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公共交通機関運行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23．6．24作成

6月25日から、106急行、山田方面、田老・小本方面、鍬ケ崎方面のバス時刻が変わります。

［岩手県北バス】

●田の浜・船越線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �9�(X鳧ﾘ��

船越駅前▲ 店�cC��各バス停 塗�cCB�

船越駅前 度�c3R�嶋�c3��

田の浜▲ 度�cS��祷�c�b�

船越駅前 嶋�c���祷�c�B�

田の浜 祷�c�������16 

船越駅前 ����c�������14 

船越駅前 ��8�c�R���B�19 

田の浜▲ ��H�c#����R�36 

田の浜 ��X�c�R���b�31 

田の浜 ��h�c�R���r�21 

船越駅前▲ ��h�cS����r�54 

田の浜 ��x�c#������36 

船越駅前 ����c#������24 

田の浜▲ ����cC������56 

船越駅前 ����c�R��#��19 

船越駅前▲ ����c#���#��24 

船越駅前 �#��cC���#��44 

▲印は土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16運休。

山田～釜石間のバスをご利用の方は「道の駅やまだJで乗り換え。

行き先 價ﾘ棈鳧ﾘ��停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前▲ �68,ﾉVﾈ��h�c�"�各バス停 度�c#��

宮古駅前 ��H葎遥����h�cCR�度�cC��

宮古駅前▲ 囘ﾈｭHﾚｨ��x�c�R�度�cS"�

宮古駅前▲ ��H葎遥����h�cS��度�cSB�

宮古駅前 �68,ﾉVﾈ��h�cCR�嶋�c���

宮古駅前 �68,ﾉVﾈ��x�cS��祷�c�b�

宮古駅前 ��H葎遥������cS��祷�cSB�

宮古駅前▲ �68,ﾉVﾈ����c3R�����cS��

宮古駅前 ��H葎遥���(�c�����8�c�B�

宮古駅前 ��H葎遥���H�c#����X�c#B�

宮古駅前 �68,ﾉVﾃ�X�c#R���h�cC��

宮古駅前 �68,ﾉVﾃ�h�c3R���x�cS��

宮古駅前▲ �68,ﾉVﾃ�x�c#������cCB�

宮古駅前▲ ��H葎遥�����c���������c�B�

宮古駅前 �68,ﾉVﾃ���cC������cSb�

宮古駅前 ��H葎遥����6｣3���#��c3B�

宮古駅前▲ �68,ﾉVﾈ��#��c����#��c�b�

宮古駅前 ��H葎遥����#��c3���#��c3B�

★【岩手県交通】山田～釜石間（釜石駅前、県立釜石病院、釜石高校前経由）のバスを運行。

※問い合わせ先：岩手県交通釜石営業所、電話0193－25－2527
・r道の駅やまだ」から釜石方面　　　（H23．6．6～）

行き先 �;�,ﾈ踊.(-ﾈ+飩ﾒ�主な経由地 ��9�YJ�(R�

上大畑 塗�cSR�釜石駅前7：41 嶋�c���

上大畑 祷�c���釜石駅前9：56 ����16 

上大畑 ����c���釜石駅前11：56 ��"�16 

上大畑 ��8�c���釜石駅前13：56 ��B�16 

上大畑 ��h�c���釜石駅前16：56 ��r�16 

上大畑 ����c���釜石駅前19：46 �#��06 

●荷竹・津軽石・商業高校線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �9�(X鳧ﾘ��

荷竹▲・ 塗6｣C��各バス停 度�c�"�

商業高校▲※1 度�cCR�嶋�c���

荷竹※2 度�cSR�嶋�c#r�

津軽石 ����cC����(�c�r�

荷竹 ��(�c3����8�c�"�

荷竹▲ ��X�c�����X�c3"�

荷竹 ��h�c3����x�c�"�

▲印は土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16運休。

※1：西ケ丘発7：25、商業高校行き（休校日運休）
※2：宮園団地発7：36、荷竹行き

●重茂線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ��.(鋹&��到着時刻 

石浜 嶋�c3��丿X6�5�."�9：58 

里 ����00 �12 ��R�

里 ��2�40 �14 鼎R�

石浜 ��R�35 �17 ��2�

石浜※1 ��r�40 �19 ����

※1宮古高校、工業高校、商業高校、水産高校が全て休校のE＝ま里行き

・釜石から「道の駅やまだ」方面　　　（H23．6．6～）

行き先 價ﾘ棈鳧山� 偃X,鞍�)&���;�,ﾈ踊.(-ﾈ+�(R�

道の駅やまだ 乘��阮8ｼh��49 乘��阯y������b�00 塗�cCb�

道の駅やまだ ��9�YJ���x�b�5 乘��阯y����r�55 嶋�cC��

道の駅やまだ ��9�YJ����b�0 乘��阯y�����00 ����cCb�

道の駅やまだ ��9�YJ����0 乘��阯y���"�00 ��(�cCb�

道の駅やまだ ��9�YJ��B�0 乘��阯y���R�00 ��X�cCb�

道の駅やまだ ��9�YJ��x�b�5 乘��阯y���r�55 ����cC��

道の駅やまだ ��9�YJ����b�5 乘��阯y�����35 �#��c#��

行き先 價ﾘ棈鳧ﾘ���.(鋹&��到着時刻 

宮古病院▲ �y'ﾈ��x�c�"�丿X6�5�."�7：45 

一　　　／ �ｨ���������刪黶@　　／ 

宮園団地※3 �y'ﾈ����cCR��9：36 

宮古駅前 �,8ﾇ����(�c�r��12 �3b�

宮古駅前 �y'ﾃ�2�04 �13 �3b�

宮古駅前▲ �y'ﾃ�R�43 �16 ��R�

西ケ丘 �y'ﾃ�r�04 �17 鉄B�

※3：土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16は宮古駅前まで

行き先 價ﾘ棈鳧ﾘ���.(鋹&��宮古駅前着 

宮古駅前※1 ��餬ﾈ��h�c3��丿X6�5�."�7：58 

宮古駅前 偬Il���8�｣��c����9：13 

宮古駅前 ��餬ﾈ����56 �11：24 

宮古駅前 凛(���2�57 �15：03 

宮古駅前 凛(���b�02 �17：09 

※1：宮古高校、工業高校、商業高校、水産高校が全て休校の日は里651発



●市内線t鍬ケ崎経由宮古病院線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �9�(X鳧ﾘ��

轍ケ崎（前須賀） 度�c#R�各バス停 度�cC��

宮古病院▲ 度�cCR�嶋�c���

宮古病院 嶋�c#��嶋�cCR�

奥浄土ケ浜 祷�c���祷�c#��

宮古病院▲ 祷�cC������05 

奥浄土ケ浜 ����c#������40 

宮古病院 ����cC������05 

奥浄土ケ浜 ����c�R�����25 

宮古病院▲ ����cCR���"�10 

奥浄土ケ浜 ��(�c#����"�40 

奥浄土ケ浜 ��8�c#����2�40 

宮古病院 ��H�c3����B�55 

奥浄土ケ浜 ��X�c#����R�40 

宮古病院 ��h�c3����b�55 

宮古病院▲ ��x�cC������05 

宮古病院 ����c3������55 

▲印は土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16運休。

行 �*ｹ�b�発車時刻 剪竡ﾔ地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古 �y���前須賀　7：40 刳eバス停 途�55 

宮古 �y���2�宮古病院8ニ30 剴��55 

ノ　　　／ 劍�����������

宮古 �y���奥浄土ケ浜　9 �3��祷�cS��

宮古 �y���2�宮古病院10 ��r������3"�

宮古 �y���奥浄土ケ浜10 鉄����������

宮古 �y���宮古病院11 ��r������3"�

宮古 �y���奥浄土ヶ浜11 �3������鉄��

宮古 �y���2�宮古病院12 ��"���"��3r�

宮古 �y���奥浄土ケ浜1 鉄����2�����

宮古 �y���奥浄土ケ浜1 鉄����B�����

宮古 �y���宮古病院14 鉄r���R��#"�

宮古 �y���奥浄土ケ浜1 鉄����b�����

宮古 �y���宮古病院16 鉄r���r��#"�

宮古 �y���2�宮古病院18 ��r������3"�

宮古 �y���c��宮古病院18 鉄r�������"�

※1：鍬ケ崎は経由しない。

シートピアなあどは経由しない。

奥浄土ケ浜行きは、浄土ケ浜圃地内道路開通（7月中旬予定）まで、ターミナルビル折り返し運行。

●小本線・グリーンピア線（H23．6．25－）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 �9�(X鳧ﾘ��

小本駅前 塗�cS��各バス停 嶋�c�"�

小本駅前▲ 嶋�c3��祷�cC"�

小本駅前 祷�c�R�����27 

小本駅前 ����c�R���"�27 

グリーンピア ��(�c�R���2�03 

小本駅前 ��8�c�����B�22 

グリーンピア ��X�c3����b�18 

小本駅前 ��h�c�R���r�27 

小本駅前 ����c�������12 

グリーンピア ����c#���#��08 

▲印は土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16運休。

田老地内は田老港を経由せず国道を通る。

小本線は、グリーンピア三陸みやこ経由。

●田老線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ��.(鋹&�� 

田老（総合事務所） 唐�05 丿X6�5�."�8 途�

田老（総合事務所） 湯�55 �1 ��c3r�

n老（総合事務所） ��x�c����1 ��cS"�

往復とも、神田（ふれあい荘）経由。

●崎山線（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ��.(鋹&�� 

崎山ニュータウン 度�c�R��7�6�5�."�7：2．9 

／ �ｨ���������刄m　　　／ 

崎山ニュータウン 祷�c����9：24 

崎山ニュータウン ��2�40 �14 ��B�

15 ������R�24 

崎山ニュータウン ��b�50 �17 ��B�

崎山ニュータウン ����40 �19 ��B�

行き先 價ﾘ棈鰾� �.(鋹&��宮古駅前着 

宮古駅前▲ 傅ﾉgｸ遥����b�20 丿X6�5�."�7：33 

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥����r�20 �8：33 

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥������30 �9：43 

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥����50 �12 ��2�

宮古駅前 �4�8ｨ�ｸ98784���15 �14 ��B�

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥����35 �14 鼎��

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥����00 �17 ��2�

宮古駅前■ �4�8ｨ�ｸ98784���40 �17 �#��

宮古駅前 傅ﾉgｸ遥����55 �19 ����

宮古駅前 �4�8ｨ�ｸ987(4���"�15 �21 ��B�

行き先 ���.(鋹&��宮古駅前着 

宮古駅前 ��50 丿X6�5�."�9：33 

宮古駅前 ���40 �11 �#2�

宮古駅前 ���：55 �18 �3��

行き先 ��停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 度�c#��各バス停 度�cSB�

宮古駅前▲ 嶋�c#b�嶋�cS��

宮古駅前▲ 祷�c#R�祷�cS��

宮古駅前 ��I?��b���H�c3��

宮古駅前▲ ��X�c3B���X�cS��

宮古駅前 ��x�c�b���x�cC��

宮古駅前 ����c�B�����c#��

▲印は土曜、日曜、祝日及び8／13～8／16運休。

●下記路線　平成22年12月4日改正時刻表と同じ時刻で運行しています。

休暇村線、宮古病院線、和井内線、西ケ丘線、花輪線、岩船線、田代線、宮園団地線、松山線、八木沢線、平浜線



●106急行バス（盛岡～宮古間）（H23．6．25～）

行き先 亶ｸﾌ8遥��ﾒ�停車地 ��x圷遥��(R�

盛岡駅前 店�c#��各バス停 度�c3��

盛岡駅前 塗�c���嶋�c���

盛岡駅前 度�c���祷�c���

盛岡駅前 嶋�c�������10 

盛岡駅前 祷�c�������10 

盛岡駅前 ����c�����"�10 

盛岡駅前 ����c�����2�10 

盛岡駅前 ��(�c�����B�10 

盛岡駅前 ��8�c�����R�10 

盛岡駅前 ��H�c�����b�10 

盛岡駅前 ��X�c�����r�10 
、盛岡駅前 ��h�c�������10 

盛岡駅前 ��x�c�������10 

盛岡駅前 ����c����#��：10 

盛岡駅前 ����c����#��10 

●ビーム1（宮古～東京間）

★宮古発

行き先 ��x圷遥��ﾒ�停車地 亶ｸﾌ8遥��(R�

宮古駅前 店�cCR�各バス停 度�cSR�

宮古駅前 塗�cC��嶋�cS��

宮古駅前 度�cC��祷�cS��B�

宮古駅前 嶋�cC������50 

宮古駅前 祷�cC������50 

宮古駅前 ����cC����"�50 

宮古駅前 ����cC����2�50 

宮古駅前 ��(�cC����B�50 

宮古駅前 ��8�cC����R�50 

宮古駅前 ��H�cC����b�50 

宮古駅前 ��X�cC����r�50 

宮古駅前 ��h�cC������50 

宮古駅前 ��x�cC������50 

宮古駅前 ����cC���#��50 

宮古駅前 ����cC���#��50 

浄土ヶ藻パークホテル 盛岡南営業所 浜松町バスターミナル 品川バスターミナル

品川バスターミナル

品川バスターミナル 浜松町バスターミナル

◆予約岩手県北バス宮古駅前案内所電話64－0069

※浄土ケ浜パークホテル前の発着は、7月中旬再開予定。



【JR］

●JR山田線（盛岡方面） ※一部列車を除き通常ダイヤで運行。

※盛岡駅～上米内駅（1日2往復）は記載省略。

★宮古発盛岡行き（上り）　　　　　　　　　　　　　　　　　（H23・4・29～） 

主な駅名 ��丿X遥.(棈�｢���弌Y�ﾈ�｢���丿X遥.(棈�｢���丿X遥.(棈�｢���丿X遥.(棈�｢�

宮古 迭�01 湯�30 ��R�53 ����11 ����26 

茂市 迭�22 湯�47 ��b�14 ����32 ����47 

川内 澱�02 �����b�47 ����06 �#��20 

盛岡 途�22 ����c3B�����00 �#��26 ��ﾂ�

★盛岡発宮古行き（下り）　　　　　　　　　　　　　　　（H23．4．29～） 

主な駅名 ��丿X遥.(棈�｢���弌Y�ﾈ�｢���弌Y�ﾈ�｢���丿X遥.(棈�｢���丿X遥.(棈�｢�
盛岡 ��ﾂ�����c�B���H�c3����b�30 ����59 

川内 澱�19 ��������r�52 �#��32 

茂市 途�06 ��"�46 ��b�15 ����33 �#��07 

宮古 途�29 ��2�03 ��b�31 ����53 �#��26 

●JR山田線（釜石方面）

岩手県北バス路線バスへの振替輸送を実施。
期間：4月20日（水）～当分の間

区間：宮古駅～岩手船越駅

※JRの回数券又は定期券で岩手県北バスの路線バスに乗車できます。ただし、乗降できる停留所が限られます。
※問い合わせ先：JR宮古駅、電話62－1734

●JR岩泉線（代行バス）

★岩泉駅・岩手和井内駅から茂市・宮古方面（上り）（H23．4．1～） 

駅　名 ��冤韈8ﾗ8*ｸ�｢���亶ｸﾌ8ﾗ8*ｸ�｢���冤韈8ﾗ8*ｸ�｢���亶ｸﾌ8ﾗ8*ｸ�｢�

岩泉 ��途�47 ��r�07 ����17 

二升石 ��途�52 ��r�12 ����22 

浅内 ��途�57 ��r�17 ����27 

岩手大川 ��唐�09 ��r�29 ����39 

押角 ��唐�33 ��r�53 �#��03 

岩手和井内 澱�35 唐�44 ����04 �#��14 

中里 澱�40 唐�49 ����09 �#��19 

岩手刈屋 澱�46 唐�55 ����15 �#��25 

茂市 澱�55 湯�04 ����24 �#��34 

毒目 ��湯�16 ���#��46 

花原市 ��湯�20 ���#��．50 

千徳 ��湯�27 ���#��：57 

宮古 ��湯�34 ���#��04 

茂市駅、山泉方面く　り）★宮古駅・茂市駅から岩泉方面（下り）　　　　　　（H23・4・1～） 

駅　名 ��舒)�(ﾗ8*ｸ�｢���舒)�(ﾗ8*ｸ�｢���舒)�(ﾗ8*ｸ�｢���舒)�(ﾗ8*ｸ�｢�

宮古 ������R�02 ��

千徳 ������R�09 ��

花原市 ������R�16 ��

量目 ������R�20 ��

茂市 澱�22 途�01 ��R�40 ����36 

岩手刈屋 澱�31 途�10 ��R�49 ����45 

中里 澱�37 途�16 ��R�55 ����51 

岩手和井内 澱�42 途�21 ��b�00 ����56 

押角 澱�53 途�32 ��b�11 ����07 

岩手大川 途�17 途�56 ��b�35 ����31 

浅内 途�29 唐�08 ��b�47 ����43 

二升石 途�34 唐�13 ��b�52 ����48 

岩泉 途�39 唐�18 ����57 ����53 



［三陸鉄道］

運行区間：宮古駅～小本駅間、陸中野田駅～久慈駅間

※小本駅～陸中野田駅間は、県北バスが臨時バスを運行しています。
※運行日　平　：平日のみ運行

平・土：平日及び土曜日運行

●久慈駅⇒宮古方面（上り）

三陸鉄道

（H23．5．9～）

運行日 兌ﾘ�Y7��兌ﾒ��� �� 兌ﾒ�兌ﾘ�Y7����

臨時バス 【県北バス】 （H23．6．11～） 冢ﾉ68羊�5：40 �7：40 � �� ��16 鼎��18 鼎�� 

玉川 迭�46 途�46 �� �� ��b�46 ����46 ��

堀内 迭�53 途�53 �� �� ��b�53 ����53 ��

白井 迭�57 途�57 �� �� ��b�57 ����57 ��

普代駅 澱�03 唐�03 �� �� ��r�03 ����03 ��

沼袋 澱�18 唐�18 �� �� ��r�18 ����18 ��

田野畑 澱�30 唐�30 �� �� ��r�30 ����30 ��

大声（島越） 澱�38 唐�38 �� �� ��r�38 ����38 ��

小本駅 澱�50 唐�50 �� �� ��r�50 ����50 ��

三陸鉄道 （H23．5．9～） 傅ﾉgｲ�▼ 7：00 �9 ���� ��14 ����17 ��R� �� 

摂待 途�06 湯�06 �� ��B�16 ��r�21 �� ��

田老 途�20 湯�20 �� ��B�30 ��r�35 �� ��

佐羽根 途�26 湯�26 �� ��B�36 ��r�41 �� ��

一の渡 途�31 湯�31 �� ��B�41 ��r�46 �� ��

山口団地 途�38 湯�38 �� ��B�48 ��r�53 �� ��

宮古 途�42 湯�42 �� ��B�52 ��r�57 �� ��

●宮古駅⇒久慈方面（下り） 
宮古 �� 唐�05 ��2�10 �� ��h�c���18 �#��

山口団地 �� 唐�09 ��2�14 �� ��h�c�B�18 �#B�

一の渡 �� 唐�16 ��2�21 �� ��h�c#��18 �3��

ニ陸鉄道 （H23．5．9′・■） 俚(蝿ﾚ｢� ��8 �#��13 �#b� ��16：26 ����36 

田老 �� 唐�28 ��2�33 �� ��h�c32�18 鼎2�

摂待 �� 唐�42 ��2�47 �� ��h�cCr�18 鉄r�

小本 �� 唐�47 ��2�52 �� ��h�cS"�19 ��"�

運行日 兌ﾒ�兌ﾘ�Y7���� �� 兌ﾘ�Y7��兌ﾒ�

臨時バス 【県北バス】 （H23且11－） 傅ﾉgｸ羊�6 ����7 �#R� �� ��17 ����19 ��R�

大声（島越） 澱�22 途�37 �� �� ��r�12 ����17 

田野畑 澱�30 途�45 �� �� ��r�20 ����25 

沼袋 澱�42 途�57 �� �� ��r�32 ����37 

普代駅 澱�57 唐�12 �� �� ��r�47 ����52 

白井 途�03 唐�18 �� �� ��r�53 ����58 

堀内 途�07 唐�22 �� �� ��r�57 �#��02 

玉川 途�14 唐�29 �� �� ����04 �#��09 

野田駅 途�20 唐�35 �� �� ����10 �#��15 

三陸鉄道

（H23．5．9～）



東日本大震災で被災された皆様へ

（岩手県内専門家合同相談会） 

なんで＿も ��ｨ�����橙�
「法律や相続、財産、税金について詳しく聞きたいのだけれども？」

「市や町への手続きはどうしたらいいのだろう？」

「22年に納めた税金が戻ってくるかもしれないと聞いたけれど、どうしたらいいの？」

「私の住まいはどうなるの？」「私の家や車、船のローンはどうなるの？」

r借りている家の修理代等の負担を家主さんに請求できるの？」

「借りている土地を家主さんに返すにはどうすればいいのだろう？」

畷害に遭った土地の価格を教えて下さい」r権利証をなくしたけれど悪用されないか？」

「公正証書遺言があるのか確認できないですか。再発行できないですか」

rお店や事業の再建のためにお金を借りる経営計画を作りたいのだけれど？」

「私の事業はどうしようか。やめようか」「事業計画書ってどう作ったらいいのだろう？」

「事業の再建のための資金・ローンの相談をしたいのだけれど？」

「遺族年金等はどのように請求したらいいのだろう？」

「仕事中に被災したのだけれど労災はおりるのか？もらっていない給料があるのだけれど」

などの御相談にいろいろな専門家が応じさせていただきます。

※車の廃車等の書類等が揃っていれば、その場で手続きを無料でいたします。

皆さんの相談に各分野の専門家が無料でお応えします

気がねなく参加してください

【日時・場所】☆（時間：10：00～12：00、13：00～16：00）

6月20日（月）　岩手県立福祉の里センター

（大船渡市立横町宇田ノ上30番地の20）

7月11日（月）　岩手県宮古地区合同庁舎1階　第3会議室

（宮古市五月町1－20　宮古市魚英市場北約100m）

☆（時間：13：00～16：00）

7月25日（月）　山田町中央コミュニティセンター

（山田町八幡町3－20）

8月　8日（月）　釜石市教育センター5階

（釜石市鈴子町15番2号JR釜石駅西側）

（開催予定日）8月22日（月）、9月5日（月）、9月20日（火）（会場未定）

【参加予定専門家等】

司法書士、弁護士、公証人、中小企業診断士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、

税理士、日本政策金融公庫、ファイナンシャルプランナー

【問い合わせ先】

岩手県税理士会館（019）622－5160（廃車の必要書類等は岩手県行政書士会館へ（019）623－1555）


