
■令和５年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助申請内容一覧

起点 経由地 終点

山形市

中山町へ運行地域が跨る

備考

天童市へ運行地域が跨る

山上地区

田沢地区

㈲今村タクシー、㈱吾妻
観光タクシー、辻自動車
㈱、米沢タクシー㈱、米沢

酒類販売㈱

(15) 山上地区乗合タクシー

(16) 田沢地区乗合タクシー

栄養大 米沢駅前

(17) 広幡地区乗合タクシー

山交バス㈱ (14) 米沢市街地循環バス南回り路線 米沢駅前

広幡地区

市立病院 米沢駅前

米工前米沢市 (11) 万世線（直行便） 米沢駅前

米沢市 (12) 市街地循環路線右回り 米沢駅前 市立病院 米沢駅前

米沢市 (13) 市街地循環路線左回り 米沢駅前

アルカディア 福祉の里入口(10) 万世線 米沢市役所前

米沢市 (9) 万世線 米沢市役所前

米沢市

米沢市 (7) 万世線 米沢市役所前

アルカディア 米沢スキー場前

米沢駅 米沢スキー場前

市立病院 外の内

 市立病院窪田 糠野目学校前

山交バス㈱

山交バス㈱ (6) 米沢（市立病院）糠野目線 米沢営業所

米沢市 (8) 万世線 米沢市役所前

 市立病院上郷 長手(4) 米沢～上郷線 米沢営業所

山交バス㈱ (3) 米沢（市立病院・六郷）小松線 米沢営業所  市立病院六郷

米沢駅前 備越 駐車場前

米沢市

山交バス㈱ (1) 米沢（南原）白布温泉線

山交バス㈱ (2) 米沢（備越）小野川線

川西診療所前

山交バス㈱ (5) 米沢（市立病院）窪田線

米沢駅前 南原 湯元駅前

中山町・明治・大郷地区未定 (12) スマイルグリーン号（１，３，５，７便）

米沢営業所

米沢駅 福祉の里入口

山交バス株式会社 (11) 山交ビル～宝沢 山交ビルバスターミナル 水源地 宝沢

県庁 唐松観音山交バス株式会社 (10) 山交ビル（県庁）唐松観音 山交ビルバスターミナル

山交バス株式会社 (9) 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

山交ビルバスターミナル 水源地 新山釣堀前

山交ビルバスターミナル 県庁 関沢

山交ビルバスターミナル 高原　荒谷橋 芭蕉記念館前

山交バス株式会社 (7) 山交ビル～新山

山交バス株式会社 (8) 山交ビル（県庁）関沢

山交バス株式会社 (6) 山交ビル～山寺

山交バス株式会社 (5) 山交ビル～関沢 山交ビルバスターミナル 新山 関沢

コミュニティバス高瀬線（２便） 高沢 東北中央病院 山形駅前

(4) コミュニティバス高瀬線（３便、４便）（右回り） 山形駅前 高沢 山形駅前

高沢 高瀬駅前 高楯中学校前

(2) コミュニティバス高瀬線（１便）（左回り） 高沢 山形駅前 高沢

(3)

未定

(1) コミュニティバス高瀬線（通学便）

市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）
運行系統

資料７－５



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

湯田川温泉

エスモール

羽黒山頂

エスモール

エスモール 善宝寺

こころの医療センター 稲生町

エスモール 加茂水族館

中央高校

朝日庁舎

湯野浜温泉

湯野浜温泉

(13) 鶴岡(山添)落合 エスモール 山添

(16) 鶴岡市内循環Aコース エスモール

(15) いでは文化記念館-羽黒山頂線 いでは文化記念館 休暇村庄内羽黒

(14)

こころの医療センター(稲生町)湯田川線

(11) 鶴岡(物産館･加茂水族館)湯野浜線

稲生町

坂の下(8) 鶴岡(湯田川)坂の下線 エスモール 湯田川温泉

清川八郎記念館エスモール 藤島駅前

温海営業所エスモール 庄内観光物産館

(5) 鶴岡(湯田川)越沢 エスモール 湯田川温泉 越沢

(2) 鶴岡上田沢線 エスモール 山添 上田沢

山添 西大鳥(1) 鶴岡大鳥線

 庄内交通株式会社

エスモール

湯田川温泉

(7) 鶴岡(藤島駅前)清川線

鶴岡市

鶴岡市

(17)  羽黒地域市営バス上川代・小増川線 上川代 ゆぽか 鶴岡駅

(4) 鶴岡(勝福寺)ゆ～Town線 エスモール 勝福寺 ゆ～Town

(3)

(6) 鶴岡(物産館)温海線

(10)

(9) 鶴岡(稲生町)湯田川線 エスモール

(12) 鶴岡(物産館･善宝寺)湯野浜線

鶴岡中央高校線

大網局前鶴岡大網線 エスモール 山添

(19)  羽黒地域市営バス今野線 川代山 ゆぽか 鶴岡駅

(18)  羽黒地域市営バス上川代・小増川線 上川代 ゆぽか

(20)  羽黒地域市営バス今野線 川代山 ゆぽか

(21) 藤島東栄地区デマンド交通 東栄地区

酒田市 酒田市

(1) 市内循環A線 酒田駅前

(2) 市内循環B線 酒田駅前

(3) 市内循環Ｃ線 中町

(5) 酒田駅大学線1 酒田駅前

(8) 酒田駅大学線4 酒田駅前

中町、日本海総合病院 酒田駅前

酒田駅、日本海総合病院 中町

日本海総合病院、中町 酒田駅前

日本海総合病院、酒田駅 中町(4) 市内循環Ｄ線 中町

(6) 酒田駅大学線2 酒田駅前 中町、高見台 日本海総合病院

(7) 酒田駅大学線3 酒田駅前 日和山公園、中町、若宮町 日本海総合病院

中町 工業団地前

中町、若宮町 日本海総合病院

 庄交ハイヤー株式会社



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

上山市

㈱楯岡交通 (5) 山の内～北村山公立病院 北村山公立病院 中条・長島・小滝・中山大谷地 大鳥居

㈱楯岡交通 (4) 山の内～北村山公立病院 富並 名取 村山駅前（東口）

北村山公立病院村山市

㈱楯岡交通 (1) 山の内～北村山公立病院 大鳥居 長島 北村山公立病院

㈱楯岡交通 (2) 山の内～北村山公立病院 大鳥居 中山大谷地・小滝・中条 北村山公立病院

㈱楯岡交通 (3) 山の内～北村山公立病院 大鳥居 名取

観光タクシー(株) (2) 上山市営予約制乗合タクシー 市街地 西郷・中山・中川地区

山交ハイヤー(株) (1) 市内循環線 かみのやま温泉駅前 めんごりあ前 かみのやま温泉駅前

山交バス(株) (5) 上山～久保手 高松葉山温泉 新丁坂下 久保手

山交バス(株) (4) 上山～赤山 高松葉山温泉 皆沢 赤山

高松葉山温泉 小倉 棚木公民館前

山交バス(株) (2) 上山～生居 高松葉山温泉 宮脇 上生居

新庄市

山交バス(株) (3) 上山～菖蒲 高松葉山温泉 宮脇 菖蒲

山交バス(株) (1) 上山～棚木

酒田合同自動車㈱
酒田第一タクシー㈱
港タクシー㈱

松山観光タクシー㈲
㈱観光タクシー

酒田市

酒田市

(9) 酒田駅大学線5 大学前 若宮町、酒田市役所前 酒田駅前

(10) 酒田駅大学線6 大学前 高見台、酒田市役所前 酒田駅前

(11) 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

(12) 新堀・広野地区 新堀・広野地区

(13) 東平田・中平田・北平田地区

(14) 西荒瀬・南遊佐地区 西荒瀬・南遊佐地区

東平田・中平田・北平田地区

本楯・上田地区

(16) 浜中・黒森・十坂地区 浜中・黒森・十坂地区

(15) 本楯・上田地区

(2)  まちなか循環左回り線 新庄駅 新庄市役所 新庄駅

山交バス株式会社

(1)  まちなか循環右回り線 新庄駅 新庄市役所 新庄駅

(3) 土内線 県立新庄病院前 中山、小泉 土内

県立新庄病院前 本宮町 芦沢

 寒河江タクシー株式会社

(3) 南部ルート右回り 寒河江駅 寒河江市立病院 寒河江駅

(4) 南部ルート左回り

(4) 芦沢線

新庄市

寒河江市

 中央タクシー株式会社

(1) 北部ルート右回り 寒河江駅 寒河江市立病院 寒河江駅

(2) 北部ルート左回り 寒河江駅寒河江駅 寒河江市立病院

幸生、醍醐・三泉、中郷

寒河江駅 寒河江市立病院 寒河江駅

未定 (6) 田代、谷沢 田代、谷沢

未定 (5) 幸生、醍醐・三泉、中郷



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

乗用タクシー活用事業

乗用タクシー活用事業

村山市、河北町へ
運行地域が跨る

村山市、尾花沢市、大石田町
へ運行地域が跨る

天童市

尾花沢タクシー(株) (6)  五十沢線生活交通タクシー補助 五十沢、横内

尾花沢タクシー(株) (5)  牛房野線生活交通タクシー補助 牛房野、田沢、和合

尾花沢市 (4) 毒沢線 毒沢 名木沢、芦沢 尾花沢市役所

尾花沢市役所

尾花沢市

尾花沢市 (1) 南沢線 南沢 寺内・野黒沢 尾花沢市役所

尾花沢市 (2) 鶴子線 花笠高原荘 延沢 JR大石田駅

尾花沢市 (3) 市野々線 岩谷沢 中沢、行沢、丹生、正厳

 東根交通神町タクシー (11) デマンド型乗合タクシー 泉郷地域
沼沢・猪野沢地域

(9) 河北病院（稲下）公立病院 河北病院 稲下 公立病院

(8) 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

(7) 荷口神町東根線 荷口 さくらんぼ東根駅 公立病院

(6) 河北線 さくらんぼ東根駅 河北病院 さくらんぼ東根駅

(5) 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

(4) 休石線（公立病院経由） さくらんぼ東根駅 公立病院 休石

東根市

山交バス株式会社

(1)  向原神町東根線（公立病院経由） 向原 公立病院 さくらんぼ東根駅

(2)  向原神町東根線（長瀞・公立病院経由） 向原 長瀞・公立病院 さくらんぼ東根駅

(3) 休石線 さくらんぼ東根駅 向原・原方

(10) 公立病院（大石田）尾花沢 公立病院 大石田駅前 尾花沢待合所

休石

(7) 山口・田麦野区域 山口・田麦野地区

(6) 津山・天童原区域 津山・天童原地区

(5) 寺津・高擶区域 寺津・高擶地区

(4) 成生・蔵増区域 成生・蔵増地区

(3) 荒谷・干布線 天童市役所前 干布・荒谷 わくわくランド

(2) 長岡線 福祉センター前 長岡 わくわくランド

(1) 中部線 天童南駅 久野本 天童市役所前

(8) 伊佐沢・中央線（短縮） 本町二丁目 長井病院  長井市役所長井駅

天童タクシー㈱
山寺観光タクシー㈱
山交ハイヤー㈱

(6) 九野本・中央・平山線（短縮） 野川まなび館前  長井市役所長井駅 ヤマザワ前

(5) 九野本・中央・平山線 平野小学校前  長井市役所長井駅 野川まなび館前

(4) 白兎（里巻）・中央・平線（短縮） 平 うめや北店  長井市役所長井駅

長井市 長井市

(1) 勧進代（白兎）・置賜総合病院線 白兎中スクールバスのりば 長井市役所・長井駅 置賜総合病院前

(2) 勧進代（白兎）・置賜総合病院線（短縮）  長井市役所長井駅 ヤマザワ長井店 置賜総合病院前

(3) 白兎（里巻）・中央・平線 里巻  長井市役所長井駅 平

(7) 伊佐沢・中央線 下伊佐沢 ヤマザワ長井店 本町二丁目



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

山形市へ運行地域が跨る

新庄市へ運行地域が跨る

山形市へ運行地域が跨る

乗用タクシー活用事業

最上町

舟形町

（有）星川タクシー (2) 町内便
町内全域

（長沢、舟形、長者
原、富田、堀内）

（有）星川タクシー (1) 町外便
町内全域

（舟形駅経由）
県立新庄病院

最上町 (4) 西エリア 最上町

最上町 (3)  前森・黒沢エリア月楯・萱場エリア 最上町

(2) 大江町乗り合いタクシー

最上町 (2)  東エリア（満沢方面） 最上町

 テルメ柏陵

大江町

最上町 (1)  東エリア（赤倉堺田方面） 最上町

㈲朝日タクシー

朝日町 (3) 朝日町デマンド型タクシー 朝日町区域内

  西エリア中エリア東エリア

㈲朝日タクシー (1) 大江町営バス柳川線 柳川温泉 左沢駅

朝日町 (2) 朝日町・山形市間直行バス(夜便) 山交バス本社前 山辺町 太郎公民館

北山形駅

西川町

河北町

朝日町 (1) 朝日町・山形市間直行バス(朝便) 太郎公民館 山辺町

朝日町

月山観光タクシー(株) (4)  東部エリア（睦合、吉川、海味、間沢、道の駅にしかわ） 西川町内

月山観光タクシー(株) (3)  岩根沢･小沼ルート（岩根沢、小沼） 西川町内

月山観光タクシー(株) (2)  小山ルート（小山、入間、沼山、原） 西川町内

月山観光タクシー(株) (1)   大井沢ルート（大井沢、本道寺、月岡、水沢、綱取） 西川町内

株式会社葉山タクシー (1) 東根線 河北町役場 さくらんぼ東根駅 河北町役場

(7) デマンドバス
作谷沢地区、中地区、大寺地区、
（杉下・鬼ノ目）、相模地区（サイカ

チ）

山辺町 (6)  中作線（畑谷行） 山辺温泉 山辺、大寺地区、中地
区、作谷沢地区ほか 畑谷

山辺温泉

山辺町 (4)  南北線（反時計回り） 山辺温泉 三河尻、山辺、大寺 山辺温泉

山辺温泉

山辺町 (2)  東西線（反時計回り） 山辺温泉 根際、要害、大塚ほか 山辺温泉

山辺温泉

南陽市

山辺町

山辺町 (1)  東西線（時計回り） 山辺温泉 大塚、要害、根際ほか

山辺町 (3)  南北線（時計回り） 山辺温泉 三河尻、山辺、大寺

山辺町 (5)  中作線（山辺温泉行） 畑谷 作谷沢地区、中地区、大
寺地区、山辺ほか

山辺町

有限会社やまばと観光ハ
イヤー、株式会社赤湯観
光タクシー、有限会社宮
内南陽タクシー、辻自動

車株式会社

(1) おきタク 沖郷地区



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

川西町へ運行地域が跨る

長井市へ運行地域が跨る

真室川町へ運行地域が跨る

真室川町へ運行地域が跨る

新庄市へ運行地域が跨る

新庄市へ運行地域が跨る

川西町

飯豊町

庄交ハイヤー㈱ (1) 三川町デマンド型交通 町内三川町

めざみ交通株式会社 (3) まちエリア循環線 まちエリア

めざみ交通株式会社 (2) 中津川線 まちエリア⇔中津川エリア

めざみ交通株式会社 (1) まちなか線 まちエリア⇔長井エリア

白鷹町
（株）朝日観光タクシー
（株）白鷹タクシー

(2) 公立置賜病院線 白鷹町立病院  ヤマザワ長井店 置賜公立病院

（株）朝日観光タクシー
（株）白鷹タクシー

(1) 白鷹町デマンドタクシー 全町

(4) 東部線 -
杉沢地区、種沢地区、大滝地区、
叶水地区、新股地区、河原角地

区、大石沢地区
-

小国町 ㈱小国タクシー

(1) 金目線 - 舟渡地区、若山地区、古
田地区、金目地区 -

(2) 足中線 - 足野水地区、足水中里
地区、樽口地区 -

(3) 白沼線 - 伊佐領地区、沼沢地区、
白子沢地区 -

（有）みどりタクシー (3) 川西町デマンド型乗合交通 町内全域

（有）大京タクシー (2) 川西町デマンド型乗合交通 町内全域

高畠町

川西観光タクシー（有） (1) 川西町デマンド型乗合交通 町内全域

株式会社羽山観光タクシー
みつわタクシー有限会社

有限会社まほろば合同タクシー
(1) 町内全域

㈱新庄輸送サービス (5) 予約制乗合バス（村内） 村内全域

㈱新庄輸送サービス (4) 予約制乗合バス（村外）  村内全域（新庄駅前、県立病院前、真室川駅前、町立真室川病院）

県立病院前鮭川村

㈱新庄輸送サービス (1) 日下・真室川線 鮭川村役場 豊里駅 真室川町総合体育館前

㈱新庄輸送サービス (2) 大芦沢・豊里駅線 大芦沢 旧曲川保育所前 真室川駅前

㈱新庄輸送サービス (3) 羽根沢・新庄線 羽根沢温泉 役場前



起点 経由地 終点
備考市区町村名 運送予定者名  運行系統名等（申請番号）

運行系統

酒田市へ運行地域が跨る

遊佐町
酒田合同自動車株式会社
酒田第一タクシー株式会社

(1) 遊佐デマンドタクシー 町内全域

余目タクシー有限会社 (14) 余目酒田線 余目駅 庄内余目病院 日本海総合病院

有限会社立川タクシー

有限会社立川タクシー (12) 三ケ沢狩川線 三ケ沢 立川総合支所 狩川駅

庄内町 (11) 中心市街地循環線 庄内町役場 庄内余目病院 庄内町役場

(13) 出川原狩川線 旭町 立川総合支所 狩川駅

庄内町

庄内町 (10) 平岡循環線３便 庄内町役場 平岡地区 庄内町役場

庄内町 (9) 平岡循環線 庄内町役場 平岡地区 庄内町役場

庄内町 (8) 狩川循環線３便 庄内町役場 立川総合支所 庄内町役場

庄内町 (7) 狩川循環線 庄内町役場 立川総合支所 庄内町役場

庄内町 (6) 家根合循環線３便 庄内町役場 家根合地区 庄内町役場

庄内町 (5) 家根合循環線 庄内町役場 家根合地区 庄内町役場

庄内町 (4) 小出新田循環線３便 庄内町役場 小出新田地区 庄内町役場

庄内町 (3) 小出新田循環線 庄内町役場 小出新田地区 庄内町役場

庄内町 (2)  立谷沢余目線（鉢子経由） 北月山荘  鉢子地区、立川総合支所 庄内町役場

庄内町 (1)  立谷沢余目線（中村経由） 北月山荘  中村地区、立川総合支所 庄内町役場



【別紙】山形県市町村総合交付金申請予定事業一覧

市町村名 系統の名称

山形市 山交ビル～関沢

山交ビル～山寺

山交ビル～新山

山交ビル（県庁）関沢

山交ビル～唐松観音

山交ビル（県庁）唐松観音

山交ビル～宝沢

コミュニティバス高瀬線

スマイルグリーン号（デマンド）

米沢市 米沢（南原）白布温泉線

米沢（備越）小野川線

米沢（市立病院・六郷）小松線

米沢（馬頭）高畠

米沢～上郷

米沢（市立病院）窪田線

米沢（市立病院）糠野目線

米沢市街地循環バス南回り路線

万世線

米沢市街地循環線(右回り)

米沢市街地循環線(左回り)

山上地区乗合タクシー

田沢地区乗合タクシー

広幡地区乗合タクシー

鶴岡市 いでは文化記念館羽黒山頂

鶴岡(湯田川)越沢

鶴岡(湯田川)越沢(こころの医療センター)

鶴岡(物産館･漁協前)温海

鶴岡(モール)清川

鶴岡大鳥

鶴岡上田沢

鶴岡大網

中央高校大網

鶴岡ゆ～Town

鶴岡(湯田川)坂の下

鶴岡(湯田川)坂の下(こころの医療センター)

鶴岡(稲生町)湯田川

鶴岡(稲生町)湯田川(こころの医療センター)

鶴岡(加茂水族館)湯野浜

鶴岡(物産館･加茂水族館)湯野浜

鶴岡(善宝寺)湯野浜

鶴岡(物産館･善宝寺)湯野浜

鶴岡～中央高校



市町村名 系統の名称

鶴岡市 鶴岡(山添)落合

酒田(日本海病院)湯野浜

光陵高校(日本海病院)湯野浜

鶴岡市内循環Aコース

鶴岡市内循環Bコース

鶴岡市内循環Cコース

上川代、小増川線

今野線

大鳥線

田麦俣線

藤島東栄地区デマンド交通

酒田市 市内循環A線

市内循環B線

市内循環Ｃ線

市内循環Ｄ線

酒田駅大学線1

酒田駅大学線2

酒田駅大学線3

酒田駅大学線4

酒田駅大学線5

酒田駅大学線6

古湊アイアイひらた線

新堀・広野地区（デマンド）

東平田・中平田・北平田地区（デマンド）

西荒瀬・南遊佐地区（デマンド）

本楯・上田地区（デマンド）

浜中・黒森・十坂地区（デマンド）

八幡地域（デマンド）

松山地域（デマンド）

平田地域（デマンド）

平田総合支所管内便（デマンド）

新庄市 まちなか循環北部右回り線

まちなか循環北部左回り線

県立病院前～土内線

県立病院前～芦沢線

寒河江市 市内循環バス（北部ルート）

市内循環バス（南部ルート）

道の駅にしかわ寒河江線

田代・谷沢エリア（デマンド）

幸生・醍醐・中郷エリア（デマンド）

上山市 上山～棚木

上山～生居

上山～菖浦

上山～赤山

上山～久保手



市町村名 系統の名称

上山市 市内循環線

西郷・中山・中川地区（デマンド）

村山市 河北病院（稲下）公立病院

公立病院（大石田）尾花沢

山の内～北村山公立病院線

富並～河北病院線

楯岡北町～市役所

深沢・宮下～村山駅(西口)線

冨本・戸沢地域～楯岡方面（デマンド）

冨本・戸沢地域～河北方面（デマンド）

大倉地域・五十沢地区～楯岡方面（デマンド）

長井市 勧進代（白兎）・置賜総合病院線

勧進代（白兎）・置賜総合病院線（短縮）

白兎（里巻）・中央・平線

白兎（里巻）・中央・平線（短縮）

九野本・中央・平山線

九野本・中央・平山線（短縮）

伊佐沢・中央線

伊佐沢・中央線（短縮）

天童市 山交ビル～山寺

中部線（デマンド）

長岡線（デマンド）

荒谷・干布線（デマンド）

成生・蔵増区域（デマンド）

寺津・高擶区域（デマンド）

津山・天童原区域（デマンド）

山口・田麦野区域（デマンド）

東根市 河北病院（稲下）公立病院

公立病院（大石田）尾花沢

向原神町東根線

休石線

休石線（公立病院経由）

北部循環線

河北線

泉郷線

荷口神町東根線

中央循環東根線

泉郷地域・沼沢・猪野沢地域（デマンド）

尾花沢市 公立病院（大石田）尾花沢

銀山線

南沢線

細野線

鶴子線

市野々線

毒沢線



市町村名 系統の名称

尾花沢市 原田線

原田線(休日)

市内循環線

毒沢線

牛房野線（乗用タクシー活用事業）

五十沢線（乗用タクシー活用事業）

南陽市 北部地区連絡バス

中川地区バス

西部地区バス

おきタク（乗用タクシー活用事業）

山辺町 山形（飯塚）下原

山形市役所（西原）山辺

東西線

南北線

中作線

デマンドバス

中山町 中山町営バス

スマイルグリーン号（デマンド）

河北町 河北病院（稲下）公立病院

北部線

西部線

南部線

東部線

東根線

タクシー利用助成（令和５年度実施予定）

西川町 岩根沢線

大井沢線

月山志津温泉線

小山線

大井沢・稲沢・左沢線

羽前高松駅・県立河北病院線

道の駅にしかわ寒河江線

朝日町 朝日・山形線

デマンドタクシー

大江町 大江町乗り合いタクシー（デマンド）

柳川線

大石田町 公立病院（大石田）尾花沢

金山町 金山有屋線

金山中田線

金山明安線

金山東郷線

金山西郷三枝線

最上町 東エリア（デマンド）

前森黒沢エリア（デマンド）

西エリア（デマンド）



市町村名 系統の名称

舟形町 町内便（デマンド）

町外便（デマンド）

真室川町 及位線

金山線

東循環線

西循環線

高坂線

町内便（デマンド）

大蔵村 土合滝の沢線

鮭川村 日下・真室川線

大芦沢・豊里駅線

羽根沢・新庄線

村内便（デマンド）

村外便（デマンド）

戸沢村 やまなみロード線（デマンド）

いきいき百年の里線（デマンド）

高畠町 米沢（馬頭）高畠

高畠駅前～高畠町役場前

米沢（市立病院）糠野目

高畠町デマンドタクシー

川西町 米沢（市立病院・六郷）小松

川西町デマンド型交通

小国町 北部線

南部線

循環線

金目線（デマンド）

足中線（デマンド）

白沼線（デマンド）

東部線（デマンド）

白鷹町 デマンドタクシー

公立置賜病院線

飯豊町 まちなか線（デマンド）

中津川線（デマンド）

まちエリア循環線（デマンド）

三川町 デマンドタクシー

庄内町 鶴岡(藤島駅前)清川

立谷沢余目線

小出新田循環線

家根合循環線

狩川循環線

平岡循環線

中心市街地循環線

余目酒田線（デマンド）

三ヶ沢狩川線（デマンド）

出川原狩川線（デマンド）



市町村名 系統の名称

遊佐町 デマンドタクシー


