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稲城市地域公共交通会議の検討結果は市 HP で公開しています。

▲自治会代表者検討会での検討の様子

既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ａコース＝現行のＡコースを基に、川崎街
道や向陽台四丁目五丁目などを経由する路
線とした。 
■Ｂコース＝現行のＢコース 
※北緑地公園付近は一部道路幅員が狭く、往
復路線での運行ができないため、いちょう
並木通りを経由する路線とした。 
■ＣコースＣコース＝第Ⅰ期見直し以前の病院路線と
はるひ野路線の組み合わせ 
■Ｄコース＝第Ⅰ期見直し以前の右回り 
■Ｅコース＝第Ⅰ期見直し以前の左回り 

若葉台駅～はるひ野駅間の運行が無くなる点
が課題である。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ａコース　約56分 
稲城市立病院～矢野口駅循環 

Ｂコース　約85分 
稲城市立病院～丘の湯循環 

Ｃコース　約53分（片道） 
平尾団地～南多摩駅往復 

Ｄコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

Ｅコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

循環 

往復 

右回り 

左回り 

循環 

破線 

平成29年4月の新路線運行を目指して検討中

ｉバス路線の検討ｉバス路線の検討
中間報告中間報告

77つの素案が提示されましたのでつの素案が提示されましたので
お知らせしますお知らせします

■問管理課交通対策係

ｉバス見直し路線の検討状況
　平成28年2月5日に開催された「稲城市地域公共交通会議」でｉバス
の第Ⅱ期見直し路線の7つの素案が提示され検討しました。会議の結果、
7つの案は、案⑤・案⑥を除いた5つの案に絞られました。今後は、この
5つの案を基に、より良い見直し路線案を策定します。
　なお、各路線は、ｉバスの見直し条件に沿って「行き帰りが同じ経路と
なるように、往復路線や双方向に運行する循環路線を基本」に検討します。
　ここでは、全ての7つの案についてお知らせします。
※7つの案の名称は稲城市地域公共交通会議で決めたものではなく、案
の内容を分かりやすくするための名称です。

案① （現行路線見直し案） 第Ⅰ期見直し以前の、右回り・左回りを基本として、
見直し前後の路線を組み合わせた案です。

▽問い合わせ　　　
　管理課交通対策係
� kanri@city.inagi.lg.jp

ｉバス路線検討特集号

　市では現在、ｉバスの利便性向上のため、平成29年4月からの新路線運行
を目指して、現在運行しているｉバス路線の見直し検討を行っています。
　見直しの検討は、各自治会・各市民団体からの代表者、学識経験者やバス
事業者などで構成される、「稲城市地域公共交通会議」を平成26年に設置し、
市のバス公共交通について検討しています。また、この「稲城市地域公共交
通会議」での検討を深めるために、各自治会代表者10人で構成される「自治
会代表者検討会」、自治会代表者に4つの市民団体の代表者を加えた14人で
構成される「市民代表者合同検討会」、路線バス事業者で構成される「バス
事業者検討会」をそれぞれ開催し、検討を進めています。
　なお、ｉバスの見直し路線は、「ｉバスの見直し方針・見直し条件」に基
づき、検討しています。
※「ｉバスの見直し方針・見直し条件」は広報いなぎ2月1日号4面または市
�をご覧ください。

稲城
なしのすけ

○C K.Okawara・Jet Inoue
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既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ａコース＝稲城市立病院～稲城長沼駅～稲
城駅の短距離往復路線 
■Ｂコース＝稲城市立病院～押立地区～丘の
湯の短距離往復路線 
 
※Ｃ・Ｄ・Ｅコースは案①と同様 

短距離路線（Ａ・Ｂコース）は他の路線との
乗り継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題であ
る。また若葉台駅～はるひ野駅間の運行が無
くなる。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ａコース　約26分（片道） 
稲城市立病院～稲城駅往復 

Ｂコース　約30分（片道） 
稲城市立病院～丘の湯往復 

Ｃコース　約53分（片道） 
平尾団地～南多摩駅往復 

Ｄコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

Ｅコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

右回り 

左回り 

往復 

破線 

案② （循環・往復路線組み合わせ案Ⅰ） 案①を基に、案①でのＡコースとＢコースの循環路線を
短距離の往復路線とした案です。

既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ｃコース＝第Ⅰ期見直し以前のはるひ野路
線 
■ＦコースＦコース＝第Ⅰ期見直し以前の病院路線の
一部である平尾団地～若葉台駅間の短距離
往復路線 
 
※Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅコースは案②と同様 

Ｆコース

短距離路線（Ａ・Ｂ・Ｆコース）は他の路線
との乗り継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題
である。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ａコース　約26分（片道） 
稲城市立病院～稲城駅往復 

Ｂコース　約30分（片道） 
稲城市立病院～丘の湯往復 

Ｃコース　約46分（片道） 
はるひ野駅～南多摩駅往復 

Ｆコース　約26分（片道） 
平尾団地～若葉台駅往復 

Ｄコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

Ｅコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

往復 

右回り 

左回り 

往復 

破線 

案③ （循環・往復路線組み合わせ案Ⅱ） 案①②のＣコースを、若葉台駅を境にＣコースとＦコースの２つの往
復路線に分け、平尾団地から若葉台駅までをＦコースとした案です。
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既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ａコース＝稲城市立病院～矢野口駅～稲城
市役所～稲城駅の短距離往復路線 
■Ｄコース＝平尾団地～若葉台駅～稲城市立
病院の往復路線 
■Ｅコース＝平尾団地～稲城駅～稲城市役所
～稲城市立病院の往復路線 
 
※Ｂコースは案②と同様、Ｃ・Ｆコースは案
③と同様 

短距離路線（Ａ・Ｂ・Ｆコース）は他の路線
との乗り継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題
である。また平尾地区から矢野口方面へ直接
行けなくなる。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 Ｆコース

Ａコース　約35分（片道） 
稲城市立病院～稲城駅往復 

Ｂコース　約30分（片道） 
稲城市立病院～丘の湯往復 

Ｃコース　約46分（片道） 
はるひ野駅～南多摩駅往復 

Ｆコース　約26分（片道） 
平尾団地～若葉台駅往復 

Ｄコース　約52分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

Ｅコース　約49分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

往復 

往復 

往復 

往復 

破線 

案④ （全路線往復案） 全ての路線を往復路線とした案です。

既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ａコース＝平尾団地～（川崎市内を通過）
～丘の湯～稲城市役所～稲城長沼駅～稲城
市立病院の往復路線 
■Ｂコース＝稲城市立病院～押立地区～矢野
口駅の短距離往復路線 
 
※Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆコースは案③と同様 

短距離路線（Ｂ・Ｆコース）は他の路線との
乗り継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題であ
る。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ａコース　約55分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

Ｂコース　約19分（片道） 
稲城市立病院～矢野口駅往復 

Ｃコース　約46分（片道） 
はるひ野駅～南多摩駅往復 

Ｆコース　約26分（片道） 
平尾団地～若葉台駅往復 

Ｄコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

Ｅコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

往復 

右回り 

左回り 

往復 

破線 

案⑤ （川崎市内通過案） 案③のＡコースを延長し、平尾団地から丘の湯を経由して
稲城市立病院を往復する路線とした案です。
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広報いなぎは再生紙を使用しています。 

既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ｂコース＝平尾団地～（川崎市内を通過）
～丘の湯～矢野口駅～稲城市立病院の往復
路線 
 
※Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆコースは案④と同様 

Ｃコース

短距離路線（Ａ・Ｆコース）は他の路線との
乗り継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題であ
る。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ａコース　約35分（片道） 
稲城市立病院～稲城駅往復 

Ｂコース　約50分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

Ｃコース　約46分（片道） 
はるひ野駅～南多摩駅往復 

Ｆコース　約26分（片道） 
平尾団地～若葉台駅往復 

Ｄコース　約52分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

Ｅコース　約49分（片道） 
平尾団地～稲城市立病院往復 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

往復 

往復 

往復 

往復 

破線 

案⑥ （川崎市内通過全路線往復案） 案④のＢコースを延長し、平尾団地から丘の湯を経由
して稲城市立病院を往復する路線とした案です。

既存バス停 

ｉバスバス停の廃止箇所 
※路線バスは継続 

主要公共施設 

駅 

■Ｂコース＝稲城市立病院～押立地区～丘の
湯～稲城市役所～稲城長沼駅～稲城市立病
院の循環路線 
 
※Ａコースは案③Ｆコースと同様、Ｃ・Ｄ・
Ｅコースは案③と同様 

短距離路線（Ａコース）は他の路線との乗り
継ぎ（運賃の扱いやダイヤ）が課題である。 

各コースの特徴 

課　　　　　題 

Ｆコース

Ｂコース　約56分 
稲城市立病院～丘の湯循環 

Ｃコース　約46分（片道） 
はるひ野駅～南多摩駅往復 

Ａコース　約26分（片道） 
平尾団地～若葉台駅往復 

Ｄコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

Ｅコース　約110分 
平尾団地～矢野口駅循環 

経路の新設について 
検討が必要 
　○是政駅 
　○南多摩スポーツ広場 
　○稲城・府中 
　　メモリアルパーク 
　○若葉台四丁目 

往復 

往復 

右回り 

左回り 

循環 

破線 

案⑦ （循環・往復路線組み合わせ案Ⅲ） 案③のＡコースとＢコースを結合させた案です。


