
◇運行ルート

○駅東側

①路線（赤色実線）
名称：東01【坂田→舎人スポーツパーク→東部工業団地回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図①のとおり
停車バス停：31箇所 別表１のとおり
運行距離：約11.8㎞
運行時間：約40分
運行便数：13便程度（現行：13便）

②路線（緑色実線）
名称：東02【加納→べに花ふるさと館→総合福祉センター回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図②のとおり
停車バス停：24箇所 別表２のとおり
運行距離：約9.7㎞
運行時間：約40分
運行便数：8便程度（現行：8便）

③路線（黄緑色破線）
路線名：東03【スマイルピアザ坂田→小針領家集会所→りんごの家回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図③のとおり
停車バス停：24箇所 別表３のとおり
運行距離：約10.5㎞
運行時間：約40分
運行便数：４便程度（現行：7便）

④路線（紫色破線）
路線名：東04【神明郵便局→雷電神社→神明公園回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図④のとおり
停車バス停：13箇所 別表４のとおり
運行距離：約4.1㎞
運行時間：約15分
運行便数：４便程度（現行：8便）

資料２

【 議決事項 】

（１）議案１ 運行ルート、バス停の位置について

運行ルート、バス停の位置については次のとおりとする
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○駅西側
⑤路線（青色実線、青色点線）
路線名：西01(Ｙ)【サン・アリーナ→桶川西高校→川田谷小学校回り(薬師堂東回り)】
運行形態：中型バス
運行ルート：別図⑤のとおり
停車バス停：41（39）箇所 別表５のとおり
運行距離：約15.1㎞（15.3㎞）
運行時間：約50分
運行便数：13便程度（現行：13便）
うち3便薬師堂東回り

⑤－２路線（水色破線）
路線名：西01-2【サン・アリーナ→桶川西高校→滝の宮回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図⑤－２のとおり
停車バス停：22箇所 別表５－２のとおり
運行距離：約8.7㎞
運行時間：約26分
運行便数：2便程度（現行：なし）

⑥路線（黄色実線(細)）
路線名：西02【桶川中学校→殿山団地→諏訪神社→はにわの里回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図⑥のとおり
停車バス停：53箇所 別表６のとおり
運行距離：約17.9㎞
運行時間：約55分
運行便数：６便程度（現行：６便）

⑥－２路線（黄色実線(太)）
路線名：西02-2【桶川中学校→殿山団地→鴨川回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図⑥－２のとおり
停車バス停：26箇所 別表６－２のとおり
運行距離：8.7㎞
運行時間：約25分
運行便数：５便程度（現行：なし）

⑦路線（桃色破線）
路線名：西03【朝日3丁目→朝日小学校→若宮回り】
運行形態：小型バス
運行ルート：別図⑦のとおり
停車バス停：10箇所 別表７のとおり
運行距離：約3.7㎞
運行時間：約15分
運行便数：４便程度（現行：８便）

※実際の運行時には、路線名の他、平日と休日（土日祝祭日）の対応の別により運行時間、
運行便数等が変更となる可能性がある。
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路線№ 名称
運行
形態

停車
バス停
（箇所）

運行
距離
（ｋｍ）
※およそ

運行
時間
(分）
※およそ

運行
便数
(便）
※程度

備考

① 東０１ 小型
31

※別表1
11.8 40 13 赤色実線

② 東０２ 小型
24

※別表2
9.7 40 8 緑色実線

③ 東０３ 小型
24

※別表3
10.5 40 4 黄緑色破線

④ 東０４ 小型
13

※別表4
4.1 15 4 紫色破線

⑤ 西０１(Ｙ) 中型
41（39）
※別表5

15.1
（15.3）

50 13
青色実線、
点線

⑤－２ 西０１－２ 小型
22

※別表5-2
8.7 26 2 水色破線

⑥ 西０２ 小型
53

※別表6
17.9 55 6 黄色実線

（細）

⑥－２ 西０２－２ 小型
26

※別表6-2
8.7 25 5 黄色実線

（太）

⑦ 西０３ 小型
10

※別表7
3.7 15 4 桃色破線

◇運行ルート別概要一覧表
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東０ 桶川駅東口
東１ 寿二丁目
東２ 末広二丁目
東３ 総合福祉センター
東４ 東小学校前
東５ 坂田原中央公園入口
東６ べに花の郷前
東７ 坂田宮前
東８ 加納小学校前
東９ 護摩堂
東１０ 舎人スポーツパーク前
東１１ 舎人新田
東１２ 大御堂入口
東１３ 五丁台上
東１４ 五丁台
東１５ 川辺
東１６ 篠津
東１７ 東部工業団地
東１８ 本村
東１９ 加納天満宮入口
東２０ 天神
東２１ 天神交差点
東２２ 加納南部（仮称） 新設
東２３ コカ・コーラ前
東２４ 武蔵野台文化村入口
東２５ 大加納
東２６ 堀切
東２７ 北二丁目
東２８ 相生町
東２９ 桶川小学校入口
東３０ 稲荷通り前
東３１ 桶川本町
東０ 桶川駅東口

東０ 桶川駅東口
東３２ 桶川本町 新設
東３３ 稲荷通り前 新設
東３４ 桶川小学校入口 新設
東３５ 相生町 新設
東３６ 西二丁目（仮称） 新設
東３７ 堀切（仮称） 新設
東３８ 大加納（仮称） 新設
東３９ 武蔵野台文化村入口（仮称） 新設
東４０ コカ・コーラ前（仮称） 新設
東４１ 加納南部（仮称） 新設
東４２ 加納坂田団地入口 移設
東４３ べに花ふるさと館 移設
東４４ 坂田交番前（仮称） 新設
東４５ おけがわ団地集会所前 移設
東４６ おけがわ団地中央 移設
東４７ おけがわ団地南 移設
東４８ 坂田堀ノ内 移設
東４９ 坂田保育所 移設
東５０ 東中学校北 移設
東５１ スマイルピアザ坂田
東５２ 東中学校前（仮称） 新設
東５３ 総合福祉センター入口（仮称） 新設
東５４ 東一丁目（仮称） 新設
東０ 桶川駅東口

別表１ 別表２

東０ 桶川駅東口
東６９ 東二丁目
東７０ 神明郵便局前
東７１ 神明一丁目
東７２ 雷電神社前
東７３ 神明二丁目
東７４ 神明二丁目南（仮称） 新設
東７５ 神明公園前（仮称） 新設
東７６ 神明二丁目
東７７ 雷電神社前
東７８ 神明一丁目
東７９ 神明郵便局前
東８０ 南二丁目
東０ 桶川駅東口

東０ 桶川駅東口
東１ 寿二丁目
東２ 末広二丁目
東３ 総合福祉センター
東５５ 東中学校前（仮称） 新設
東５１ スマイルピアザ坂田
東５６ 坂田宮前公園前（仮称） 新設
東７ 坂田宮前
東５７ 小針領家集会所前 移設
東５８ 小針領家東部（仮称） 新設
東５９ 倉田北部（仮称） 新設
東６０ 倉田入谷
東６１ りんごの家入口
東６２ 小針領家夜回り
東６３ 氷川諏訪神社入口
東６４ 小針領家本村
東６５ 小針領家東部（仮称） 新設
東６６ 小針領家集会所前（仮称） 新設
東６７ 坂田宮前
東６８ 坂田宮前公園前
東５１ スマイルピアザ坂田 新設
東５２ 東中学校前（仮称） 新設（兼）
東５３ 総合福祉センター入口（仮称） 新設（兼）
東５４ 東一丁目（仮称） 新設
東０ 桶川駅東口

別表３

別表４
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◇バス停 ※新設、移設バス停の詳細は参考資料のとおり

○駅東側



西０ 桶川駅西口
西１ 市民ホール前
西２ 鴨川公園入口
西３ 鴨川二丁目
西４ 下日出谷第2公園入口
西５ 下日出谷西一丁目（仮称） 新設
西６ サン・アリーナ入口
西７ 下日出谷
西８ 滝の宮交差点（仮称） 新設
西９ 滝の宮
西１０ 狐塚会館前
西１１ 狐塚団地入口
西１２ 桶川西高校入口
西１３ 狐塚南部（仮称） 新設
西１４ 薬師堂北部（仮称） 新設
西１５ 薬師堂集会所前 移設

西１６
西101

薬師堂北
薬師堂東西１７ 薬師堂

西１８
西102

樋詰北（仮称）
熊野神社前

新設
西１９ 熊野神社入口
西２０ 樋詰
西２１ 松原
西２２ いずみの学園
西２３ 柏原
西２４ 三ツ木
西２５ 城山公園西口前
西２６ 前原
西２７ 原
西２８ 天沼
西２９ 前領家
西３０ 生涯学習センター前
西３１ 川田谷小学校前
西３２ 岡村（仮称） 新設
西３３ 岡村南（仮称） 新設
西３４ 下日出谷（仮称） 新設
西３５ サン・アリーナ入口（仮称） 新設
西３６ 下日出谷西一丁目（仮称） 新設
西３７ 下日出谷第２公園入口

（仮称）
新設

西３８ 鴨川一丁目（仮称） 新設
西３９ 鴨川公園入口（仮称） 新設
西４０ 市民ホール前（仮称） 新設
西０ 桶川駅西口

西０ 桶川駅西口
西１ 市民ホール前
西２ 鴨川公園入口
西３ 鴨川二丁目
西４ 下日出谷第2公園入口
西５ 下日出谷西一丁目（仮称） 新設（兼）
西６ サン・アリーナ入口
西７ 下日出谷
西８ 滝の宮交差点（仮称） 新設（兼）
西９ 滝の宮
西１０ 狐塚会館前
西１１ 狐塚団地入口
西１２ 桶川西高校入口
西８９ 狐塚団地前（仮称） 新設
西９０ 滝の宮（仮称） 新設
西３４ 下日出谷（仮称） 新設（兼）
西３５ サン・アリーナ入口（仮称） 新設（兼）

西３６ 下日出谷西一丁目（仮称） 新設（兼）

西３７
下日出谷第２公園入口
（仮称）

新設（兼）

西３８ 鴨川一丁目（仮称） 新設（兼）
西３９ 鴨川公園入口（仮称） 新設（兼）
西４０ 市民ホール前（仮称） 新設（兼）
西０ 桶川駅西口

別表５ 別表５-2
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西０ 桶川駅西口
西４１ 桶川中学校前（仮称） 新設
西４２ 桶川郵便局前（仮称） 新設
西４３ 鴨川保育所前（仮称） 新設
西４４ ベニバナウォーク前（仮称） 新設
西４５ 下日出谷中央公園前（仮称） 新設
西４６ 西小学校入口（仮称） 新設
西４７ 上日出谷原公園前（仮称） 新設
西４８ 日出谷保育所入口（仮称） 新設
西４９ 日出谷小学校前
西５０ 殿山
西５１ 殿山団地
西５２ 二ツ家 移設
西５３ 南団地前（仮称） 新設
西５４ 共済医院前（仮称） 新設
西５５ 上日出谷北（仮称） 新設
西５６ ナーシングコート入口（仮称） 新設
西５７ 本沢（仮称） 新設
西５８ 諏訪野（仮称） 新設
西５９ 諏訪神社前（仮称） 新設
西６０ 竹ノ内北（仮称） 新設
西６１ 竹ノ内 移設
西６２ 岡村北（仮称） 移設
西６３ 川田谷小学校前（仮称） 新設
西６４ 生涯学習センター入口（仮称） 新設
西６５ 前領家（仮称） 新設
西６６ 天沼（仮称） 新設
西２７ 原
西６７ 西台
西６８ はにわの里
西６９ 東台
西７０ 北原
西７１ 市場西（仮称） 名称変更
西７２ 諏訪神社前
西７３ 諏訪野
西７４ 本沢
西７５ ナーシングコート入口（仮称） 名称変更
西７６ 上日出谷北
西７７ 共済医院前（仮称）
西７８ 南団地前
西７９ 二ツ家 新設
西８０ 殿山団地（仮称） 新設
西８１ 殿山（仮称） 新設
西８２ 日出谷小学校前（仮称） 新設
西８３ 日出谷保育所入口（仮称） 新設
西８４ 上日出谷原公園前（仮称） 新設
西８５ 西小学校入口（仮称） 新設
西８６ 下日出谷中央公園前（仮称） 新設
西８７ ベニバナウォーク前（仮称） 新設
西８８ 下日出谷東（仮称） 新設
西３８ 鴨川一丁目（仮称） 新設（兼）
西３９ 鴨川公園入口（仮称） 新設（兼）
西４０ 市民ホール前（仮称） 新設（兼）
西０ 桶川駅西口

西０ 桶川駅西口
西４１ 桶川中学校前（仮称） 新設（兼）
西４２ 桶川郵便局前（仮称） 新設（兼）
西４３ 鴨川保育所前（仮称） 新設（兼）
西４４ ベニバナウォーク前（仮称） 新設（兼）
西４５ 下日出谷中央公園前（仮称） 新設（兼）
西４６ 西小学校入口（仮称） 新設（兼）
西４７ 上日出谷原公園前（仮称） 新設（兼）
西４８ 日出谷保育所入口（仮称） 新設（兼）
西４９ 日出谷小学校前
西100 上日出谷北部（仮称） 新設
西７７ 共済医院前（仮称）
西７８ 南団地前
西７９ 二ツ家 新設（兼）
西８０ 殿山団地（仮称） 新設（兼）
西８１ 殿山（仮称） 新設（兼）
西８２ 日出谷小学校前 新設（兼）
西８３ 日出谷保育所入口（仮称） 新設（兼）
西８４ 上日出谷原公園前（仮称） 新設（兼）
西８５ 西小学校入口（仮称） 新設（兼）
西８６ 下日出谷中央公園前（仮称） 新設（兼）
西８７ ベニバナウォーク前（仮称） 新設（兼）
西８８ 下日出谷東（仮称） 新設（兼）
西３８ 鴨川一丁目（仮称） 新設（兼）
西３９ 鴨川公園入口（仮称） 新設（兼）
西４０ 市民ホール前（仮称） 新設（兼）
西０ 桶川駅西口

別表６ 別表６-2

西０ 桶川駅西口
西９１ 市民ホール前
西９２ 井戸木二丁目（仮称） 新設
西９３ 朝日公園（仮称） 新設
西９４ 朝日三丁目（仮称） 新設
西９５ 朝日小学校入口（仮称） 新設
西９６ 朝日二丁目
西９７ 朝日東公園入口
西９８ 朝日一丁目
西９９ 若宮二丁目（仮称） 新設
西０ 桶川駅西口

別表７
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