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天童南駅 1 30 芳賀タウン北六丁目4-1 付近
天童駅前 2 38 49 本町一丁目1-2 付近
天童中部小学校前 東 3 老野森二丁目6-4 付近
天童中部小学校前 西 3 老野森三丁目8-15 付近
久野本水源池 東 4 久野本四丁目10-14 付近
久野本水源池 西 4 久野本一丁目4-31 付近
天童高校 5 山元850 付近
東久野本北 東 6 東久野本三丁目4-30 付近
東久野本北 西 6 東久野本二丁目7-34 付近
天童警察署北 東 7 糠塚三丁目1-15 付近
天童警察署北 西 7 東久野本一丁目6-53 付近
美術館東口 東 8 泉町一丁目7-3 付近
美術館東口 西 8 老野森一丁目14-26 付近
図書館前 9 2 老野森一丁目2-1 付近
福祉センター前 10 1 51 老野森二丁目6-2 付近
久野本水源池北 東 11 久野本三丁目10-33 付近
久野本水源池北 西 11 久野本二丁目2-14 付近
久野本公園口 東 12 久野本三丁目12-10 付近
久野本公園口 西 12 久野本二丁目6-32-1 付近
市営久野本住宅口 東 13 東久野本二丁目16-7 付近
市営久野本住宅口 西 13 久野本三丁目19-26 付近
東北労働金庫前 東 14 東久野本二丁目1-8 付近
東北労働金庫前 西 14 久野本三丁目1-25 付近
天童郵便局北 東 15 東久野本一丁目1-7 付近
天童郵便局北 西 15 久野本四丁目15-15 付近
天童郵便局南 東 16 糠塚一丁目1-7 付近
天童郵便局南 西 16 老野森二丁目15-18 付近
市役所北 東 17 老野森一丁目4-1 付近
市役所北 西 17 老野森二丁目7-25 付近
泉町李田公園前 18 泉町二丁目5-9 付近
篠田病院前 南 19 7 5 鎌田本町二丁目2-14 付近
篠田病院前 北 19 7 5 鎌田一丁目7-1 付近
はな駒荘 20 8 6 鎌田一丁目12-18 付近
わくわくランド 東 21 9 7 鍬ノ町二丁目40 付近
わくわくランド 西 21 9 7 鍬ノ町一丁目2-10 付近
山交天童車庫前 南 22 天童中三丁目6-6 付近
山交天童車庫前 北 22 鍬ノ町一丁目3-22 付近
吉岡病院前 23 5 3 東本町三丁目8 付近
東北電力前 東 24 4 2 東本町三丁目6-41 付近
東北電力前 西 24 4 2 天童中一丁目4-8 付近
天童市役所前 25 3 1 老野森一丁目1-1 付近
東本町 南 26 39 東本町一丁目1-32 付近
東本町 北 26 39 東本町一丁目2-20 付近
本町 東 27 本町二丁目1-27 付近
本町 西 27 本町一丁目3-14 付近
南部小学校北 28 44 駅西二丁目4-18 付近
駅西公園前 東 29 35 45 田鶴町四丁目18-22 付近
駅西公園前 西 29 35 45 駅西四丁目5-21 付近
天童市民病院 30 34 46 駅西五丁目2-1 付近
天童駅西郵便局前 東 31 36 47 駅西二丁目9-12 付近
天童駅西郵便局前 西 31 36 47 駅西三丁目8-5 付近
天童駅西 32 駅西一丁目３ 付近

天童市予約制乗合タクシー（路線乗合型）　停留所一覧

停留所名 方向

停留所番号
設置場所



市スポーツセンター 33 37 48 大字小関1230 付近
温泉南 6 4 鎌田本町二丁目1-38 付近
桜町 東 10 8 桜町8-32 付近
桜町 西 10 8 桜町7-13 付近
上北目公民館口 南 11 9 北目三丁目7-20 付近
上北目公民館口 北 11 9 北目四丁目12-15 付近
ららパーク 東 12 36 南町一丁目7-1 付近
ららパーク 西 12 36 南町二丁目8-14 付近
パナソニック前 東 13 37 松城町1-1 付近
パナソニック前 西 13 37 南町二丁目10-25 付近
東芳賀三丁目 東 14 東芳賀三丁目1-12 付近
東芳賀三丁目 西 14 東芳賀三丁目3-14 付近
東芳賀 東 15 東芳賀二丁目8-36 付近
東芳賀 西 15 東芳賀一丁目2-5 付近
和久井公園前 東 16 長岡北四丁目7-35 付近
和久井公園前 西 16 長岡北三丁目7-5 付近
長岡小学校北 東 17 東長岡三丁目6-14 付近
長岡小学校北 西 17 東長岡二丁目6-13 付近
長岡小学校南 東 18 東長岡三丁目1-1 付近
長岡小学校南 西 18 東長岡二丁目2-16 付近
中里グリーンベルト北 19 中里七丁目1-18 付近
中里グリーンベルト南 20 中里七丁目3-22 付近
創学館高校前 21 清池東二丁目9 付近
中里 東 22 中里五丁目13-39 付近
中里 西 22 中里三丁目2-10 付近
長岡南町 東 23 中里五丁目7-13 付近
長岡南町 西 23 中里二丁目4-16 付近
長岡中町 東 24 中里四丁目1-45 付近
長岡中町 西 24 中里一丁目7-21 付近
東長岡 東 25 東長岡二丁目7-34 付近
東長岡 西 25 東長岡一丁目2-27 付近
長岡北 東 26 長岡北三丁目5-34 付近
長岡北 西 26 長岡北一丁目1-16 付近
県総合運動公園前 27 山王1 付近
芳賀諏訪神社前 南 28 長岡北四丁目1-10 付近
芳賀諏訪神社前 北 28 東芳賀二丁目5-1 付近
陸橋南 南 29 芳賀タウン南六丁目5-23 付近
陸橋南 北 29 芳賀タウン南二丁目13-10 付近
イオンモール天童口 東 31 芳賀タウン北四丁目1-1 付近
イオンモール天童口 西 31 芳賀タウン北四丁目1-1 付近
南小畑公民館南 東 32 南小畑四丁目2-5 付近
南小畑公民館南 西 32 南小畑四丁目2-3 付近
南小畑東公園口 南 33 南小畑四丁目6 付近
南小畑東公園口 北 33 南小畑一丁目6 付近
県総合運動公園北口 10 原町121-1 付近
原町西 11 原町乙25 付近
八幡神社前 12 原町甲上37 付近
奈良沢口 13 原町甲54 付近
ごくらく園前 14 奈良沢乙下48 付近
奈良沢南 15 奈良沢甲10 付近
石倉北 16 干布645-3 付近
石倉公民館前 17 下荻野戸693 付近
荻野戸入口 18 干布279-1 付近
上荻野戸下公民館前 19 上荻野戸29 付近
上荻野戸公民館前 20 上荻野戸111-3 付近
上荻野戸 21 上荻野戸1016-1 付近
荒谷東 22 荒谷1973-102-2 付近
上荒谷公民館前 23 荒谷7825-3 付近
上荒谷 24 荒谷1941-954 付近
八千代台さくら公園 25 荒谷393-164 付近



八千代台いちょう公園 26 荒谷393-57 付近
八千代台団地 南 27 荒谷393-3 付近
八千代台団地 北 27 荒谷393-3 付近
荒谷小学校前 28 荒谷7859-1 付近
荒谷四辻西 29 荒谷1925 付近
荒谷 30 荒谷1918-3 付近
あこがれ前 31 荒谷1973-305 付近
あこがれ口 32 荒谷1941-457 付近
荻の戸四辻 東 33 上荻野戸838-2 付近
荻の戸四辻 西 33 上荻野戸839-6 付近
片羽 34 下荻野戸169 付近
出田原 35 下荻野戸31 付近
升賀 南 38 北目二丁目4-10 付近
升賀 北 38 北目三丁目1-27 付近
北目口 東 39 北目一丁目9-36 付近
北目口 西 39 一日町一丁目4-11 付近
一日町 東 40 一日町二丁目3-21 付近
一日町 西 40 一日町一丁目2-10 付近
五日町 東 41 五日町二丁目2-26 付近
五日町 西 41 五日町一丁目3-10 付近
寒河江街道 東 42 五日町二丁目1-20-3 付近
寒河江街道 西 42 三日町二丁目6-10 付近
青年の家前 東 43 三日町二丁目2-17 付近
青年の家前 西 43 三日町二丁目1-12 付近
本町公民館前 東 50 東本町一丁目3-10 付近
本町公民館前 西 50 本町二丁目3-17 付近
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