
■三条市デマンド交通ひめさゆり停留所一覧（令和3年4月1日現在　619か所）

エリア № 停留所名称 エリア № 停留所名称 エリア № 停留所名称

市街地 1 東三条駅 市街地 56 きらきら保育園 市街地 111 土場(北)

市街地 2 東三条駅(南口) 市街地 57 好日庵 市街地 112 土場集会所

市街地 3 日の丸観光タクシー本社 市街地 59 三条四日町郵便局 市街地 113 三条市金子新田会館

市街地 4 燕三条駅 市街地 60 由利バス停 市街地 114 下新田集会所

市街地 5 富永草野クリニック 市街地 61 桑原青果店 市街地 115 五明

市街地 6 三条タクシー 市街地 62 島田三叉路 市街地 116 東本成寺集落開発センター

市街地 7 三条地域振興局 市街地 63 第四銀行三条南支店 市街地 117 西中

市街地 8 旧一ノ木戸小学校 市街地 64 榎本外科医院 市街地 118 総合福祉センター

市街地 9 大渓外科医院 市街地 65 なでしこ青空保育園 市街地 119 西中集落開発センター

市街地 10 東公民館 市街地 66 旧第一中学校 市街地 120 西中バス停

市街地 11 くまがい歯科医院 市街地 67 旧条南小学校 市街地 121 本成寺中学校

市街地 12 GEO三条店前 市街地 68 本成寺保育園 市街地 122 西鱈田小学校

市街地 13 三条信用金庫本店 市街地 69 旧あいでん本成寺店 市街地 123 本成寺公民館

市街地 14 三条市役所 市街地 70 嵐南公民館 市街地 124 アメニティーカーショップフジタ

市街地 15 三条郵便局 市街地 71 マルイ本成寺店 市街地 125 ミチミマサヨ無痛整体院

市街地 16 山田皮膚科医院 市街地 72 レディスクリニック石黒 市街地 126 月岡４丁目中央

市街地 17 西裏館 市街地 73 直江３丁目(小林洋紙店向かい) 市街地 127 三条パール金属スタジアム

市街地 18 イオン宝くじ売り場前 市街地 74 西本成寺 市街地 128 如法寺団地

市街地 19 といし整形外科 市街地 75 川瀬神経内科クリニック 市街地 129 いからしの里

市街地 20 三條信用組合北支店 市街地 76 市民プール 市街地 130 月ヶ岡特別支援学校

市街地 21 荒町２丁目 市街地 77 あまの整形外科 市街地 131 三条市槻の森斎苑

市街地 22 体育文化会館 市街地 78 三条眼科 市街地 132 浄照寺

市街地 23 荒町ポンプ場 市街地 79 西本成寺集会所 市街地 133 月岡公民館

市街地 24 荒町１丁目 市街地 80 旧南小学校 市街地 134 みはらし団地

市街地 25 旧三条みのり幼稚園 市街地 81 新潟県央工業高校 市街地 135 篭場団地

市街地 26 北三条駅 市街地 82 ダッシュスイミングスクール 市街地 136 篭場バス停

市街地 27 エスタクシー本社 市街地 83 北陸ガス嵐南工場 市街地 137 水源地バス停

市街地 28 鍛冶道場 市街地 84 四日町 市街地 138 中新神明様

市街地 29 中央公民館 市街地 86 月岡入口 市街地 140 麻布入口

市街地 30 図書館 市街地 87 三条信用金庫月岡支店 市街地 141 麻布ふれあいセンター

市街地 31 三條信用組合中央支店 市街地 88 月岡２丁目 市街地 142 中新(下)

市街地 32 パルム 市街地 89 月岡団地 市街地 143 西大崎県営住宅

市街地 33 仲之町児童遊園地前 市街地 90 あさひケアセンター月の郷 市街地 144 三協車体

市街地 34 TREE 市街地 91 水野内科クリニック 市街地 145 つくし保育園

市街地 35 一ノ木戸商店街 市街地 92 コロナ 市街地 146 東大崎２丁目

市街地 36 山田屋酒店 市街地 93 新保公園 市街地 147 大崎会館分館

市街地 37 三之町病院 市街地 94 月岡小学校 市街地 148 ＪＡ新潟南蒲大崎支店

市街地 38 八幡町 市街地 95 あおぞら歯科クリニック 市街地 149 こころつくし

市街地 39 瑞雲橋東詰バス停 市街地 96 東新保集会所 市街地 150 諏訪二丁目集会所

市街地 40 北陸ガス脇 市街地 97 山吾食堂 市街地 151 諏訪公民館入口

市街地 41 田島児童遊園 市街地 98 曲渕二丁目 市街地 152 西大崎１丁目バス停

市街地 42 神社庁前 市街地 99 月岡百刈住宅 市街地 153 大崎会館

市街地 43 三竹 市街地 100 済生会病院 市街地 154 大崎学園

市街地 45 三条商業高校 市街地 101 長和園 市街地 155 リオンドール

市街地 46 田島橋北詰 市街地 102 大野畑区集会所 市街地 156 サンファーム三条

市街地 47 田島わくわく保育園 市街地 103 今井入口バス停 市街地 157 松ノ木団地入口

市街地 48 米泉寺前 市街地 104 楠電機商会 市街地 158 中越交通三条営業所

市街地 49 ドラッグトップス大崎店 市街地 105 広貞公園 市街地 159 三条東病院

市街地 50 三条駅 市街地 106 プリントショップスミタ 市街地 160 北入蔵

市街地 52 勤労青少年ホーム 市街地 107 すぐえ会館 市街地 161 北入蔵公民館

市街地 53 北新保2丁目 市街地 108 三条直江簡易局 市街地 162 三条東高校

市街地 54 三条信用金庫中央支店 市街地 109 三条サッシ工業 市街地 163 鶴田メディカルセンター

市街地 55 榎本内科クリニック 市街地 110 直江町４丁目 市街地 164 塚野目保育所
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エリア № 停留所名称 エリア № 停留所名称 エリア № 停留所名称

市街地 165 労働基準監督署 市街地 225 嵐南小学校 北 341 保内公園

市街地 166 三條信用組合本店 市街地 226 三竹改良住宅 北 342 魚保

市街地 167 三条塚野目郵便局 市街地 227 ケアハウスサンホーム 北 343 日東工業

市街地 168 塚野目診療所 市街地 228 緑ヶ丘集会所 北 344 二ツ山入口

市街地 169 三条信用金庫塚野目支店 市街地 229 中新田バス停 北 345 二ツ山神社

市街地 170 塚野目３丁目 市街地 230 上須頃（東） 北 346 真和工業

市街地 171 正通寺 市街地 231 東三条まもる眼科 北 347 沢田団地

市街地 172 あさひ測量 市街地 232 三条こどもクリニック 北 348 長泉寺

市街地 173 三条総合病院 市街地 233 西裏館３丁目 北 349 布施谷(上流)

市街地 174 嘉坪川集会所 市街地 234 三条市ものづくり拠点施設 北 350 松見屋材木店

市街地 175 ウオロク 市街地 235 須頃保育所 北 351 柳沢団地

市街地 176 第二中学校 市街地 236 興野児童公園 北 352 グッデイいきいきサポートセンター前

市街地 177 三条警察署 市街地 237 富永草野病院 北 353 県立三条テクノスクール

市街地 178 エムケーテック 市街地 238 大学・専門学校前 北 354 坂井商店

市街地 179 新光集会所 北 300 石上３バス停 北 355 東大崎(東)

市街地 180 かおる心療内科 北 301 デイサービスセンター友愛の郷 北 356 東大崎１丁目神社

市街地 182 消防署本部 北 302 上林小学校 北 357 中小企業大学校入口

市街地 183 三条石上郵便局 北 303 栗林集落開発センター 北 358 辰ノ口清水

市街地 184 どれみ保育園 北 304 下栗林 北 359 グリーンスポーツセンター

市街地 185 さいとう小児科 北 305 レーザーインパクト 北 360 渡辺果樹園脇

市街地 186 石上公民館 北 306 日吉神社 北 361 大島工業団地組合会館

市街地 187 下須頃公民館 北 307 三貫地新田 北 362 井戸場公民館

市街地 189 下須頃入口 北 308 つかのめの里 北 363 荻島（東）

市街地 190 須頃郷第３号公園 北 310 三貫地ふれあいセンター 北 364 佐藤酒店前

市街地 191 三条燕IC高速バス停 北 311 通恵寺 北 365 荻島集落開発センター

市街地 192 コメリパワー三条生活館 北 312 柳川ふれあいセンター 北 366 代官島自治会館

市街地 193 三条中央青果卸売市場 北 313 三貫地金物団地入口 北 368 代官島公民館

市街地 194 地場産センター 北 314 井栗公民館旭分館 北 369 大島小学校

市街地 195 上須頃下集落開発センター 北 315 柳場集会場 北 370 五軒場農業コミュニティセンター

市街地 196 山ちゃん農場 北 316 須戸農事集会所 北 371 ラーメンハウス原宿

市街地 197 上須頃野菜集出荷場 北 317 あやめ団地 北 372 環状線（西丸土建）

市街地 198 西照寺脇 北 318 野水機械製作所（南） 北 375 大島集出荷場

市街地 201 ホームセンタームサシ三条店 北 319 鶴田公民館 北 376 田中電気

市街地 202 下須頃（南） 北 320 新潟南蒲農協井栗支店 北 377 藤沢熔接

市街地 205 三条防災ステーション 北 321 敦田集落開発センター 北 378 土田製作所前

市街地 206 上須頃(南) 北 322 西潟 北 379 山香寺

市街地 207 上須頃住宅団地 北 323 井栗小学校前バス停 北 380 大島公民館

市街地 208 坂内商店 北 324 橡木研磨前 北 381 大島中学校グランド脇

市街地 209 たむら皮フ科クリニック 北 325 三柳石動神社 北 382 大島病院

市街地 210 茅原クリニック 北 326 三柳ふれあいセンター 北 383 柳橋

市街地 211 島田３丁目戸隠神社 北 327 第四中学校 北 384 牛ヶ島

市街地 212 月岡二丁目調整池公園 北 328 三条井栗郵便局 北 385 井栗日吉神社

市街地 213 島田会館 北 329 北野新田バス停 北 386 井栗公民館

市街地 214 桐岡団地公園 北 330 白山上バス停 北 387 下保内赤坂

市街地 216 丸井今井邸 北 331 白山バス停 北 388 環状線（渡辺建築）

市街地 217 四日町市場前 北 332 みずほ集会所 北 389 代官島上ふれあいセンター

市街地 218 馬場内科医院 北 333 保内工業団地入口 北 390 福楽寺

市街地 219 さとう栄整形外科クリニック 北 334 保内駅 北 391 庭園の郷　保内

市街地 220 田中内科クリニック 北 335 宮の浦バス停

市街地 221 市営曲渕住宅 北 336 赤宮ふれあいセンター

市街地 222 第三中学校グラウンド向かい 北 337 長谷川工務店

市街地 223 林町 北 338 穂奈伊神社

市街地 224 内科・消化器科わたなべ医院 北 340 下保内
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南 500 今井バス停 南 553 帯織郵便局 南 609 吉野屋(北)

南 501 今井公民館 南 554 帯織自治会館 南 610 吉野屋フォーラム

南 502 今井上口バス停 南 555 いっぷく２番館 南 611 吉野屋石動神社入口

南 503 三条市リージョンセンター 南 556 帯織駅 南 612 入蔵新田区自治会集会所

南 504 泉新田集落開発センター 南 557 帯織(中) 南 613 吉野屋鴨ヶ池

南 505 今井野新田公民館 南 558 前谷内集落開発センター 南 614 蔵内諏訪神社

南 506 今井野新田(西) 南 559 あいあい保育園 南 615 茅原集落開発センター

南 507 栄北小学校 南 560 戸口集会所 南 616 蔵内集会所

南 508 いずみニュータウン 南 561 岩渕公民館 南 617 佐久間歯科医院

南 509 尾崎浄水場 南 562 岩渕バス停 南 618 矢田集会所

南 510 裏泉 南 563 新堀公民館 南 619 しらさぎ森林公園

南 511 尾崎寺前バス停 南 564 東光寺集落集会所 南 620 しらさぎ荘

南 512 尾崎駐在所 南 565 東光寺諏訪神社 南 621 北潟集落開発センター

南 513 三番割集会所 南 566 東光寺駅 南 622 大面(東)

南 514 尾崎バス停 南 567 美里 南 623 大面郵便局

南 515 尾崎中央バス停 南 568 一ツ屋敷ふれあいセンター 南 624 大面集落開発センター

南 516 尾崎西口バス停 南 569 若宮集会所 南 625 大面小学校

南 517 鬼木入口バス停 南 570 福島集会所 南 626 安代公民館

南 518 岡野新田集会所 南 572 小山歯科医院 南 627 高安寺集会所

南 519 蓮照寺 南 573 三條信用組合栄支店 南 628 小滝集会所

南 520 鬼木集会所 南 574 斉藤電気商会 南 629 なかじま医院

南 521 鬼木上口バス停 南 576 猪子場集落センター 南 631 県央寮

南 522 鬼木郵便局 南 577 金子新田工業団地 南 632 ただいまーと

南 523 鬼木新田集落開発センター 南 578 須佐治療院 南 633 芹山

南 524 中曽根集会所 南 579 土場バス停 南 634 かんきょう庵

南 525 中曽根新田バス停 南 580 呉江 南 635 中村建築

南 526 渡前ふれあいセンター 南 581 貝喰新田(北) 南 636 一ツ屋敷新田（団地）

南 527 渡前(東) 南 582 貝喰新田(南) 南 637 吉田五組

南 528 小古瀬(西) 南 583 栄PA高速バス停(新潟方向) 南 638 長嶺１

南 529 小古瀬集会所 南 584 栄PA高速バス停(長岡方向) 南 639 長嶺２

南 530 山崎 南 585 福丙集落集会所 南 640 吉野屋三沢

南 531 中島集落集会所 南 586 福島(丙)

南 532 善久寺農村公園 南 587 半ノ木(東)

南 533 大字善久寺集落集会場 南 588 半ノ木(中)

南 534 千把野ふれあいセンター 南 589 半ノ木(西)

南 535 荻島入口バス停 南 590 東鱈田バス停

南 536 ショートステイさかえ弥生 南 591 西鱈田バス停

南 537 善久寺バス停 南 592 鱈田保育所

南 538 栄中央小学校 南 593 金子新田集会所

南 539 栄中学校 南 594 袋入口

南 540 さかえの里 南 595 東北電力三条変電所

南 541 山王 南 596 吉田地区集会所

南 542 三条市役所栄庁舎 南 597 如法寺公民館

南 543 栄公民館 南 598 県央寮バス停

南 544 浦新田(上) 南 599 長嶺

南 545 栄荻島(西) 南 600 袋バス停

南 546 荻島ふれあいセンター 南 601 薬師の郷

南 547 栄荻島(東) 南 602 五社神社脇

南 548 日枝神社 南 603 金子新田三ツ屋集会場

南 549 山王集会所 南 605 吉野屋白山

南 550 山王(南) 南 606 三ツ屋バス停

南 551 帯織苗代垣集会所 南 607 南入蔵諏訪神社

南 552 帯織(西) 南 608 吉野屋入口
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下田 700 高岡集落センター 下田 754 大沢農業開発センター 下田 807 中飯田集落開発センター

下田 701 高岡お宮前 下田 755 大沢(上) 下田 808 上山建築店

下田 702 日の丸観光タクシーヒメサユリ営業所 下田 756 福沢バス停 下田 809 下飯田公民館

下田 703 ヒメサユリパーク 下田 757 中野原(下) 下田 810 坂本バス停

下田 704 下大浦 下田 758 中野原(上) 下田 811 小外谷

下田 705 下大浦集落開発センター 下田 759 笹岡小学校 下田 812 やまゆり

下田 706 馬場集落開発センター 下田 760 楢山集落開発センター 下田 813 曲谷(中)

下田 707 大浦小学校 下田 761 楢山バス停 下田 814 曲谷(上)

下田 708 福岡ふれあいセンター 下田 762 下荒沢 下田 815 牛ヶ首集落開発センター

下田 709 大浦中央バス停 下田 763 下笹岡バス停 下田 816 牛ヶ首バス停

下田 710 島潟集落開発センター 下田 764 長沢郵便局 下田 817 落合バス停

下田 711 上大浦集落開発センター 下田 765 笹岡中央バス停 下田 818 落合

下田 712 滝谷集落センター 下田 766 笹岡上口バス停 下田 819 元長沢堤前

下田 713 滝谷バス停 下田 767 笹岡(上) 下田 820 上谷地集会所

下田 714 弥田動物病院前 下田 768 笹岡宮前バス停 下田 821 中浦児童公園入口

下田 715 高屋敷集落開発センター 下田 769 畜産研究センター前バス停 下田 822 中浦バス停

下田 716 ムサシ下田店 下田 770 永島バス停 下田 823 中浦

下田 717 旧下田渡邊医院 下田 771 棚鱗バス停 下田 824 蝶名林営農研修センター

下田 718 下田郵便局 下田 772 棚鱗 下田 825 中浦(上)

下田 719 しただ郷クリニック 下田 773 棚麟ゲートボール場 下田 826 中浦ヒメサユリ森林公園

下田 720 長沢駅跡バス停 下田 774 荒沢バス停 下田 827 鹿熊

下田 721 ほほえみ乃郷 下田 775 荒沢郵便局 下田 828 新屋バス停

下田 722 鹿峠中央バス停 下田 776 小長沢バス停 下田 829 新屋集落開発センター

下田 723 秀翁寺 下田 777 鏡橋地蔵尊 下田 830 坂井工務店入口T字路

下田 724 三条市役所下田庁舎 下田 778 荒沢上バス停 下田 831 三条市下田野球場入口

下田 725 荻堀お宮前 下田 779 道の駅「漢学の里しただ」 下田 832 北五百川(上)

下田 726 荻堀上公民館 下田 780 庭月バス停 下田 833 北五百川（北）

下田 727 原下ふれあいセンター 下田 781 ＪＡにいがた南蒲森町支店 下田 834 木津商店前

下田 728 原入口バス停 下田 782 いっぷく 下田 835 北五百川(下)

下田 729 下田中学校前バス停 下田 783 下田公民館森町分館 下田 836 いい湯らてい

下田 730 長野温泉入口 下田 784 院内 下田 837 かもしか病院

下田 731 下田体育館 下田 785 八木前バス停 下田 838 大竹電機サービス前

下田 732 桑切集落開発センター 下田 786 森町集会場 下田 839 長野公民館

下田 733 原上 下田 787 森町(西) 下田 840 長野バス停

下田 734 朝日土建倉庫前 下田 788 名下下平 下田 842 牛ノ尾バス停

下田 735 長沢小学校前バス停 下田 789 田屋ふれあいセンター 下田 843 牛ノ尾上口バス停

下田 736 長沢入口バス停 下田 790 田屋天神社バス停 下田 844 牛野尾ふれあいセンター

下田 737 八子金型工業 下田 791 花渕ふれあいセンター 下田 845 濁沢構造改善センター

下田 738 長沢中央バス停 下田 792 江口ふれあいセンター 下田 846 早水バス停

下田 739 古戸バス停 下田 793 江口農機具格納庫 下田 847 早水中央

下田 740 駒込下ふれあいセンター 下田 794 島川原上島 下田 848 濁沢(上)

下田 742 駒込中央バス停 下田 795 前田建築 下田 849 岩ヶ崎

下田 743 山屋建築作業所 下田 796 島川原集落開発センター 下田 850 境バス停

下田 744 広手 下田 797 南中バス停 下田 851 葎谷バス停

下田 745 駒込集落開発センター 下田 798 島川原(西) 下田 852 葎谷ふれあいセンター

下田 746 駒込赤坂 下田 799 南中生活改善センター 下田 853 遅場生活改善センター

下田 747 駒込（上） 下田 800 上飯田バス停 下田 854 遅場バス停

下田 748 大平バス停 下田 801 鹿峠ライスセンター 下田 855 南五百川

下田 749 西川ベンダー 下田 802 ウェルネスしただ 下田 856 名下(北)

下田 750 大平(上) 下田 803 上飯田集会所 下田 857 名下入口バス停

下田 751 笹巻 下田 804 飯田バス停 下田 858 旧名下保育所

下田 752 笹巻ふれあいセンター 下田 805 いいだ保育園 下田 859 大谷地公民館

下田 753 大沢片平 下田 806 ピュアハウス 下田 860 名下バス停



■三条市デマンド交通ひめさゆり停留所一覧（令和3年4月1日現在　619か所）

エリア № 停留所名称

下田 861 大谷地山神社

下田 862 名下(南)

下田 863 栗山バス停

下田 864 塩野渕生活改善センター

下田 865 笠堀

下田 866 大滝歯科医院

下田 867 大平集落開発センター

下田 868 大谷地バス停

下田 869 観音堂入口

下田 870 下大浦（北）


