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資料２ 

 
市営バス夏のダイヤ改正等について 

 
１ 実施日（予定） 

  令和３年７⽉ 11 ⽇（⽇） 
 
２ 路線再編 

（１）野庭団地路線再編【別紙１】 
・ 利⽤実態に合わせて、45・112・130 系統を減便します。 
・ 上永⾕駅と野庭団地を循環する路線を 188 系統として新設することにより、ご⾃宅

からバス停までの移動距離を縮めることで利便性の向上を図ります。 
（２）市民病院路線再編【別紙２】 

・ 横浜駅⻄⼝から和⽥町を経由して、市⺠病院を循環する 208 系統について、午後の
時間帯を運⾏するとともに、208 系統の逆回りルートを 209 系統として新設し、通院等
のお客様の利便性を⾼めます。 

（３）並木団地路線再編【別紙３】 ※道路運送法に基づく路線認可申請中 
・ 294 系統のルートを変更し、新たに 321 系統として運⾏を開始します。三井アウトレ

ットパーク横浜ベイサイドに乗り⼊れるとともに、並⽊団地から京急線能⾒台駅・京急
富岡駅までアクセスすることにより、地域の利便性を⾼めます。 

 
３ これまでのダイヤ改正の検証に基づく見直し 
（１）令和２年 11 月４日実施分の見直し【別紙４】 

・ 58 系統（横浜駅前〜磯⼦⾞庫前）の根岸駅において、並⾛する 101 系統を含めた運
転間隔を均等化します。 

・ みなと⾚⼗字病院〜桜⽊町駅前間について、利⽤実態に合わせた輸送⼒を調整しま
す。 

（２）令和３年４月１日実施分の見直し【別紙５】 

・ 12 系統（緑⾞庫前〜⻄菅⽥団地）の鴨居駅前〜⽩⼭⾼校間において、沿線学校の登
校時間に合わせたダイヤに調整します。 

 

４ 東京 2020 オリンピックへの対応 
東京 2020 オリンピックに際し、聖⽕リレー（６⽉ 30 ⽇）及び競技⼤会開催時（７⽉

11 ⽇〜８⽉９⽇）には、周辺の交通規制が実施される予定です。これに伴い、市営バス
では、当該規制区間を運⾏する路線において運休⼜は迂回運⾏等を⾏います。 
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【凡例】
188系統「上永⾕駅前⇒野庭郵便局前⇒上永⾕駅前」
45系統「京急ニュータウン〜上永⾕駅前〜港南台駅前〜洋光台駅前

112系統「上永⾕駅前〜⽇野中央公園⼊⼝〜洋光台駅前」
130系統「上永⾕駅前〜丸⼭台〜港南⾞庫前」

「新設バス停」

【別紙１】 野庭団地路線再編図
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【別紙２】 市民病院路線再編図

【凡例】
208系統「横浜駅西口⇒洪福寺⇒市民病院⇒横浜駅西口」
209系統「横浜駅西口⇒市民病院⇒洪福寺⇒横浜駅西口」

和田町

岡沢下

市民病院

横浜駅西口

浅間下

洪福寺

峯小学校前



長浜公園前

八幡公園前

鳥浜町入口

サブセンター前

なぎさ団地前

イガイ根公園前長浜ホール前

能見台駅入口

富岡

三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド

【別紙３】 並木団地路線再編図

【凡例】
321系統「三井アウトレットパーク⇒なぎさ団地前⇒能見台駅入口⇒三井アウトレットパーク」
321系統「三井アウトレットパーク⇒能見台駅入口⇒イガイ根公園前⇒三井アウトレットパーク」

「新設バス停」

鳥浜町西

鳥浜町中央（並木方向のみ）



磯子駅前

本牧車庫前

和田山口

根岸駅前

横浜駅前

桜木町駅前

みなと赤十字病院

本牧

保土ケ谷車庫前

【凡例】
8系統「本牧車庫前～中華街入口～桜木町駅前～横浜駅前」
58系統「磯子車庫前～みなと赤十字病院～桜木町駅前～横浜駅前」
148系統（急行）「本牧車庫前～中華街入口～桜木町駅前～横浜駅前」
101系統「根岸駅前～桜木町駅前～保土ケ谷車庫前」
105系統「本牧車庫前～元町～桜木町駅前～保土ケ谷車庫前」
106系統「本牧車庫前～桜木町駅前～保土ケ谷駅東口～境木中学校前

【別紙４】 本牧地区路線再編図

磯子車庫前

中華街入口
保土ケ谷駅東口

至 権太坂



中山駅前

鴨居駅前

西菅田団地

白山高校

緑車庫前

鴨居町

千丸台団地

東神奈川駅西口

【別紙５】 鴨居・西谷地区路線再編図

片倉町駅前

西谷駅前

至 横浜駅【凡例】
1系統「中山駅前～上山町～緑車庫前」
12系統「中山駅前～白山高校～鴨居駅前～西菅田団地」
36系統「緑車庫前～西菅田団地～東神奈川駅西口～横浜駅西口」
39系統「中山駅前～小机駅前～東神奈川駅西口～横浜駅西口」
56系統「鴨居駅前～鴨居町～竹山団地」
119系統「鴨居駅前～～新井町～鴨居駅前」
172系統「鴨居駅前～新井町～西谷駅前～鴨居駅前」
256系統「鴨居駅前～笹山団地～新井町～鴨居駅前」

竹山団地

新井町



7 横浜駅前⇔川崎駅西口
・輸送力調整（減便）
・所要時間増分（1～9分）

29 横浜駅前⇔鶴見駅前
・輸送力調整（減便）
・所要時分増分（1～7分）

12 中山駅前⇔白山高校⇔西菅田団地
・輸送力調整（増便）
・鴨居駅前～白山高校間の運転間隔調整

201 横浜駅西口⇒松本⇒岡沢町⇒横浜駅西口 ・所要時間増分

202 横浜駅西口⇒岡沢町⇒松本⇒横浜駅西口 ・輸送力調整（減便）208系統に変更

208 横浜駅西口⇒和田町⇒市民病院⇒横浜駅西口 ・輸送力調整（増便）202系統から変更

209 横浜駅西口⇒市民病院⇒和田町⇒横浜駅西口 ・新設（208系統の逆回り）

8 横浜駅前⇔本牧車庫
・輸送力調整（減便）
・他系統（58・148系統）との運転間隔調整

26 横浜駅前⇔横浜港シンボルタワー
　　　　　海づり桟橋

・輸送力調整（行先の変更）
　横浜駅前発の便数変更なし

54 根岸駅前⇔本牧車庫前
・他系統（91系統）との運転間隔調整
　便数変更なし

58 横浜駅前⇔みなと赤十字病院⇔磯子駅前
・他系統（8・101系統）との運転間隔調整
・輸送力調整（増便）　平日のみ

91
根岸駅前→三菱本牧工場
修繕工場前→根岸駅前

・就業者の出退勤に合わせた時刻変更

148 横浜駅前⇔本牧車庫 ・他系統（8系統）との運転間隔調整

45 京急NT⇔上永谷駅前⇔港南台駅前⇔洋光台駅前
・輸送力調整（減便）
・所要時間増分（2分）

111 上大岡駅前⇔洋光台駅前⇔港南台駅前 ・沿線学校の登下校にあわせた時刻変更

112 洋光台駅前⇔上永谷駅前
・輸送力調整（減便）
・所要時間増分

130 港南車庫前⇔丸山台⇔上永谷駅前 ・輸送力調整（減便）

188 上永谷駅前⇔野庭団地循環 ・新設

219 弘明寺⇔みつが丘中央

・停留所名称変更（3箇所）
　「外語短大正門前」⇒「岡村西」
　「外語短大裏」⇒「岡村西公園」
　「三殿台公園」⇒「三殿台入口」

294 新杉田駅前→並木団地→新杉田駅前 ・運行終了（321系統にルート変更）

321
三井アウトレットパーク⇔並木団地⇔三井アウトレッ
トパーク

・新設

系統 主な運行経路 概要

系統 主な運行経路 概要

系統 主な運行経路 概要

系統 主な運行経路 概要

C 鶴見・港北エリア

D 保土ケ谷・緑エリア

F 中・本牧エリア

G 港南・磯子エリア

【参考資料】 主なダイヤ改正路線一覧



緑・青葉エリアＡ 港北ＮＴエリア

保土ケ谷・緑エリア

Ｅ

十日市場駅

仲町台駅

Ｂ

江田駅

大倉山駅

菊名駅
鴨居駅

鶴ケ峰駅

西谷駅 生麦駅

横浜駅

桜木町駅

関内駅

根岸駅

新杉田駅

上大岡駅上永谷駅

東戸塚駅

鶴見駅

新横浜駅

小机駅

センター南駅
青葉台駅

市が尾駅

山手駅

石川町駅保土ケ谷駅

磯子駅

中山駅

東神奈川駅

保土ケ谷西部エリア

鶴見・港北エリアＣ

Ｄ

中・本牧エリアＦ

港南・磯子エリアＧ

洋光台駅

港南台駅
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