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岩手県交通が４月２０日から市内４路線でバス運行 
 岩手県交通では、震災のため運行を見合わせておりましたが、市内４路線について４月２０日
（水）から運行を再開します。また、大船渡市へのバス運行については、現在調整しております。 
▽広田線時刻表（広田小学校～鳴石団地間） 

行き 帰り 
停留所名 時刻 停留所名 時刻 

広田小学校 ９：００ 鳴石団地前 １３：４０ 
天王前 ９：０１ サンビレッジ高田 １３：４４ 
大野 ９：０２ 高畑 １３：５１ 
小屋敷 ９：０３ 高木 １３：５６ 
袖野 ９：０４ 三日市 １３：５７ 
長洞 ９：０５ 柳沢 １３：５９ 
小箇口 ９：０６ 小箇口 １４：０４ 
柳沢 ９：１１ 長洞 １４：０５ 
三日市 ９：１３ 袖野 １４：０６ 
高木 ９：１４ 小屋敷 １４：０７ 
高畑 ９：１９ 大野 １４：０８ 
サンビレッジ高田 ９：２６ 天王前 １４：０９ 
鳴石団地前 ９：３０ 広田小学校 １４：１０ 
▽的場線時刻表（的場～鳴石団地間）※月・水・金曜日運行 

行き 帰り 
停留所名 時刻 停留所名 時刻 

的場 ９：００ 鳴石団地前 １５：１０ 
落合 ９：０１ 高田ドライビングスクール １５：１４ 
三の戸 ９：０３ 見世前 １５：１８ 
生出農協前 ９：０４ 仲の沢 １５：１９ 
生出小学校 ９：０５ 竹駒駅前 １５：２０ 
矢作清水 ９：０６ 廻舘橋 １５：２５ 
木戸口 ９：０７ 湯漬畑 １５：２７ 
滝見橋 ９：１１ 大梨前 １５：２９ 
矢作中学校 ９：１３ 梅ノ木 １５：３１ 
二又 ９：１４ 信内 １５：３３ 
山崎橋 ９：１６ 山崎橋 １５：３４ 
信内 ９：１７ 二又 １５：３６ 
梅ノ木 ９：１９ 矢作中学校 １５：３７ 
大梨前 ９：２１ 滝見橋 １５：３９ 
湯漬畑 ９：２３ 木戸口 １５：４３ 
廻舘橋 ９：２５ 矢作清水 １５：４４ 
竹駒駅前 ９：３０ 生出小学校 １５：４５ 
仲の沢 ９：３１ 生出農協前 １５：４６ 
見世前 ９：３２ 三の戸 １５：４７ 
高田ドライビングスクール ９：３６ 落合 １５：４９ 
鳴石団地前 ９：４０ 的場 １５：５０ 
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▽気仙線時刻表（福伏～鳴石団地間） 
行き 帰り 

停留所名 時刻 停留所名 時刻 
国道福伏 ９：００ 鳴石団地前 １４：００ 
国道要害 ９：０１ 高田ドライビングスクール １４：０４ 
廻舘橋 ９：２０ 見世前 １４：０８ 
竹駒駅前 ９：２５ 仲の沢 １４：０９ 
仲の沢 ９：２６ 竹駒駅前 １４：１０ 
見世前 ９：２７ 廻舘橋 １４：１５ 
高田ドライビングスクール ９：３１ 国道要害 １４：３４ 
鳴石団地前 ９：３５ 国道福伏 １４：３５ 
▽合場線時刻表（合場～鳴石団地間）※火・木・土運行 

行き 帰り 
停留所名 時刻 停留所名 時刻 

合場 ９：００ 鳴石団地前 １５：１０ 
坂下 ９：０２ 高田ドライビングスクール １５：１４ 
中平 ９：０３ 見世前 １５：１８ 
中平倉庫 ９：０５ 仲の沢 １５：１９ 
二又 ９：０７ 竹駒駅前 １５：２０ 
山崎橋 ９：０９ 廻舘橋 １５：２５ 
信内 ９：１０ 湯漬畑 １５：２７ 
梅ノ木 ９：１２ 大梨前 １５：２９ 
大梨前 ９：１４ 梅ノ木 １５：３１ 
湯漬畑 ９：１６ 信内 １５：３３ 
廻舘橋 ９：１８ 山崎橋 １５：３４ 
竹駒駅前 ９：２３ 二又 １５：３６ 
仲の沢 ９：２４ 中平倉庫 １５：３８ 
見世前 ９：２５ 中平 １５：４０ 
高田ドライビングスクール ９：２９ 坂下 １５：４１ 
鳴石団地前 ９：３３ 合場 １５：４３ 

 
◆下水道施設の仮復旧について 

このたびの震災により、広田浄化センターが崩壊し汚水の処理ができない状態が続いておりま
したが、４月２０日（水）から条件付きで使用できることになりました。 
 なお、使用にあたっては、必ず注意事項を守るようお願いします。 
【水洗トイレ】 
 水を確保できる場合は、水洗トイレを使うことができます。ただし、トイレットペーパーなど
の紙は、絶対に流さないでください。（トイレに使用する水は、自家水、風呂の残り湯なども使え
ます） 
【洗濯・台所・風呂など】 
 洗濯や台所、風呂などの排水は流すことができますが、油や野菜くず、毛髪などは流さないよ
うにしてください。 

 《日本財団からのお知らせ》 日本財団…全国の競艇事業の収益金を基に運営している財団です。 
 日本財団では、今回の大震災で亡くなられた方などのご遺族の代表者（原則１親等）に対し、
１人当たり５万円の弔慰金を贈ります。手続きの日程は下表のとおりです。※居住地以外の地区
でも申請ができます。 

日時 会場 
４月２０日（水）午前１０時～正午 長部コミセン 
４月２０日（水）午後１時～３時 下矢作コミセン 
４月２１日（木）午前１０時～正午 モビリア 
４月２１日（木）午後１時～３時 竹駒コミセン 
４月２２日（金）午前１１時～午後３時 

高田小学校 
４月２３日（土）午前１１時～午後３時 

【持参するもの】 

免許証、保険証などの身分証明

書、印鑑 

※亡くなった方との関係を示す

もの、死亡届の写しがあれば持参

してください。 

 


