南店・中町・酒田リハビ
リ病院口・観音寺

八幡総合支所前 酒田市（県）

s23 庄内交通 4 酒田(日本海総合病院)余目 ゆたか1丁目 日本海総合病院 余目駅前
酒田市（県）
庄内町（県）

s101 庄内交通 4 鶴岡～庄内空港 エスモール 鶴岡駅前・鶴岡中央工業団地 庄内空港 H30.10.28経路変更

s102 庄内交通 4 羽黒山頂(荒沢寺)月山八合目 羽黒山頂 荒沢寺 月山八合目

s103 庄内交通 4 鶴岡(新形)庄内観光物産館 エスモール 新形 庄内観光物産館

s104 庄内交通 4 酒田～庄内空港 ゆたか1丁目 大通り商店街 庄内空港

系統（32）計 32



別紙１ 乗合バス事業者運行生活交通路線（廃止路線代替運行分）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

t01 はながさバス 4 銀山線 銀山温泉 尾花沢市内 大石田駅 尾花沢市（県）

系統（1）

s51 庄内交通 4 鶴岡(藤島)清川 エスモール 藤島駅前 清川
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）、庄内町（県）

s57 庄内交通 4 大鳥 エスモール 山添 西大鳥
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s58 庄内交通 4 上田沢 エスモール 山添 上田沢
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s59 庄内交通 4 大網
中央高校・エス
モール

山添 大網局前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、鶴岡市（県）、
H31.04.01一部経路廃止

s60 庄内交通 4 松根 エスモール 山添(勝福寺) 上松根
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s61 庄内交通 4 机 エスモール 小真木 机
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

s62 庄内交通 4 机 エスモール 三中前 机
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
鶴岡市（県）

系統（12）

系統（13）

※（　）は前年の系統数

計 1

計 7

合　計 8



別紙１ 市町村運行生活交通路線（村山）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

101 山形市 4 東部循環線 山形駅前 山形駅前 山形市（県）

102 山形市 4 西部循環線 山形駅前 山形駅前 山形市（県）

103 山形市 4 高瀬線 高沢 東北中央病院 山形駅前
国ﾌｨｰダー補助、
山形市（県）

104 山形市 4 南部線 農業試験場前 吉原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 山形市役所前 山形市（県）

系統（4）

201 寒河江市 4 市内循環バス（北部ルート） 寒河江駅 市民文化会館 寒河江駅
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
寒河江市（県）

202 寒河江市 4 市内循環バス（南部ルート） 寒河江駅 南部地区公民館 寒河江駅
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
寒河江市（県）

系統（2）

301 上山市 79 市内循環線 かみのやま温泉駅前 かみのやま温泉駅前 上山市（県）

系統（1）

401 村山市 4 山の内～(長島)～北村山公立病院線 大鳥居 名取 北村山公立病院 村山市（県）

402 村山市 4 富並～河北病院線 大高根保育園 白鳥 谷地待合所 村山市（県）

403 村山市 4 村山駅～大槇～富並線 村山駅 大槙 大高根保育園 村山市（県）

404 村山市 4 楯岡北町～市役所線 ひばり保育園 村山市役所 村山市（県）

405 村山市 4 白鳥宮下～村山駅（西口）線 宮下公民館 村山駅（西口） 村山市（県）

系統（5）

501 天童市 4 天童･寒河江線 天童南駅 矢野目 寒河江市立病院
天童市（県）
寒河江市（県）

系統（1）

601 東根市 4 休石線 さくらんぼ東根駅 向原・原方 休石 東根市（県）

602 東根市 4 休石線 さくらんぼ東根駅 公立病院 休石 東根市（県）

603 東根市 4 北部循環線 さくらんぼ東根駅 公立病院 さくらんぼ東根駅 東根市（県）

604 東根市 4 河北線 さくらんぼ東根駅 河北病院 さくらんぼ東根駅 東根市（県）

605 東根市 4 向原神町東根線 向原 公立病院 さくらんぼ東根駅
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助
東根市（県）

606 東根市 4 荷口神町東根線 荷口 さくらんぼ東根駅 公立病院 東根市（県）

607 東根市 4 中央循環東根線 さくらんぼ東根駅 公立病院 さくらんぼ東根駅 東根市（県）

系統（7）

701 尾花沢市 4 五十沢線 上五十沢 横内 尾花沢市役所
村山市（県）
尾花沢市（県）

702 尾花沢市 79 南沢線 南沢 野黒沢・寺内 尾花沢市役所 尾花沢市（県）

703 尾花沢市 79 細野線 常盤地区公民館 畑沢・細野・徳良湖 尾花沢待合所 尾花沢市（県）

704 尾花沢市 79 鶴子線 花笠高原荘 延沢 ＪＲ大石田駅 尾花沢市（県）

705 尾花沢市 79 市野々線 岩谷沢 正厳・行沢・丹生・中沢・刈安 尾花沢市役所 尾花沢市（県）

706 尾花沢市 79 毒沢線 毒沢 芦沢・名木沢 尾花沢市役所 尾花沢市（県）

707 尾花沢市 4 原田線 尾花沢市役所 徳良湖・原田 上柳健康増進施設 尾花沢市（県）

708 尾花沢市 4 市内循環線 尾花沢待合所 中央診療所・中町 尾花沢待合所 尾花沢市（県）

709 尾花沢市 4 毒沢線 毒沢 芦沢・名木沢 尾花沢市役所 尾花沢市（県）

系統（10）

801 山辺町 79 東西線 山辺温泉 大塚・要害・根際・山辺 山辺温泉
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
山辺町（県）

802 山辺町 79 南北線 山辺温泉 三河尻・山辺・大寺 山辺温泉
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
山辺町（県）

803 山辺町 79 中作線 畑谷 大蕨・大寺・山辺 山辺温泉 山辺町（県）

系統（3）

901 中山町 79 町内循環線 保健福祉センター 長崎駅 向新田（観音前） 中山町（県）

系統（1）計 1

計 3

計 4

計 1

計 5

計 2

計 1

計 7

計 9



別紙１ 市町村運行生活交通路線（村山）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

1001 河北町 4 北部線 河北町役場 吉田 河北町役場 河北町（県）

1002 河北町 4 西部線 河北町役場 根際 河北町役場 河北町（県）

1003 河北町 4 南部線 河北町役場 溝延 河北町役場 河北町（県）

1004 河北町 4 東部線 河北町役場 荒小屋 河北町役場 河北町（県）

1005 河北町 4 東根線 河北町役場 さくらんぼ東根駅 河北町役場 河北町（県）

系統（5）

1101 西川町 79 岩根沢線 桂林 町立病院 間沢 西川町（県）

1102 西川町 79 本道寺線 月岡 道の駅にしかわ 間沢 西川町（県）

1103 西川町 79 大井沢線 根子 道の駅にしかわ、本道寺 老人センター 西川町（県）

1104 西川町 79 月山志津温泉線 西川ＩＣ 町立病院 姥沢 西川町（県）

1105 西川町 79 小沼線 小沼 町立病院 老人センター 西川町（県）

1106 西川町 79 小山線 小山 町立病院 間沢 西川町（県）

1107 西川町 79 沼山線 南野 町立病院 間沢 西川町（県）

1108 西川町 79 虎屋酒造線 虎屋酒造 町立病院 間沢 西川町（県）

1109 西川町 79 東部デマンド循環線 町立病院 間沢、沼山、吉川、睦合、海味 町立病院 西川町（県）

1110 西川町 79 大井沢・稲沢・左沢線 根子 道の駅にしかわ 左沢高校 西川町（県）

1111 西川町 79 道の駅にしかわ寒河江駅線 道の駅にしかわ 間沢 寒河江駅 西川町（県）・寒河江市（県）

1112 西川町 79 羽前高松駅・県立河北病院線 羽前高松駅 県立谷地高校前 県立河北病院 西川町（県）

系統（12）

1201 朝日町 79 朝日・山形線 太郎公民館 山辺町 北山形駅
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
朝日町（県）

1202 朝日町 79 朝日・寒河江線 寒河江駅前 大谷 朝日町役場前 朝日町（県）

系統（2）

1301 大江町 79 柳川線 柳川温泉 貫見地区、十八才地区、左沢駅 テルメ柏陵 大江町（県）

系統（1）

系統（54）

計 12

※（　）は前年の系統数

計 2

合　計 53

計 1

計 5



別紙１ 市町村運行生活交通路線（最上）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

1501 新庄市 79 県立病院前～土内線 県立病院前 中山、小泉 土内 新庄市（県）

1502 新庄市 79 県立病院前～芦沢線 県立病院前 本宮町 芦沢 新庄市（県）

1503 新庄市 4 まちなか循環北部右回り線 新庄駅前 沖の町、十日町、五日町、若葉町 新庄駅前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
新庄市（県）

1504 新庄市 4 まちなか循環北部左回り線 新庄駅前 若葉町、五日町、十日町、沖の町 新庄駅前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
新庄市（県）

系統（4）

1601 金山町 79 金山有屋線 荒屋中 入有屋 みすぎ荘前 金山町（県）

1602 金山町 79 金山中田線 診療所前 外沢 診療所前 金山町（県）

1603 金山町 79 金山明安線 金山中学校前 安沢 診療所前 金山町（県）

1604 金山町 79 金山東郷線 中央公民館前 蒲沢 診療所前 金山町（県）

1605 金山町 79 金山西郷線(荒屋経由) 中央公民館前 荒屋 中央公民館前 金山町（県）

1606 金山町 79 金山西郷線(飛森経由) 診療所前 飛森 診療所前 金山町（県）

1607 金山町 79 金山西郷線 中央公民館前 春木 診療所前 金山町（県）

1608 金山町 79 金山蒲沢線 診療所前 蒲沢 診療所前 金山町（県）

1609 金山町 79 三枝朴山線 中央公民館前 朴山 中央公民館前 金山町（県）

系統（6）

1701 最上町 79 向町東法田線 最上病院 最上町役場 初ヶ沢 最上町（県）

1702 最上町 79 向町上満沢線 向町小学校 最上病院 上満沢集会所 最上町（県）

1703 最上町 79 向町瀬見線 最上病院 最上町役場 瀬見温泉駅 最上町（県）

系統（3）

1901 真室川町 79 及位線 町立真室川病院 真室川町役場 中ノ股 真室川町（県）

1902 真室川町 79 金山線 町立真室川病院 真室川町役場 金山町役場 真室川町（県）

1903 真室川町 79 東循環線 町立真室川病院 真室川町役場 町立真室川病院 真室川町（県）

1904 真室川町 79 西循環線 町立真室川病院 真室川町役場 町立真室川病院 真室川町（県）

1905 真室川町 79 高坂線 町立真室川病院 真室川町役場 高坂 真室川町（県）

系統（5）

2001 大蔵村 79 土合滝の沢線 土合 滝の沢・平林・沼の台・豊牧 土合 大蔵村

2002 大蔵村 4 肘折温泉新庄線 肘折温泉待合所 清水 県立病院前
大蔵村
国県幹線補助（主）

2003 大蔵村 4 肘折温泉新庄線（温泉川向） 温泉川向 清水 県立病院前
大蔵村
国県幹線補助（従）

系統（3）

2101 鮭川村 4 日下真室川線 鮭川村役場前 豊里駅前
真室川町総合体育
館前

鮭川村（県）

2102 鮭川村 4 大芦沢豊里駅線 大芦沢 旧曲川保育所前 真室川駅前 鮭川村（県）

2103 鮭川村 4 羽根沢・新庄線 羽根沢温泉 日下 県立病院前 鮭川村（県）

系統（3）

系統（24）合　計 27

※（　）は前年の系統数

計 5

計 3

計 3

計 3

計 4

計 9



別紙１ 市町村運行生活交通路線（置賜）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

2301 米沢市 79 万世線 米沢市役所前 米沢駅前 米沢スキー場前 米沢市（県）

2302 米沢市 79 米沢市街地循環線（右回り） 米沢駅前 米沢市役所前 米沢駅前 米沢市（県）

2303 米沢市 79 米沢市街地循環線（左回り） 米沢駅前 米沢市役所前 米沢駅前 米沢市（県）

2304 米沢市 4 米沢市街地循環バス南回り路線 米沢駅前 市立病院 米沢駅前 米沢市（県）

系統（4）

2401 長井市 79 勧進代（白兎）・置賜総合病院線
白兎中ｽｸｰﾙﾊﾞｽのり
ば

長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2402 長井市 79
勧進代（白兎）・置賜総合病院線
12月～3月運行

白兎中ｽｸｰﾙﾊﾞｽのり
ば

長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2403 長井市 79
勧進代（白兎）・置賜総合病院線
12月～3月土曜日運行

白兎中ｽｸｰﾙﾊﾞｽのり
ば

長井駅、道の駅川のみなと長井 ヤマザワ前 長井市（県）

2404 長井市 79 白兎（里巻）・置賜総合病院前 里巻 長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2405 長井市 79 平・置賜総合病院線 平 長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2406 長井市 79 上郷・平山・置賜総合病院線
上郷地区構造改善
センター前

長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2407 長井市 79 九野本・置賜総合病院線 平野小学校前 長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2408 長井市 79
九野本・置賜総合病院線
12月～3月運行

平野小学校前 長井駅、道の駅川のみなと長井 置賜総合病院前
国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2409 長井市 79 置賜総合病院・伊佐沢・中央線 置賜総合病院 長井駅
道の駅川のみなと
長井

国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2410 長井市 79
置賜総合病院・伊佐沢・中央線
下伊佐沢発

下伊佐沢 長井駅、長井工業高校
道の駅川のみなと
長井

国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2411 長井市 79
置賜総合病院・伊佐沢・中央線
下伊佐沢発　短縮運行

下伊佐沢 長井駅
道の駅川のみなと
長井

長井市（県）

2412 長井市 79 置賜総合病院・河井・時庭・中央線 置賜総合病院前 今泉駅、長井駅
道の駅川のみなと
長井

国ﾌｨｰﾀﾞｰ補助、
長井市（県）

2413 長井市 79 置賜総合病院・歌丸・中央線 置賜総合病院前 今泉駅、長井駅
道の駅川のみなと
長井

長井市（県）

系統（13）

2501 南陽市 4 北部地区連絡バス 小滝不動尊前 公立置賜南陽病院 赤湯駅 南陽市（県）

2502 南陽市 4 中川地区バス 元中山公民館 赤湯駅 公立置賜南陽病院 南陽市（県）

2503 南陽市 4 西部地区バス 公立置賜南陽病院 漆山郵便局前 公立置賜総合病院 南陽市（県）

系統（3）

2801 小国町 79 北部線 小国町立病院 焼山 徳網 小国町（県）

2802 小国町 79 南部線 小国町立病院 玉川 飯豊山荘 小国町（県）

2803 小国町 79 東部線 小国町立病院 上大滝 上大石沢 小国町（県）

2804 小国町 79
循環線(西まわり田沢頭経由、西ま
わり宮の台経由、東まわり)

小国町立病院 町中心部 小国町立病院 小国町（県）

系統（4）

2901 白鷹町 79 荒砥・大瀬線 荒砥駅 菖蒲、下山、佐野原 大瀬 白鷹町

2902 白鷹町 79 荒砥・中山線 荒砥駅 十王、滝野、萩野 中山スキー場口 白鷹町

系統（2）

系統（26）

計 4

計 13

※（　）は前年の系統数

計 3

計 4

合　計 26

計 2



別紙１ 市町村運行生活交通路線（庄内）

No. 運 行 者 適用 路  線  名 経    路 備  考

（支援形態等）

起    点 経 由 地 終    点

3101 鶴岡市 79 上川代・小増川線 上川代 十文字・小増川 鶴岡駅 鶴岡市（県）

3102 鶴岡市 79 今野線 川代山 今野橋・松ヶ岡 鶴岡駅 鶴岡市（県）

3103 鶴岡市 79 大鳥線 松ヶ崎公民館 上田沢 朝日保育園前 鶴岡市（県）

3104 鶴岡市 79 田麦俣線 旧田麦俣分校口 大網 朝日庁舎前 鶴岡市（県）

系統（4）

3201 酒田市 79 市内循環A線 中町西 中町 中町西 酒田市（県）

3202 酒田市 79 市内循環B線 中町 中町西 中町 酒田市（県）

3203 酒田市 79 市内循環C線 庄交バスターミナル 日本海総合病院 庄交バスターミナル 酒田市（県）

3204 酒田市 79 市内循環D線 庄交バスターミナル 日本海総合病院 庄交バスターミナル 酒田市（県）

3205 酒田市 79 酒田駅大学線 酒田駅前 中町西・高見台 出羽遊心館・美術館 酒田市（県）

3206 酒田市 79 古湊アイアイひらた線 古湊 栄町・中町・砂越駅前 アイアイひらた 酒田市（県）

3207 酒田市 79 酒田駅飯森山線 出羽遊心館・美術館 中町 酒田駅前 酒田市（県）

3208 酒田市 79 升田やまゆり荘線 升田 上草津 やまゆり荘 酒田市（県）

3209 酒田市 79 青沢やまゆり荘線 青沢 芦沢 やまゆり荘 酒田市（県）

3210 酒田市 79 一條循環線 やまゆり荘 八幡クリニック やまゆり荘 酒田市（県）

3211 酒田市 79 観音寺循環線 やまゆり荘 八幡クリニック やまゆり荘 酒田市（県）

3212 酒田市 4 砂越海ケ沢線 砂越駅前 円能寺 海ケ沢 酒田市（県）

3213 酒田市 4 砂越小林線 砂越駅前 茗ケ沢 小林 酒田市（県）

系統（13）

3301 庄内町 79 立谷沢余目線 北月山荘 中村 庄内町役場 庄内町（県）

3302 庄内町 79 立谷沢余目線 北月山荘 鉢子 庄内町役場 庄内町（県）

3303 庄内町 79 小出新田循環線（月・水・金） 庄内町役場 小出新田 庄内町役場 庄内町（県）

3304 庄内町 79 家根合循環線（月・水・金） 庄内町役場 家根合 庄内町役場 庄内町（県）

3305 庄内町 79 狩川循環線（火・木・土） 庄内町役場 立川総合支所 庄内町役場 庄内町（県）

3306 庄内町 79 平岡循環線（火・木・土） 庄内町役場 平岡 庄内町役場 庄内町（県）

3307 庄内町 79 中心市街地循環線 アピア 庄内町役場 アピア 庄内町（県）

系統（7）

系統（24）

※（　）は前年の系統数

計 7

合　計

計 4

計 13

24



別紙２　デマンド型交通の現況（R3年4月現在） 1/4

山　形　市 米　沢　市 酒　田　市 寒　河　江　市 上　山　市 村　山　市 東　根　市
大郷明治交通サービス運営協議会 市（負担金支出又は事業者委託） 藤島東栄地区デマンド交通運営協議会 温海地域公共交通運営協議会 市（事業者委託） 市（事業者委託） 市（事業者委託） 市（事業者委託） 市（事業者委託）

山交ハイヤー㈱ 米沢地区ハイヤー協議会（㈱吾妻観光ﾀｸｼｰ、㈲今
村ﾀｸｼｰ、辻自動車㈱、米沢酒販売㈱（ﾂﾊﾞﾒﾀｸ
ｼｰ）、米沢ﾀｸｼｰ㈱）

㈱庄交ハイヤー ①関川線…庄内タクシー㈱
②菅野代線…温海温泉観光自動車㈱

一般社団法人山形県ハイヤー協会酒田支部（実際
の運行会社：酒田第一タクシー㈱・酒田合同自動
車㈱・港タクシー㈱・松山観光タクシー㈲）、㈱
観光タクシー

寒河江タクシー㈱
中央タクシー㈱

観光タクシー㈱ ㈱楯岡交通
丸伸建設㈱

（株）東根交通
（株）神町タクシー

運営主体に補助（中山町と按分して負担） 運行主体に負担金支出（実証運行時は委託） 運営主体に補助 運営主体に補助 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託

スマイルグリーン号 山上のりあいタクシー
田沢のりあいタクシー
広幡のりあいタクシー

ふれあい号 温海地域乗合タクシー デマンドタクシー デマンドタクシー（チェリンＧＯ） 予約制乗合タクシー 村山市乗合タクシー デマンド型乗合タクシー（タントのりあい号）

H21. 4. 1～　運行開始（21条許可）
H22. 4. 1～　運行開始（4条許可）
H28.10.24～　中山町へデマンドエリア拡大及び
月曜日も運行日とし、週３日運行に

山上のりあいタクシー
 H26.11. 4～　実証運行（最初の1月無料）
 H27.11. 2～　本格運行
田沢のりあいタクシー
 H28. 4. 1～　実証運行（最初の1月無料）
 H29. 4. 1～　本格運行
広幡のりあいタクシー
 H30. 4. 1～　実証運行（最初の１月無料）
 R2.4.1～　本格運行

H20.10. 1～　実証運行（無料）
H21. 1～　　 本格運行（有料）

R2.10.1～　実証運行（21条許可） H22. 7.20～　実証運行（新堀・広野）
H23.12. 1～　本格運行　　　８地区
H26.10. 1～　運行地区追加　２地区
R2.4.1～　運行路線追加　１地区

H23.11. 1～　実証運行
H24.11. 1～　本格運行

H22. 2. 1～　実証運行（無料）
H22. 2.15～　実証運行（有料）
H23. 2. 1～　本格運行
H30.10. 1～　運行内容を変更（区域追加）

H24.10. 1～　実証運行
H25.10. 1～　本格運行

R1.10～　試行運行（市内泉郷地区）
R2.10～　本格運行（市内泉郷地区）

ジャンボタクシー（10人乗）2台
小型タクシー（5人乗）6台
*借上げ（1社の現有車両）、予約に応じて車両を
決定

ジャンボタクシー車両（9人乗）
小型タクシー車両（4人乗）

小型タクシー1台
*借上げ（1社の現有車両）
*1便当たりの利用者が4名を超えるときは、ジャ
ンボタクシー又は小型タクシーの増車運行をす
る。

小型タクシー車両 小型タクシー車両 普通タクシー車両・ワゴン型タクシー車両（予約
状況によって配置）

小型タクシー3台
満車の時は小型タクシーを増発
*借上げ（1社の現有車両）

普通タクシー車両・ワゴン型タクシー車両（予約
状況によって配置）

普通タクシー車両
（予約状況により台数調整）

中山町
大郷地区・明治地区
病院・市役所等山形市内の指定箇所

山上地区⇔市街地の指定エリア内
田沢地区⇔市街地の指定エリア内
広幡地区⇔市街地の指定エリア内

旧藤島町東栄地区と藤島地区の一部
荘内病院等鶴岡市内の指定箇所

旧温海町内 ①新堀、広野、中平田、東平田、北平田、西荒
瀬、南遊佐、本楯、上田、松山地区⇔市街地拠
点・指定乗降場所
②松山総合支所管内自宅⇔管内指定乗降場所
③松山総合支所管内自宅⇔庄内町指定乗降場所

①幸生地区
②田代地区（田代・留場）
③醍醐・三泉地区（慈恩寺・日和田・箕輪・道
生・雲河原・菊地堂・上河原・入倉）
④谷沢地区（谷沢・米沢・清助新田）
⑤中郷地区（中郷・平塩・金谷）
　⇔市内拠点地（117ヶ所）

西郷地区・中山地区・中川地区の一部（高野・薄
沢・永野・蔵王）
市街地及び地区内の指定施設（公共機関、医療機
関、交通機関、金融機関、商業施設、地区内乗降
場所）

①大倉地域のうち行川・中沢・新山地区
②冨本地域、戸沢地域のうち樽石・長善寺本郷・
稲下日影地区⇔市内及び東根市・河北町内拠点地
（60ヶ所）

市内泉郷地区

毎週月曜日・水曜日・金曜日 日祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
月曜日～土曜日の運行
　7:00～18:40（出発時間）

月曜日～金曜日
　7:00～19:30

①関川線…月～金
②菅野代線…月・水・金

運行　8:00～18:00
　※松山地区-市街地～15:30
　　松山管内～16:00
    松山庄内町線　9:30～14:00
運休　毎週土・日曜日、年末年始12/31・1/1
①新堀、東平田、北平田、南遊佐地区（月曜日、
水曜日、金曜日）
②広野、中平田、西荒瀬、本楯、上田、松山地区
（火曜日、木曜日、金曜日）
③松山支所管内（月曜日～金曜日）
④松山庄内町線（月曜日、水曜日、金曜日）

月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日・8月13
日～16日・12月29日～3日は運休）
　7:30～17:30（出発時間）

夏季(8月13日～16日)及び年末年始(12月29日～1
月3日）を除く毎日
西郷地区・中山地区　8:00～17:00
中川地区　6:30～17:00

月曜日～土曜日
（日曜・祝日、12月29日～1月3日は運休）
　7:30～18:00（出発時間）

毎週火・金曜日
（祝日、12月31日～１月３日は運休日）

往路（中央方面）　9:30
復路（泉郷方面）　11:30　14:00
１日３便

中山町⇒山形市明治・大郷地区経由⇒山形市市街
地
午前２便
山形市市街地⇒山形市明治・大郷地区経由⇒中山
町
午後２便
山形市市街地⇒山形市明治・大郷地区
午後１便
中山町⇒山形市明治地区
午前・午後各１便
山形市明治地区⇒中山町
午前・午後各１便

計１日９便

山上エリア⇔まちなかエリア

（関根方面）

　上り（関根方面→まちなか）午前4便、午後3便

　下り（まちなか→関根方面）午前2便、午後5便

（大沢・大小屋方面）

　上り（大沢・大小屋方面→まちなか）午前1便

　下り（まちなか→大沢・大小屋方面）午後1便

（板谷方面）

　上り（板谷方面→まちなか）午前1便

　下り（まちなか→板谷方面）午後1便

田沢エリア⇔まちなかエリア

　上り（田沢→まちなか）午前4便、午後2便

　下り（まちなか→田沢）午前1便、午後5便

広幡エリア⇔まちなかエリア

　上り（広幡→まちなか）午前4便、午後1便

　下り（まちなか→広幡）午前1便、午後4便

①地区内（東栄地区内、藤島地区内）
②藤島地域内（東栄地区⇔藤島地区）
③鶴岡市街地（東栄・藤島地区⇔鶴岡市街地）
行き（東栄→鶴岡）：午前2便、午後1便
帰り（鶴岡→東栄）：午前1便、午後2便

①関川線
　あつみ温泉方面行き：午前2便、午後1便
　関川行き　　　　　：午前2便、午後1便

②菅野代線
　あつみ温泉方面行き：午前１便
　関川行き　　　　　：午前１便

①各地区（②除く）⇔市街地指定乗降場所
　上り（各地区→指定乗降場所）午前2便、午後2
便
　下り（指定乗降場所→各地区）午前1便、午後3
便
②松山⇔市街地指定乗降場所、松山支所管内
　上り　午前2便、午後1便
　下り　午前1便、午後2便
③松山⇔庄内町指定乗降場所
　上り　午前2便
　下り　午前1便、午後1便

①各地区⇔市内拠点地（共通乗降場）
　午前4便、午後3便

①西郷地区⇔市街地・地区内指定施設
②中山地区⇔市街地・地区内指定施設
③中川地区⇔市街地・地区内指定施設
　午前5便、午後3便　計8便

①各地区⇔市内外拠点地（共通乗降場）
　午前4便、午後4便

１日３便
①往路　9:30
②復路　11:30
③復路　14:00

①中山町・山形市明治・大郷地区の指定箇所
　　⇔山形市内の指定箇所
②中山町⇔山形市明治地区

山上エリア⇔まちなかエリア（区域型）
田沢エリア⇔まちなかエリア（区域型）
広幡エリア⇔まちなかエリア（区域型）

①自宅⇔目的地
②目的地⇔目的地

指定乗降場所⇔指定乗降場所 ①自宅→指定乗降場所
②指定乗降場所→自宅

①各地区内自宅等⇔市内共通乗降場 ①自宅等→市街地・地区内指定施設
②市街地・地区内指定施設→自宅等

①各地区内自宅等⇔市内共通乗降場 ①自宅→市内共通乗降場
②③市内共通乗降場→自宅

利用日の前日19:00まで予約受付 原則利用日の7日前から利用日前日の16時30分ま
で予約受付
上り4便以降と下り全便は利用便の1時間前まで予
約可能（下り最終便は16：30まで）
電話受付時間 9:00～16:30

利用日の1週間前から予約受付
利用日の前日午後5時まで
電話受付時間 8:30～17:00

利用日の前日午後5時まで
電話受付時間 8:00～17:00

運行2時間前まで電話で予約受付
（初便のみ前日17時まで、月曜日1便は前週金曜
日17時まで）
受付時間 7:30～17:00（毎週土・日曜日、
12/31、1/1休み）

前日17時まで（午後便は当日10時まで）予約受付 利用便の1時間前まで予約受付 毎日1便目及び2便目は前日の19時まで、他は利用
便の2時間前まで予約受付

利用日の前日17時まで予約受付。
キャンセルは当日の１時間前まで連絡。
受付は（株）東根交通へ委託。

①成安・明治～経由地 大人300円
②見崎・天神町～経由地 大人200円
③大郷・明治～市街地 大人500円
④中山町⇔明治・大郷地区　200円
⑤中山町⇔経由地　500円
⑥中山町⇔山形市市街地　600円
経由地＝漆山駅周辺、県立中央病院、済生病院、
イオン北店等
市街地＝山形市役所、七日町、山形駅前等
※小学生、障がい者は半額、未就学児は無料

500円
※福祉タクシー券利用可
※障がい者、子供(小学生)、幼児(小学校入学前)
は250円
※大人または子供1人につき、幼児1人まで無料

①地区内 大人300円
②藤島地域内 大人400円
③鶴岡市街地 大人800円
※子供・障がい者及び高校生通学利用は半額
※運賃以外に、１世帯200円/年を負担

200円又は400円
（各路線でA・B・Cのゾーン設定があり、ゾーン
内は200円、その他400円）

①500円（②以外）
②300円（松山支所管内）
※3歳未満幼児は保護者同伴の場合に限り無料
※るんるんバス回数券利用可能
※運転履歴証明書所持者及び障がい者は100円割
引

幸生、田代地区 500円
醍醐・三泉、谷沢、中郷地区 300円
※小学生、障がい者は半額、未就学児は無料

①西郷地区⇔市街地・地区内指定施設 300円
②中山地区⇔市街地・地区内指定施設 510円
③高野・薄沢地区⇔市街地・地区内指定施設 400
円
④永野地区⇔市街地・地区内指定施設 550円
⑤蔵王地区⇔市街地・地区内指定施設 700円
※①②について、旭町・朝日台・弁天・金谷から
の乗降は100円増
※小学生、身体障がい者、知的障がい者、精神障
がい者は半額、未就学児は無料

片道 300円
※中高生は200円、障がい者、小学生は100円、未
就学児は無料

片道
一般料金：500円（未就学無料）
割引料金：300円
（小中学生・高校生・障害者手帳のお持ちの方・
70歳以上の方）

H22 18.3 人/日 11.6 人/日 2.4 人/日 24.6 人/日

H23 20.5 人/日 9.1 人/日 13.5 人/日 14.1 人/日 28.5人／日

H24 19.8 人/日 9.0 人/日 28.9 人/日 16.7 人/日 26.3 人/日 17.7 人/日

H25 18.7 人/日 7.5 人/日 28.6 人/日 19.0 人/日 28.3 人/日 20.1 人/日

H26 17.0 人/日 9.1 人/日 7.5 人/日 30.2 人/日 20.1 人/日 27.9 人/日 17.5 人/日

H27 16.0 人/日 10.0 人/日 6.4 人/日 29.5 人/日 19.5 人/日 24.2 人/日 17.8 人/日

H28 15.7 人/日 7.7 人/日 6.7 人/日 26.7 人/日 22.0 人/日 22.5 人/日 14.2 人/日

H29 15.8 人/日 12.9 人/日 7.2 人/日 27.6 人/日 21.5 人/日 19.0 人/日 14.4 人/日

H30 16.8 人/日 11.2 人/日 7.9 人/日 26.7 人/日 19.6 人/日 23.0 人/日 14.6 人/日

R1 17.3 人/日 10.8 人/日 7.2 人/日 23.6 人/日 17.0 人/日 23.6 人/日 14.7 人/日 2.2人 /日

R2 13.4 人/日 10.6 人/日 5.1 人/日 20.2 人/日 17.4 人/日 18.8 人/日 10.5 人/日 2.1 人/日

H22 1,797 人/年 2,812 人/年 223 人/年 6,117 人/年

H23 2,006 人/年 2,501 人/年 2,661 人/年 1,440 人/年 8,320 人/年

H24 1,940 人/年 2,600 人/年 7,605 人/年 4,450 人/年 7,603 人/年 2,550 人/年

H25 1,835 人/年 2,180 人/年 7,553 人/年 5,655 人/年 8,217 人/年 5,900 人/年

H26 1,679 人/年 887 人/年 2,174 人/年 7,872 人/年 5,960 人/年 8,054 人/年 5,126 人/年

H27 1,564 人/年 2,627 人/年 1,843 人/年 7,860 人/年 5,776 人/年 7,056 人/年 5,226 人/年

H28 1,872 人/年 4,419 人/年 1,932 人/年 6,999 人/年 6,475 人/年 6,526 人/年 4,155 人/年

H29 2,224 人/年 7,308 人/年 2,047 人/年 7,232 人/年 6,355 人/年 5,523 人/年 4,231 人/年

H30 2,365 人/年 8,728 人/年 2,248 人/年 6,891 人/年 5,744 人/年 7,368 人/年 4,270 人/年

R1 2,405 人/年 8,810 人/年 2,014 人/年 6,130 人/年 4,937 人/年 8,416 人/年 4,251 人/年 55 人/年（R1.10～R2.3）

R2 1,948 人/年 8,410 人/年 1,359 人/年 5,241 人/年 4,193 人/年 6,658 人/年 3,086 人/年 158 人/年

（R2）
収入536千円／費用5,072千円＝10.6％

（R2）
収入3,328千円／費用14,452千円＝23.0％

（R2）
収入　655千円／費用3,396千円＝19.3%

（R2）
収入2,568千円／費用19,917千円＝12.9％

（R2）
収入1,238千円／費用11,436千円＝10.8％

（R2）
収入2,045千円／費用12,779千円＝16.0％

（R2）
収入686千円／費用6,500千円＝10.6％

収入47,400円（利用者負担額、委託業者の収入）
／費用399,620円（メーター料金及び事務委託
料）＝11.9％

（県）市町村総合交付金
（市町村）補助金

（県）市町村総合交付金
（市町村）負担金（実証運行は委託料）

（県）市町村総合交付金
（市町村）補助
（地元協議会等負担）
　約600世帯より年200円を徴収、運営協議会経費
や普及啓発等を実施

（市町村）補助 （県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

・地元の小学生がデザインした回数券の発行
（500円券6枚綴りを1800円で販売）
・当該路線を利用したツアーの企画
・体験乗車会　など

地区広報誌での定期的な周知
定期券・回数券の設定
利便性向上のためのダイヤ改正等

・会員登録及び利用の呼びかけ
・高校生通学利用の促進
（高校生通学割引の実施）
・回数券の発行

・会員登録及び利用の呼びかけ 年1回、運行地区の全戸に対して利用パンフレッ
トを配布。

・市報掲載
・医療機関、公共施設にパンフレット設置

・市報掲載 ・運行地域への説明、回覧

料金収入等以外
の経費負担内訳

デマンド型交通
の利用促進に
向けた取組み

利用料金

利用状況／日

利用状況／年

収支比率（R2）

運行内容

利用形態

予約方法

使用車両

運行範囲

運行時間帯

市町村の役割

名称（愛称）

運行経緯

実施市町村名

運営主体

運行主体
（委託先等）

鶴　岡　市



別紙２　デマンド型交通の現況（R3年4月現在） 2/4

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

料金収入等以外
の経費負担内訳

デマンド型交通
の利用促進に
向けた取組み

利用料金

利用状況／日

利用状況／年

収支比率（R2）

運行内容

利用形態

予約方法

使用車両

運行範囲

運行時間帯

市町村の役割

名称（愛称）

運行経緯

実施市町村名

運営主体

運行主体
（委託先等）

天　童　市 山　辺　町 中　山　町 西　川　町 朝　日　町 大　江　町 　最　上　町　 舟　形　町
事業者 町（事業者委託） 大郷明治交通サービス運営協議会 町（運転委託） 町（運転委託） 町（事業者委託） 町（事業者委託） ㈲星川タクシー

天童タクシー㈱
山交ハイヤー㈱
山寺観光タクシー㈱

山辺観光タクシー㈱ 山交ハイヤー㈱ 町（運転委託） 町（運転委託） ㈲朝日タクシー (株)最上町地域振興公社
(有)赤倉観光タクシー

㈲星川タクシー

運行主体に補助 運行主体に運行委託 山形市を通して運営主体に補助 運行主体（事業者に運転委託） 運行主体（事業者に運転委託） 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に補助

天童市予約制乗合タクシー
ＤＯＭＯＳＵ

デマンドバス スマイルグリーン号 ①デマンドバス
②デマンド型乗合タクシー

デマンドタクシーあいのり号 乗り合いタクシー 予約制乗合バス（デマンド型） デマンド型乗合タクシー

H22. 9. 1～　実証運行
H23. 4. 1～　運行内容を変更し実証運行（3路線
廃止し、区域型の導入と1路線の追加）
H28.10.31～運行内容を変更（1路線の廃止、区域
型に1区域追加）
H30 4. 1～　運行内容を変更（３路線の見直し、
区域型に２区域追加）
R2.4.1～　運行内容を変更（３路線の見直しな
ど）

H25.10 1～　運行開始 H28.10.24～　運行開始（延伸） ①H18.4.1～　運行開始
②R2.8.1～　実証運行

H22. 4. 1～　実証運行
H23. 4. 1～　本格運行

H23. 5.30～　実証運行
H24. 5.30～　本格運行

H28.3.1～　実証運行
R02.4.1～　本格運行

H19.4.2～　試験運行開始（2路線）
H19.12.3～　運行方法変更、運行開始（路線統
合、定時定路線型）
H30.4.1～　区域運行型に変更し、運行拡大
R3.4.1～　太折・大平地区運行拡大（路線及び運
行日の拡大）

ジャンボタクシー車両
（予約状況により小型タクシー車両）

ワゴン車両（14人乗）2台
※町所有車両

ジャンボタクシー（10人乗）
予約に応じて小型タクシー（5人乗）

①中型バス
②小型タクシー車両
（予約状況によりジャンボタクシー車両）

ワゴン車両（10人乗）4台
※町所有車両

小型タクシー車両
（予約状況によりジャンボタクシー車両）

町所有車両（14人乗り）1台
小型タクシー車両

小型タクシー4台、ジャンボタクシー1台

市全域
①北部線
②長岡線
③荒谷・干布線
④山口区域及び田麦野区域（区域型）
⑤成生区域及び蔵増区域（区域型）
⑥寺津区域及び高擶区域（区域型）
⑦津山区域及び天童原区域（区域型）

作谷沢地区、中地区、大寺地区の一部（杉下、鬼
ノ目）、相模地区の一部（サイカチ）⇔市街地
（指定拠点32か所）

中山町長崎地区、山形市大郷地区・明治地区
病院・市役所等山形市内の指定箇所

①小沼線、東部デマンド循環線
②小山・入間・沼山・原地区

西部地区、上郷地区、沢内地区、宮宿エリア、和
合地区、北部地区

東エリア、中エリア、西エリア⇔市街地（指定停
留所20箇所）

①東エリア
②前森黒沢エリア（向町エリア含む）
③月楯萱場エリア（向町エリア含む）

①町内全域～舟形駅～県立新庄病院
②町内全域～舟形駅～町内全域
③太折・大平地区～舟形駅～町内全域

月曜日～金曜日
　8:00～17:30

月曜日～土曜日
　8:00～16:30（出発時間）

毎週月曜日・水曜日・金曜日
7:40～17:20

①月曜日～金曜日
　　8:30～16:55
②月曜日～金曜日
　・小山・入間地区
　　[往路]8:30　[復路]11:30
　・沼山地区の一部
　　[往路]9:15　[復路]12:30
　・沼山地区の一部・原地区
　　[往路]9:45　[復路]13:00

月曜日～金曜日
　7:30～17:30

全日運行（ただし1月1日～3日を除く）
　7:00～17:00

月～金（祝祭日除く）平日のみの運行
①東エリア
往路：8時便、9時便
復路：10時便、11時便、13時便
②前森黒沢エリア（向町エリア含む）
往路：8時便、9時便
復路：11時便、12時便、14時便
③月楯萱場エリア（向町エリア含む）
往路：8時便、9時便
復路：12時便、13時便、14時便

①月曜日～金曜日（祝日除く）
　町内全域発～7:45舟形駅着発～新庄病院着
　新庄病院発～11：50舟形駅着発～町内全域
②毎日（日・祝日減便）
　町内全域～ 8：30舟形駅着発～町内全域
　　　　　　11：00
　　　　　　15：30
　　　　　　18：15
③月曜日～土曜日（祝日除く）
　太折・大平地区～9：00舟形駅着発～町内全域
　町内全域～11：45舟形駅着発～太折・大平地区

路線型
　①北部線　午前3便、午後3便
　②長岡線　午前2便、午後2便
　③荒谷・干布線　午前2便、午後2便
区域型
　④山口区域及び田麦野区域
　　　　　　　　　午前3便、午後3便
　⑤成生区域及び蔵増区域
　　　　　　　　　午前3便、午後3便
　⑥寺津区域及び高擶区域
　　　　　　　　　午前3便、午後3便
　⑦津山区域及び天童原区域
　　　　　　　　　午前2便、午後2便

各地区⇔市街地拠点
　上り（各地区→拠点）午前2便、午後1便
　下り（拠点→各地区）午前1便、午後2便

中山町⇒大郷・明治地区⇒山形市街地
　午前２便
山形市街地⇒大郷・明治地区⇒中山町
　午後２便
中山町⇒大郷・明治地区
　午前１便、午後１便
明治・大郷地区⇒中山町
　午前１便、午後１便
山形市街地→大郷・明治地区
　午後１便

①小沼線
　　小沼－老人センター間を運行
　東部デマンド循環線
　　町立病院－町立病院間を運行
②各地区-目的地
（間沢・海味地内の主要施設）間を運行

各地区⇔宮宿エリア
上り（各地区→宮宿）午前2便、午後3便
下り（宮宿→各地区）午前2便、午後3便

①各エリア⇔市街地（左沢地区）指定停留所
　上り(各エリア→左沢)午前3便、午後1便
　下り(左沢→各エリア)午前1便、午後3便

①東エリア
②前森黒沢エリア（向町エリア含む）
③月楯萱場エリア（向町エリア含む）
自宅等⇔向町指定場所
往路各2便　復路各3便

　戸口乗車～県道沿いのバス停/新庄病院降車、
県道沿いのバス停/新庄病院乗車～戸口降車

路線型 停留所⇔停留所
区域型 利用者の自宅⇔目的地

自宅⇔市街地拠点 ①中山町・大郷・明治地区の指定箇所
　　⇔山形市内の指定箇所

①各バス停→各バス停
②自宅→目的地
　目的地→自宅

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地

①各エリア内→指定停留所
②指定停留所→各エリア内

各地区（自宅等）⇔向町指定場所 町内各バス停（経路上）⇔病院

利用日の1週間前から前日までTEL、FAX又はﾒｰﾙで
予約受付
ただし、路線型は午前10時以降の便は出発1時間
前まで受付
受付時間 9:00～18:00（土曜日は休所日）

利用便の1時間前まで電話で予約受付
受付時間 8:00～17:00

利用日の前日19:00まで予約受付 ①朝の便は前日17:00まで、昼と夕方の便は
　当日10:00まで要予約
②同上

利用便の30分前まで予約受付
受付時間 7:00～17:30

利用便の2時間前まで予約受付
※7:00の便は前日19時まで予約
受付時間 7:00～19:00（H25.4.1～ 6:30～
19:00）

基本的に利用日の前日まで予約
当日も、搭乗予定便の30分前まで
予約や変更を受付ている。
電話受付時間9:00～16：00

利用日の1週間前から前日17時まで予約

路線型 200円
　※小中学生、70歳以上、障がい者は100円
区域型 400円
　※小中学生、70歳以上、障がい者は200円

1回 500円（一律）
※未就学児及び運転免許証自主返納者等は無料

①中山町～明治・大郷 大人200円
②中山町～経由地、 大人500円
③中山町～市街地 大人600円
経由地＝漆山駅周辺、県立中央病院、済生病院、
イオン山形北店等
市街地＝山形市役所、七日町、山形駅前等
※小学生、障がい者は半額、未就学児は無料

①大人 200円
　※中学生以下は無料
②大人　300円
　※中学生以下は無料

大人 400円
75才以上及び中学生以下、障がい者は200円、未
就学児は無料
回数券　400円券14枚綴り 4,000円
　　　　200円券14枚綴り 2,000円
※1日乗車券はH28から廃止

200円
※高校生以下、障害者手帳・療育手帳をお持ちの
方は100円、幼児は無料

①大人（70歳以上）　200円
②大人（中学生以上70歳未満）　300円
③子供（小学生）150円
④幼児（就学前）無料
回数券100円券11枚綴り　1,000円
障害者手帳をお持ちの方の減免あり

①1回 500円
②1回 300円（障がい者料金100円）
③1回 300円（障がい者料金100円）

46.3 人/日 52.5 人/日 4.7 人/日

36.7 人/日 62.5 人/日 5.3 人/日 4.3 人/日

32.7 人/日 52.8 人/日 6.4 人/日 4.9 人/日

27.7 人/日 9.2 人/日 51.1 人/日 7.5 人/日 5.5 人/日

23.5 人/日 11.2 人/日 54.2 人/日 6.4 人/日 （↓H28年3月のみのデータ） 6.1 人/日

25.0 人/日 8.7 人/日 （延伸後中山町分のみ） 56.3 人/日 5.8 人/日 0.3 人/日 5.6 人/日

27.6 人/日 7.5 人/日 1.6 人/日 0.1 人/日 54.9 人/日 5.0 人/日 0.9 人/日 6.4 人/日

35.7 人/日 6.5 人/日 5.1 人/日 0.0 人/日 57.0 人/日 6.1 人/日 0.9 人/日 6.3 人/日

44.6 人/日 6.8 人/日 5.4 人/日 0.0 人/日 55.8 人/日 5.4 人/日 0.9 人/日 15.4 人/日

48.7 人/日 6.1 人/日 5.6 人/日 0.2 人/日 53.3 人/日 6.9 人/日 0.9 人/日 15.4 人/日

39.2 人/日 4.9 人/日 4.3 人/日 0.8 人/日 44.7 人/日 8.1 人/日 11.6人/日 13.8 人/日

6,437 人/年 12,867 人/年 1,058 人/年

8,845 人/年 15,071 人/年 1,295 人/年 1,027 人/年

7,888 人/年 12,927 人/年 1,860 人/年 1,171 人/年

6,642 人/年 1,257 人/年 12,512 人/年 2,163 人/年 1,284 人/年

5,664 人/年 3,273 人/年 13,323 人/年 1,865 人/年 （↓H28年3月のみのデータ） 1,462 人/年

6,023 人/年 2,560 人/年 （延伸後中山町分のみ） 13,791 人/年 1,715 人/年 22 人/年 1,318 人/年

6,649 人/年 2,196人/年 106 人/年 16 人/年 13,440 人/年 1,827 人/年 219 人/年 1,457 人/年

8,593 人/年 2,410 人/年 717 人/年 1 人/年 13,976 人/年 2,202 人/年 224 人/年 1,501 人/年

10,710 人/年 1,972 人/年 763 人/年 0 人/年 13,569 人/年 1,956 人/年 212 人/年 5,423 人/年

11,588 人/年 1,757 人/年 776 人/年 4 人/年 12,962 人/年 2,510 人/年 211 人/年 5,511 人/年

9,449 人/年 1,433 人/年 628 人/年 194 人/年 10,914 人/年 2,941 人/年 2,821人/年 4,571 人/年

（R2）
収入1,807千円／費用24,530千円＝7.4％

（R2）
収入680千円／費用5,256千円＝12.9%

（R2）
収入536千円／費用5,072千円＝10.6％

（R2）
収入100千円／費用8,640千円＝1.2％

（R2）
収入1,909千円／費用20,962千円＝9.1％

（R2）
収入364千円／費用6,416千円＝5.7％

（R2）
収入444千円/支出13,687千円＝3.2％

（R2）

収入9,089千円／支出（メーター料金）9,089千円＝100％

（県）市町村総合交付金
（市町村）補助金

（国）ﾌｨｰﾀﾞｰ系補助
（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）負担金

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（国）ﾌｨｰﾀﾞｰ系補助
（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）補助金

※Ｒ元年度途中より、補助金の内容を変更
（メーター料金＊85％）-（利用料金）＝補助金
　⇒メーター料金-利用料金＝補助金

・市報掲載
・市立公民館や分館での説明会
・公共施設にパンフレットを設置
・医療機関、歯科医院へのパンフレット配布や説
明
・アンケート

・町ホームページへの掲載

・新聞折込時刻表への掲載
・当該路線を利用したツアーの企画
・配布用チラシの改定
・沿線施設へのチラシ設置依頼
・免許返納者へのチラシ配布　など

対象地区の全世帯へチラシ配布、広報誌への掲載 ・時刻表の全戸配布
・町ホームページへの記載
・後期高齢者医療証送付時にチラシを同封

・Ｈ29年度、3区域の追加（小見、月ヶ丘、市の
沢）
・R2年度、22区域の追加（小漆川、みなみ、若
原、下北山、諏訪原、美郷、下モ原、山崎、望
山、上北山、梨木原、滝の沢、葛沢、顔好、三合
田、久保、橋上、十八才、月布、貫見、沢口、柳
川）

各地区の公民館活動で広報活動、町報に掲載、チ
ラシの配布、バスに添乗し説明

広報誌で特集、利用の手引きの配布
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H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

料金収入等以外
の経費負担内訳

デマンド型交通
の利用促進に
向けた取組み

利用料金

利用状況／日

利用状況／年

収支比率（R2）

運行内容

利用形態

予約方法

使用車両

運行範囲

運行時間帯

市町村の役割

名称（愛称）

運行経緯

実施市町村名

運営主体

運行主体
（委託先等）

真　室　川　町 鮭　川　村 戸　沢　村 高　畠　町 川　西　町 小　国　町 白　鷹　町 飯　豊　町
町（事業者委託） 村（事業者委託） 村（運転委託） 町（事業者委託） 町（事業者委託） 町（事業者委託） 町（事業者委託） 飯豊町社会福祉協議会

㈱新庄タクシー （株）新庄輸送サービス (有)戸沢観光タクシー 高畠町デマンド交通運転業務共同企業体(みつわ
タクシー、まほろば合同タクシー、羽山観光タク
シー）

町内タクシー会社　3社 ㈱小国タクシー ㈱朝日観光タクシー
㈱白鷹タクシー
白鷹町公共交通有償運送サービス組合（町外延伸
便）

めざみ交通㈱（タクシー事業者）

運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体（事業者に運転委託） 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運営主体に補助

真室川町乗合デマンドタクシー 予約制乗合バス（でんわ予約バス） 予約制（デマンド）バス
（やまなみ号・ぽんぽ号）

デマンドタクシー デマンド型乗合交通 デマンドタクシー デマンドタクシー ほほえみカー

H26.10.1～　実証運行（有料）
H27.10.9～　本格運行（有料）
H31.4.1～　運行範囲拡大
R2.4.1～　運行便数増

H19. 4. 2～　運行開始
H19年度　補助実施（運行支援）
H20. 4. 1～　運行方法変更（運行日設定）
H22. 4. 1～　運行便数増
H25. 4..1～　運行主体変更
H28. 4. 1～　運行便数増

H21. 8. 3～　実証運行（無料）
H21. 9. 1～　実証運行（有料）
H22. 4. 1～　運行開始
※79条登録（市町村有償運送）
H25.4.1～　全線予約制（定時運行廃止）

H17.12. 1～　運行開始
H18年度　補助実施（運行支援）
Ｈ29.10.1～　運行主体変更
Ｈ29.10.1～　運行便数増
Ｈ29.10.1～　運賃改定

H17. 6.13～　実験運行（無料）
H17. 9. 1～　試験運行（有料）
H18. 2. 1～　玉庭、東沢地区運行実験
H18. 4. 1～　本格（全町7地区）運行
H18年度　補助実施（運行支援）
H22. 5. 1～ 7.31　土日運行実験
H23. 4. 1～　フルデマンド化、毎日運行

H21. 6. 1～　金目線実証運行
H22. 4. 1～　金目線本格運行（4条許可）
H22. 6. 1～　足中線・白沼線実証運行（21条許
可）
H23．4．1～　足中線・白沼線本格運行(4条許可)
R2．7．1～　金目線運行エリアの拡大
R2.12. 1～　白沼線　木曜日運転の開始

H20. 8. 1～　実証運行(無料・川西エリアのみ)
H20. 9. 1～　本格運行(有料・川西エリアのみ)
H21. 4. 1～　本格運行(全町域(川西・川東のエ
リア分け有))
H22. 6. 1～　本格運行(全町域(エリア分け無))
H29.6月～7月,H30.1月～2月　土曜運行（試験運
行）
R2.6.1～R2.11.30町外延伸便（白鷹町立病院～置
賜公立病院間試験運行）

H17.11.24～　試験運行
H17.12. 1～　運行開始
H18年度　補助実施（運行支援）
H20. 4. 1～　運賃改定・乗継設定
H21. 4. 1～　乗継設定廃止
H23.12. 1～　Web予約受付開始

小型タクシー車両 ワゴンタイプ車両（14人乗）2台
*事業者が購入

ワゴン車両（15人乗）1台
ワゴン車両（10人乗）1台
※村所有車両、15人乗車両は定時運行でも使用
（H25.3.31まで）
H25.4.1～　全線予約制（定時運行廃止）
H29.7.1～　ワゴン車両（10人乗）2台

ジャンボタクシー（9人乗）3台
*H23年度からタクシー会社の所有
Ｈ29.10.1～　ジャンボタクシー（9人乗）3台更
新

小型タクシー（5人乗り）3台
※1便当たりの乗車数が12名を超えた場合、小型
タクシー又はジャンボタクシーを増車
*借上げ（3社の現有車両）

小型タクシー車両又はジャンボタクシー1～2台
*借上げ（1社の現有車両）

ジャンボタクシー（9人乗）2台
*借上げ（2社の現有車両）

①小型タクシー（5人乗）2台
②ジャンボタクシー（10人乗）2台
*借上げ（1社の現有車両）

町内全域 村内及び新庄市・真室川町（公共施設に限定） ①やまなみロード線
②いきいき百年の里線
※村営バスの朝・夕以外の時間帯を予約制に変更
（H25.3.31まで）
H25.4.1～　全線予約制（定時運行廃止）

町内全域 町内全域 ①金目線
②足中線
③白沼線

全町域（H21.4.1～） 町内及び長井エリア（長井市の一部＋医療機関・
主要駅）

土日祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除
く月曜日～金曜日の平日のみの運行
往路
8：00出発（各自宅～町内主要施設）
9：30出発（各自宅～町内主要施設）
復路
12：00出発（町内主要施設～各自宅）
14：00出発（町内主要施設～各自宅）
16：00出発（町内主要施設～各自宅）

土日祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
月曜日～金曜日の平日のみの運行
①往路（自宅～村外）
　8:30～9:30
②復路（村外～自宅）
　12:30～15:00
③村内
　6:00～17:30

月曜日～土曜日
　6:10～19:50（出発時間）

毎日（年末年始は運休）
　8:00～16:00

毎日
　7:30～17:00

①金目線：月曜日、火曜日、金曜日
②足中線：火曜日
③白沼線：水曜日、木曜日、金曜日

月曜日～金曜日

　8:00～17:00

土曜日（試験運行）

※H29.6月、7月、H30.1月、2月のみ

  8:00～17:00

町外延伸便

月曜日～金曜日

　１便目：行き　町立病院発9:15

　　　　　帰り　公立置賜病院発10:00

  ２便目：行き　町立病院発12:15

　　　　　帰り　公立病院発13:00

月曜日～金曜日(お盆・年末年始・祝日除)
　7:30～17:00

往路は8時及び9時30分に予約のあった自宅を出発
し、復路は予約のあった主要施設（真室川駅、役
場、町立病院等）を12時、14時、16時出発の3便

①村内⇔新庄市（月～金運行）
　午前
　　自宅～新庄市内の公共施設(病院等)
　午後
　　新庄市内の公共施設～村内(自宅)
②村内⇔真室川町（月～金運行）
　午前
　　自宅～真室川町内の公共施設(病院等)
　午後
　　真室川町内の公共施設(病院等)
　　　　　　～村内(自宅)
③村内バス停→村内バス停（月～金運行）

①やまなみロード線
　午前3.5往復、午後4往復
②いきいき百年の里線
　午前4往復、午後4.5往復

町内移動
　午前５便、午後４便

町内移動
　午前5便　午後4便

①金目線
　午前1往復、午後1往復
②足中線
　午前1往復、午後1往復
③白沼線
　午前1往復、午後1往復

白鷹エリア
　午前5便、午後4便

町外延伸便（白鷹町立病院～置賜公立病院間試験
運行）

①まちなか線(まちエリア⇔長井エリア)
＜まちなか発(上り)＞  午前3便・午後2便
＜長井エリア発(下り)＞午前3便・午後5便
②中津川線(中津川エリア⇔まちエリア)
＜中津川発(上り)＞　  午前2便・午後2便
＜まちなか発(下り)＞　午前2便・午後2便
③まちエリア線(まちなか⇔まちなか)
午前8便・午後6便

自宅等⇔目的地 ①自宅→村外目的地
②村外目的地→自宅
③村内バス停→村内バス停

①乗降場所→乗降場所
※乗降は路線のどこでも可

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地

①乗降場所→乗降場所
　町中心部の乗降場所は町営バスのバス停、それ
以外の区間は自由乗降

①自宅⇔目的地
②目的地⇔目的地

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地（長井エリアを除く）
目的地は個人宅可

利用日の1週間前から予約受付
利用日の前日午後3時まで（前日が運休日の場合
は、その直前の運行日）

利用日の1週間前から前日まで予約受付
（初回は会員登録が必要）
電話受付時間 9:00～16:00

利用便の1時間前まで予約受付
（朝の便は前日まで）
※車内等での予約も可

利用便の１時間前まで予約受付
（朝8時便は前日16時まで）
電話受付時間 7:00～16:00

利用日の1週間前から予約受付
利用日の前日午後4時まで

利用便の1時間前まで予約受付
（午前の便は前日17:00まで）

利用日の前日まで（午後1時以降の便について
は、当日の午前9時～11時の間で予約可能）
電話受付時間 9:00～17:00
町外延伸便は前日まで予約必要

利用日の1週間前から予約受付
利用便の30分前まで
電話受付時間 7:30～16:00

乗車1回あたり、500円
（真室川町福祉給付事業実施要綱別表の規定によ
る福祉タクシー券の利用可）

①村外 600円
②村内 200円

※70歳以上は100円割引。身体障害者手帳、療育
手帳、精神保健福祉手帳所持の場合は半額

大人 140円～400円
（村営バスの料金と同じ）
※小学生以下は半額（H26.3.31まで）
H26.4.1～
大人１回：100円（定額）
無料：子ども・中学生・高齢者・障がい者等

１高畠町民
 ①一般（中学生以上） 500円
 ②75歳以上 400円
 ③65歳以上の運転免許証返納者 400円
 ④小学生、障がい者手帳保有者 300円
２高畠町民以外
 ①一般（小学生以上） 500円
３共通
 ①未就学児は無料
 ②回数券（500円券11枚綴り5,000円、400円券11
枚綴り4,000円、300円券11枚綴り3,000円）

一律 500円（定額制）
※町発行、福祉タクシー利用助成券の使用可

大人 100円～520円
（町営バスの料金と同じ）
※高校生以下、70歳以上の者は半額
※未就学児（単独乗車の場合を除く）、障がい者
は無料
※運転経歴証明書提示の場合は、料金免除

大人 500円
※障がい者 250円
※運転免許証自主返納者　300円
※回数券（100円券11枚綴り1冊1,000円）
※未就学児は無料

町外延伸便：片道１，０００円

①町内乗降 400円
②町外乗降 600円
※子供、身障者は半額、乗継割引有

1.6 人/日 23.6 人/日 61.3 人/日 40.7 人/日 8.2 人/日 25.1 人/日 70.2 人/日

3.8 人/日 24.5 人/日 42.5 人/日 30.3 人/日 8.6 人/日 31.6 人/日 70.4 人/日

4.8 人/日 23.4 人/日 41.6 人/日 29.9 人/日 8.9 人/日 31.6 人/日 63.8 人/日

4.7 人/日 26.7 人/日 41.1 人/日 28.3 人/日 7.5 人/日 34.0 人/日 62.0 人/日

0.4 人/日 4.2 人/日 32.7 人/日 40.6 人/日 28.0 人/日 6.0 人/日 35.3 人/日 58.1 人/日

0.3 人/日 4.3 人/日 32.3 人/日 36.0 人/日 26.1 人/日 5.0 人/日 33.2 人/日 54.8 人/日

0.2 人/日 2.4 人/日 33.3 人/日 34.6 人/日 25.5 人/日 4.1 人/日 30.0 人/日 54.2 人/日

0.2 人/日 3.3 人/日 37.7 人/日 42.0 人/日 23.4 人/日 3.6 人/日 27.8 人/日 51.0 人/日

0.2 人/日 3.8 人/日 47.6 人/日 52.2 人/日 23.2 人/日 3.5 人/日 31.0 人/日 49.0 人/日

0.4 人/日 7.9 人/日 40.6 人/日 58.1 人/日 22.6 人/日 3.1 人/日 27.3 人/日 43.5 人/日

0.9 人/日 9.9 人/日 32.1 人/日 48.3 人/日 20.0 人/日 2.9 人/日 22.8 人/日 41.6 人/日

375 人/年 6,939 人/年 14,285 人/年 9,987 人/年 3,221 人/年 6,178 人/年 16,826 人/年

930 人/年 7,123 人/年 11,265 人/年 11,092 人/年 3,590 人/年 7,700 人/年 16,968 人/年

1,162 人/年 6,854 人/年 10,954 人/年 10,938 人/年 3,551 人/年 8,456 人/年 15,306 人/年

1,150 人/年 7,819 人/年 10,832 人/年 10,348 人/年 3,020 人/年 8,663 人/年 14,876 人/年

45 人/年 909 人/年 9,595 人/年 10,756 人/年 10,222 人/年 2,434 人/年 8,108 人/年 13,924 人/年

76 人/年 838 人/年 9,475 人/年 9,459 人/年 9,553 人/年 2,073 人/年 7,611 人/年 13,078 人/年

45 人/年 651 人/年 9,836 人/年 8,930 人/年 9,315 人/年 1,908 人/年 7,285 人/年 12,939 人/年

51 人/年 781 人/年 11,085 人/年 12,985 人/年 8,547 人/年 1,561 人/年 7,252 人/年 12,180 人/年

53 人/年 920 人/年 11,376 人/年 18,808 人/年 8,462 人/年 1,453 人/年 7,560 人/年 11,737 人/年

103 人/年 1,893 人/年 11,734 人/年 20,921 人/年 8,275 人/年 1,373 人/年 6,561 人/年 10,413 人/年

208 人/年 2,427 人/年 9,409 人/年 17,334 人/年 7,355 人/年 1,301 人/年 5,542 人/年 9,929 人/年

（R2）
収入90.0千円/費用743.35千円＝12.1％

（R2）
収入464.2千円／費用18,888千円＝2.45％

(R2)
収入246千円／費用11,905千円＝2.1％

（R2）
収入8,973千円／費用33,802千円＝26.5％

（R2）
収入3,678千円／費用16,510千円＝22.2％

（R2）
収入214千円／費用3,166千円＝6.7％

（R2）
収入2,072千円／費用13,861千円＝14.9％

（R2）
収入4,318千円／費用27,031千円＝16.0％

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（国）ﾌｨｰﾀﾞｰ系補助
（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（国）ﾌｨｰﾀﾞｰ系補助
（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）補助

広報紙掲載、地区回覧 広報、ホームページによる周知。
全戸配布チラシによる周知。

Ｈ29.10.1から予約時間、車両等リニューアルし
運行実施。

町報、ホームページへの記事掲載。
チラシ、ポスターによる周知。

デマンドタクシーの利用に係わる説明会 ・サロンにおける説明会の開催
・運転免許証自主返納者に対するデマンドタク
シー回数券の配布及び割引の実施
・買い物ポイントカードの導入（10回乗車で500
円分の町内企業で使える商品券進呈）
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H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

料金収入等以外
の経費負担内訳

デマンド型交通
の利用促進に
向けた取組み

利用料金

利用状況／日

利用状況／年

収支比率（R2）

運行内容

利用形態

予約方法

使用車両

運行範囲

運行時間帯

市町村の役割

名称（愛称）

運行経緯

実施市町村名

運営主体

運行主体
（委託先等）

三　川　町 庄　内　町 遊　佐　町
町（事業者委託） 町（事業者委託） 遊佐町商工会

庄交ハイヤー㈱ ㈲立川タクシー 酒田第一タクシー㈱
酒田合同自動車㈱

運行主体に運行委託 運行主体に運行委託 運営主体に運営委託

でんでん号 デマンドタクシー デマンドタクシー
79条運行分は「ゆざっとタクシー」

H20.10. 1～　運行開始 H20. 7. 1～　本格運行開始 H19年度　補助実施（導入検討支援）
H20. 4. 1～　実証運行（無料）
H20. 6. 2～　本格運行（有料）

タクシー車両　最大3台
*借上げ（1社の現有社用）

小型タクシー（5人乗）2台
*借上げ（1社の現有車両）

①小型タクシー（5人乗）2台
*借上げ（各社の現有車両）
②ワゴンタイプ車両（10人乗）2台
*町所有車両を貸与

町内全域 ①三ヶ沢狩川線
②出川原狩川線
※旧立川町内のみ運行

町内全域

毎日（8/13~16,12/29~1/4及び祝日は運休)
　9:00～17:00

月曜日～金曜日の平日
　8:00～16:10

月曜日～金曜日
　9:00～15:00

町内移動のみ
　午前3便、午後4便
  (8/13~16,12/29~1/4及び祝日は運休)

①三ヶ沢狩川線
　三ヶ沢地区と狩川駅の間を運行
②出川原狩川線
　出川原地区と狩川駅の間を運行
行き（三ヶ沢・出川原→狩川）
　午前3便、午後1便
帰り（狩川→三ヶ沢・出川原）
　午前3便、午後1便
※定路線型、全区間フリー乗降
　予約した場合のみ運行

町内全域
　午前9時、10時、11時、正午
　午後1時、午後2時、午後3時　（全7便）

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地

①乗降場所→乗降場所
※乗降は路線上のどこでも可

①自宅→目的地
②目的地→自宅
③目的地→目的地

利用日の2週間前から予約受付
利用を希望する便の2時間前まで予約可能
9時と10時の便は前日まで要予約
電話受付時間 8:00～17:00

利用日の1週間前から前日の午後8時まで予約 利用日の2週間前から予約受付
利用便の1時間前まで
電話受付時間 8:30～16:30

大人 300円
※利用登録可能者
　①車や運転免許を持っていない町民
　②満65歳以上の町民
※未就学児は登録者と同乗の場合のみ登録不要で
無料

1回 150円
※回数券（10回分の料金で11回綴り）
※小学生、65歳以上70歳未満の町民は70円
※未就学児、70歳以上の町民、障がい者及びその
介護人、山形県立庄内総合高校の生徒は無料

大人 500円
小学生以下・障がい者 350円
※回数券（500円券11枚綴り1冊5,000円）

9.9 人/日 9.3 人/日 45.4 人/日 計 455.7 人/日 R2

9.4 人/日 11.0 人/日 47.0 人/日 445.1 人/日 最大 48.3 人/日

5.1 人/日 11.1 人/日 43.1 人/日 478.5 人/日 (高畠町)

6.4 人/日 12.0 人/日 47.6 人/日 494.1 人/日 最小 0.8 人/日

6.6 人/日 12.7 人/日 46.2 人/日 501.5 人/日 (西川町)

7.3 人/日 14.0 人/日 42.9 人/日 481.0 人/日

6.5 人/日 14.3 人/日 46.1 人/日 469.8 人/日

6.6 人/日 14.9 人/日 46.5 人/日 492.1 人/日

7.0 人/日 15.5 人/日 43.4 人/日 529.7 人/日

6.3 人/日 15.1 人/日 41.9 人/日 518.1 人/日

5.6 人/日 13.4 人/日 36.3人/日 333.6 人/日

2,374 人/年 2,266 人/年 11,027 人/年 計 102,415 人/年 R2

2,260 人/年 2,656 人/年 11,384 人/年 118,248 人/年 最大 17,334 人/年

1,220 人/年 2,715 人/年 10,534 人/年 123,324 人/年 (高畠町)

1,534 人/年 2,938 人/年 11,569 人/年 127,633 人/年 最小 158 人/年

1,581 人/年 3,012 人/年 11,247 人/年 129,125 人/年 (東根市)

1,722 人/年 3,343 人/年 10,537 人/年 124,983 人/年

1,567 人/年 3,487 人/年 11,304 人/年 123,140 人/年

1,587 人/年 3,614 人/年 11,408 人/年 135,371 人/年

2,349 人/年 3,778 人/年 10,592 人/年 149,095 人/年

2,121 人/年 3,625 人/年 10,299 人/年 149,600 人/年

1,893 人/年 3,261 人/年 8,925人/年 97,475 人/年

（R2）
収入567千円／費用4,756千円＝11.9%

（R2）
収入1.2千円／費用5,423千円＝0.022％

（R2）
収入3,956千円／費用24,759千円＝19.4％

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

（県）市町村総合交付金
（市町村）委託料

年２回、回数券10枚分の料金で回数券14枚を購入
できるお客様感謝キャンペーンを実施。

（国）ﾌｨｰﾀﾞｰ系補助　4町（山辺町、朝日町、川西町、小国町）
（県）市町村総合交付金　27市町村
（市町村）委託料、補助、負担金　27市町村

－

大人の同一市町村内の乗降の場合の最大料金
平均　411円
最小　150円（庄内町）
最大　800円（鶴岡市（旧藤島～鶴岡市街地の場合））

（R2全体）　収入50,611.8千円／費用328,447.97千円＝15.4％
最小　0.022%（庄内町）　　最大　100%（舟形町）

－

－

－

小型タクシー（4～5人乗）
中型タクシー（6人乗）
ジャンボタクシー（9～10人乗）
ワゴンタイプ車両（10～15人乗）

－

毎　　日：上山市、大江町、舟形町、川西町、高畠町、三川町
平日＋土曜日（毎週又は隔週）：
　　　　　米沢市、酒田市の一部、寒河江市、村山市、山辺町、舟形町の一部、戸沢村
平日のみ：鶴岡市の一部、天童市、朝日町、西川町、最上町、舟形町、真室川町、鮭川村、
　　　　　白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町
曜日指定：山形市、鶴岡市の一部、酒田市の一部、東根市、中山町、小国町

委託：20市町村　　負担金又は補助：7市町

－

（本格運行開始年度）
H17年度　高畠町、飯豊町
H18年度　西川町、川西町
H19年度　舟形町、鮭川村
H20年度　白鷹町、三川町、庄内町、遊佐町
H21年度　山形市、鶴岡市

H22年度　上山市、戸沢村、小国町
H23年度　酒田市、天童市、朝日町
H24年度　寒河江市、大江町
H25年度　村山市、山辺町
H27年度　米沢市、真室川町
H28年度　中山町
R1年度　　東根市
R2年度　　最上町

まとめ
市町村（事業者委託 20市町村）、福祉協議会（飯豊町 1町）、事業者（天童市、舟形町　1市1町）、
地元運営協議会（山形市、鶴岡市、中山町　2市１町）、商工会（遊佐町 1町）
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山形市 鶴　岡　市 酒　田　市 西　川　町 金　山　町
－ 不明 － 平成24年1月18日 －

平成24年4月 昭和52年5月 平成17年11月1日 平成24年4月1日 昭和58年4月
小型タクシー マイクロバス（58人乗り） 大型バス（44人、60人乗り）　計2台 マイクロバス（29人乗り） バス（29人乗3台　31人乗1台）等

双葉地区（双葉小学校が西山形小
学校に統合されたことによる通学の
安全確保のため）※令和元年度、２
年度ともに1名のみ利用。

櫛引地域宝谷・たらのき代 八幡地域（升田方面、青沢方面） 志津地区、本道寺地区、大井沢地
区、沼山地区、岩根沢地区、小山地
区

東郷地区・西郷地区・
有屋地区・中田地区

平日1便（7:45）※利用児童が放課
後児童クラブに入所しているため、
下校時の運行はなし。

平日2便　（7:10～15:45）
夏季休業期間　4便

平日各2便（7：27～18：10） 平日12便　（7:20～17:14） 平日26便（6:40～18：18）

基本的に土日祝及び学校休業日は運
行なし。ただし、西山形小学校の学校行
事によっては運行する場合もある。

土日祝日0便 土日祝日0便 土　3便　（7:30～8:20） 土日祝日6便（7：30～17：08）

不要だが、事前に申請が必要 不要 不要 不要 不要
小学生無料（中学生については、通
年の申込をした者が、実費負担のう
え登校時のみ乗車するものとし、年
額20,000円を徴収する。）

１８０円～３２０円　（小中学生半額） 定額制200円（学生以外の利用料
金）

定額制200円
（中学生以下は無料）

大人200円
中高生・70歳以上・障がい者100円
小学生以下無料

通学以外（人） 通学以外（人） 通学以外（人） 通学以外（人）／全体（人） 通学以外（人）／全体（人）
H24 203人 53人 9,692人／51,464人
H25 196人 51人 8,629人／50,054人
H26 216人 46人 7,932人／48,005人
H27 227人 262人 1,609人／27,580人 7,536人／44,365人
H28 155人 93人 1,394人／22,417人 6,100人／45,705人
H29 107人 35人 1,325人／23,446人 8,509人／44,353人
H30 105人 47人 1,136人／19,333人 8,250人／39,932人
R1 0人 18人 1,275人／19,257人 7,242人／35,413人
R2 1人 0人 1,033人／22,615人 6,170人／32,421人

一般会計 一般財源（教育費） 一般会計 （県）市町村総合交付金、地方債等 （県）市町村総合交付金、一般財源

大　蔵　村 白　鷹　町 庄　内　町 遊　佐　町 まとめ
－ － － 平成25年11月1日

平成18年 4月 1日 平成21年4月1日 平成18年2月27日 平成25年11月1日
マイクロバス（29人乗り） 中型バス　（45名乗り） 中型バス（57人乗り）1台

中型バス（45人乗り）1台
大型バス（60人乗り）
中型バス（45人乗り）
マイクロバス（29人乗り）等

熊高、通り、白須賀、上竹野、比良
稲沢、藤田沢、桂、作之巻、大坪、
塩、柳渕、肘折、金山、豊牧、滝の
沢、沼の台、赤松、烏川、升玉地区

中山地区、大瀬地区 立川地域
①瀬場～立川総合支所
②立谷沢公民館～立川総合支所

遊佐町内の全６地区

平日3便　（7時便～16時便） 平日・土5便
【荒砥・中山線3便、荒砥・大瀬線2
便】
（時間帯7:15～19:20）

平日　2便　※2路線で1便ずつ
①7:15～7:58、②7:20～7:48

平日33便　（7:20～19:03）

土日祝日　0便 ※日曜・祝祭日、年末年始（12/29～
1/3）並びに4/1から10/31までの間
の土曜日は全便運休｡

土日祝日　0便
※町営バス車両で運行

土　16便　（7:20～12:38）

不要 不要 不要 不要 不要
無料 定額制200円

小学生、障がい者は100円
未就学児無料

無料 無料 （学生以外の一般料金）
無料　　　　　 大蔵村、遊佐町、庄内町
有料（定額）　酒田市、西川町、金山町、白鷹
町
有料（従量）　鶴岡市

通学以外（人） 通学以外（人）／全体（人） 通学以外（人） 通学以外（人）／全体（人） 通学以外の利用者数（人）
H24 2,407人 907人／30,666人 730人 24,166人
H25 2,299人 907人／27,468人 941人 4,272人／46,138人 28,352人
H26 1,833人 809人／27,294人 777人 8,659人／133,912人 31,290人
H27 1,592人 707人／27,605人 523人 5,574人／120,053人 28,116人
H28 1,611人 661人／27,328人 480人 6,033人／13,347人 28,634人
H29 1,704人 552人／25,086人 140人 3,882人／102,825人 28,295人
H30 1,519人 514人／24,286人 98人 5,036人／97,606人 22,908人
R1 1,061人 434人／23,990人 411人 3,925人／94,512人 14,366人
R2 　796人 417人／22,552人 243人 2,682人／100,322人 11,342人

一般財源 一般財源 一般財源 町予算

使用車両

実験運行開始
本格運行開始
使用車両

運行範囲

運行内容

予約の要否
利用料金

利用者数（年）

運行経費等の財

実験運行開始
本格運行開始

運行経費等の財

運行範囲

運行内容 平日のみ　　   5市町村　（山形市、
鶴岡市、酒田市、大蔵村、庄内町）
平日＋土曜　　3市町　   （西川町、
白鷹町、遊佐町）
毎日　　　　　　 1市町　   （金山町）

予約の要否
利用料金

利用者数（年）


