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議題２付属資料 

 

１－(1) まちなか循環バス「あべっ車
しゃ

」 事業 － 

運行区間 

 村上営業所を起終点に、医療機関、教育施設、行政機関、観光施設など 

を運行する。 

【主な停留所】 

■小回り循環（時計回り） 

村上営業所～中央図書館前～安良町～村上小町郵便局前～南町～ 

村上高校前～村上営業所 

■大回り循環（反時計回り） 

村上営業所～村上警察署前～村上税務署前～新町～片町～イヨボヤ 

会館～村上保健所前～村上総合病院～村上駅前 

運行曜日 

月曜日～土曜日（日曜日、祝祭日、12/29～1/3、7/7は運休） 

※屏風まつり（9/15～10/15）と人形さま巡り（3/1～4/3）期間中は日曜祝 

祭日も運行 

運行便数 １日 10便（小回り循環５便、大回り循環～小回り循環５便） 

運行時刻 

■小回り循環 

１便（8:18～8:40）、２便（11:18～11:40）、３便（14:18～14:40） 

４便（15:18～15:40）、５便（16:18～16:40） 

■大回り循環 

１便（8:50～9:45）、２便（9:50～10:45）、３便（11:50～12:45） 

４便（12:50～13:45）、５便（16:50～17:45） 

運賃 

■１回乗車 100 円（小学生及び障がい者 50円） 

■一日乗り放題券の発行：１人１枚で 300 円 

■回数乗車券の発行：12枚綴り 1,000円 

■キャッシュレス決裁導入の検討 

運行事業者 新潟交通観光バス株式会社 
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１－(2) せなみ巡回バス 事業 － 

運行区間 

①村上営業所⇒②村上駅前⇒③肴町⇒④大欠⇒⑤中等教育学校前⇒⑥瀬波 

地域コミュニティセンター前⇒⑦はまなす病院前⇒⑧瀬波病院⇒⑨瀬波温泉

前⇒⑩瀬波温泉なぎさ通り⇒⑪あかまつ荘前⇒⑫松浪町⇒⑬瀬波中町⇒ 

⑭瀬波上町⇒⑮瀬波地域コミュニティセンター前⇒⑯中等教育学校前⇒ 

⑰緑町⇒⑱村上総合病院前⇒⑲緑町⇒⑳大欠⇒㉑肴町⇒㉒旧病院前⇒②村上

駅前⇒①村上営業所 

運行曜日 月曜日～土曜日（日曜日、祝祭日、12/29～1/3、9/3～9/5 は運休） 

運行便数 １日４便 

運行時刻 
１便（8:08～8:45）、２便（9:48～10:25）、 

３便（12:10～12:47）、４便（16:08～16:45） 

運賃 

■１回乗車 100 円（小学生及び障がい者 50円） 

■一日乗り放題券の発行：１人１枚で 300 円 

■回数乗車券の発行：12枚綴り 1,000円 

■キャッシュレス決裁導入の検討 

フリー乗降 

区間 

⑨瀬波温泉前～⑫松浪町の区間でフリー乗降を実施 

ただし、交通安全を考慮し静雲荘付近から村上浄化センター付近までの 

約 1.5km の区間での運用とする。 

運行事業者 新潟交通観光バス株式会社 
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１－(1)、１－(2) 一日乗り放題券の概要 事業 － 

実施系統 まちなか循環バス「あべっ車」及びせなみ巡回バス 

利用対象 地域住民及び来訪者 

実施期間 令和４年４月１日（金）から令和５年３月 31 日（金）まで 

運賃 

■一日乗り放題乗車券とし、金額は 300円とする 

■小人（小学生）運賃は設定しない。また、障がい者割引についても設定 

しない 

販売場所 

■新潟交通観光バス株式会社村上営業所 

■村上市観光協会村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」 

■村上市商工会議所 

■瀬波温泉観光案内センター 

■村上市役所企画戦略課 

■まちなか循環バス及びせなみ巡回バスの車内 

発行者 村上市地域公共交通活性化協議会 

その他 乗車券の有効期限は実施期間内とし、期限を経過したものは無効とする 

 

 

 

１－(1)、１－(2) 回数乗車券の概要 事業 － 

実施系統 まちなか循環バス「あべっ車」及びせなみ巡回バス 

利用対象 地域住民及び来訪者 

実施期間 令和４年４月１日（金）から令和５年３月 31 日（金）まで 

運賃 12 回分の回数乗車券とし、金額は 1,000円とする  

販売場所 

■新潟交通観光バス株式会社村上営業所 

■村上市観光協会村上駅前観光案内所「むらかみ旅なび館」 

■村上市商工会議所 

■瀬波温泉観光案内センター 

■村上市役所企画戦略課 

■イオン村上東店 

■まちなか循環バス及びせなみ巡回バスの車内 

発行者 村上市地域公共交通活性化協議会 

その他 
乗車券の販売は実施期間内とし、期限を経過した場合でも一定期間は有効と

する 
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１－(3) 寒川～府屋中町線 事業 ４－１ 

運行区間 寒川から府屋中町までの海岸線を運行 

運行曜日 月曜日～金曜日（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日４便 

運行時刻 寒川発（9:00、13:05）、府屋中町発（12:40、16:00） 

運賃 乗車距離に応じた運賃 

運行事業者 新潟交通観光バス株式会社 

 

１－(4) 村上営業所～村上駅前～寒川線 事業 － 

運行区間 村上営業所から寒川までの海岸部を運行 

運行曜日 月曜日～金曜日（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日４便 

運行時刻 村上営業所発（12:00、16:00）、寒川発（7:17、13:06） 

運賃 乗車距離に応じた運賃 

運行事業者 新潟交通観光バス株式会社 

 

１－(5) 村上営業所～猿沢～北中線 事業 － 

運行区間 村上営業所から北中までを運行 

運行曜日 毎日運行（ただし、年末年始は特別ダイヤにて運行予定） 

運行便数 １日８便 

運行時刻 
村上営業所発（10:06、13:03、16:03、17:25）、 

北中発（7:15、11:16、14:13、17:03） 

運賃 乗車距離に応じた運賃 

運行事業者 新潟交通観光バス株式会社 
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２－(1) 荒川・神林地区のりあいタクシー 事業 ２－１ 

運行区域 荒川地区全域及び神林地区全域から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日８便（行き４便、帰り４便） 

運行時刻 

行きの便 

 

帰りの便 

 

１便（ 7:00～ 8:00）、２便（ 8:30～ 9:30） 

３便（ 9:45～10:45）、４便（13:30～14:30） 

１便（11:00～12:00）、２便（12:15～13:15） 

３便（14:45～15:45）、４便（16:30～17:30） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km未満：100 円、  3km未満：200円、  4km 未満：300 円、 

 5km未満：400 円、  6km未満：500円、 11km 未満：600 円、 

16km未満：900 円、  16km以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 

①荒川地区 

医療：県立坂町病院及び病院前３調剤薬局、荒川中央クリニック、 

佐野医院、上田眼科、胎内市鈴木医院 

交通：坂町駅 

金融：坂町駅周辺金融機関、金屋郵便局 

公共：荒川支所、地区公民館 

買物：荒川ショッピングセンターアコス（水・金曜日限定） 

原信荒川店（火・木曜日限定） 

②神林地区 

医療：澤田医院、鈴木医院 

交通：岩船町駅、平林駅東口 

金融：神林郵便局、平林郵便局、塩谷郵便局、ＪＡかみはやし  

公共：神林支所 

利用方法 ①全便予約制、②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：のりあいタクシー予約受付センター 

②利用する日の１週間前から前日（平日）までに電話予約する。 

③帰りの便の変更は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば 

便の変更及び乗降場所の変更対応可能 

運行事業者 藤観光タクシー株式会社 

 

【補足】 

 坂町タクシー株式会社については、令和４年２月28日に事業停止となりました。同社が運

行する荒川・神林地区のりあいタクシー運送事業を廃止し、令和４年度から藤観光タクシー

株式会社１社での運行となります。  
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２－(2) 神林地区通院対応のりあいタクシー 事業 ２－１ 

運行区域 神林地区から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:30 村上総合病院発） 

２便（13:00 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km未満：100 円、  3km未満：200円、  4km 未満：300 円、 

 5km未満：400 円、  6km未満：500円、 11km 未満：600 円、 

16km未満：900 円、  16km以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 

医療：村上総合病院 

交通：村上駅 

買物：原信村上インター店（火曜・木曜限定、帰りの便のみ利用可能） 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 岩船タクシー株式会社 
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２－(3) 村上地区通院対応のりあいタクシー（瀬波） 事業 ２－１ 

運行区域 村上地区（瀬波）から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:45 村上総合病院発） 

２便（13:15 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km未満：100 円、  3km未満：200円、  4km 未満：300 円、 

 5km未満：400 円、  6km未満：500円、 11km 未満：600 円、 

16km未満：900 円、  16km以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 
医療：村上総合病院、村上記念病院、羽鳥医院 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社はまなす観光タクシー 

 

  



令和４年度 事業計画（案）について 

8 

 

２－(3) 村上地区通院対応のりあいタクシー（山辺里） 事業 ２－１ 

運行区域 村上地区（山辺里）から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（11:45 村上総合病院発） 

２便（13:15 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km未満：100 円、  3km未満：200円、  4km 未満：300 円、 

 5km未満：400 円、  6km未満：500円、 11km 未満：600 円、 

16km未満：900 円、 16km以上：1,200 円 

※小学生、中学生、高校生及び障がい者は、上記金額の半額 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 

医療：村上総合病院、羽鳥医院、おたべ医院、さくら内科クリニック、 

たかはし整形外科クリニック、むらかみ松岡眼科、おばた耳鼻科、 

たなか皮ふ科クリニック、 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社はまなす観光タクシー 

 

  



令和４年度 事業計画（案）について 

9 

 

２－(4) 朝日地区通院対応のりあいタクシー 事業 ２－１ 

運行区域 朝日地区から乗降場所間 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日３便（行き１便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

帰りの便 

 

１便（ 9:00 村上総合病院着） 

１便（12:00 村上総合病院発） 

２便（13:30 村上総合病院発） 

運賃 

自宅（集落）から乗降場所間の距離に応じて設定 

 2km未満：100 円、  3km未満：200円、  4km 未満：300 円、 

 5km未満：400 円、  6km未満：500円、 11km 未満：600 円、 

16km未満：900 円、 16km以上：1,200 円 

※小学生及び障がい者は、上記金額の半額 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 

医療：村上総合病院、おたべ医院、さくら内科クリニック、 

たかはし整形外科クリニック、むらかみ松岡眼科、おばた耳鼻科、 

たなか皮ふ科クリニック、 

交通：村上駅 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

③帰りの便は、利用したい便の出発時刻の１時間前までであれば予約可能 

運行事業者 株式会社瀬波タクシー 
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２－(5) 岩船・松喜和地区のりあいタクシー 事業 － 

運行区域 岩船町駅から岩船地区全域及び松喜和地区 

運行曜日 土・日曜日、祝祭日のみ運行（12/29～1/3 は運休） 

運行時刻 

岩船町駅電車到着時刻に合わせ運行 

【上り】18:55、19:53、20:59 

【下り】18:32、19:09、20:02、20:59 

運賃 
100円 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 岩船地区、松喜和地区 

利用方法 運賃前払い 

予約受付 

①予約先：運行事業者 

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

運行事業者 岩船タクシー株式会社 
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３－(1) 村上市高速のりあいタクシー 事業 ３－１ 

運行区域 村上市内の乗降場所から新潟市内にある乗降場所まで 

運行曜日 平日運行（土・日曜日、祝祭日、12/29～1/3は運休） 

運行便数 １日４便（行き２便、帰り２便） 

運行時刻 

行きの便 

１便（ 6:30 道の駅朝日～ 9:10新潟市民病院） 

２便（11:30 道の駅朝日～13:55新潟市民病院） 

帰りの便 

１便（ 9:20 新潟市民病院～11:25道の駅朝日） 

２便（14:00 新潟市民病院～16:20道の駅朝日） 

運賃 

道の駅朝日、村上市役所、中央図書館前：1,000円（500 円） 

神林支所前、荒川支所前：800円（400 円） 

（かっこ内は、小学生以下及び障がい者運賃。） 

※キャッシュレス決裁導入の検討 

乗降場所 

【村上市内】 

・道の駅朝日・村上市役所・中央図書館前・神林支所前・荒川支所前 

【新潟市内】 

・新潟万代病院・新潟大学医歯学総合病院・新潟県立がんセンター 

・新潟中央病院・新潟市民病院 

利用方法 
①事前予約制 

②運賃前払い 

予約受付 

①予約先：株式会社瀬波タクシー  

②利用する日の１週間前から前日（土日祝を含む毎日）までに電話予約 

する。 

運行事業者 
株式会社瀬波タクシー、株式会社はまなす観光タクシー、 
藤観光タクシー株式会社、岩船タクシー株式会社 

 

 


