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R3.6.18 社協会費及び日本赤十字社活動支援費募集説明会
「ご協力よろしくお願いします。」

R3.7.30 はつらつチャレンジ教室
「音楽♫と一緒にみんなの輪」

R3.5.24 いこいでMKU
「毎日続けて転倒予防」

R3.5.25 きたじまウォーキング講習会
「ウォーキングで免疫力アップ　コロナに負けるもんか」



少子高齢化に伴って人口減少や核家族化が進み、地域のつながりは希薄化しつつあります。地
域社会を取り巻く環境の変化によって、複雑・複合的な課題を抱える個人や世帯が増加してお

ります。このような中、高齢者・障がい者・子どもなど全ての住民の誰もがその人らしく、安全・安心を実感し住
み慣れた地域で、一人ひとりの暮らしと生きがいを持ち生活できるように住民、行政、福祉関係者と協働し、世代
や分野を超えて「誰もが、住み慣れた地域で、安心して生き生きと暮らすことのできる」仕組み作りに取り組み、
元気で住みよいまちづくりを推進すると共に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため感染予防を講じながら、
住民の皆様に安全・安心をお届けできるよう取り組んでまいります。

令和３年度 北島町社会福祉協議会

基本方針基本方針

１．社協の基盤強化と活動の充実
２．地域福祉活動の推進
３．日常生活自立支援事業の推進
４．ボランティアセンター事業の推進
５．小地域福祉のまちづくり事業の推進

６．募金事業の啓発と自主財源の増強
７．在宅サービス活動の推進、介護保険サービスの充実
８．町受託事業の適正な運営の執行
９．総合相談事業及び自立相談支援事業の充実
10．生活支援体制整備事業の推進

法人会計令和２年度決算及び令和３年度予算概要

重点目標重点目標

2寄附金収入

2寄附金収入

1会費収入

1会費収入

4受託金収入

4受託金収入

1人件費支出

1人件費支出

2事務・事業費
支出　 　　

2事務・事業費
支出　 　　

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出
7サービス区分間繰入金収入

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出

6負担金支出

7予備費支出

7予備費支出

3経常経費補助金収入

3経常経費補助金収入

5貸付事業収入

8介護保険
事業収入

8介護保険
事業収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

10その他の収入
11受取利息配当金収入

7負担金収入

6事業収入
5貸付事業収入7負担金収入

12サービス区分間繰入金収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

12サービス区分間
繰入金収入

12前期未支払資金残高

12前期未支払資金残高

令和３年度予算（収入）
221,329,000円

令和２年度決算（収入）
224,529,365円

令和３年度予算（支出）
221,329,000円

令和２年度決算（支出）
224,526,365円

2寄附金収入

2寄附金収入

1会費収入

1会費収入

4受託金収入

4受託金収入

1人件費支出

1人件費支出

2事務・事業費
支出　 　　

2事務・事業費
支出　 　　

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

6負担金支出

7予備費支出

7予備費支出

3経常経費補助金収入

3経常経費補助金収入

6事業収入 5貸付事業収入

8介護保険
事業収入

8介護保険
事業収入

11受取利息配当金収入

7負担金収入

6事業収入
5貸付事業収入7負担金収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

11受取利息配当金収入

12前期未支払資金残高

12前期未支払資金残高

10その他の収入10その他の収入

令和３年度予算（収入）
221,329,000円

令和２年度決算（収入）
224,529,365円

令和３年度予算（支出）
221,329,000円

令和２年度決算（支出）
224,526,365円

（収入）� （単位：円）

科　　　目 令和3年度予算 令和2年度決算
1 会費収入 661,000 535,506
2 寄附金収入 200,000 100,000
3 経常経費補助金収入 54,864,000 49,146,341
4 受託金収入 102,598,000 96,437,968
5 貸付事業収入 700,000 290,300
6 事業収入 742,000 733,438
7 負担金収入 10,666,000 11,506,800
8 介護保険事業収入 16,082,000 19,425,864
9 障害福祉サービス事業収入 0 1,364,730
10 その他の収入 0 90,000
11 受取利息配当金収入 17,000 1,358
12 前期未支払資金残高 34,799,000 44,897,060

合　　　計 221,329,000 224,529,365

（支出）� （単位：円）

科　　　目 令和3年度予算 令和2年度決算
1 人件費支出 153,625,000 145,493,153
2 事務・事業費支出 30,828,000 36,693,244
3 貸付事業支出 700,000 285,000
4 共同募金配分金事業費 1,543,000 974,325
5 助成金支出 8,000 0
6 負担金支出 2,305,000 108,000
7 予備費支出 32,320,000 40,972,643

合　　　計 221,329,000 224,526,365
 ※金額の差異は新事業の実施及び事業拡大による

【貸借対照表】令和3年3月31日現在 （単位：円）
科　目 金　額 科　目 金　額

流動資産 62,636,670 流動負債 19,607,495
固定資産 96,059,374 固定負債 92,264,780

基本金 1,000,000
次期繰越活動増減差額 45,823,769

資産の部合計 158,696,044 負債及び純資産の部合計 158,696,044
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をご利用ください！！生活支援サポートセンター生活支援サポートセンター

10月17日（日）に開催を予定しておりました第20回北島町社会
福祉大会は、全国的な新型コロナウイルス感染拡大の状況を受
け、ご参加頂く皆様の健康・安全面を考慮した結果、次年度に延
期することにいたしました。
開催を楽しみにしてくださった皆様には、ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

11月に予定しておりました第24回北島町ボラン
ティアふれあいまつり・じどうかんまつりは、全国
的な新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏ま
え、中止することにいたしました。

第24回北島町ボランティア
ふれあいまつり・じどうかんまつりの

中止のお知らせ

第24回北島町ボランティア
ふれあいまつり・じどうかんまつりの

中止のお知らせ

第24回北島町ボランティア
ふれあいまつり・じどうかんまつりの

中止のお知らせ

第20回北島町社会福祉大会の
延期のお知らせ

【目　的】日々の生活の困りごとを北島町のボランティアさんが有償で手助けしてくれる事業です。
　 　 　 日々の生活に困っている方、少しお手伝いしてほしいという方は是非お気軽にご利用ください。
【申込み】利用 1週間前までに下記までお申し込みください。

※ご利用申し込みは平日の 8：30から 17：00までとなります。ご了承ください。
※買い物代行など支払いが発生する場合は実費をお支払いいただきます。

10分 150 円＋交通費（1km×25円）（例）通院介助 60分であれば 150 円×6＝900 円＋交通費）

月曜日から土曜日　9：00～16：30（日曜日・国民の祝日および 12月 29日～1月 3日は除く）

利用料金

利用日時

町内在住で 65歳以上のひとり暮らしの方利用対象者

地域の福祉、みんなで参加

令和３年度 赤い羽根共同募金令和３年度 赤い羽根共同募金
今年も全国で赤い羽根共同募金運動が開催されています。
北島町では、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金を同時に募集するよう計画しております。
共同募金は、事前に使い道や集める額（目標）を決めて行う計画募金です。そのため、戸別募金に
ついては目安の額を設定していますが、決して強要するものではありません。（募金額は自由です。）
共同募金は、寄附した方々の地域で生きる募金です。一人ひとりの優しさが地域福祉推進のための
力となります。趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願いいたします。

令和２年度みなさまからお寄せいただきました募金総額は
共同募金 966,114 円・歳末たすけあい募金 440,000 円でした。
ありがとうございました。

令和２年度共同募金配分金として 591,300 円
歳末たすけあい募金配分金として 440,000 円ありました。
配分金は、下記の地域福祉活動のために役立てさせていただきました。

共同募金の流れ

皆様からご協力いただいた
戸別募金・街頭募金
学校募金・法人募金
職域募金・イベント募金

全額送金

北島町共同募金委員会
（北島町社会福祉協議会）

徳島県共同募金会

北島町共同募金委員会
（北島町社会福祉協議会）

配分金として
保育所・障がい者（児）・
高齢者等の福祉施設、団
体の活動と整備のために
災害時の準備のために

地域の福祉施設や
事業へ配分

令和２年度町内地域福祉活動配分状況
《赤い羽根共同募金では》 《歳末たすけあい募金では》

募金総額より、北島町配分金（591,300 円）をさし引いた残りの 374,814 円は、県内の高齢者・障がい者施設・保育所等の支援金、災害時支援等の積立金として役立てられています。

・町内 3小学校の新入学児童（229 名）
　へ黄色い帽子を贈呈

・福祉啓発活動 （75,000円）
　（募金啓発、社会奉仕活動）
・ふれあい総合相談センターの開設
　（法律相談等専門相談） （27,500円）

児童・青少年福祉活動事業 188,925円

高齢者・障がい者・児童へ歳末見舞金
（93 名分）として配分

施設長期入院・入所者見舞金 298,524円福祉育成・援助活動事業
 102,500円

町老人クラブ（27,000円）
育成会（18,000円）
身障連合会（18,000円）へ助成

高齢者・障がい児・者福祉活動事業
 63,000円

次年度へ繰越 56,975円
ボランティアグループ育成・活動援助の開催

ボランティアセンター事業 242,900円

ひとり暮らし高齢者（280名）へ芋餅を
宅配

在宅福祉サービス事業 78,476円

通院介助
（車での送迎は不可）

室内清掃 買い物代行
付き添い 薬の受け取り

草抜き
（剪定は除く）

室内の力仕事 軽度作業
（電球交換・台風対策など）

サービス内容
外回り
庭の掃除
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北島町には５つの児童館（中央・東・西・南・北）
があります。
児童館利用には二つの方法があります。一つは小学
校４年生までの留守家庭児童が登録して利用する方
法。もう一つは留守家庭でない児童が自由に来館し
て利用する方法です。※新型コロナウイルスの感染状
況により、自由来館は利用できない場合があります。
各児童館では、毎月特色のある行事を計画し実施し
ています。
各児童館の夏の行事を紹介します。

児童館トピックス児童館トピックス
中央児童館
夏休みにウォーターガンバトルをしました。頭に金魚すくいのポイをつ
けて、それをめがけて水てっぽうで撃ち合いました。自分のポイが破
れないように撃って、逃げて...びしょ濡れになりながら楽しみました。

西児童館
７月26日（月）～7月30日（金）にエンジョイサマーウィークを行いまし
た。水鉄砲や水風船で友達と水をかけ合い、水に触れることで爽快
感を感じ楽しむ姿が見られました。水鉄砲だけでなく、大型のシャ
ボン玉や館内に咲いているオシロイバナで色水遊びも楽しみました。

東児童館
「エンジョイサマー」という行事で水遊びをしました。水鉄砲で
打ち合いをしたり、水風船を投げ合ったりして楽しみました。
水が冷たくて気持ちよさそうでした！

北児童館
シャボン玉あそびをしました。少しずつ息を吹いて、大きいシャボ
ン玉を作ろうと頑張っている姿や「せーの」とお友だち同士で声を
かけあってシャボン玉を飛ばしたりなど、とても楽しい時間でした。

南児童館
プチっと夏遊びをしました。
スライム作りは魔法の水を入れてまぜるとあら不思議！
みるみる固まってきてぷにぷにのスライムが出来上がりました。

　「エンジョイサマーウィーク」　「エンジョイサマー」

　「ウォーターガンバトル」

　「シャボン玉あそび」　「プチっと夏遊び」

今こそあそびでつながろう！
あそびでスカッと吹き飛ばそう！

5児童館合同企画！

じどうか ん
『あそびンピック！』

11月開催予定

令和
3年度 在宅フォロー事業ペアネットさくら
ペアネットさくらでは在宅で過ごしている０歳～４歳までの子どもとその保護者が参加
して一緒に遊び・学び・健やかに育つ機会を提供しています。たくさんの皆様の参加を
お待ちしています。

募集期間　随時
実施日時　毎週水曜日　１０時３０分～１２時３０分
実施場所　北島中央児童館（中央地区学習等供用施設内）
費　　用　【月負担金】 ３００円
お問い合わせ　北島中央児童館
　　　　　　　TEL&FAX ０８８－６９８－８８０１
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「点訳の会うず」は会員11名で主に絵本・児童書の点訳をし、
指で触れる絵を入れ点訳絵本として全国の視覚支援学校に、
年数回送っています。「北島わくわくキッズスクール」では
児童館にて点字絵本作りを体験してもらいます。毎週土曜日
の14時から町立図書館のカウンター横で、児童・大人の初

パソコンを使って点訳をしています。発足22年目で現在の
会員数は男性2名女性15名です。県の点訳奉仕員養成講座
あるいは北島町の点訳講習会修了生から成っています。
「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書の点訳が主な
活動で、全国の盲学校に提供しています。それ以外の時期は
会員が個々に本を選び、自分のペースに合わせて点訳し、デー

点訳の会うず 点訳燦の会会長　天羽 真寿美 会長　田房 英子

北島町ボランティア連絡協議会には11グループが加入して、
それぞれ特色のある活動を行っています。
今回はそのうちの２グループを紹介いたします。

北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介

宮本　麻雄 様（中村）
江尻東自主防災会 様

【フードバンク事業】

三和電業株式会社 北島支店 様

【善意銀行事業】

ご寄附のお礼

■援助が必要な方のためのマークです■
　・義足や人工関節を使用している方
　・内部障がいや難病の方
　・妊娠初期の方　など
　外見からはわからないけれど援助や配慮を必要とする方
が、かばんなど周りから見えやすい位置につけています。

■ヘルプマークをつけている方を見かけたら■
　列車やバスで席をゆずる、困っているようであれば声を
かけるなど思いやりのある行動をお願いします。

■ヘルプマークを必要とする方に配布しています■
　北島町社会福祉課までお問い合わせください。
　電話 088-698-9802

心者向けの講座を行って
おります。
興味がおありでしたら是
非気軽にお声がけくださ
い。お待ちしています。

タを「サピエ図書館」と
いう全国的な情報ネット
ワークにアップして多く
の方に活用していただい
ています。興味のある方、
入会をお待ちしていま
す。

ヘ ル プ マ ー ク を 　　っていますか知

福祉活動アルバム「高齢者生きがい講座」

陶芸陶芸 将棋将棋
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社協会費及び
日本赤十字社活動支援費のお礼

社協会費及び
日本赤十字社活動支援費のお礼
社協会費及び日本赤十字社活動支援費（日赤社
費）募集にあたり、各戸を訪問され奉仕された
方々（各地区婦人会役員、自治会・衛生組合役員、
担当民生委員の各位）、そしてご協力くださった
住民の方々に対して、厚くお礼申しあげます。
お陰をもちまして社協会費は 468,900 円（令
和３年８月１０日現在）が集まりました。この会
費は、社協の自主財源として、より充実した福
祉事業推進に役立てさせていただきます。
また、日赤社費は 1,001,800 円（令和３年
８月１０日現在）が集まり直ちに日本赤十字社徳
島県支部に送金いたしました。
日赤社費は、日本赤十字社を通じて主に災害救
援、国際救護、赤十字講習会、献血事業等に活
用させていただきます。
ご協力いただきました皆様に厚くお礼申しあげ
るとともにご報告させていただきます。

社会福祉協議会では、登録していただいた方に事業案内文書等
を送付させていただいております。ご希望の方は、社会福祉協
議会または各地区担当民生委員までお申し込みいただきますよ
うお願いします。

★一度登録して頂いた方は、更新の手続きは不要です。
★同居となった場合は、自動的に登録を抹消させていただき
ます。

高齢者福祉の増進を図り、社会福祉協議会等で実
施するひとり暮らし高齢者対象の行事の案内等、
緊急時対応のために緊急連絡先等の把握を行うこ
とを目的とします。

◆社会福祉法人 北島町社会福祉協議会◆
   北島町新喜来字南古田８８-１
   電　話　６９８-８９１０
　ＦＡＸ　６９８-８９２１
◆各地区担当民生委員◆

 ・宅配サービス（老人クラブ・民生児童委員協議会）
 ・春のおたのしみ会

目　　的

申込み先

対象事業

仕事がなかなか見つからない、経済的に苦しくて生活して
いけない、多額の借金がある、引きこもりや不登校の家族
がいる、悩むばかりでどこに相談したらいいかわからない
ということなどについて相談に乗ります。

受付時間　月～金　8：30～17：00（祝日・年末年始をのぞく）

〔相談のながれ〕
①あなたが不安を抱えていることについて相談に乗ります。
②あなたと一緒に、今後の生活を良くしていくための計画を
　作成します。
③生活の困り事の解決に向けて、あなたを支援します。

「くらしサポートセンター北島」「くらしサポートセンター北島」 をご利用ください。
北島町社会福祉協議会では、居宅介護支援事業所を運営して
おります。介護を必要とする方が、自立した日常生活を営む
ことができるように、在宅支援サービスを提供しています。

専門的な知識を持った介護支援専門員（ケアマネージャー）が、
要介護者の心身の状況や環境、また家族の要望などを聞きな
がら、介護サービスを利用するための計画（ケアプラン）を
作成します。
また、介護サービスを受けるための認定の相談や申請、更新
の代行、サービス提供事業所との連絡調整なども行います。

きたじまいきいきケア指定居宅介護支援事業所（北島町社会福祉協議会内）
TEL 088‒698‒8924　FAX 088‒698‒8921

～介護サービスを受けるために～

お問い合わせ先

きたじまいきいきケア
 指定居宅介護支援事業所
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新型コロナウイルス感染拡大予防対策新型コロナウイルス感染拡大予防対策
老人福祉センター
　◦マスクの着用
　◦体温測定（平熱を１度以上超える方、風邪の症状のある方、
　　体調の悪い方のセンター利用禁止）
　◦手指の消毒
　◦換気
　◦マッサージ機等共有物の消毒
お風呂の利用
　◦入浴時間　10：00～15：30（１人40分）※着替えを含む
　◦人数制限をしての入浴　男性３名、女性５名ずつ

福祉バス・町内ぐるぐる福祉バス
◦密集・密着を避けるために中型福祉バスで運行
　※平日は、福祉バス・町内ぐるぐる福祉バスの運行に中型
　　福祉バスを使用するため団体への貸出はできません。

【開催日時】

【開催場所】北島町老人福祉センター　
【参加対象】障がい児（者）の親・家族　興味のある方どなたでも
【参 加 費】100円
【講　　師】徳島県手をつなぐ育成会　市町村の会　おしゃべり隊
　　　　　　　ファシリテーター　福井　公子 氏
【申 込 先】前日までにお名前・ご連絡先を下記へお申し込
　　　　　　みください。
【備　　考】全日本育成会が開発した「家族支援ワークショッ
　　　　　プ」プログラムを活用します。

【開催日時・場所】14：00～

【対 象 者】北島町内在住の65歳以上の方
【参 加 費】無　料
【定　　員】15名
【講　　師】健康運動指導士　川島　　歩 氏

【開催日時】

【開催場所】北島町保健相談センター　調理室・研修室
【参 加 費】700円（当日集金いたします。）
【準 備 物】エプロン・三角巾（バンダナ等）・筆記用具・マスク
　　　　　　菜切り包丁をお持ちの方は、お持ちください。
　　　　　　（参照：菜切り包丁）
【講　　師】うどん工房　名麺堂
　　　　　　　　代表取締役　泉　　衛 氏
【受講対象者】北島町内在住の65歳以上の男性
【申込み先】11月 1 日（月）から12日（金）までに下記まで
　　　　　　お申し込みください。

【日　　時】受付9時～　開始9時30分～　※小雨決行

【参 加 費】無料
【指 導 者】健康運動指導士　幸田　貴美子 氏
　　　　　　　徳島板野警察署　交通課
【定　　員】各地区30名（町内在住の60歳以上の方）
　　　　　　　老人クラブ会員でない方にも、お誘い合わせの
　　　　　　　うえご参加ください！
【持 ち 物】動きやすい服装、履き慣れた靴、タオル、飲み物など
【申込み先】10月22日（金）までに下記までお申し込みください。

「家族支援ワークショップ・おしゃべり会」 いこいでＭＫＵ

男が作る！            
「手打ちうどん製麺作り教室」 健康ウォーキング

＋交通安全教室

～憩の家でみんなで筋力アップ～～障がいのある子（人）をケアしている「あなた」のために～

いつもの「歩き・道」を見直そう！

主催：北島町老人クラブ連合会
共催：板野東部地区交通安全教育推進協議会

開会
歩き方講習会
町内ウォーキング（町内約2km）
交通安全教室
閉会（11時30分予定）

日　程

※「いこいでMKU」を開催希望の地域の方は、下記まで
　ご連絡ください。

募集中！

10月 6 日(水)
11月24日(水) 11月29日(月)

12月27日(月)
1 月24日(月)
2 月28日(月)
3 月28日(月)

【開催日時】
北島北老人憩の家
中村北老人憩の家
グリーンタウン防災施設
西高房老人憩の家
中村東老人憩の家

【開催場所】
・動きやすい服装
・マスク
・飲み物
　（水分補給用）
・大きめのタオル
★あれば
　5本指靴下で！

【準備物】
11月22日
12月20日
1 月17日
2 月21日
3 月18日

【申込締切日】

11月30日(火)

午前の部
9時15分～受付　 9時30分～開始
午後の部
13時15分～受付　13時30分～開始

先着12名

先着12名

開催日時 内  容 定　員

10時30分～12時

中地区
北地区
南地区

11月 2 日(火)
11月 9 日(火)
11月16日(火)

北島町老人福祉センター
北島北公園総合体育館
北島南老人憩の家

開催日 集合場所

新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクの着用をお願
いします。また、発熱や風邪の症状がある場合は参加をご遠
慮ください。新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、
中止等になる場合があります。
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も、金水月
北島町太郎八須字備後江家

 

福祉バス運行中！

品質に問題のない未開封の賞味
期限が１ヶ月以上あるもの

ご協力宜しくお願いします。

食料品提供のお願い
　北島町社会福祉協議会では生活困窮などで生活上の困難になられている世帯に対し、地域において
　自立した生活が送れるよう総合相談支援と食糧支援を行うフードバンク事業を行っております。
　ご家庭で賞味期限が残っており、廃棄する食品がございましたら本会までご寄附ください。

生活に困っている方に食料品の提供をいたします
　〔対 象 者〕　北島町在住者
　〔時　　間〕　平日９時～１７時
　〔場　　所〕　社会福祉法人北島町社会福祉協議会（北島町老人福祉センター内）
　〔提供食品〕　３日間程度の食料品

ご寄附を
お願いしたい食品

缶詰　飲料水　調味料
レトルト食品　乾物
お菓子　玄米等

通過予定時刻表

※経路の関係上、上りと下りで停留所の順番が前後しているところがあります。
　ご注意ください。
※停車時間は交通の状況等により多少前後いたします。ご了承ください。

木火 曜日平日の無料町内循環バス無料町内循環バス

運行中！！運行中！！

令和3年度版

★ 北島町総合庁舎
㉓ とくしま生協コープ東側
㉒ フジグラン北島
㉑ きたじま田岡病院向バス停
⑳ 日清紡前バス停
⑲ タブチ石材
⑱ 阿波銀行北島支店
⑰ キョーエイ北側
⑯ キリン堂
⑮ 光風台団地中
⑭ 今切団地中
⑬ 太郎八須公園
⑫ 外開団地北側
⑪ 鍋川橋バス停
⑩ 老門東バス停
⑨ ハローズ北島中央店
⑧ グループホーム癒音南側
⑦ 健祥会デルフト
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑤ 北島北老人憩の家
④ 北村団地前バス停北側
③ ほほえみ北島
② JA板野郡北島支所
① 北島町商工会
★ 北島町総合庁舎
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★ 北島町総合庁舎
① 北島町商工会
② JA板野郡北島支所
③ ほほえみ北島
④ 北村団地前バス停北側
⑤ 北島北老人憩の家
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑦ 健祥会デルフト
⑧ グループホーム癒音南側
⑨ ハローズ北島中央店
⑩ 老門東バス停
⑪ 鍋川橋バス停
⑫ 外開団地北側
⑬ 太郎八須公園
⑭ 今切団地中
⑮ 光風台団地中
⑯ キリン堂
⑰ キョーエイ北側
⑱ 阿波銀行北島支店
⑲ タブチ石材
⑳ 日清紡前バス停
㉑ きたじま田岡病院向バス停
㉒ フジグラン北島
㉓ とくしま生協コープ東側
★ 北島町総合庁舎
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★ 北島町総合庁舎
㉔ 吉野川病院
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉗ 中須バス停
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉙ 勝瑞駅北側
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉛ とくしま生協コープ東側
32 阿波銀行北島支店
33 タブチ石材
34 日清紡前バス停
35 きたじま田岡病院向バス停
36 フジグラン北島
37 ジェームス北島店
38 中村耳鼻咽喉科クリニック
39 パンの市場パパベル
★ 北島町総合庁舎

下り

西
コ
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2便
11:55
11:55

12:00

12:05

12:10
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12:30

4便
15:15
15:15

15:20

15:25

15:30

15:35

15:40
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15:50

★ 北島町総合庁舎
39 パンの市場パパベル
38 中村耳鼻咽喉科クリニック
37 ジェームス北島店
36 フジグラン北島
35 きたじま田岡病院向バス停
34 日清紡前バス停
33 タブチ石材
32 阿波銀行北島支店
㉛ とくしま生協コープ東側
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉙ 勝瑞駅北側
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉗ 中須バス停
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉔ 吉野川病院
★ 北島町総合庁舎

詳しくは下記まで
お気軽にお問い合わせください。

詳しくは下記まで
お気軽にお問い合わせください。
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