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南甲府駅でＪＲ身延線、路線バス、

上九一色・中道地区コミュテニィ

バスに接続

東花輪駅でＪＲ身延線、中央市

コミュニティバス、南アルプス市

コミニティバスに接続

南甲府駅

東花輪駅

上九一色・中道地区コミュニティ

バスを南甲府駅へ延長 (H28.10～)

竜王駅、東花輪駅へ接続する路線に

再編（H28.10～）

【地域内バス路線：再編】

甲府市

4

13

図４－５ 甲府盆地南西地域 交通拠点の状況、バス路線の再編状況
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1

石和温泉駅～市立甲府病院～山梨大学医学部附属病院～

東花輪駅～フォレストモール富士川

【広域的バス路線：H30年度以降の新設検討】

笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市、富士川町

竜王駅

11

9

7
山梨大学医学部

附属病院

竜王駅でＪＲ中央線、路線バス、甲斐市民バス、

南アルプス市コミュニティバスに接続

大型商業施設を経由

(H29.4～)

中央病院～甲府駅～西野～南アルプス市役所線

増便の検討
敷島営業所～長塚～甲府駅～後屋～

山梨大学医学部附属病院線 増便（H29.4～）

【広域的バス路線：再編】

甲斐市、甲府市、中央市

【地域内バス路線：再編】

甲斐市

【交通拠点の状況】

④南甲府駅
○南甲府駅では、ＪＲ身延線、甲府駅方面の路線バス、旧上九一色村・旧中道

町、市立甲府病院方面の上九一色・中道地区コミュテニィバスが接続していま

す。

○平成28年10月から上九一色・中道地区コミュテニィバスが南甲府駅に接続し

ました。鉄道駅との接続により、旧上九一色村・旧中道町方面から通学、通院、

買い物の広域的な移動も可能となりました。

⑧東花輪駅
○東花輪駅では、ＪＲ身延線、中央市コミュニティバス、南アルプス市コミニティ

バスが接続しています。

○この接続により、通勤、通学、通院、買い物などを目的とした甲府市、南アル

プス市、南巨摩方面への移動が可能となっています。

⑪竜王駅
○竜王駅では、ＪＲ中央線、甲府駅、韮崎駅、南アルプス市方面の路線バス、

旧敷島町、昭和町、山梨大学医学部附属病院方面の甲斐市民バス、南アル

プス市コミュニティバスが接続しています。

○この接続により、通勤、通学、通院、買い物などを目的とした甲府市、韮崎市、

南アルプス市、中央市への移動が可能となっています。

【バス路線の再編状況】

（甲府市）
○旧上九一色村古関と市立甲府病院間を運行していた上九一色・中道地区コ

ミュニティバスは、中道南小学校や笛南中学校、甲府城南病院を経由し、旧上

九一色村の小学生や中学生の通学及び高齢者の通院の移動手段として使わ

れてきました。

○起終点を市立甲府病院から南甲府駅まで延伸するとともに、大型商業施設

などを経由することにより、より広域的な移動が可能となるとともに、買い物など

の利便性の向上などが図られました。

（南アルプス市）
○鉄道のない南アルプス市では、平成26年度から平成27年度にかけて、新た

なバス路線の構築について検討し、平成27年10月から市内の路線バスや高速

バスと接続し、商業施設や病院を経由する芦安コース・北コース、南コースの3

路線を新設しました。

○コミュニティバス路線間の乗り換えが不便であったことや、バスを利用しての

通院や商業施設での買い物の利便性を更に向上させるため、市の中心部にコ

ミュニティバスの拠点施設を設け乗り換えが円滑にできるよう路線変更を行うこ

とで、利用者の増加を目指すこととしました。

○平成28年10月からは、商業施設や医療機関などをきめ細かく巡る6路線に

再編し、隣接する甲斐市の竜王駅や、中央市の東花輪駅へ接続する路線を新

設しました。鉄道駅との接続により、南アルプス市から通勤、通学、通院の広域

的な移動も可能となりました。

○市の中心部にコミュニティバスの拠点施設を設置したことにより、そこから市

内各地への円滑な移動が可能になるとともに、市内の交通空白地域が解消し、

病院や商業施設、公園などをきめ細かく巡るバス路線となり、鉄道駅への接続

により、通勤、通学、通院の広域的な移動も可能となりました。

○平成29年6月からは、市民の買い物の利便性向上を更に向上するため、コ

ミュニティバスの拠点を大型商業施設付近に移すとともに、全ての路線につい

て、新たな拠点を通過するよう路線を再編します。

（甲斐市）
○平成25年度より市内5路線で竜王駅、塩崎駅、山梨大学医学部附属病

院、大型商業施設、市役所庁舎などを巡る市民バスの運行を開始しました。

○敷島地区から山梨大学医学部附属病院を運行している山梨大学附属

病院線について、買い物の利便性の向上を図るため、平成29年4月から大

型商業施設付近を経由するルートの変更を行います。

（中央市）
○平成21年7月、東花輪駅、小井川駅、山梨大学医学部附属病院、大型商業

施設、市役所庁舎などを巡るコミュニティバスの運行を開始しました。

○平成28年10月には、「道の駅とよとみ」を経由するルートの変更を行い、買い

物の利便性の向上を図りました。

南アルプス

市役所

【広域的バス路線：再編】

甲府市、昭和町、中央市

甲府駅～イオンモール甲府昭和～山梨大学

医学部附属病院線増便の検討

【広域的バス路線：再編】

甲府市、甲斐市、南アルプス市

【地域内バス路線：再編】

南アルプス市

コミュニティバスの拠点・路線の再編
（H29.6～）

【地域内バス路線：再編】

南アルプス市

6

常永駅

道の駅とよとみを経由

(H28.10～)

【地域内バス路線：再編】

中央市

②圏域毎の再編状況

凡例

交通拠点

広域的バス路線（事業者）

広域的バス路線（事業者）（再編（検討中））

広域的バス路線（事業者）（新規路線）

広域的バス路線（事業者）（新規路線（検討中））

地域内バス路線（市町村）（新規路線）

その他路線

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。
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4

南甲府駅

甲府駅

⼭梨市駅

14

市⽴甲府病院5

13

石和温泉駅でＪＲ中央線、路線バス、

笛吹市コミュニティバスに接続

石和温泉駅

【地域内バス路線：再編】

⼭梨市

【広域的バス路線：H30年度以降の新設検討】

笛吹市、甲府市、中央市、南アルプス市、富士川町

山梨市駅南口広場整備に伴う

路線再編の検討

（H32年度末供用開始予定）

【交通拠点の状況】
⑬石和温泉駅

○石和温泉駅では、ＪＲ中央線、甲府駅、河口湖駅、富士山駅

方面の路線バス、笛吹市コミュニティバスが接続しています。こ

の接続により、通勤、通学、通院、買い物、観光などを目的とし

た甲府市、大月市、富士吉田市、富士河口湖町方面への移動

が可能となっています。

⑮塩山駅

○塩山駅では、ＪＲ中央線、旧三富村方面の路線バス、山梨市

民バス、甲州市民バスに接続しています。この接続により、通

勤、通学、通院、買い物、観光などを目的とした甲府市、大月

市、旧牧丘町、旧三富村方面への移動が可能となっています。

【バス路線の再編状況】
（バス事業者）

○平成29年4月から塩山駅～甲州市勝沼～石和温泉駅～甲

府市東部を結ぶバス路線が新設されます。この路線新設により、

甲州市、山梨市、笛吹市の交通空白地域の一部が解消され、

通勤、通学、通院などを目的とした石和温泉駅、甲府市東部方

面への広域的な移動も可能となります。

○勝沼地域のみで季節運行していた地区内循環バスについて、

平成29年４月から塩山地域においても春・夏・秋において季節

運行します。

（山梨市）

○平成28年3月に策定した山梨市総合戦略では、山梨市駅の

南口整備を起点に、駅前の賑わい創出・拡大を視野に入れ

た、駅南地域の開発に取り組むこととしています。

○平成32年度末までに山梨市駅南口広場の整備を行い、併

せて、市民バスの南部方面の路線を中心とした経路の見直し

などの検討を行うこととしています。

（笛吹市）

○公共施設の再編状況などを踏まえ、市民バスを、移動ニー

ズに対応したバス路線に再編するため、平成28年度から検討

を始めました。

○一宮地区を運行している一宮循環バスについて、市民の買

い物の利便性向上を図るため、平成28年4月から商業施設を

通過する経路に変更しました。

○境川地区を運行している境川巡回バスについて、市民の通

院、買い物などの利便性向上を図るため、平成29年4月から増

便するとともに、市観光施設（温泉施設）を経由する路線に変

更します。

（甲州市）

○市内の公共交通の現状、問題点・課題を踏まえ、甲州市総

合戦略などが目指す将来像を実現していくため、平成28年3

月、甲州市地域公共交通網形成計画を策定しました。

○甲州市地域公共交通網形成計画では、市街地エリアまでの

公共交通の利便性向上、市街地エリアの公共交通の回遊性向

上、観光二次交通の整備の3つを目標に掲げ、デマンドバスの

運行効率化、バス運行ルートの見直し、観光周遊バスの導入

などの事業の実施に向け、平成28年度から検討を進めていま

す。

○勝沼地区と塩山市民病院間を運行している勝沼地域バスは、

医療機関・商業施設を経由し勝沼地域の高齢者の通院、買い

物の移動手段として使われています。平成29年4月から塩山駅

南口まで運行するバスを増便するとともに、市民や観光客の利

便性向上を図るため、温泉施設がある「ぶどうの丘」まで運行す

る回数を増やします。

図４－６ 峡東地域 交通拠点の状況、バス路線の再編状況

地域公共交通網形成計画策定（H28.3）
地域公共交通再編実施計画策定に

向けた検討（H29年度～）

【地域内バス路線：再編】

甲州市

塩山地域における地域内循環バス

（季節運行）の新設（H29.4～）

38

塩山駅～甲州市勝沼～石和温泉駅～甲府市東部

（H29.4～）

塩山駅でＪＲ中央線、路線バス、山梨市民バス、

甲州市民バスに接続

15塩山駅

商業施設を経由

（H28.4～）

【広域的バス路線：新設】

甲州市、⼭梨市、笛吹市、甲府市

石和温泉駅～市立甲府病院～山梨大学医学部附属病院～東花輪駅～フォレストモール富士川

市観光施設（温泉施設）を経由

（H29.4～）

勝沼地域バス塩山駅南口、ぶどうの丘ま

で運行するバスの増便 （H29.4～）

【地域内バス路線：新設】

甲州市

【地域内バス路線：再編】

甲州市

【地域内バス路線：再編】

笛吹市

【地域内バス路線：再編】

笛吹市

凡例

交通拠点

広域的バス路線（事業者）

広域的バス路線（事業者）（再編（検討中））

広域的バス路線（事業者）（新規路線）

広域的バス路線（事業者）（新規路線（検討中））

地域内バス路線（市町村）（新規路線）

その他路線
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17

十谷

小室

平林

【地域内バス路線：再編】

身延町

【広域的バス路線：再編】

甲府市、甲斐市、 南アルプス市、富士川町

フォレストモール富士川

フォレストモール富士川で路線バス、

富士川町コミュニティバス、身延町営

バスに接続

16

18

甲府駅～十五所～南アルプス市甲西支所線

フォレストモール富士川に延伸（H29.4～）

【地域内バス路線：新設】

富士川町

身延山周辺

身延町飯富周辺

鰍沢口駅

波高島駅

身延駅

観光資源のある３地域を巡るホリデーバスを運行

（H27.10～）

【交通拠点の状況】

⑱フォレストモール富士川

○フォレストモール富士川では、南アルプス市、甲府駅方面の路線バス、富士川町コミュニティバスが接

続しており、平成29年4月から鰍沢口駅、波高島駅、身延駅方面の身延町営バスが接続します。

○この接続により、通勤、通学、通院、買い物、観光などを目的とした甲府市、南アルプス市、身延町方

面への移動が可能となります。

【バス路線の再編状況】

（バス事業者）

○平成29年4月から甲府駅～十五所～南アルプス市甲西支所線が延伸し、フォレストモール富士川に

接続します。

（身延町）

○町の公共交通は、合併前の旧町単位のまま運行されている状態が続いていました。その後、町営バ

ス、乗合タクシー、民間バスとの連携を図り、住民の移動手段の確保を図ってきました。

○平成27年12月に策定した、身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略における基本目標に、特色ある持

続可能な地域社会の形成を掲げ、公共交通機関の充実を図ることとしました。

○町民や利用者アンケート調査によりニーズを把握し、学校、病院、福祉施設、役場などの施設への乗

り入れの検討やＪＲ身延線、路線バスとのスムーズで円滑な乗り換えができるよう検討を進めました。

○広域的バス路線との乗り継ぎや隣接する町に所在する高校、病院等への乗り入れも検討し、町の北

部を運行する新早川橋鰍沢線と町の南部を運行する身延循環線の一部を統合し、身延駅から富士川

町の増穂商業高校やフォレストモール富士川、富士川病院を経由して鰍沢口駅までの町内を縦断する

バス路線に再編し、平成29年4月から運行を開始します。

○この路線の再編により、通学、通院、買い物の利便性が向上し、広域的な移動が可能となります。

（富士川町）

○町の公共交通機関は、中山間地域から市街地に向かう乗合タクシーと市街地を走る路線バス、市川

大門駅と富士川町の市街地を経由し、鰍沢口駅を結ぶコミュニティバスが運行されています。

○富士川町コミュニティバスは、通勤、通学などに利用されています。平成27年10月からは、観光資源の

ある小室、平林、十谷と鰍沢口駅を結ぶホリデーバスを、それぞれ、1日3往復運行しています。

図４－７ 峡南地域 交通拠点の状況、バス路線の再編状況

39

町営バス路線を見直し町内を縦断する路線へ再編

身延駅～波高島駅～増穂商業高校～フォレストモール富

士川～富士川病院～鰍沢口駅（H29.4～）

凡例

交通拠点

広域的バス路線（事業者）

広域的バス路線（事業者）（再編（検討中））

広域的バス路線（事業者）（新規路線）

広域的バス路線（事業者）（新規路線（検討中））

地域内バス路線（市町村）（新規路線）

その他路線

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の

電子地形図(タイル)を複製したものである。
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