
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

別紙１



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 ・新型コロナの影響を踏まえつつ、より利便性の高いダイヤについて検討 ・引き続き検討 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 ・実現可能な時間短縮策について検討 ・引き続き検討 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

・運休時の情報提供の拡充策について検討
・代替交通手段の確保や運休区間の減少策について調査･検討

・引き続き検討 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

・三方五湖エリア広域バスの実証運行（R2.12）【嶺南振興局】
・三方五湖エリア広域バス実証運行の結果を踏まえ、二次交通のあり方を検討【嶺南
振興局、美浜町、若狭町】
・三方駅・熊川（上中駅）の補完バスについて検討【若狭町】

・移動の利便性向上を図るため、三方五湖エリア広域バスを実証運行し、利用者アン
ケートや専門家の評価などを通してルートやダイヤ等を検証【嶺南振興局、美浜町、
若狭町】
・三方駅・熊川（上中駅）の補完バス実証運行予定【若狭町】

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
・コミバス、大和交通名田庄線、福井鉄道菅浜線・大島線・本郷線のダイヤを調整
（R2.4、R2.10、R2.11）【美浜町、小浜市、大和交通、福井鉄道】
・オンデマンド交通の導入について検討【小浜市】

・オンデマンド交通の導入検討を含む「地域公共交通計画」の策定（案）のとりまと
め【小浜市】

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

・路線バスやコミバス車内の抗ウイルス加工等の感染症拡大防止対策を実施【各市
町、バス事業者】
・コミバス、福井鉄道菅浜線・大島線・本郷線の一部で増便や運行ルート見直し
（R2.4、R2.10、R2.11）【小浜市、美浜町、おおい町、福井鉄道】
・デマンドバス導入準備【おおい町】
・コミバスの一部路線にノンステップバス導入（R2.10）【小浜市】

・庁舎の建て替えに合わせて、Ｒ４年度に向けて市役所へのコミバス乗り入れを検討
【敦賀市】
・小浜線とコミバス定期の共通利用について検討【小浜市】
・道路工事に伴うコミバスの運行路線（代替路線）について検討【小浜市】
・Ｒ４年度の道の駅開業に向けた、バスルートやダイヤ改正について検討【美浜町】
・デマンドバス「うみりんスマイル号」運行（R3.4～試行運行）【おおい町】

継続
県、市町、事業者（バ
ス）

7 市町を跨ぐ移動手段の充実 ・各市町の地域公共交通会議の内容を情報共有

・引き続き各市町の地域公共交通会議の内容を情報共有
・三方五湖エリアバスや三方駅･熊川（上中駅）の補完バスの実証運行【嶺南振興
局、美浜町、若狭町】
・コミバスによる市町を跨ぐ移動手段の充実について検討【若狭町】

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
・オンデマンド交通の導入について検討【小浜市】
・デマンドバス導入準備（R3.4～試行運行開始予定）【おおい町】

・オンデマンド交通の導入検討を含む「地域公共交通計画」の策定（案）のとりまと
め【小浜市】
・デマンドバス「うみりんスマイル号」運行（R3.4～試行運行）【おおい町】

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
・運輸交付金を通じ、支援【交通まちづくり課】
・バス運転手採用説明会開催（R2.12）【交通まちづくり課、バス事業者】

・運輸交付金を通じ、支援【交通まちづくり課】
・バス運転手採用説明会開催予定【交通まちづくり課、バス事業者】

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【各市町】 ・コミバス等のキャッシュレス化について検討【各市町】 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
・グリーンスローモビリティ実証運行に向け、運行主体となる一般社団法人を設立
（R3.3）【高浜町】
・新モビリティサービス検討会において、先進事例などの情報共有

・グリーンスローモビリティ車両購入、６月より実証実験開始予定【高浜町】
・モビリティサービスのシステム開発を関西電力と連携して実施【敦賀市】
・新モビリティサービスの導入について検討【若狭町】

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 ・新幹線敦賀駅前広場側周辺道路整備【敦賀市】
・新幹線敦賀駅前広場側周辺道路整備【敦賀市】
・美浜駅前に美浜町地域づくり拠点化施設（道の駅）整備（R4.7月開駅予定）【美浜
町】

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
・若狭本郷駅前駐輪場改修（R2.11月着工、R3.3月竣工）【おおい町】
・十村駅活用団体の設立、改修内容の検討、設計【若狭町】

・十村駅の改修工事【若狭町】
・若狭本郷駅前道路舗装、ロードヒーティング改修等（R3.6月着工予定）【おおい
町】
・美浜駅前広場整備、シェルター設置【美浜町】
・美浜駅の待合環境、コミュニティスペースの整備、トイレ改修【美浜町】
・新幹線敦賀駅東口のキャノピー等の整備【敦賀市】

拡充 県、市町、事業者

嶺南地域公共交通網形成計画　進捗状況

No 取組み（事業） 令和３年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

事業主体令和２年度実績

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

実施

No 取組み（事業） 令和３年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

令和２年度実績 事業主体

継続的に実施

検討・調整・準備 実施
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嶺南地域公共交通網形成計画　進捗状況

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

・鉄道とバスの乗り換えやレンタサイクル等の情報を盛り込んだ「嶺南地域公共交通
乗り換えＭＡＰ」を作成、関係機関へ配布【福井県クルマに頼り過ぎない社会づくり
推進県民会議】

・「嶺南地域公共交通乗り換えＭＡＰ」を関係機関へ配布【福井県クルマに頼り過ぎ
ない社会づくり推進県民会議】

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
・「嶺南地域公共交通乗り換えＭＡＰ」を駅や観光案内所等へ配布
・敦賀駅デジタルサイネージの設置について調整【嶺南広域行政組合】
・敦賀駅、美浜駅、小浜駅前インフォメーションセンター等で乗継等を案内

・美浜駅へのデジタルサイネージ設置【美浜町】
・敦賀駅デジタルサイネージの設置について検討【嶺南広域行政組合】
・敦賀駅、美浜駅、小浜駅前インフォメーションセンター等で乗継等を案内

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

・新モビリティサービス検討会において、先進事例などの情報共有
・地域別に導入の可能性を検討

・引き続き検討 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 ・福井鉄道、大和交通、美浜町コミバスがGoogle検索に対応 ・コミバスについてGoogle検索対応予定【小浜市、若狭町】 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

・ＳＮＳキャンペーン（♯つるがバスさんぽ）実施【敦賀市】
・ホームページ「おばませんドットコム」の運営【嶺南地域振興推進協議会】

・ホームページ「おばませんドットコム」の運営【嶺南地域振興推進協議会】 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
・三方五湖エリア広域バスの実証運行（R2.12）【嶺南振興局】
・実証運行を踏まえ、二次交通のあり方を検討【嶺南振興局、美浜町、若狭町】

・移動の利便性向上を図るため、三方五湖エリア広域バスを実証運行し、利用者アン
ケートや専門家の評価などを通してルートやダイヤ等を検証【嶺南振興局、美浜町、
若狭町】

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

・「丹後くろまつ号」の小浜線乗入れ運行実施（Ｒ2.10、敦賀～天橋立間）【嶺南地
域振興推進協議会、小浜線利用促進協議会、嶺南振興局、若狭湾観光連盟、各市町】
・南北モニターツアー開催(R2.11)
　【嶺南地域振興推進協議会、交通まちづくり課、小浜線利用促進協議会、各市町】
・ぐるり若狭路魅力発見ツアー開催（R2.11～12）【嶺南地域振興推進協議会】※北
近畿・関西在住者対象の日帰り個人旅行。タクシーでの周遊と小浜線の利用

・「丹後くろまつ号」の小浜線乗入れ運行を行い（秋、敦賀～天橋立間）、周遊滞在
の方策について検証【嶺南地域振興推進協議会、小浜線利用促進協議会、嶺南振興
局、若狭湾観光連盟、各市町】
・南北モニターツアー開催(9～11月に計3回を予定)
【嶺南地域振興推進協議会、交通まちづくり課、小浜線利用促進協議会、各市町】
・観光列車乗入れ運行に合わせてＳＮＳを活用した写真募集、表彰【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

・レストランバスの有料運行を実施(15日間）【「海湖と歴史の若狭路」発信事業実
行委員会】
・小浜市レトロバスを海の駅(川崎エリア）と小浜西組を結ぶ新たな周遊ルートで運
行【小浜市】
・銀河鉄道999をモチーフにした「ぐるっと敦賀周遊バス」の運行【敦賀市】

・新たな観光素材の掘り起こしや着地型ツアーの造成を促すため、レストランバスの
有料運行を実施（秋、20日間）【海湖と歴史の若狭路発信事業実行委員会】
・銀河鉄道999をモチーフにした「ぐるっと敦賀周遊バス」の運行【敦賀市】

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 ・実現に向け関係者間において検討 ・引き続き検討 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
・カーシェア実施事業初年度として、敦賀駅、美浜駅、上中駅、東小浜駅、若狭本郷
駅、若狭高浜駅にシェアＥＶを各１台配備【敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おお
い町、高浜町】

・引き続き、敦賀駅、美浜駅、上中駅、東小浜駅、若狭本郷駅、若狭高浜駅にシェア
ＥＶを各１台配備【敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】
・カーシェアの導入について検討【若狭町】
・小浜市内において観光庁補助金を活用したデマンド交通実証実験を検討【DMO他】

継続

検討 試行

県、市町、事業者

24 自転車による周遊の促進

・シェアサイクルの運用開始（R2.4）【敦賀市】
・三方五湖エリアにおいて、地域ぐるみでサイクリング客をもてなす機運醸成や受入
体制づくりのため、住民向けサイクリングイベントの開催やサイクルステーションの
設置、サイクルマップ、ＰＲ動画の制作等を三方五湖エリア全体協議会において検討
【嶺南振興局、美浜町、若狭町】
・他県のサイクリングルートを視察（しまなみ海道、ビワイチ）
・嶺南広域サイクリングルート（案）実走
・嶺南広域サイクリングルート検討会の開催
・路面表示(矢羽根)整備【若狭町、嶺南振興局】

・シェアサイクルの運用継続および貸出返却拠点の追加整備（2箇所）【敦賀市】
・三方五湖エリア全体協議会において、住民向けサイクリングイベントの開催やサイ
クルステーションの設置、サイクルマップ、ＰＲ動画の制作等を実施【嶺南振興局、
美浜町、若狭町】
・嶺南広域サイクリングルート推進協議会の設立
・嶺南広域エリアにおけるサイクリング走行環境（ロゴマークの作成、路面表示
等）、受入環境（ガイド養成、イベント支援等）の整備、情報発信（サイクリング
マップ、ＰＲ動画制作等）
・路面表示(矢羽根)整備【若狭町、嶺南振興局】
・エンゼルライン山頂駐車場へ、サイクルラックとベンチを整備予定【小浜市】

拡充 県、市町、関係団体

25 旅雑誌等による情報発信

・つるがシェアサイクル専用ホームページおよびＳＮＳによる情報発信【敦賀市】
・るるぶFREE（福井版）への掲載【敦賀市】
・町ＰＲ記事について旅雑誌広告掲載【美浜町】
・南北モニターツアーにあわせて、フリーペーパー小浜線特別号の配布【小浜線利用
促進協議会】
・フリーペーパー小浜線の発行【小浜線利用促進協議会】
・ホームページ「おばませんドットコム」の運営【嶺南地域振興推進協議会】

・つるがシェアサイクル専用ホームページおよびＳＮＳによる情報発信【敦賀市】
・町ＰＲ記事について旅雑誌広告掲載【美浜町】
・ホームページ「おばませんドットコム」の運営【嶺南地域振興推進協議会】

継続 市町、関係団体

No 取組み（事業） 令和３年度（今後の予定） 新規/継続
スケジュール

事業主体令和２年度実績

継続的に実施

No 取組み（事業） 令和３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

令和２年度実績

検討・調整・準備 実施

実施

継続的に実施

検討・調整・準備 実施

継続的に実施

実施

3



嶺南地域公共交通網形成計画　進捗状況

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

・小浜線沿線スタンプラリー実施【小浜線利用促進協議会】
・小浜線利用ガイドマップの配布【小浜線利用促進協議会】
・町健康福祉課と連携し、コミバスの説明、予約方法や乗車体験の実施【美浜町】
・R3.4運行開始予定デマンドバスの周知【おおい町】
・町のメール配信システムにおいて小浜線やバスの運行情報を発信【おおい町】

・小浜線の車窓から見える景色を向上させる事業に補助【小浜線利用促進協議会】
・小浜線開業100周年記念イベントの実施に対して支援【小浜線利用促進協議会】
・小浜線ガイドマップの配布【小浜線利用促進協議会】
・若狭本郷駅１００周年ミニイベント（4/3開催）【おおい町】
・各種イベント時でのコミバス無料券の配布【美浜町】
・R3.4運行開始デマンドバスの周知【おおい町】
・町のメール配信システムにおいて小浜線やバスの運行情報を発信【おおい町】

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

・小浜線を利用する親子を対象に「北陸おでかけパス」の購入費を補助【小浜線利用
促進協議会】
・小浜線通学･通勤定期モニター事業を実施【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】
・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助金制度のチラシを配布【おおい町】
・バス絵画コンクールの実施（入賞作品の車内展示、全応募作品オルパーク展示）
【敦賀市】
・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布【美浜町】

・バス絵画コンクールを実施予定【敦賀市】
・小浜線通学・通勤定期支援事業実施【小浜線利用促進協議会】
・小学生が団体で小浜線を利用する場合の運賃を助成【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郊外学習、遠足利用時の運賃助成【小
浜市】
・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助金制度のチラシを配布【おおい町】
・コミバス等の広報やお試し乗車券の配布【美浜町】

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・通勤定期モニター事業の実施【小浜線利用促進協議会】
・カー・セーブ運動の実施

・小浜線通学・通勤定期支援事業の実施【小浜線利用促進協議会】
・カー・セーブ運動の実施

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】
・十村駅の活性化策について検討【若狭町】
・地域住民等ボランティアによる駅の美化活動【おおい町】

・十村駅の運営について検討【若狭町】
・地域住民等ボランティアによる駅、バス停の美化活動【おおい町】
・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】

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 ・小浜線トートバッグの作成【小浜線利用促進協議会】 ・小浜線グッズの作成【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
・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対する助成
　【美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】

・回数券、団体利用者、高校生の通学定期購入等に対する助成
　【美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町】

継続 市町

事業主体No 取組み（事業）

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

令和２年度実績 令和３年度（今後の予定）

4



泉ヶ丘先回り

リラ・ポート先回り

長谷先回り

粟野公民館先回り

  わくわくタクシー 上記沿線を除く町内 デマンド 10,839 8,917 7,589

　小屋・須縄線 小浜二中～小屋 定時定路線 10,626 10,189 10,468

　小屋・谷口線 小屋～谷口 デマンド（日曜のみ） 30 8 3

　谷田部線 道の駅～谷田部 デマンド（日曜のみ） 1 8 5

　宇久・西小川線 宇久～小浜駅 定時定路線（隔日） 538 639 443

　宮川線 加茂～小浜駅 定時定路線（隔日） 993 1,033 726

　健康管理センター線 健康管理センター～小浜駅 定時定路線（隔日） 452 795 597

　下根来・今富線 長瀬～小浜駅 定時定路線（隔日） 1,484 1,336 883

　鯉川・加斗線 鯉川ふれあい会館前～ショッピングセンター前 定時定路線（隔日） 1,266 1,094 836

　太良庄・国富線 太良庄公会堂前～小浜駅 定時定路線（隔日） 1,029 927 638

862,383 859,228 682,253

815 1,139

合計

19,871

17,944

18,759

18,171

19,310

　内浦ぐるりんバス（R1.10月～） 内浦地区全域～舞鶴市内（東舞鶴エリア） 定時定路線

高浜町

  赤ふんバス 町内全域 デマンド 19,871

－

　池河内線 池河内～小浜二中（一部道の駅）
定時定路線
（日曜のみデマンド）

12,940 15,051 16,143

14,504 13,484

　田烏線 小浜駅～須ノ浦
定時定路線
（日曜のみデマンド）

14,687 15,161 12,826

23,705 23,259 18,241

　泊線 小浜駅～泊
定時定路線
（日曜のみデマンド）

15,102

14,779

22,368

小浜市 82,853 84,004 75,293

　小屋・谷田部線 小浜二中～道の駅 定時定路線

2,515 2,213

若狭町
　常神・三方線 レイクヒルズ美方病院～常神

定時定路線
（一部デマンド）

20,742

31,581

17,663

26,580

4,181

10,874

2,598

7,437　ゆうなぎ（日向線） 新庄～美方病院
定時定路線
（一部デマンド）

5,077 4,178 2,626美浜町

　ブルースカイ（丹生線） 丹生～美方病院
定時定路線
（一部デマンド）

4,682

12,817

　やまびこ（新庄線） 日向～美方病院
定時定路線
（一部デマンド）

3,058

  ぐるっと敦賀周遊バス

観光ルート 定時定路線

41,243 37,311 16,036

ショッピングルート 定時定路線

　粟野沓見線 敦賀駅～運動公園西口 定時定路線 9,147 15,128 14,657

1,971

　西粟野線（H30.10月まで） 定時定路線 554

　温泉線 定時定路線 9,414 8,938 4,361

　東郷線 敦賀駅～新保 デマンド 2,375 2,626

　愛発線 杉箸～敦賀駅
（駄口～愛発公民館）

定時定路線
（一部デマンド）

16,078 16,580 14,025

　金山線 国立病院～敦賀駅 定時定路線 46,304 40,845 32,939

　山公文名線

山～敦賀駅（粟野中学校前経由） 定時定路線

32,601 35,362 30,781

山～敦賀駅（公文名経由） 定時定路線

　中郷木崎線 松葉町～敦賀駅 定時定路線 36,830 38,398 31,478

　松原線 松葉町（一部沓見）～敦賀駅 定時定路線 55,822 55,377 41,589

7,789

　中央線 沓見（一部運動公園東止まり）～敦賀駅 定時定路線 41,167 44,507 34,906

330,501

23,883

334,292

19,999

250,531

　常宮線 立石～敦賀駅 定時定路線 13,174 15,337

コミュニティバス等

敦賀市

　東浦線 元比田～敦賀駅
定時定路線
（一部デマンド）

24,534

　海岸線(H30.10月まで) 松葉町～敦賀駅 定時定路線 1,258

25,920

西日本ジェイ
アールバス㈱

若江線 近江今津駅～上中～小浜駅 定時定路線 110,540 109,303 74,801

京都交通㈱ 高浜線 東舞鶴駅前～松尾寺駅前～高浜駅前 定時定路線 35,638 33,182

63,373 36,467

大和交通㈱ 名田庄線 流星館～井上・谷口～小浜第二中 定時定路線 44,656 40,212 28,031

20,783

本郷線（おおい町内のみ運行） おおい町役場前～万願寺～子生谷 定時定路線 84,400 67,800 85,782

384,760

31,933

384,719

35,530

307,314

菅浜線 敦賀駅～北田口･関電事務所～白木 定時定路線 33,144 38,916

路

線

バ

ス

福井鉄道㈱

若狭線 敦賀駅～美浜農協前～美浜駅前 定時定路線 37,824

大島線（おおい町内のみ運行） 大飯中学校～日角浜～塩浜海水浴場 定時定路線 38,558

 嶺南地域を運行するバス

区
分

事業主体 路線名・運行区間 運行方法
H30年度

総利用者数
（人）

Ｒ元年度
総利用者数

（人）

Ｒ２年度
総利用者数

（人）



－ － －   わくわくタクシー デマンド

23 ● 　小屋・須縄線 定時定路線

- － － 　小屋・谷口線 デマンド（日曜のみ）

- － － 　谷田部線 デマンド（日曜のみ）

27 ● 　宇久・西小川線 定時定路線（隔日）

29 ● 　宮川線 定時定路線（隔日）

30 ● 　健康管理センター線 定時定路線（隔日）

31 ● 　下根来・今富線 定時定路線（隔日）

32 ● 　鯉川・加斗線 定時定路線（隔日）

33 ● 　太良庄・国富線 定時定路線（隔日）

おおい町 － － － 　うみりんスマイル号（R3.4月～） デマンド

掲載数 33 33 21

掲載率 100% 64% （Ｒ３年５月時点）

デマンド

－ － － 　内浦ぐるりんバス（R1.10月～） 定時定路線

高浜町

- － －   赤ふんバス

定時定路線
（日曜のみデマンド）

28 ● 　池河内線 定時定路線
（日曜のみデマンド）

定時定路線

25 ● 　泊線 定時定路線
（日曜のみデマンド）

小浜市

24 ● 　小屋・谷田部線

26 ● 　田烏線

定時定路線
（一部デマンド）

若狭町
22 ● 　常神・三方線

定時定路線
（一部デマンド）

定時定路線
（一部デマンド）

20 ● ● 　ゆうなぎ（日向線） 定時定路線
（一部デマンド）

美浜町

19 ● ● 　ブルースカイ（丹生線）

21 ● ● 　やまびこ（新庄線）

18 ● ●   ぐるっと敦賀周遊バス

定時定路線

定時定路線

17 ● ● 　粟野沓見線 定時定路線

デマンド

16 ● ● 　温泉線 定時定路線

－ － － 　東郷線

15 ● ● 　愛発線 定時定路線
（一部デマンド）

14 ● ● 　金山線 定時定路線

13 ● ● 　山公文名線

定時定路線

定時定路線

12 ● ● 　中郷木崎線 定時定路線

11 ● ● 　松原線 定時定路線

定時定路線

● ● 　常宮線 定時定路線

10 ● ● 　中央線

定時定路線

コミュニティバス等

敦賀市

8 ● ● 　東浦線
定時定路線
（一部デマンド）

9

西日本ジェイ
アールバス㈱

7 ● ● 若江線

定時定路線

京都交通㈱ 6 ● ● 高浜線 定時定路線

大和交通㈱ 5 ● ● 名田庄線

定時定路線

4 ● ● 大島線（おおい町内のみ運行） 定時定路線

定時定路線

2 ● ● 菅浜線 定時定路線

路

線

バ

ス

福井鉄道㈱

1 ● ● 若狭線

3 ● ● 本郷線（おおい町内のみ運行）

経路検索サイトへの対応

区
分

事業主体 №
主な経路検索サイト

への掲載
Ｇｏｏｇｌｅサイト

への掲載
路線名・運行区間 運行方法



平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

ＪＲ敦賀駅（その他８か所） 敦賀観光案内所等 4,040 4,105 4,075 3,588

ＪＲ美浜駅若狭美浜観光協会 若狭美浜観光協会 221 330 401 424

ＪＲ三方駅 きらやま茶屋 157 283 445 344

道の駅三方五湖 若狭三方五湖観光協会 120 247 164 0

若狭町観光ホテル水月花 若狭町観光ホテル水月花 227 145 121 0

熊川宿資料館宿場館 若狭鯖街道熊川宿資料館 0 0 6 4

ＪＲ上中駅 ＪＲ上中駅 179 266 321 487

ＪＲ東小浜駅 小浜市サイクリングセンター 562 432 478 197

ＪＲ小浜駅 若狭おばま観光案内所 1,371 1,379 1,046 795

御食国若狭おばま食文化館 御食国若狭おばま食文化館 15 24 11 18

小浜市まちの駅・旭座 小浜市まちの駅 202 231 221 187

ＪＲ若狭本郷駅内 おおい町観光協会 23 32 41 20

ＪＲ若狭和田駅 ピースフル和田 17 7 19 39

ＪＲ若狭高浜駅 ぷらっとＨｏｍｅ高浜 49 79 76 52

ＪＲ青郷駅 ロッジ青葉 2 5 2 4

7,185 7,565 7,427 6,159

嶺南地域レンタサイクル　利用実績

設置場所

合計



地域住民を対象としたモビリティ・マネジメント

実施内容 件数 実施内容 件数

・私の時刻表の発行（26件） 1 ・私の時刻表の発行 随時

・高齢者向け（お出かけサロン）に、コミュニティバスによる乗り方や外

出支援等の実施
3

・高齢者向け（お出かけサロン）に、コミュニティバスによる乗り方や外

出支援等の実施

・各種イベント時でのコミバス無料乗車券の配布

3

・チラシを設置し地域住民に公共交通利用を呼びかけ 1
・チラシ（デマンドタクシー乗り方等）を設置・配布し、地域住民に公共

交通利用を呼びかけ
1

・小浜線沿線スタンプラリー1回（特典配布数175個）（小利協）

・小浜線フリーペーパー発行2回（小利協）
3 ・高齢者向け公共交通乗り方広報2回 2

・R3.4運行開始予定デマンドバスの周知

・町のメール配信システムにおいて小浜線やバスの運行情報を発信
2

・若狭本郷駅１００周年ミニイベント（4/3開催）

・R3.4運行開始デマンドバスの周知

・町のメール配信システムにおいて運行情報を発信

3

― 0 小浜線１００周年イベントの開催【令和３年６月開催予定】 1

10 10

児童・生徒を対象としたモビリティ・マネジメント

実施内容 件数 実施内容 件数

・中学生、高校生、大学生に通学時の利用呼びかけ

・利用方法の説明

・郊外学習時の乗り方指導

・バス絵画コンクール入賞作品車内展示、応募作品オルパークでの展示

4
・中学生、高校生、大学生に通学時の利用呼びかけ

・バス絵画コンクール作品展示
2

・中学３年生や高校生に対する公共交通やコミュニティバスの広報

・お試し乗車券の配布
2

・中学３年生や高校生に対する公共交通やコミュニティバスの広報

・お試し乗車券の配布
2

・児童の通学における公共交通乗車体験 1 ― 0

・小学生乗車マナー訓練事業

・中学卒業生への助成制度等の広報
5

・乗車マナー訓練事業

・高校への助成制度等の広報
11

・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助金制度のチラシを配布 1 ・親子列車、団体列車の実施利用に係る補助金制度のチラシを配布 1

― 0 ― 0

13 16

おおい町

高浜町

計

令和２年度実績 令和３年度予定

敦賀市

美浜町

若狭町

小浜市

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町

計

モビリティ・マネジメントに関するイベント、乗り方教室等開催件数

令和２年度実績 令和３年度予定

敦賀市

美浜町



 事業所を対象としたモビリティ・マネジメント

実施内容 件数 実施内容 件数

― 0 ― 0

・電力会社等に通勤時の公共交通利用の呼びかけ 1 ・電力会社等に通勤時の公共交通利用の呼びかけ 1

― 0 ・テクノバレー協議会に公共交通利用を呼びかけ 1

・市職員への小浜線通勤利用呼びかけ（新規13名参加） 1 ・事業所への公共交通利用を呼びかけ 1

・職員に対し、クルマ以外の交通手段の利用を促す取組み（カー･セーブ

運動等）の啓発
1

・クルマ以外の交通手段の利用を促す取組み（カー･セーブ運動等）の啓

発
1

― 0 ― 0

3 4

住民が主体となった活動組織の育成

実施内容 件数 実施内容 件数

― 0 ― 0

― 0 ― 0

― 0 ― 0

・小浜線ボランティア活動支援事業11団体（小利協） 11 ・小浜線ボランティア活動支援事業13団体（小利協） 13

・地域住民等ボランティアによる駅の美化活動 1 ・地域住民等ボランティアによる駅、バス停の美化活動 2

・花と緑のまちづくりネットワーク内の団体が各駅の花壇やプランターの

整備を行った。
1

・花と緑のまちづくりネットワーク内の団体が各駅の花壇やプランターの

整備を行う。
1

13 16

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町

計

計

令和２年度実績 令和３年度予定

敦賀市

美浜町

敦賀市

美浜町

若狭町

小浜市

おおい町

高浜町

令和２年度実績 令和３年度予定


