
地域区分 乗降箇所　（名称） 種別

老人ホーム百万石矢巾口

老人ホームにぎ和い

老人ホーム鶴亀

シェーンハイムやはば

あさあけの園　（紫波地域障がい者基幹相談支援センター）

髙宮消化器科内科医院

三愛病院附属矢巾クリニック

佐藤歯科医院

やはば産婦人科

堀江医院

むらやま歯科医院

はこざき歯科クリニック

せき内科胃腸クリニック

あいのの皮フ科クリニック

けんたろうこどもクリニック

東日本宇佐美  ４号盛岡矢巾店

水本商店  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三共無線  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昆松  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

源八　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遠野食肉センター

一風亭

ローソン　藤沢店

マルイチ  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ビッグハウス　矢巾店

トヨタカローラ岩手  矢巾店

ダスキン盛岡  ダスキン矢巾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

セブンイレブン　高田店

すノ屋矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サンワミート  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薬王堂　矢巾ＳＣ店

北日本銀行　矢巾支店

カワチ薬品　矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＥＮＥＯＳウイング  Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ盛岡ＴＳ

北矢幅  【北１７】

北郡山  【南１６】

北銀矢巾支店前  【共通４】

幅  【南２２】

徳田保育園前  【南２４】

徳田小学校前  【南２５】

東徳田  【南２３】

常光坊  【南２１】

上土橋  【南２０】

四郎兵衛橋  【南１７】

高田橋  【北１２】

高田コミュニティセンター  【北１３】

乗降場所一覧

東側区域

福祉施設等

病院関係

商業施設

(旧) さわやか号
停留所



高田・島  【北１４】

間野々  【南１８】

下矢次  【北１６】

下白沢  【南２６】

下土橋  【南１９】

下赤林  【北１５】

北郡山公民館

藤沢自治会館

東徳田公民館 （東徳田２区公民館）

西徳田２区公民館

西徳田第１区公民館

上幅集会所

高田コミュニティセンター

間野々公民館

下北公民館

下赤林集落センター

町営柳原住宅

町営前郷住宅

町営巾住宅

町営橋場住宅

町営高田住宅

町営風張住宅

町営大畑住宅

町歴史民俗資料館

徳田郵便局

環境施設組合清掃センター

農業構造改善センター

北高田保育園

徳田保育園

徳田小学校

老人クラブ①（東徳田第11地割内）　　　（東徳田第２区自治会）

老人クラブ②（東徳田第12地割内）　　　（東徳田第２区自治会）

高田ふれあい館（高田公民館 分館）　　（高田第二行政区自治会）

みんなの広場　　　　　　　　　　　　　　　 （高田第１区自治会）

北高田３･４班ゴミ集積所　　　　　　　　  （高田第１区自治会）

ゴミ集積所（間野々11地割30番地内）　（間野々行政区自治会）

ゴミ集積所（間野々15地割37番地内）　（間野々行政区自治会）

ゴミ集積所（間野々19地割7番地内）　　（間野々行政区自治会）

シェーンハイム　北側入口 前【土橋】　　 （土橋自治会）

（旧）佐藤商店前【上土橋】　　　　          （土橋自治会）

赤林バス停（赤林16-37 近く）　　　       （下赤林行政区）

老人ホームなでしこ

グランドホームまごのて矢巾

東側区域 ケアビレッジとくたんの郷

及び 西側区域 鈴木歯科医院

矢巾歯科診療所

（重複部分） 南耳鼻咽喉科クリニック

徳永整形外科

～中心地域～ 染井デンタルクリニツク

成田内科胃腸科医院

岩手医科大学附属病院

やはば眼科

東側区域

(旧) さわやか号
停留所

公民館等

公共施設等

学校施設等

地域乗降場所

福祉施設等

病院関係



むらた歯科

おぼない内科クリニック

エストエストデンタルケア

Ｅ．肌クリニック不来方

流通センター不動産 矢幅駅前店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

薬王堂　矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

矢巾町商工会館  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

矢巾タクシー  矢巾営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

未来屋書店  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二葉屋　矢巾駅前支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田口カーサービスセンター  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中谷地写真館  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三盛石油  ＤＤセルフ矢巾駅前店給油所　　　　　　　　　　　　　　　　　

金子新聞販売  矢巾本社

岩手銀行  矢巾支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

れすとらん文化  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

やまや  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

盛岡信用金庫　矢巾支店

みちのく典礼　矢巾店

東側区域 マックハウス  矢巾ＳＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

及び 西側区域 マックスバリュ 矢巾店  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ホーマック  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（重複部分） ファミリーマート　矢巾中央店

セブンイレブン　岩手医科大学西店

～中心地域～ ショッピングモール アルコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アスティ  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アイ美容室  バンビの森矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＪＡシンセラ  中央葬祭センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

矢幅駅南口  【北１１】

矢幅駅前  【北１０】

矢幅駅口  【共通６】

不来方高校前  【共通７】

上谷地  【共通５】

矢巾二区公民館

矢巾三区公民館

矢巾一区公民館

三谷公民館 （東徳田１区公民館）

町営矢巾住宅

矢幅郵便局

矢巾分署

防災コミュニティセンター

紫波警察署矢巾交番

療育センター・県立盛岡となん支援学校

矢巾東小学校

不来方高等学校

産業技術短期大学校

岩手県消防学校

岩手医科大学矢巾キャンパス

矢巾二区第１号ゴミ集積所（横）　　　 （矢巾二区コミュニティ） 地域乗降場所

西側区域 南矢巾ハートクリニック

及び 東側区域 神の前歯科医院

病院関係

商業施設

商業施設

(旧) さわやか号
停留所

公民館等

公共施設等

学校施設等

病院関係



こずかた診療所 病院関係

矢巾町シルバー人材センター  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

魚広  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ローソン　南矢幅店

ユニバース・サンデー

セブンイレブン　南矢幅店

矢幅駅西口  【南２９】

矢巾町体育館前  【北８】

西側区域 矢巾町営住宅前  【共通９】

及び 東側区域 南矢幅  【北７】

新田公民館前  【北９】

（重複部分） やはば保育園前  【南２８】

さわやかハウス  【共通８】

～中心地域～ 矢巾町公民館

南矢幅公民館

南矢巾第四区公民館

町営森が丘団地 （集会所）

新田公民館

町営三堤住宅

矢巾町役場

矢巾町民総合体育館

矢巾斎苑

さわやかハウス （矢巾町保健福祉交流センター）

矢巾町シルバー人材センター

こずかた保育園

新生会 (第二新生園－太田)

社会福祉法人新生会

志和荘

介護老人保健施設敬愛荘

介護老人福祉施設悠和荘

老人ホームつりがねの郷

ソフィアハウス睦喜

グループホーム太陽荘

流通センタ－歯科診療所

平野歯科クリニック

八木クリニック

南昌病院

煙山歯科医院

みちのく療育園

北日本銀行  流通センター支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福田パン  矢巾店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不動温泉百万石  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東北銀行  流通センター支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勤労者共同福祉センター  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

阿部クリーニング支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ローソン　花矢巾ニュータウン店

ファミリーマート　広宮沢店

ファミリーマート　上矢次店

デイリーヤマザキ　盛岡流通センター店

セブンイレブン　広宮沢店

うちむら家具  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(旧) さわやか号
停留所

商業施設

公民館等

公共施設等

学校施設等

西側区域

福祉施設等

病院関係

商業施設

商業施設



矢巾温泉 （矢巾町国民保養センター）

矢巾営業所（岩手県交通(株)）

和味公民館前  【南２】

龍泉寺前  【南５】

流通センター４丁目  【北２３】

矢巾温泉  【共通３】

矢巾営業所  【北１】

木の宮神社前  【南９】

白沢公民館前  【南１４】

白沢・田屋  【南１５】

南昌病院前  【共通２】

南昌台団地前  【北２】

南昌公民館前  【北３】

堤前  【北１９】

大白沢  【南１】

太田公民館前  【南１１】

赤林  【北２０】

石切商店前  【北６】

誓岸寺前  【南４】

城内  【北５】

上太田  【南１０】

室岡公民館前  【南３１】

耳取  【共通１０】

山王茶屋前  【北４】

三嶋商店前  【南１３】

桜屋  【南３０】

高善前  【南８】

岩清水公民館前  【南６】

岩清水  【南７】

舘前公民館前  【南３】

観音寺前  【北２２】

崖  【北２１】

花やはばニュータウン  【南２７】

下太田  【南１２】

煙山保育園前  【北１８】

パストラルバーデン  【共通１】

和味公民館

流通センター公民館

矢次公民館

町営明堂住宅

白沢集落センター

南矢幅五区公民館

南昌公民館前

大白沢集会所 （和味公民館分館）

城内公民館

上赤林公民館

室岡公民館

桜屋コミュニティセンター

広宮沢1区公民館

広宮沢玉生会館

岩清水コミュニティーセンター

西側区域

事業所等

(旧) さわやか号
停留所

公民館等



舘前公民館

花矢巾公民館

下煙山公民館

煙山自治公民館

南煙山研修センター

第２分団第５部　消防屯所

太田農事交流センター

流通センター内郵便局

不動郵便局

町営キャンプ場

上矢次簡易郵便局

勤労者共同福祉センター 　(矢巾勤労者共同福祉センター)

農村環境改善センター

矢巾北中学校

矢巾中学校

北日本高等専修学校

北川保育園

不動小学校

煙山保育園

煙山小学校

矢巾中央幼稚園・矢巾中央保育園

やはばこども園

ベビーハウスＭｏｉ

ふどうこども園

ニチイキッズやはば駅前保育園

南昌台団地の古いお店前　　　　　　　　　 　　 （南昌コミュニティ）

F集積所（白沢3-35-185）　　　      　　　 　　  （南矢幅第６区自治会）

あんず広場 北側入口（南矢幅14-5-31等）　  （南矢幅第６区自治会）

ゴミ集積所（室岡4地割43番地内）　　　　　　   （和味自治会）

和味13地割65番地内　　　　　　　　　　　　　　    （和味自治会）

橋そばのゴミ集積所(太田17地割38番地内)　 （太田自治会）　①

ゴミ集積所　（太田15地割108番地内）　　　　　（太田自治会）　②

ゴミ集積所 （太田2地割237番地内）　　　　　　 （太田自治会）　③

大田農事交流センター前　　　　　　　　　　　　　 （太田自治会）　④

ゴミ集積所 （太田4地割32番地内）　　　　　　　 （太田自治会）　⑤

ゴミ集積所（太田10地割71番地内 北側）　　 　 （太田自治会）　⑥

ゴミ集積所 （岩清水1地割111番地内 南側）　　（岩清水コミュニティ）

龍泉寺　南側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岩清水コミュニティ）

ゴミ集積所（イワテ中央培養センター 北側）　　 （岩清水コミュニティ）

ゴミ集積所（リカイ食品 前）　　　　　　　　　　　　 （岩清水コミュニティ）

ゴミ集積所（岩清水14地割46番地内 南西側）　（岩清水コミュニティ）

ゴミ集積所（赤林13地割64番地内 西側）　　　　（下赤林行政区）

ゴミ集積所（煙山11地割34番地内）　　　　　　　 （煙山自治会）

ゴミ集積所（白沢3地割4番地内）　　　　　　　     （白沢住民自治会）

石蔵バス停（県交通） 付近　　　　　　　 　　　　　 （白沢住民自治会）

（基点） 矢幅駅　　　【乗継可能箇所】 その他

西側区域

公民館等

公共施設等

学校施設等

学校施設等

地域乗降場所


