
事業１　公共交通の利便性向上

No 取組み（事業）

1 小浜線の増便・利便性の高いダイヤの設定

2 敦賀～京都北部（舞鶴市）間の時間短縮

3 列車運休時の代替交通手段の確保などの運休対策の強化

4 小浜線を補完するバスの運行

5 小浜線の運行に応じた接続するバスのダイヤの調整

6 市町現行バス路線等の持続的な運行

7 市町を跨ぐ移動手段の充実

8 公共交通不便地区における移動手段の確保

9 バスの運転手の確保・育成

10 キャッシュレス化の推進

11 ＡＩやＩoＴ等を活用した新モビリティサービスの導入

事業２　まちづくりと連携した施策の展開

12 駅周辺への都市機能・居住誘導

13 利用しやすい駅やバス停となるよう環境を整備

事業３　公共交通サービス情報の充実

14 嶺南地域の鉄道・バス等の路線全体が分かる乗り換えマップなどの作成

15 嶺南地域内外の移動案内の充実

16 鉄道・バス・レンタサイクル等の一体的な乗り継ぎサービスの提供

17 経路検索システムへのバス情報の掲載

18 スマホアプリ等を活用したコンテンツの作成や情報発信

事業４　観光周遊手段の提供

19 観光スポットを周遊する広域バスの運行

20 嶺南の周遊観光に資する観光列車・イベント列車の運行

21 特徴あるバス車両の運行

22 小浜線とバス等を乗り継げる周遊きっぷの企画

23 小浜線の駅からの移動手段の確保

24 自転車による周遊の促進

25 旅雑誌等による情報発信

事業５　公共交通利用を促進する意識の醸成

26 地域住民を対象としたモビリティ・マネジメント

27 児童・生徒を対象としたモビリティ・マネジメント

28 事業所を対象としたモビリティ・マネジメント

29 住民が主体となった活動組織の育成

30 公共交通利用促進グッズの製作

31 沿線自治体による小浜線利用促進助成の実施

嶺南地域公共交通網形成計画　取組み
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事業１　公共交通の利便性向上

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

1 小浜線の増便・利便性の高いダイヤの設定 新規
県、市町、事業者（鉄
道）

2 敦賀～京都北部（舞鶴市）間の時間短縮 新規
県、市町、事業者（鉄
道）

3
列車運休時の代替交通手段の確保などの運休対策の強
化

新規
県、市町、事業者（鉄
道、バス）

4 小浜線を補完するバスの運行 新規

検討 試行

県、市町、事業者（バ
ス）

5 小浜線の運行に応じた接続するバスのダイヤの調整 継続
県、市町、事業者（バ
ス）

6 市町現行バス路線等の持続的な運行 ・小浜市地域公共交通計画策定に向けた調査を実施【小浜市】
・小浜市地域公共交通計画策定【小浜市】
・コミバスのデマンド交通実証実験【小浜市】

継続
県、市町、事業者（バ
ス）

7 市町を跨ぐ移動手段の充実 拡充
県、市町、事業者（バ
ス）

8 公共交通不便地区における移動手段の確保 拡充
県、市町、事業者（バ
ス）、住民、関係団体

9 バスの運転手の確保・育成 継続 県、事業者（バス）

10 キャッシュレス化の推進 ・コミバス等のキャッシュレス化について検討【小浜市】 新規 県、市町、事業者

11 ＡＩやＩoＴ等を活用した新モビリティサービスの導入
・新モビリティサービス導入検討を小浜市地域公共交通計画案の事業に組み込み
【小浜市】

・コミバスのデマンド交通実証実験【小浜市】 新規

検討 試行

県、市町、事業者

事業２　まちづくりと連携した施策の展開

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

12 駅周辺への都市機能・居住誘導 継続 市町

13 利用しやすい駅やバス停となるよう環境を整備 拡充 県、市町、事業者

事業主体

継続的に実施

検討・調整・準備 実施

令和３年度実績（４月～３月末までの進捗状況）

実施

No 取組み（事業） 令和４年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

検討・調整・準備・可能な段階で実施

検討・調整・準備・可能な段階で実施

検討・調整・準備・可能な段階で実施

検討・調整・準備・可能な段階で実施

実施

継続的に実施

継続的に実施

検討・調整・準備 実施

検討・調整・準備 実施

継続的に実施

嶺南地域公共交通網形成計画　施策一覧

No 取組み（事業） 令和４年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

事業主体令和３年度実績（４月～３月末までの進捗状況）



嶺南地域公共交通網形成計画　施策一覧

事業３　公共交通サービス情報の充実

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

14
嶺南地域の鉄道・バス等の路線全体が分かる乗り換え
マップなどの作成

新規

検討 実施
県、市町、事業者、関
係団体

15 嶺南地域内外の移動案内の充実 ・小浜駅前インフォメーションセンターで乗継等を案内【小浜市】 ・小浜駅前インフォメーションセンターで乗継等を案内【小浜市】 拡充 県、市町、事業者

16
鉄道・バス・レンタサイクル等の一体的な乗り継ぎ
サービスの提供

新規

検討 試行
県、市町、事業者、関
係団体

17 経路検索システムへのバス情報の掲載 ・コミバスのバス情報がGoogle検索に対応【小浜市】 継続
県、市町、事業者（バ
ス）

18
スマホアプリ等を活用したコンテンツの作成や情報発
信

継続
県、市町、事業者、関
係団体

事業４　観光周遊手段の提供

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

19 観光スポットを周遊する広域バスの運行 新規

検討 試行

県、市町、事業者（バ
ス）、関係団体

20
嶺南の周遊観光に資する観光列車・イベント列車の運
行

・観光列車乗り入れ運行の歓迎実施【小浜線利用促進協議会】
・観光列車乗り入れ運行の歓迎実施【小浜線利用促進協議会】
・サイクルトレイン、企画列車等の運行【小浜線利用促進協議会】

拡充
県、市町、事業者（鉄
道）、関係団体

21 特徴あるバス車両の運行 ・レトロバスの運行【小浜市】 ・レトロバスの運行【小浜市】 拡充
県、市町、事業者（バ
ス）、関係団体

22 小浜線とバス等を乗り継げる周遊きっぷの企画 新規
検討 試行

県、市町、事業者、関
係団体

23 小浜線の駅からの移動手段の確保 継続

検討 試行

県、市町、事業者

24 自転車による周遊の促進
・鯖街道サイクリングマップ（日本語版）の作成【小浜市】
・エンゼルライン山頂駐車場にサイクルラックとベンチを整備【小浜市】

・鯖街道サイクリングマップ（英語版）の作成【小浜市】 拡充 県、市町、関係団体

25 旅雑誌等による情報発信
・利用促進協議会ウェブサイトの制作、運営【小浜線利用促進協議会】
・乗って残すポスターの制作【小浜線利用促進協議会】

・利用促進協議会ウェブサイトの運営【小浜線利用促進協議会】
・100周年記念ポスターの制作【小浜線利用促進協議会】

継続 市町、関係団体

令和３年度実績（４月～３月末までの進捗状況）

令和３年度実績（４月～３月末までの進捗状況）

検討・調整・準備 実施

継続的に実施

実施

検討・調整・準備 実施

実施

継続的に実施

継続的に実施

No 取組み（事業） 令和４年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

事業主体

実施

検討・調整・準備・可能な段階で実施

検討・調整・準備・可能な段階で実施

実施

No 取組み（事業） 令和４年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

事業主体



嶺南地域公共交通網形成計画　施策一覧

事業５　公共交通利用を促進する意識の醸成

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

26 地域住民を対象としたモビリティ・マネジメント
・おばませんフォトコンテストを実施【小浜線利用促進協議会】
・おばませんデジタルスタンプラリーを実施【小浜線利用促進協議会】
・回数券キャンペーンの実施【小浜線利用促進協議会】

・小浜線利用ガイドマップの配布（R5.3予定）【小浜線利用促進協議会】 継続
県、市町、事業者、住
民

27 児童・生徒を対象としたモビリティ・マネジメント

・学校が実施する公共交通機関の乗り方教室や校外学習、遠足利用時の運賃助成
【小浜市】
・小浜線通学･通勤定期助成の実施【小浜線利用促進協議会】
・駅からの遠足行程を掲載した小浜線de遠足ガイドの制作【小浜線利用促進協議
会】

・学校が実施する公共交通機関の乗り方教室や校外学習、遠足利用時の運賃助成
【小浜市】
・小浜線通学定期助成の実施【小浜線利用促進協議会】
・図画コンクールの開催【小浜線利用促進協議会】

継続
県、市町、事業者、住
民

28 事業所を対象としたモビリティ・マネジメント ・小浜線通学･通勤定期助成の実施【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線通勤定期助成の実施【小浜線利用促進協議会】 継続
県、市町、事業者、住
民

29 住民が主体となった活動組織の育成
・小浜線沿線の美化活動･環境保持を行うボランティア団体に活動費を補助
　【小浜線利用促進協議会】
・おばませんサポーターズクラブを立ち上げ【小浜線利用促進協議会】

・美化活動や小浜線ＰＲ活動行うおばませんサポーターに活動費を補助
　【小浜線利用促進協議会】
・おばませんサポーターズクラブの運営【小浜線利用促進協議会】
・１００周年記念補助金の交付【小浜線利用促進協議会】

拡充

検討

県、市町、事業者、住
民、関係団体

30 公共交通利用促進グッズの製作 ・小浜線１００周年記念グッズの制作【小浜線利用促進協議会】 継続
市町、事業者、関係団
体

31 沿線自治体による小浜線利用促進助成の実施
・回数乗車券、団体利用、高校生通学定期、複数名での乗車に対する助成【小浜
市】
・市外からの小浜線利用宿泊者にタクシー等で使えるクーポンの配布【小浜市】

・回数乗車券、団体利用、高校生通学定期、高齢者乗車、親子乗車に対する助成
【小浜市】

継続 市町

令和３年度実績（４月～３月末までの進捗状況） 令和４年度（今後の予定）

実施

継続的に実施

継続的に実施

新規/継続
スケジュール

継続的に実施

継続的に実施

継続的に実施

取組み（事業） 事業主体No


