
【外城田】 【田丸】 【田丸】 【有田】
バス停番号 バス停の名称 待ち合わせ場所の詳細情報 バス停番号 バス停の名称 待ち合わせ場所の詳細情報 バス停番号 バス停の名称 待ち合わせ場所の詳細情報 バス停番号 バス停の名称 待ち合わせ場所の詳細情報

100 原公民館 公民館 250 上町　田丸神社東 田丸神社東　常夜燈 460 玉城病院 玉城病院・ケアハイツ玉城 600 長更公民館 公民館

101 原小集会所 小集会所 251 ふくだ歯科医院 医院前の駐車場 470 栄町公民館 公民館 601 JA伊勢有田店 敷地内

102 原　東外城田郵便局 東外城田郵便局 260 本町公民館 公民館 480
栄町2・3区
リサイクルステーション

リサイクルステーション 602 いなほの郷児童グラブ 有田小学校敷地内

103 原　上出郵便ポスト 上出郵便ポスト 270 玉城町役場 玉城町役場正面玄関 481 久瀬医院 カーポート近くに 610 井倉 公民館入口消火栓ホース格納庫

104 アスピア玉城 アグリ別館米工房 271 村山龍平記念館 駐車場敷地内 482 神戸クリニック 建物近くの空き地 620 世古　公園 公園

105 弘樹苑 建物正面玄関 272 玉城町商工会 駐車場敷地内 483 さわだ薬局栄町店 薬局前の駐車場 621 世古公民館 公民館

110 蚊野リサイクルステーション リサイクルステーション 273 お城広場駐車場 駐車場敷地内（旧田丸小学校前） 484 マッサージハウスなかがわ ハウス前の駐車場 622 世古　コメリ コメリ

120 ＪＡ伊勢外城田店 敷地内駐車場 280 殿町　信号機交差点 信号機交差点 485 なかにし歯科クリニック 医院敷地内 623 幸福寺下 幸福寺入口付近の路上

121 中嶋医院 医院前、不動院の駐車場 281 町営駐車場 医院西の町営駐車場 490
栄町４区
リサイクルステーション

リサイクルステーション 624 世古地区北側郵便ポスト前 北側郵便ポスト前（田んぼ側）

122 ささき歯科クリニック 歯科前の駐車場 290 勝田町リサイクルステーション リサイクルステーション 491 でぐち鍼灸院 医院前の駐車場 625 ナカミチ東側駐車場入り口 ナカミチ東側駐車場入り口付近

123 梅がおか児童館 梅がおか児童館敷地内 291 勝田町　町営プール入口 町営プール入口付近 500 第２城東団地集積場 集積所 630 門前 北（世古）側４差路カーブミラー

130 野篠公民館 公民館 300 大手町クラブ 公民館 510
城東すみれ団地
リサイクルステーション

リサイクルステーション 640 坂本 南（日向）側T字路カーブミラー

140 松ヶ原　京セラ前 京セラ 301 東接骨院 接骨院敷地内 520 ホームタウン上田辺集積場 集積所 650 日向公民館 公民館

141
松ヶ原3・4組
リサイクルステーション

3・4組リサイクルステーション 302 百五銀行　田丸支店 敷地内駐車場 651 たまき玉川クリニック 医院敷地内

150 矢野公民館 公民館 303 さくら児童館 田丸小学校プール側敷地内 660
上玉川
リサイクルステーション

リサイクルステーション

151 桜の里 建物正面玄関 310 板屋町　モリタ薬局 モリタ薬局 【下外城田】 661 なかむらデンタルクリニック 医院敷地内駐車場

160 玉城苑公民館 公民館 320 萱町リサイクルステーション リサイクルステーション バス停番号 バス停の名称 待ち合わせ場所の詳細情報 662 なかむら耳鼻咽喉科

161 玉城苑浄化槽横集積場 浄化槽横集積所 330 元町　ＪＲ田丸駅付近 かあちゃんの店あと空地 800 宮古公民館 公民館 663 さくら薬局伊勢玉城店

162 玉城苑1-31ゴミ集積場 三角公園敷地内 331 乾温史歯科医院 医院前の駐車場 801 宮古　広泰寺 広泰寺駐車場 670 下玉川集積場 集積所

163 玉城苑プロパン集積場前 プロパンガス倉庫前 340 新田町公民館 公民館 802 宮古　西山集積場 宮古西山集積所 680 岡村共同格納庫 共同格納庫

170 積良バス停 バス停 341 新田町　東三交バス停 新田町東三交バス停 803 玉城わかば学園 681 ほり整形外科医院 伊勢銘花園北の職員用駐車場

171 積良公民館 公民館 342 玉城郵便局 局前の駐車場 804 中井整骨院 整骨院敷地内 682 玉城調剤薬局岡村店

180 山神公民館 公民館 343 西忠商店前 店舗敷地内 805 宮の里 建物正面玄関 690 妙法寺　伊勢屋豆兵衛 伊勢屋豆兵衛

190 田宮寺公民館 公民館 344 新田町4・5・6・9組ゴミ集積場 葵自動車信号機付近集積場 806 きらくえん玉城 入口付近の自動販売機前 691
妙法寺　公園
リサイクルステーション

公園リサイクルステーション

199 勝田1-25ゴミ集積場 野の花亭付近集積場 350 浦町 中川宅横私有地消火栓ホース格納庫 807 宮古　クレオ前 「クレオ」前、カーブミラー付近 700 中楽　インプレスＫ・Ｍ前 インプレスK・M

200 勝田倉庫前 勝田倉庫 360 三ツ橋リサイクルステーション リサイクルステーション 810 岡出　茶部屋 茶部屋 710 荒子団地　吉祥庵交差点 吉祥庵交差点

201 保健福祉会館 福祉バス停留所 370 下田辺公民館 公民館 820 冨岡公民館 公民館 711 荒子団地　三叉路 白い家の前の三叉路

202 成瀬薬局 薬局前 371 下田辺　踏切横集積場 踏切横集積所 830 昼田公民館 公民館 720 久保公民館 公民館・リサイクルステーション

203 でぐち薬局 薬局奥の駐車場 372 篠塚小児科 牛尾崎池近くの旧岸本の駐車場 840 中角集積場 集積所 721 久保　辻本サッシ前集積場 辻本サッシ前集積所

204 玉城古川歯科 歯科前の駐車場 373 フラワー薬局玉城店 850 山岡リサイクルステーション リサイクルステーション 722 ピアゴ ピアゴ入口消火栓看板

205 グリ-ンコ-プ 精米機付近 374 末芳園 施設正面 860 小社公民館 公民館 730
伊勢団地
リサイクルステーション

リサイクルステーション

206 グッディ玉城店
福祉会館ふれあいホール
裏側フェンス側

375 夢工房たまき 施設敷地内 861 JA伊勢下外城田店 敷地内駐車場 740 中央公民館 中央公民館

207 玉城ふれあい農園 ふれあい農園入口 380 羽根公民館 公民館 870 曽根リサイクルステーション リサイクルステーション 750
エバーグリーン玉城
集積場

集積所

208 玉城農機センター センター前 381 羽根　踏切交差点 踏切交差点 880 岩出リサイクルステーション リサイクルステーション

210
浜塚団地
リサイクルステーション

リサイクルステーション 382 羽根2‐43ゴミ集積場 羽根　２－４３ゴミ集積場 890 公園通り　公園横集積場 公園横集積所

211 はなのその 建物正面玄関 390 西世古公民館 公民館 900 ファーストタウン中角集積場 集積所

220 ピュアタウン蚊野集積場 集積所 400 上田辺　茶屋公民館 公民館

410 朝久田リサクルステーション リサイクルステーション

411 ＪＲ外城田駅付近 JR外城田駅近くの町内路上

412 朝久田公民館 防火用水前

420 城西リサイクルステーション リサイクルステーション

430 ＪＡ伊勢玉城店 金融側入口付近駐車場

431 南新町区1組入り口駐車場 駐車場敷地内

440
城東団地
リサイクルステーション

リサイクルステーション

450 養殖研　駐車場 駐車場

お問い合わせ先（作成）： 玉城町社会福祉協議会
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「　元　気　バ　ス　」　バ　ス　停　一　覧


