資料２
平成３１年度つつじバス運行への修正点について

１.循環線
５号車 ・第２便

5 分繰下げ

【H30】神明苑(8:04)→神明駅(8:43)
⇒【H31】神明苑(8:09)→神明駅(8:48)

理由：中河・北中山線第１便からの接続のため。（循環線第３便の短縮に伴い、アル・プラザ鯖江方面への接続を確保する。）
６号車 ・第３便

逆方向まわり+9 分繰下げ 【H30】JR 鯖江駅(8:20)→嚮陽会館(8:50)
⇒【H31】JR 鯖江駅(8:29)→神明駅(8:51)

理由：中河・北中山線第１便の始発時間繰下げのため、および、JR 鯖江駅での路線切替を円滑に行うため。
４号車 ・第４便

10 分繰上げ 【H30】神明駅(8:55)→神明駅(9:35)
⇒【H31】神明駅(8:45)→神明駅(9:25)

理由：直後に運行する片上・北中山線第３便の JR 北陸本線福井方面への接続（北鯖江駅 10:37 発）に伴い、セットで繰上げ。
４号車 ・第９便

4 分繰下げ 【H30】神明駅(12:24)→神明駅(13:05)
⇒【H31】神明駅(12:28)→神明駅(13:09)

理由：直前に運行する立待線第３便の幹線への接続（神明駅 11:44 着）に伴い、セットで繰下げ。
２号車 ・第１１便

7 分繰下げ 【H30】JR 鯖江駅(13:23)→JR 鯖江駅(14:03)
⇒【H31】JR 鯖江駅(13:30)→JR 鯖江駅(14:10)

理由：河和田線第３便からの接続（JR 鯖江駅 13:20 着）、片上・北中山線第６便への接続（神明駅 14:08 発）のため。
４号車 ・第１４便

6 分繰下げ 【H30】公立丹南病院(15:11)→神明駅(15:55)
⇒【H31】公立丹南病院(15:17)→神明駅(16:01)

理由：直前に運行している片上・北中山線第５便→第６便への切替までの準備時間確保のため。

２.幹線
・なし
３.鯖江南・新横江線
７号車 ・第１便

5 分繰上げ 【H30】嚮陽会館(9:10)→JR 鯖江駅(9:51)
⇒【H31】嚮陽会館(9:05)→JR 鯖江駅(9:46)

理由：幹線第１便への接続（JR 鯖江駅 9:50 発）への接続のため。

４.神明線
・新規バス停を追加 「(仮)ハーツ神中店前（神中町 2 丁目北）」（北）、（南）

３号車 ・第３便

8 分繰上げ 【H30】公立丹南病院(12:34)→神明駅(13:20)
⇒【H31】公立丹南病院(12:26)→神明駅(13:12)

理由：片上･北中山線第５便への接続（神明駅 13:15 発）のため。
３号車 ・第４便

10 分繰上げ 【H30】公立丹南病院(15:10)→公立丹南病院(15:59)
⇒【H31】公立丹南病院(15:00)→公立丹南病院(15:49)

理由：直後に運行する片上･北中山線第７便への切替までの準備時間確保のため。

５.片上・北中山線
・高年大学への運行を【開講期間中の火、木、金】⇒【通年で平日】に変更
※土日祝は高年大学を経由しない
・一部バス停間の所要時間を短縮
・高年大学との直通便を新設（往復１便ずつ）
３号車 ・第１便

5 分繰上げ 【H30】神明駅(7:25)→公立丹南病院(8:32、高 8:34)
⇒【H31】神明駅(7:20)→公立丹南病院(8:26)※通年で高年大学

理由：循環線第１便への接続（神明苑 8:25 発）のため。
８号車 ・第２便

15 分繰下げ 【H30】神明駅(8:10)→高年大学(8:26)
⇒【H31】神明駅(8:25)→高年大学(8:41) ※通年で高年大学

理由：循環線第１便からの接続（神明駅 8:22 着）、高年大学到着時間の繰下げのため。
４号車 ・第３便

10 分繰上げ 【H30】公立丹南病院(9:45)→公立丹南病院(10:55)
⇒【H31】公立丹南病院(9:35)→公立丹南病院(10:42)

理由：JR 北陸本線福井方面への接続（北鯖江駅 10:37 発）のため。
３号車 ・第４便

5 分繰下げ 【H30】公立丹南病院(11:05)→公立丹南病院(12:15、高 12:19)
⇒【H31】公立丹南病院(11:10)→公立丹南病院(平 12:21、休 12:17)

理由：高年大学出発時間を繰下げするため。
４号車 ・
（新設）第５便
４号車 ・第(5)６便

高年大学直通便

【H31】神明駅(13:15)→高年大学(13:25)

9 分繰下げ 【H30】公立丹南病院(13:56)→公立丹南病院(15:06)
⇒【H31】公立丹南病院(14:05)→公立丹南病院(15:12)

理由：直前に運行する片上・北中山線第５便からの切替の準備時間確保のため。

（新設）第７便
３号車 ・

高年大学直通便

【H31】高年大学(16:17)→神明苑(16:27)

４号車 ・第(6)８便

6 分繰下げ 【H30】神明駅(16:00)→神明駅(17:04)
⇒【H31】神明駅(16:06)→神明駅(17:11)※通年で高年大学(往復)

理由：直前に運行している片上・北中山線第５便→第６便への切替までの準備時間確保のため。

６.立待線
・新規バス停を追加 「(仮)糺橋東」（北）、（南）
・新規バス停を追加 「(仮)石田上西」
・バス停名称変更 【H30】吉江七曲り通り前 →
４号車 ・第３便

【H31】加藤吉平商店前（吉江町）

4 分繰下げ 【H30】神明苑(11:41)→神明駅(12:19)
⇒【H31】神明苑(11:45)→神明駅(12:23)

理由：幹線第１便からの接続（神明駅 11:44）のため。

７.吉川線
５号車 ・第４便

10 分繰上げ 【H30】神明苑(12:40)→神明苑(13:27)
⇒【H31】神明苑(12:30)→神明苑(13:17)

理由：片上･北中山線第５便への接続（神明駅 13:15 発）のため、および、循環線第８便からの接続を維持するため。

８.豊線
・なし
９.中河・北中山線
・高年大学への運行を【開講期間中の火、木、金】⇒【通年で平日】に変更
※土日祝は高年大学を経由しない
・一部バス停間の所要時間を短縮
・中戸口バス停の標柱を増設
６号車 ・第１便

15 分繰下げ 【H30】鉱泉前(7:05)→JR 鯖江駅(8:03、高 8:09)
⇒【H31】鉱泉前(7:20)→JR 鯖江駅(8:24)※通年で高年大学

理由：河和田線第１便との運行時間帯差別化のため、および、高年大学到着時間繰下げのため。
６号車 ・第２便(往路)

10 分繰下げ 【H30】嚮陽会館(9:00)→上戸口北(9:45)
⇒【H31】嚮陽会館(9:10)→上戸口北(9:55)

理由：直前に運行する循環線第３便からの路線切替の準備時間確保のため。
６号車 ・第２便(復路)

3 分繰下げ 【H30】上戸口北(9:55)→嚮陽会館内(10:43)
⇒【H31】上戸口北(10:00)→嚮陽会館内(10:48)

理由：直前に運行する循環線第３便からの路線切替の準備時間確保のため。

【H30】嚮陽会館(11:20)→上戸口北(12:04、高 12:11)
⇒【H31】嚮陽会館(11:20)→上戸口北(平 12:11、休 12:05)

６号車 ・第３便(往路)

理由：高年大学の平日通年運行のため、および、一部バス停間の所要時間変更のため。
６号車 ・第３便(復路)

１分繰下げ 【H30】上戸口北(12:20)→嚮陽会館内(13:08)
⇒【H31】上戸口北(12:21)→嚮陽会館内(平 13:15、休 13:09)

理由：新たに高年大学を経由するため。
６号車 ・第５便(往路)

6 分繰上げ 【H30】JR 鯖江駅(16:56)→上戸口北(17:35)
⇒【H31】JR 鯖江駅(16:50)→上戸口北(17:35)※通年で高年大学

理由：新たに高年大学を経由するため。

１０.河和田線
・高年大学への運行を【開講期間中の火、木、金】⇒【通年で平日】に変更
※土日祝は高年大学を経由しない
・一部バス停間の所要時間を短縮
１号車 ・第２便(往路)

【H30】嚮陽会館(8:25)→ラポーゼかわだ(8:54)
⇒【H31】嚮陽会館(8:25)→ラポーゼかわだ(平 9:03、休 8:54)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため、および、高年大学の平日通年運行のため。
１号車 ・第２便(復路)

2 分繰上げ 【H30】ラポーゼかわだ(9:10)→JR 鯖江駅(9:54)
⇒【H31】ラポーゼかわだ(9:08)→JR 鯖江駅(9:52)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため。

【H30】嚮陽会館(11:05)→鉱泉前(12:05、高 12:15)
⇒【H31】嚮陽会館(11:05)→鉱泉前(平 12:07、休 11:58)

１号車 ・第３便(往路)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため、および、高年大学の平日通年運行のため。
１号車 ・第３便(復路)

5 分繰上げ 【H30】鉱泉前(12:25)→嚮陽会館内(13:25)
⇒【H31】鉱泉前(12:20)→嚮陽会館内(平 13:23、休 13:14)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため、および、新たに高年大学を経由するため。
２号車 ・第４便

【H30】高年大学(12:00)→JR 鯖江駅(12:16)
⇒【H31】高年大学(12:00)→JR 鯖江駅(12:15)※通年で高年大学

理由：一部バス停間の所要時間変更のため。

１号車 ・第５便(往路)

10 分繰下げ 【H30】嚮陽会館(14:15)→鉱泉前(15:15)
⇒【H31】嚮陽会館(14:25)→鉱泉前(15:18)

理由：河和田線第５便（復路）での高年大学到着時間を少しでも遅くするため、および、一部バス停間の所要時間変更のため。
１号車 ・第５便(復路)

6 分繰下げ 【H30】鉱泉前(15:25)→嚮陽会館内(16:25)
⇒【H31】鉱泉前(15:31)→嚮陽会館内(平 16:34、休 16:25)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため、および、新たに高年大学を経由するため。
１号車 ・第６便(往路)

5 分繰下げ

【H30】嚮陽会館(16:55)→鉱泉前(17:55)
⇒【H31】嚮陽会館(17:00)→鉱泉前(18:06)※通年で高年大学

理由：JR 北陸本線敦賀方面への接続（鯖江駅 17:00 発）のため。その他、一部バス停間の所要時間変更のため、および、新
たに高年大学を経由するため。

15 分繰下げ 【H30】鉱泉前(18:00)→嚮陽会館内(19:00)
⇒【H31】鉱泉前(18:15)→嚮陽会館(18:56)
※第６便(復路)では金谷、西袋、椿坂、ハニー東陽店は経由しない

１号車 ・第６便(復路)

理由：一部バス停間の所要時間変更のため、および、この時間帯に利用のないヒゲ線を短縮するため。

１１～１７.通学便
⑬通学便立待ルート
・新規バス停を追加 「(仮)石田上西」
・バス停名称変更 【H30】吉江七曲り通り前
その他
なし

→

【H31】加藤吉平商店前（吉江町）

