
令和4年6月28日現在

No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

1 公共施設等 公共施設 大泉町役場 日の出55-1 あおぞら、旧さわやかバス停（大泉町役場前）

保健福祉総合センター

町公民館

社会福祉協議会

3 大泉消防署 寄木戸614-1 駐車場出入口付近

4 大泉消防署城之内出張所 城之内2-25-2 旧さわやかバス停（北中学校前）

5 東小泉駅前安全センター 東小泉1-18-13 旧さわやかバス停（東小泉駅）

6 大泉交通安全協会 朝日2-27-2 旧さわやかバス停（交通安全センター西）

7 地域活動支援センター 城之内1-22-1 城部公民館南側出入口路上

8
心身障害児（者）集団活動訓練施設
くれよんはうす

朝日3-6-2 東児童館南側出入口路上

9 老人福祉センター 西小泉5-6-1 敷地内駐車場（正面入口前）

10 高齢者ふれあいセンター吉田 吉田2315-1 敷地内駐車場

11 高齢者ふれあいセンター北小泉 北小泉3-16-2 敷地内駐車場

12 高齢者ふれあいセンター寄木戸 寄木戸963-1 旧さわやかバス停（ふれあいセンター寄木戸）

13 いずみの杜 朝日4-7-1 旧さわやかバス停（いずみの杜）

1 商工会 吉田2467 あおぞら、旧さわやかバス停（大泉町役場前）

14 町公民館南別館 吉田2011-1 敷地内駐車場（西側）

15 文化むら 朝日5-24-1 大ホール棟南側出入口付近

16 図書館 中央3-11-21 敷地内駐車場（正面入口前）

17 いずみ総合公園町民体育館 仙石3-22-1 敷地内駐車場（南側）

18 いずみ総合公園町民野球場 丘山50-1 町民野球場西側駐車場

高齢者デマンド交通乗降所

2 吉田2465 敷地内駐車場（社会福祉協議会東側）



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

19 公共施設等 公共施設 外二町清掃センター 上小泉330-1 外二町斎場敷地内駐車場（正面駐車場）

19 外二町斎場 上小泉347-5 敷地内駐車場（正面駐車場）

20 公園墓地 上小泉395 敷地内駐車場

21 町営住宅 富士之越町営住宅 西小泉1-3 町営住宅西側ゴミステーション

22 寿崎町営住宅 東小泉1-33 町営住宅北側ゴミステーション

23 駒見町営住宅 東小泉3-3 町営住宅南側砂利駐車場（東部公民館倉庫前）

24 松下町営住宅 坂田7-6 町営住宅北東側ゴミステーション

25 間之原町営住宅 北小泉3-15 北部公民館敷地内駐車場

26 吉田南町営住宅 吉田2392-1 三吉町公民館敷地内駐車場

27 吉田北町営住宅 吉田2408-1 町営住宅北側中央ゴミステーション

28 丘山町営住宅 丘山18 町営住宅中心の公衆電話ボックス

29 谷向町営住宅 吉田3408 町営住宅北側中央ゴミステーション

30 坂田町営住宅 坂田7-20 町営住宅東側ゴミステーション

31 古氷町営住宅 古氷388-4 町営住宅南東側出入口ゴミステーション

32 長沼町営住宅 朝日1-5、1-6 町営住宅集会所出入口駐車場

33 寿崎東町営住宅 東小泉1-16 町営住宅西側寿崎公園西側路上

34 公共施設等 公園 大泉スバル運動公園 いずみ1-3086 公園南側出入口敷地内駐車場

35 古海第1公園 古海字前原2015 公園北側出入口路上

36 古海第2公園 古海字番場2137 公園南側出入口路上

37 児島公園
古海字松塚776
　　　　　784

公園南側出入口

38 栄町公園 城之内3-27 公園南側ゴミステーション



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

39 公共施設等 公園 坂田第1公園 坂田7-12 公園南側出入口路上

40 坂田第2公園 坂田5-13-18 公園北側出入口路上

41 城之内公園 城之内2-24 公園敷地内駐車場（東側）

42 新柳町公園 城之内5-33 公園南側ゴミステーション

43 仙石第1公園 仙石1-12 公園西側出入口路上

44 仙石第2公園 仙石1-33 公園東側出入口路上

45 仙石第3公園 仙石4-23 公園南側出入口路上

46 仙石森ノ前公園 仙石4-1 専光寺北西ゴミステーション

47 天神南公園 朝日3-26 公園北側出入口路上

48 西原公園 北小泉4-14-14 公園北側出入口路上

49 根岸公園 富士1-8-28 公園北側出入口路上

50 浜野公園 東小泉3-10-34 公園北側出入口路上

51 東志部公園 西小泉1-16-16 公園南側出入口路上

52 御正作公園 朝日4-7 公園南側（中央）出入口路上

53 南公園 吉田1488-4 公園敷地内駐車場（東側）

54 古氷公園 古氷字林252 公園東側出入口路上

55 柳町公園 城之内5-12 公園西側出入口路上

56 吉田公園 吉田字本郷962 公園北側出入口路上

57 吉田第1公園 吉田字東谷3226 公園南側出入口路上

58 吉田第2公園 吉田字谷向3374 公園北側出入口路上

59 吉田第3公園 吉田字谷向3418 公園北側出入口路上



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

60 公共施設等 公園 吉田第4公園 吉田字本郷3068 公園北側出入口路上

275 寿崎広場 東小泉1-22 広場出入口付近

291 古氷スマイル公園 古氷713-8 公園北側出入口路上

2 文教施設 学校等 南中学校 吉田2465
保健福祉総合センター敷地内駐車場
（社会福祉協議会東側）

4 北中学校 城之内2-24-1 旧さわやかバス停（北中学校前）

61 西中学校 寄木戸533 学校南側正門前

62 南小学校 仙石2-1-1 学校北西側ゴミステーション

63 北小学校 城之内1-21-1 学校南側正門前

64 西小学校 古氷106-1 学校東側正門前

8 東小学校 朝日3-7-1 東児童館南側出入口路上

65 教育研究所 城之内4-2-1 東側駐車場

66 県立大泉高等学校 北小泉2-16-1 学校正面出入口付近

67 県立西邑楽高等学校 朝日2-3-1 学校正面出入口付近

68 文教施設 児童館 北児童館 中央3-5-23 敷地内駐車場（南側）

69 西児童館 坂田4-23-1 旧さわやかバス停（西児童館北）

70 南児童館 仙石2-10-10 旧さわやかバス停（仙石公民館前）

8 東児童館 朝日3-6-1 南側出入口路上

71 保育園 エンゼル保育園 下小泉410 西側駐車場出入口付近

72 坂田保育園 坂田1613-5 敷地内駐車場（南側）

56 みよし保育園 吉田956 吉田公園北側出入口路上

73 南保育園 仙石1-6-18 西側駐車場



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

74 文教施設 保育園 北保育園 上小泉1014-1 西側駐車場

75 西保育園 古氷447 旧さわやかバス停（西保育園西）

11 幼稚園 えのき幼稚園 北小泉3-9-6 高齢者ふれあいセンター北小泉敷地内駐車場

1 聖クララ幼稚園 日の出56-1 あおぞら、旧さわやかバス停（大泉町役場前）

76 松原幼稚園 西小泉3-6-22 森戸鍼灸院正面出入口付近路上

77 みよし第二幼稚園 寄木戸277-1 旧さわやかバス停（みよし第二幼稚園前）

56 みよし幼稚園 吉田965 吉田公園北側出入口路上

78 東部公民館 東小泉2-23-8 公民館敷地内駐車場（南側)

79 中部公民館 中央2-21-1 公民館敷地内駐車場（東側）

7 城部公民館 城之内1-16-24 公民館南側出入口路上

80 第五区公民館 北小泉1-18-6 公民館東側出入口路上

25 北部公民館 北小泉3-14-8 公民館敷地内駐車場

81 西部公民館 西小泉4-29-5 公民館敷地内駐車場

82 坂田東公民館 坂田2-9-11 公民館敷地内駐車場（北側）

83 坂田西公民館 坂田4-19-1 公民館東側出入口路上

84 古氷公民館 古氷508-3 公民館敷地内駐車場

85 寄木戸北公民館 寄木戸1439 旧さわやかバス停（寄木戸北公民館前）

86 寄木戸南公民館 寄木戸1120 旧さわやかバス停（寄木戸南公民館前）

87 丘山町公民館 丘山19-25 旧さわやかバス停（丘山町公民館前）

70 仙石公民館 仙石2-2-30 旧さわやかバス停（仙石公民館前）

88 古海西公民館 古海2209 あおぞら、旧さわやかバス停（古海西公民館前）

地域公民館



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

89 古海東公民館 古海295 旧さわやかバス停（古海東公民館）

90 吉田東公民館 吉田3116 公民館敷地内駐車場

91 吉田西公民館 吉田1951-1 公民館敷地内駐車場

92 日の出町公民館 日の出26-10 公民館南側路上

93 住吉町公民館 住吉11-11 公民館東側出入口路上

94 富士之越公民館 富士2-13-14 公民館北側出入口路上

95 南部公民館 中央1-10-14 公民館敷地内駐車場

26 三吉町公民館 吉田2392-1 公民館敷地内駐車場

96 医療機関等 病院、診療所 阿部医院 吉田2994 敷地内駐車場、旧さわやかバス停（阿部医院前）

97 新井内科クリニック 仙石4−40−9 敷地内駐車場

69 小児科おぎわらクリニック 坂田4-23-10 旧さわやかバス停（西児童館北）

98 佐々木皮膚科クリニック 富士2-4-20 敷地内駐車場（店舗北側）

99 鈴木眼科医院 西小泉1-25-5 敷地内駐車場（南東ベンチ）

100 須田内科医院 仙石2-16-7 敷地内駐車場（歩道側）

101 高木整形外科 いずみ2-1-1 敷地内駐車場

102 たなか医院 住吉55-16 敷地内駐車場

103 蜂谷病院 朝日4-11-1
敷地内駐車場（正面入口付近）
旧さわやかバス停（蜂谷病院前）

104 富士クリニック ペインクリニック 富士3-13-8 敷地内駐車場（北側）

105 黛泌尿器科内科医院 坂田1619-3 敷地内駐車場、旧さわやかバス停（黛医院前）

106 ましも内科･胃腸科 城之内1-4-1 正面出入口付近路上

107 益田小児科医院 朝日1-6-23 敷地内駐車場

地域公民館



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

108 医療機関等 病院、診療所 三浦医院 北小泉3-11-6 敷地内駐車場、旧さわやかバス停（三浦医院前）

109 みづほクリニック 西小泉5-9-22
敷地内駐車場
旧さわやかバス停（みづほクリニック前）

110 湯沢医院 西小泉2-5-15 敷地内駐車場(自転車置場付近）

111 堀江病院 太田市高林東町1800 正面玄関前付近

112 県立がんセンター 太田市高林西町617-1 正面玄関前既設バス、タクシー乗降所付近

113 おうら病院 邑楽町篠塚3233-1 旧さわやかバス停（おうら病院前）

114 歯科 石堂歯科クリニック 西小泉5-9-17 敷地内駐車場

115 いのうえ歯科クリニック 富士1-16-7 敷地内駐車場、旧さわやかバス停（文化むら西）

116 太田大泉クリア歯科 いずみ2-3086-6 敷地内駐車場

117 かみふさ歯科診療所 坂田266 敷地内駐車場

118 久保田歯科 朝日2-1-24 敷地内駐車場

119 小西歯科医院 吉田2063 敷地内駐車場

120 斉藤歯科医院 城之内1-9-1 正面出入口付近路上

121 齋藤歯科クリニック 東小泉2-10-1 敷地内駐車場

122 高志歯科医院 仙石4-40-20 敷地内駐車場

123 タクトウ歯科医院
住吉57-2 ベスタ大泉
内ダイソー棟

敷地内駐車場（正面入口付近）

124 武安歯科医院 中央2-34-11 西側駐車場

125 ひとみ歯科クリニック 富士2-3-10 敷地内駐車場（北東側）

126 平沢歯科医院 富士3-12-13 敷地内駐車場

127 福田歯科医院 古氷131-1 敷地内駐車場（北側）

128 森田歯科医院 住吉54-13 敷地内駐車場



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

278 医療機関等 歯科 仁木歯科クリニック 北小泉3-4-5 敷地内駐車場

129 接骨院等 あさひ接骨院 城之内2-4-58 敷地内駐車場

130 あべ接骨院 朝日3-11-3 敷地内駐車場（正面玄関前）

131 飯田接骨院 日の出1-2 敷地内駐車場（北側）

132 大泉総合整体療術学院 吉田2013-5 敷地内駐車場

133
カイロプラクティックセンター
らくだ整体院　群馬店

北小泉1-11-23 敷地内駐車場

134 上小泉接骨院 北小泉4-25-1 正面出入口付近路上

135 かわしま接骨院 坂田5-22-7 敷地内駐車場

136 代田接骨院 中央1-8-3 敷地内駐車場

137 ソレイユ鍼灸治療院
坂田4-14-22
コーポ37 101

敷地内駐車場（西側）

138 中国足心道大泉足心道美健治療院 富士3-8-23 正面出入口付近路上

141 はた接骨院 仙石1-33-10 敷地内駐車場

142 細谷柔整堂 東小泉3-12-6 正面出入口付近路上

143 丸山接骨院 吉田2053-1 敷地内駐車場

144 むらたカイロ施術院 吉田1996 正面出入口付近除く路上

145 安田整体療術院 朝日2-23-8 正面出入口付近路上

146 山﨑接骨院 朝日1-7-12 敷地内駐車場

147 りらく 大泉店 朝日3-32-9 敷地外南側駐車場

280 東毛接骨院 富士1-7-7 敷地内駐車場

213 けやき接骨院 西小泉4-7-6 旧さわやかバス停（グリーンハイツ大泉前）
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148 医療機関等 介護老人福祉施設等 あさひ 朝日4-17-30 敷地内駐車場

149 イシノ療護園 寄木戸1070 正面玄関前

150 いずみの里 北小泉1-26-1 敷地内駐車場

151 大泉園 古海2001 敷地内駐車場（南側）

152 さぼてん 仙石1-39-27 施設南側砂利駐車場

153 太陽の家 寄木戸1321-1 正面玄関前

287 あいの花 吉田2392-3 正面玄関付近

154 つどい古海 古海273 敷地内駐車場（正面玄関前）

155 西小泉愛 西小泉5-9-1
敷地内駐車場
旧さわやかバス停（みづほクリニック前）

156 ふるさとホーム大泉町 寄木戸1566-1 敷地内駐車場

157 マゼンタ 住吉54-11 敷地内駐車場

158 マゼンタ 和 寄木戸106 敷地内駐車場

160 商業施設等 調剤薬局等 いずみ薬局　仙石店 仙石2-16-6 敷地内駐車場

161 いずみ薬局　本店 中央3-6-8 北側町駐車場

162 ウエルシア　群馬大泉店 吉田1977-2
敷地内駐車場（東側）
旧さわやかバス停（ウエルシア群馬大泉店前）

69 エンゼル調剤薬局　大泉店 坂田4-23-29 旧さわやかバス停（西児童館北）

163 オハナ薬局　大泉店 仙石4-20-22 敷地内駐車場

164 カニエ薬局　志部店 西小泉1-25-1 敷地内駐車場（西側）

165 カニエ薬局　松原店 西小泉2-3-7 敷地内駐車場

166 カワチ薬品　大泉店 住吉57-5 出入口前駐車場



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

167 商業施設等 調剤薬局等 グリーン薬局 西小泉4-5-1 正面出入口付近路上

169 ドラッグセイムス　北小泉店 北小泉2-13-20 敷地内駐車場

170 住吉調剤薬局 住吉56-9 正面出入口付近路上

171 すみれ調剤薬局　西小泉店 西小泉5-7-2 敷地内駐車場

174 ひまわり薬局 朝日1-8-7 敷地内駐車場

175 富士薬局　大泉店 朝日4-6-19 敷地内駐車場

177
マツモトキヨシドラッグストア　
フォリオ大泉店

富士1-1-1 敷地内駐車場（店舗南側）

179 皆川屋薬局 中央3-9-14 正面出入口付近路上

180 有限会社 薬局 もり　 坂田4-7-17 国道354号線沿い南側路上

181 有限会社薬局 もり 2号店 坂田1619-2 正面出入口付近路上

279 わきた薬局 坂田2-17-8 店舗出入口付近路上

282 クスリのアオキ大泉吉田店 吉田3089 敷地内駐車場

182 商業施設等 スーパー カスミ大泉店前 朝日3-18-1 旧さわやかバス停（カスミ大泉店前）

183 スーパー　タカラ　 坂田3-12-10 敷地内駐車場

184 とりせん　大泉店 日の出53-1 敷地内南東自転車置場付近

185 フレッセイ　大泉店 富士1-1-752 敷地内駐車場（店舗南側）

186 フレッセイ　クラシーズ寄木戸 寄木戸998-1 敷地内駐車場（西側）

187 ベイシア　大泉店 いずみ2-3086-50 旧さわやかバス停（ベイシア大泉店）

188 ベルク　ベスタ大泉店 住吉57-1 敷地内駐車場（正面入口付近）

286 カスミ大泉店 朝日3-18-1 店舗南東駐車場



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

276 商業施設等 その他 静波園 東小泉3-15-7 敷地内駐車場

290 しまむら大泉店 中央1-19-1 店舗東側第２駐車場

193 コンビニエンスストア セブン-イレブン　大泉朝日店 朝日2-16-1 敷地内駐車場

195 セブン-イレブン　大泉北小泉3丁目店 北小泉3-11-10 敷地内駐車場

196 セブン-イレブン　大泉仙石2丁目店 仙石2-17-12 敷地内駐車場（西側出入口付近）

197 セブン-イレブン　大泉中央店 中央2-36-7 店舗南西砂利駐車場

198 セブン-イレブン　大泉西小泉2丁目店 西小泉2-1-1 敷地内駐車場

199 セブン-イレブン　大泉南原店 吉田1014-17 敷地内駐車場（南西側）

200 セブン-イレブン　大泉古氷店 古氷新田207-1 敷地内駐車場（東側）

201 セブン-イレブン　大泉吉田店 吉田2934 敷地内駐車場

289 セブン-イレブン　大泉中央一丁目店 中央1-1-27 敷地内駐車場（北側）

202 ファミリーマート　大泉坂田店 坂田5-20-20 敷地内駐車場

189 ローソン　大泉古海店 古海2066-2 敷地内駐車場

190 ローソン　大泉坂田東店 坂田1624-4 敷地内駐車場

203 ローソン　大泉坂田店 坂田1601-3 敷地内駐車場

205 金融機関 足利小山信用金庫　大泉支店 西小泉1-12-23 敷地内駐車場

206 足利銀行　大泉支店 西小泉2-22-1 敷地内駐車場（店舗南側）

207 ＪＡ邑楽館林　大泉支所 西小泉2-9-1 店舗東側出入口前

208 桐生信用金庫　大泉支店 住吉57-10 敷地内駐車場（正面入口付近）

209 群馬銀行　大泉支店 いずみ2-2-1 敷地内駐車場

210 群馬銀行　大泉東出張所 朝日3-9-15 敷地内駐車場



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

211 商業施設等 金融機関 ぐんまみらい信用組合　大泉支店 坂田5-2-1 敷地内駐車場

212 館林信用金庫　大泉支店 富士2-5-12 敷地内駐車場（店舗東側）

213 東和銀行　大泉支店 西小泉4-8-1 旧さわやかバス停（東和銀行大泉支店北）

214 郵便局 大泉郵便局 中央3-2-17 敷地内駐車場（東側）

215 西小泉郵便局 西小泉2-14-5 敷地内駐車場

216 吉田郵便局 吉田1772-11
敷地内駐車場、あおぞら
旧さわやかバス停（吉田郵便局前）

217 駅 西小泉駅 西小泉4-31-10
あおぞら
旧さわやかバス停（西小泉駅前バスターミナル）

5 東小泉駅 東小泉1-18-1 旧さわやかバス停（東小泉駅）

129 小泉町駅 城之内2-4-1 あさひ接骨院敷地内駐車場

218 その他 龍泉院 城之内3-11-2 南側出入口付近

219 宝寿院 別院 懐古庵 寄木戸404-5 敷地内駐車場

277 宝寿院 寄木戸1114 南側駐車場

220 浅間神社 富士2-23-11 敷地内駐車場（境内南側）

221 観音堂 古海697 出入口付近路上

222 第五区山車倉庫 北小泉1-15 南側ゴミステーション

272 第16区ちびっ子広場 寄木戸1360 広場南側出入口付近

292 味の素冷凍食品工場東側路上 吉田1222 工場南東側路上付近

223 東毛給食センター南東ゴミステーション古氷153 ゴミステーションの隣

224 寄木戸1561西側ゴミステーション 寄木戸1561-1 ゴミステーションの隣

225 寄木戸1213-1ゴミステーション 寄木戸1213-1 ゴミステーションの隣

226 寄木戸1493-1ゴミステーション 寄木戸1493-1 ゴミステーションの隣



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

227 その他 吉田補給水十号橋北東側ゴミステーション 吉田1810-2 ゴミステーションの隣

228 吉田1860-1南側ゴミステーション 吉田1860-1 ゴミステーションの隣

229 仙石1丁目17北西ゴミステーション 仙石1-17-24 ゴミステーションの隣

230 仙石2丁目23北東角ゴミステーション 仙石2-23-1 ゴミステーションの隣

231 仙石3丁目7北西角ゴミステーション 仙石3-7 ゴミステーションの隣

232 仙石4丁目8北東ゴミステーション 仙石4-8 ゴミステーションの隣

233 仙石4丁目13東側消火栓看板付近 仙石4-13-6 ゴミステーションの隣

234 仙石4丁目19北西角ゴミステーション 仙石4-19 ゴミステーションの隣

235 仙石4丁目26北側ゴミステーション 仙石4-26-1 ゴミステーションの隣

236 仙石4丁目36西側（いずみ総合公園東側出入口路上） 丘山50 ゴミステーションの隣

273 寄木戸1380-3北側本郷ゴミステーション 寄木戸1380-3 ゴミステーションの隣

274 寄木戸1264-1西側ゴミステーション 寄木戸1264-1 ゴミステーションの隣

281 仙石900東側ゴミステーション 仙石900 ゴミステーションの隣

283 坂田二丁目3北側ゴミステーション 坂田2-3 ゴミステーションの隣

284 北小泉四丁目6南角ゴミステーション 北小泉4-6 ゴミステーションの隣

285 朝日五丁目16北側ゴミステーション 朝日5-16 ゴミステーションの隣

288 第２５ゴミステーション 寄木戸16-2付近 ゴミステーションの隣

293 中央二丁目ゴミステーション 中央2-18-5 ゴミステーションの隣

159 東小泉1丁目14-34ゴミステーション 東小泉1-14-34 ゴミステーションの隣

217 既存停留所 旧さわやか 西小泉駅前バスターミナル 西小泉3-20 あおぞらバス停兼用

237 西小泉商店街 西小泉4-23 トヨタカローラ群馬(株)大泉店前

213 東和銀行大泉支店北 西小泉4-7-10 グリーンハイツ大泉前



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

4 既存停留所 旧さわやか 北中学校前 城之内2-25 北中学校西側

238 成就院西 城之内3-17 成就院西側歩道

239 西原 北小泉3-1605 田中菓子店西側道路沿い

108 三浦医院前 北小泉3-1452-2 三浦医院出入口付近

240 榎木下 北小泉3-1436 ガソリンスタンド反対側道

241 小泉町駅西 城之内2-2117-4 小泉駅西側

242 ましも内科・胃腸科入口 中央3-1418-2 旧東和銀行前

243 大泉郵便局東 中央1-1515-1 大泉郵便局南側道路

182 カスミ大泉店前 朝日3-18-1 カスミ大泉店側道

5 東小泉駅 東小泉1-18-1 東小泉駅ロータリー

6 交通安全センター西 朝日2-28-5 早稲田ゼミ南側

244 西邑楽高校西 朝日2-13 明ヶ島南公園東側

113 おうら病院前 邑楽町篠塚3233-1 出入口付近

13 いずみの杜 朝日4-7-1 敷地内駐車場

103 蜂谷病院前 朝日2-11-1 蜂谷病院出入口付近

115 文化むら西 富士1-16-7 井上歯科クリニック出入口付近

245 フレッセイ大泉店東 吉田748 フレッセイフォリオ大泉店反対側側道

246 旧嘉登屋前 吉田3259 ローソン吉田店前

96 阿部医院前 吉田2994 阿部医院出入口付近

247 吉田西原 吉田字西原1772 吉田郵便局信号南側

162 ウエルシア群馬大泉店前 吉田字西原1977-2 ウエルシア大泉店出入口付近



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

70 既存停留所 旧さわやか 仙石公民館前 仙石2-2-25 仙石公民館出入口付近

248 町民体育館入口 仙石3-22-1 町民体育館東側道路

249 仙石二丁目 仙石2-18北側 セブンイレブン仙石2丁目店西側側道

250 青少年広場西 吉田2465 青少年広場西側側道

1 大泉町役場前 日の出55-1 あおぞらバス停兼用

251 群馬銀行吉田出張所前 富士3-3-17 吉田出張所南側

252 佐々木皮膚科クリニック西 住吉1901-3 佐々木皮膚科クリニック西側

253 湯沢医院南 住吉45北側 湯沢医院南側道路

254 老人センター入口 西小泉5-6-1 あおぞらバス停兼用

109 みづほクリニック前 西小泉5-9-22 みづほクリニック出入口付近

255 柳町 城之内5-6北側 旧ベイシア大泉店北側側道

256 スバル運動公園東 いずみ1-1 旧ベイシア大泉店西側側道

187 ベイシア大泉店 いずみ2-3086-50 ベイシア大泉店出入口付近

105 黛医院前 坂田1619-3 黛泌尿器科・内科医院出入口付近

257 坂田長良神社北 坂田4-5 坂田長良神社北側側道

69 西児童館北 坂田6-12 西児童館駐車場

258 古氷町営入口 古氷411-1 古氷町営南側道路

75 西保育園西 古氷447 西保育園西側側道

85 寄木戸北公民館前 寄木戸1439 寄木戸北公民館出入口付近

259 寄木戸西原 寄木戸1247-4 太陽の家南側側道西

260 太陽の家入口 寄木戸1327南西側 太陽の家南側側道



No. 乗降所名 住所 具体的に乗降する箇所

12 既存停留所 旧さわやか ふれあいセンター寄木戸 寄木戸963-1 ふれあいセンター寄木戸出入口付近

86 寄木戸南公民館 寄木戸1101-2 寄木戸南区民間出入口付近

77 みよし第二幼稚園前 寄木戸277-1 敷地内駐車場

261 丘山東 丘山50-1 いずみ総合公園西側側道

87 丘山町公民館前 丘山19-25 丘山公民館出入口付近

262 仙石四丁目 仙石4-10 仙石4-10南側道路

263 仙石一丁目 仙石1-20 花すみのえ反対側

264 古海西 古海794-35 (有)新光機工北側ゴミステーション

265 古海三角公園前 古海字松塚707-1 三角公園南側

88 古海西公民館前 古海537-5 あおぞらバス停兼用

266 大泉園南 古海字原前2019 古海字原前2019南側

89 古海東公民館 古海295 古海東公民館北側

267 大利根工業団地 吉田1201 あおぞらバス停兼用

216 吉田郵便局前 吉田2947 あおぞらバス停兼用

268 ふれあいセンター吉田入口 吉田2465 南中学校南側側道

269 松原新道 坂田2-1 あおぞらバス停兼用

270 あおぞら ベイシア大泉店前

271 大泉園入口


