
『稲沢市コミュニティバス運行事業計画』変更（案）

●コミュニティバス（幹線・支線）及びコミュニティタクシー

運行路線図 別添：コミュニティバス運行路線図（案）のとおり

運行開始日 平成31年4月1日

●コミュニティバス（幹線）

路線名 項目 現行 変更（案） 変更の概略

運行区間

①アピタ稲沢店系統
　ＪＲ稲沢駅西口～アピタ稲沢店～国分団地
　国分団地～国府宮駅～ＪＲ稲沢駅西口

②矢合系統
　ＪＲ稲沢駅西口 ～矢合観音～国分団地
　国分団地～国府宮駅～ＪＲ稲沢駅西口

①アピタ稲沢店系統
　ＪＲ稲沢駅西口～アピタ稲沢店～国分団地
　国分団地～国府宮駅～ＪＲ稲沢駅西口

②矢合系統
　ＪＲ稲沢駅西口 ～矢合観音～国分団地
　国分団地～国府宮駅～ＪＲ稲沢駅西口

運行路線の一部変更
 停留所「駅前一丁目」～「小池南」間

運行便数
①アピタ稲沢店系統　平日：15便、休日：14便

②矢合系統　平日：22便、休日：16便
現行どおり -

運行時間帯
①アピタ稲沢店系統　平日：7時から21時台　休日：7時から２１時台

②矢合系統　平日：6時から22時台　休日：6時から21時台
現行どおり -

停留所
①アピタ稲沢店系統　18か所

②矢合系統　18か所

①アピタ稲沢店系統
　18か所（既設17か所、新設1か所〔小池四丁目〕、廃止1か所〔小池二丁目〕）

②矢合系統
　18か所（既設17か所、新設1か所〔小池四丁目〕、廃止1か所〔小池二丁目〕）

　安全な運行を行うため、一部の路線変更及び停留所
の新設並びに廃止

運行車両 中型バス 現行どおり -

乗車定員 55名（うち正座席27名）  現行どおり -

運行日 全日運行（8月13日～15日、12月29日～1月3日は休日運行） 現行どおり -

利用料金

１乗車１人200円（小学生100円・障がい者は5割引）
※未就学児は、大人または小学生1人につき2人まで無料
※障がい者割引は、障害者手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額
欄に第1種又は第2種の記載のあるもの、若しくは精神障害者保健
福祉手帳1級、2級、3級）を呈示した場合に本人に適用する。ただ
し、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種の記載があるもの、
若しくは精神障害者保健福祉手帳1級、2級を呈示した場合には、本
人のほか介護者1人まで適用する。
※ＩＣカード「manaca」、定期乗車券の利用可
※その日のうちに異なる路線に乗り継いだ場合、1乗車1回は無料
（稲沢中央線同士の乗り継ぎは不可）

片道　大人200円均一（小学生100円・障がい者は5割引）
※未就学児は、大人または小学生1人につき2人まで無料
※障がい者割引は、障害者手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1
種又は第2種の記載のあるもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳1級、2
級、3級）を呈示した場合に本人に適用する。ただし、旅客鉄道株式会社旅客
運賃減額欄に第1種の記載があるもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳1
級、2級を呈示した場合には、本人のほか介護者1人まで適用する。
※ＩＣカード「manaca」、定期乗車券の利用可
※その日のうちに異なる路線に乗り継いだ場合、1乗車1回は無料（稲沢中央
線同士の乗り継ぎは不可）
※復乗となる区間の利用は不可

　分かりやすい表記に変更
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※ 資料中の路線、コミュニティバス停留所、コミュニティタクシー乗り場名称は全て仮称です。



●コミュニティバス（支線）

路線名 項目 現行 変更（案） 変更の概略

運行区間
③ふれあいの郷系統　ふれあいの郷～稲沢市民病院

④地泉院系統　地泉院～稲沢市民病院

③ふれあいの郷系統　ふれあいの郷～稲沢市民病院

④地泉院系統　地泉院～稲沢市民病院

運行路線の一部変更
③ふれあいの郷系統
　停留所「ふれあいの郷」～「下沼」間
　停留所「石橋」～「松下」間

運行便数
③ふれあいの郷系統　8便

④地泉院系統　10便
現行どおり -

停留所
③ふれあいの郷系統　30か所

④地泉院系統　30か所

③ふれあいの郷系統
　31か所（既設26か所、新設4か所〔巡見、稲沢市民ｾﾝﾀｰ北、北山、小沢
北〕、移設1か所〔江西〕、廃止3か所〔江越、本郷、稲島十丁目〕）

④ 祖父江・稲沢線（地泉院系統）
　32か所（既設29か所、新設3か所〔神明津、中牧皇大明神社、巡見〕）

　利用実態調査や利用者・市民アンケート調査、地域
の要望を勘案し、一部路線変更及び停留所の新設・移
設・廃止

運行車両
③ふれあいの郷系統　ワゴンタイプ車両

④地泉院系統　ワゴンタイプ車両
現行どおり -

乗車定員
③ふれあいの郷系統　14人

④地泉院系統　14人

③ふれあいの郷系統　13人

④地泉院系統　13人

　各車両メーカーから一般に市販されている現在のワ
ゴンタイプ車両の仕様に併せた変更

運行区間 【参考】⑤下津・大里東線　下津市民センター～大里駅
稲沢市民病院～下津市民センター～稲沢市民病院
稲沢市民病院～アピタ稲沢店～稲沢市民病院

　現行の「下津・大里東線」を基に、「本町通り・大正通
り」への運行を追加した路線を設定

運行便数 【参考】⑤下津・大里東線　11便 10便 　運行区間・運行距離に応じた便数を設定

停留所 【参考】⑤下津・大里東線　13か所
23か所（既設13か所、新設10か所〔総合文化センター南、小沢西、中本町、西
町二丁目、桜木、天池遠松東、稲葉口、西町、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、稲沢本町〕）

　利用実態調査や利用者・市民アンケート調査、地域
の要望を勘案し、停留所の新設

運行車両 【参考】⑤下津・大里東線　ワゴンタイプ車両 ワゴンタイプ車両 　現行の「下津・大里東線」の車両を利用

乗車定員 【参考】⑤下津・大里東線　9人 9人 　現行の「下津・大里東線」の車両を利用

運行区間 【参考】⑥大里西線　大里西市民センター～国府宮駅 稲沢市民病院～大里駅～稲沢市民病院
　現行の「下津・大里東線」と「大里西線」を基に、「大里
地区」南部のエリアへの運行を追加した路線を設定

運行便数 【参考】⑥大里西線　14便 10便 　運行区間・運行距離に応じた便数を設定

停留所 【参考】⑥大里西線　11か所
18か所（既設12か所、新設6か所〔増田、高重、中之庄、七ツ寺、北島東、幸
町〕）

利用実態調査や利用者・市民アンケート調査、地域の
要望を勘案し、停留所の新設

運行車両 【参考】⑥大里西線　ワゴンタイプ車両 ワゴンタイプ車両 　現在の「大里西線」の車両を利用

乗車定員 【参考】⑥大里西線　9人 9人 　現在の「大里西線」の車両を利用
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※ 資料中の路線、コミュニティバス停留所、コミュニティタクシー乗り場名称は全て仮称です。



路線名 項目 現行 変更（案） 変更の概略

運行区間
⑦千代田線　勝幡駅～稲沢市民病院

⑧平和線　勝幡駅～稲沢市役所
稲沢市民病院～平和支所

　利用実態調査や利用者・市民アンケート調査などの
分析を踏まえ、利用が低調である区間（停留所「平和支
所」～「稲沢市役所」間）のバス停留所をコミュニティタク
シー乗り場への変更・廃止を行い、「千代田線」・「平和
線」を統合し、「千代田・平和線」として運行

運行便数
⑦千代田線　12便

⑧平和線　12便
9便 　運行区間・運行距離に応じた便数を設定

停留所
⑦千代田線　18か所

⑧平和線　17か所

25か所（既設24か所、新設1か所〔北島西〕、廃止10か所〔コミュニティタクシー
乗り場への変更：矢合口、堀之内、井堀、観音堂、下三宅〕、〔廃止：矢合観音
北、国分団地西、アピタ稲沢店、ヨシズヤ新稲沢店、稲沢市役所〕）

　運行路線の見直しに伴い、停留所の新設・コミュニ
ティタクシー乗り場への変更・廃止

運行車両
⑦千代田線　ワゴンタイプ車両

⑧平和線　ワゴンタイプ車両
ワゴンタイプ車両 　現在の「千代田線」・「平和線」の車両を利用

乗車定員
⑦千代田線　9人

⑧平和線　9人
9人 　現在の「千代田線」・「平和線」の車両を利用

運行日
月曜日から土曜日（祝休日、12月29日から翌年1月3日、はだか祭の
日を除く）

現行どおり -

運行時間帯 7時から19時台 現行どおり -

利用料金

１乗車１人200円（小学生100円・障がい者は5割引）
※未就学児は、大人または小学生1人につき2人まで無料
※障がい者割引は、障害者手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額
欄に第1種又は第2種の記載のあるもの、若しくは精神障害者保健
福祉手帳1級、2級、3級）を呈示した場合に本人に適用する。ただ
し、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種の記載があるもの、
若しくは精神障害者保健福祉手帳1級、2級を呈示した場合には、本
人のほか介護者1人まで適用する。
※その日のうちに異なる路線に乗り継いだ場合、1乗車1回は無料

片道　大人200円均一（小学生100円・障がい者は5割引）
※未就学児は、大人または小学生1人につき2人まで無料
※障がい者割引は、障害者手帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1
種又は第2種の記載のあるもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳1級、2
級、3級）を呈示した場合に本人に適用する。ただし、旅客鉄道株式会社旅客
運賃減額欄に第1種の記載があるもの、若しくは精神障害者保健福祉手帳1
級、2級を呈示した場合には、本人のほか介護者1人まで適用する。
※その日のうちに異なる路線に乗り継いだ場合、1乗車1回は無料
※復乗となる区間の利用は不可

 分かりやすい表記に変更
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※ 資料中の路線、コミュニティバス停留所、コミュニティタクシー乗り場名称は全て仮称です。



●コミュニティタクシー【※コミュニティタクシーの利用方法は別添の参考資料を参照】

現行 変更（案） 変更の概略

市内全域
※「接続可能なバス停留所」から半径3ｋｍ以内の『コミュニティタク
シー乗り場』の間をバス接続便として運行する

現行どおり -

44か所

74か所（既設43か所、新設31か所〔上赤池、下津光明寺町、下津寺前町、下
津南町、子生和南、正明寺北、下山之内、本郷、小寺、井之口北、千成住
宅、込野町、堀之内、北麻績、井堀北、井堀南、西島東、片原、法花寺、一色
森山町、矢合口、江東、本中、明島、領内、五ツ屋、牧川、観音堂、中三宅、
下三宅、平六〕、廃止1か所（バス停留所への変更〔稲葉〕）

　交通空白地域の見直しにより、鉄道駅・バス停留所の
設置のない地域へコミュニティタクシー乗り場の新設
　バス停留所への変更に伴う「稲葉」の廃止

9か所
10か所（既設8か所、新設2か所〔総合文化ｾﾝﾀｰ南、稲沢市民ｾﾝﾀｰ北〕、廃
止1か所〔長野〕）

　「稲沢市民センター・小正市民センター」への停留所
設置に伴い、コミュニティタクシー乗り場の接続可能な
バス停留所の追加
　「小正市民センター」の代替乗り場であった「長野」の
廃止

7時から19時台 現行どおり -

1乗車1人200円
※コミュニティタクシー利用者には、往路（コミュニティタクシーからコ
ミュニティバスを利用）ではコミュニティバスの利用料金から100円を
割り引く『割引券』をタクシー乗務員が交付し、復路（コミュニティバス
からコミュニティタクシーを利用）ではコミュニティタクシーの利用料金
から100円を割り引く『割引券』をバス乗務員が交付する

1乗車1人200円。
※未就学児は、利用者1人につき2人まで無料
※コミュニティタクシー利用者には、往路（コミュニティタクシーからコミュニティ
バスを利用）ではコミュニティバスの利用料金から100円を割り引く『割引券』を
タクシー乗務員が交付し、復路（コミュニティバスからコミュニティタクシーを利
用）ではコミュニティタクシーの利用料金から100円を割り引く『割引券』をバス
乗務員が交付する

　「未就学児」への利用料金を追記

事前予約制
※コミュニティバスを利用する当日の2時間前までに電話予約

事前予約制
※旧稲沢市域のコミュニティタクシー乗り場から利用する場合は当日の1時間
前までに電話予約
※旧祖父江町・旧平和町域のコミュニティタクシー乗り場から利用する場合は
当日の2時間前までに電話予約
※指定のバス停留所からコミュニティタクシー乗り場まで利用する場合は当
日の1時間前までに電話予約
【※具体的な利用方法は別添の参考資料を参照のこと】

　予約時間の見直し（短縮化）

普通タクシー車両 現行どおり -

4人 現行どおり -

予約方法

コミュニティタクシー
乗り場

接続可能なバス停留所

項目

運行区域

利用料金

運行車両

乗車定員

運行時間帯

※ 資料中の路線、コミュニティバス停留所、コミュニティタクシー乗り場名称は全て仮称です。


