
坂 城 町 循 環 バ ス （ 上 田 行 き 路 線 ） 路 線 及 び 運 賃 （ 案 ） 

 【路 線】 

 ・町循環バスの、上田市内への乗入れは、午前１便、午後１便とし、午前便は南回り、午後便は北回りを使用する。 

 ・午前便は、７時２５分「ベイシア」発 → 町内循環 → 「信州上田医療センター」９時０５分着 → 上田市内経由町内循環 

 ・午後便は、１５時００分「坂城駅」発 → 「信州上田医療センター」１５時２５分着 → 上田市内経由町内循環 

 【運 賃】 

 ・坂城町内での乗降の運賃  ２００円 

          減額の対象 （15歳以上～65歳未満 200円、中学生・65歳以上・介助者 100円、障害者・小学生以下 無料） 

 ・上田市内での乗降の運賃  ２００円 

          減額の対象 （坂城町内の減額と同様） 

 ・坂城―上田間にまたがる乗降の運賃 ４００円 

          減額の対象 （坂城町内の減額と同様） 

 【運行日】 

 ・上田行き＋町内循環 月～金、町内の循環 土 
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塩 尻 

上田市内バス停 

資料 1 



H24南まわり時刻表（１便） 月～金 H24北まわり時刻表（５便） 月～金
上田便 １便 上田便 5便

ベイシア様前 発 7:25 坂城駅 発 15:00
新地団地入口 7:26 ↓

山金井入口 7:26 塩尻 15:10
オーデオン研究所様前 7:28 下秋和 15:15
金井大口入口 7:29 着 15:25
黄金橋前 7:30 発 15:27
入横尾公民館前 7:32 下秋和 15:37
泉区グランド前 7:34 塩尻 15:42
宮嶋てる子様宅前 7:36 鼠踏切東 15:47

着 7:39 牧阿佐美バレエ団様倉庫前 15:48
発 7:46 高松製作所様前 15:48

憩いの家・本陣様前 7:49 小網公民館前 15:49
夢の湯（着・発） 7:51 村上堂大井クリニック様前 15:51
中之条武市医院様前 7:52 網掛公民館前 15:51
宮本商店様前 7:54 味処「富」様前 15:52
山岸燃料様前 7:55 月見公民館前 15:53
坂城高校前 7:56 上五明生活改善センター前 15:56
南日名茨里 7:59 上五明土地改良区記念碑前 15:57
塩之原集会所前 8:01 JAエーコープびんぐし店様横 15:58
北日名公民館前 8:03 村上小学校前 15:59
北日名梅の木入口 8:04 ふれあいセンター 16:01
滝沢重章様宅前 8:05 島入口宮下輝雄様宅前 16:02
大宮公民館前 8:06 上平久保朊秋様宅前 16:03
こうずけや様前 8:07 若草団地入口 16:04

着 8:08 上山田力石公民館前 16:06
発 8:15 苅屋原笄橋堤防 16:09

こうずけや様前 8:16 役場保健センター前 16:12
紅谷様前 8:17 紅谷様前 16:13
役場保健センター前 8:18 こうずけや様横 16:14
苅屋原笄橋堤防 8:21 着 16:15
上山田力石公民館前 8:24 発 16:22
若草団地入口 8:26 こうずけや様横 16:23
上平久保朊秋様宅前 8:27 大宮公民館前 16:24
島入口宮下輝雄様宅前 8:28 滝沢重章様宅前 16:25
ふれあいセンター 8:29 北日名梅の木入口 16:26
村上小学校前 8:31 北日名公民館前 16:27
JAエーコープびんぐし店様横 8:32 塩之原集会所前 16:29
上五明土地改良区記念碑前 8:33 南日名茨里 16:30
上五明農業生活改善センター前 8:34 旭ヶ丘公民館前 16:31
月見区公民館前 8:37 農協坂城支所入口 16:32
味処「富」様前 8:38 タケハナ洋品様横 16:33
網掛公民館前 8:39 長野銀行前 16:35
村上堂大井クリニック様前 8:39 坂城高校前 16:36
小網公民館前 8:41 山岸燃料様前 16:37
高松製作所様前 8:42 農協南部営農センター国道側 16:38
牧阿佐美バレエ団様倉庫前 8:42 中之条武市医院様前 16:40
鼠踏切東 8:43 夢の湯 16:41
塩尻 8:48 憩いの家・本陣様前 16:43
下秋和 8:53 着 16:46
信州上田医療センター 着 9:03 発 16:53

発 9:05 宮嶋てる子様宅前 16:56
下秋和 9:15 泉区グランド前 16:59
塩尻 9:20 入横尾公民館前 17:01
宮本商店様前 9:25 黄金橋 17:02
山岸燃料様前 9:27 金井大口入口 17:03
御所沢公民館 9:28 オーデオン研究所様前 17:04
坂城高校前 9:30 山金井入口 17:05
長野銀行前 9:31 新地団地入口 17:05
タケハナ洋品店様横 9:33 ベイシア様前 17:06
農協坂城支所入口 9:34 ↓

旭ヶ丘公民館入口 9:35 ↓

南日名茨里 9:36 ↓

南日名公民館前 9:36 ↓

（有）宮原製作所様前 9:37 坂城駅 着 17:16
塩之原集会所前 9:39
北日名公民館前 9:40
北日名梅の木入口 9:41
滝沢重章様宅前 9:42
大宮公民館前 9:43
こうずけや様前 9:44
坂城駅 着 9:45

テクノさかき駅

坂城駅

上田行き循環バス時刻表（月～金運行）

テクノさかき駅

信州上田医療センター

坂城駅


