
太字太字太字太字…変更ダイヤ　24.4.1改正

路線名 便 Ｈ23年度現行ダイヤ Ｈ24年度変更ダイヤ 理由

第1便 JR鯖江駅8：10発＝JR鯖江駅8：40着 JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅8888：：：：05050505発発発発＝JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅8888：：：：35353535着着着着
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」
高専臨時便廃止のため5分早める

第2便 神明駅8：19発＝神明駅8：48着 神明駅8：19発＝神明駅神明駅神明駅神明駅8888：：：：49494949着着着着
丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第3便 JR鯖江駅9：00発＝JR鯖江駅9：29着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第4便 神明苑9：42発＝神明駅10：14着 神明苑神明苑神明苑神明苑9999：：：：45454545発発発発＝＝＝＝神明駅神明駅神明駅神明駅10101010：：：：17171717着着着着
吉川線2便神明苑乗換え
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第5便 JR鯖江駅9：45発＝JR鯖江駅10：14着 JR鯖江駅9：45発＝JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅10101010：：：：15151515着着着着
第6便 神明駅10：40発＝神明駅11：09着 神明駅10：40発＝神明駅神明駅神明駅神明駅11111111：：：：10101010着着着着
第7便 神明苑10：55発＝神明駅11：27着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」
第8便 JR鯖江駅11：30発＝JR鯖江駅11：59着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第9便 神明駅11：45発＝神明苑12：17着 神明駅11：45発＝神明苑神明苑神明苑神明苑12121212：：：：18181818着着着着
丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第10便 JR鯖江駅11：30発＝JR鯖江駅11：59着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第11便 神明苑13：10発＝神明苑13：45着 神明苑13：10発＝神明苑神明苑神明苑神明苑13131313：：：：46464646着着着着
丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第12便 JR鯖江駅13：30発＝JR鯖江駅13：59着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」
第13便 神明駅14：13発＝神明苑14：45着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第14便 神明駅14：45発＝神明駅15：14着 神明駅14：45発＝神明駅神明駅神明駅神明駅15151515：：：：15151515着着着着
丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第15便 神明苑15：35発＝神明苑16：10着 － バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」
第16便 JR鯖江駅16：00発＝JR鯖江駅16：30着 JR鯖江駅16：00発＝JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅16161616：：：：31313131着着着着
第17便 神明駅16：36発＝神明苑17：08着 神明駅16：36発＝神明苑神明苑神明苑神明苑17171717：：：：09090909着着着着

第18便 JR鯖江駅16：50発＝神明駅17：05着 JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅16161616：：：：55555555発発発発＝＝＝＝神明駅神明駅神明駅神明駅17171717：：：：10101010着着着着
河和田線7便西袋金谷経由による
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第19便 JR鯖江駅18：00発＝神明駅18：29着 JR鯖江駅18：00発＝神明駅神明駅神明駅神明駅18181818：：：：30303030着着着着
丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

第１便 JR鯖江駅7：53発＝嚮陽会館8：13着 廃止廃止廃止廃止 第１便廃止

第２便 嚮陽会館8：55発＝嚮陽会館9：19着 － 第２便⇒第１便へ

第３便 嚮陽会館12：00発＝嚮陽会館12：24着 － 第３便⇒第２便へ

第４便 嚮陽会館15：50発＝嚮陽会館16：14着 － 第４便⇒第３便へ

第１便 JR鯖江駅7：25発＝嚮陽会館7：48着 廃止廃止廃止廃止 第１便廃止

第２便 嚮陽会館9：25発＝嚮陽会館9：58着 － 第２便⇒第１便へ

第３便 嚮陽会館12：30発＝嚮陽会館13：03着 － 第３便⇒第２便へ

第４便 嚮陽会館15：05発＝嚮陽会館15：38着 － 第４便⇒第３便へ

第１便 神明駅7：25発＝神明駅7：53着 神明駅神明駅神明駅神明駅7777：：：：15151515発発発発＝＝＝＝神明駅神明駅神明駅神明駅7777：：：：43434343着着着着
バス停位置変更「ＪＲ北鯖江駅西口」
10分早める

第２便 神明駅9：06発＝神明苑9：37着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院9999：：：：04040404発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院9999：：：：43434343着着着着
第３便 神明苑12：25発＝神明苑12：59着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院12121212：：：：23232323発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院13131313：：：：07070707着着着着
第４便 神明苑14：55発＝神明苑15：29着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院14141414：：：：46464646発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院15151515：：：：30303030着着着着

第５便 神明苑17：15発＝神明駅17：46着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院17171717：：：：16161616発発発発＝＝＝＝神明駅神明駅神明駅神明駅17171717：：：：51515151着着着着
公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)
バス停位置変更「ＪＲ北鯖江駅西口」

第１便 神明駅8：00発＝神明駅8：50着 神明駅神明駅神明駅神明駅7777：：：：54545454発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院8888：：：：48484848着着着着
公立丹南病院への路線延長
神明苑⇒神明苑前バス停に変更

第２便 神明駅8：20発＝高年大学8：31着 －－－－ 神明苑⇒神明苑前バス停に変更

第３便 神明駅9：45発＝神明駅10：35着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院9999：：：：43434343発発発発＝神明駅10：35着(中央線6便へ接続)

公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)
神明苑⇒神明苑前バス停に変更

第４便 神明駅11：20発＝神明駅12：10着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院11111111：：：：20202020発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院12121212：：：：16161616着着着着
公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)

第５便 神明駅13：50発＝神明駅14：40着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院13131313：：：：48484848発発発発＝神明駅14：40着(中央線14便へ接続)
公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)

第６便 神明駅16：15発＝神明駅17：05着 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院16161616：：：：13131313発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院17171717：：：：09090909着着着着
公立丹南病院への路線延長（公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)

第１便 神明駅7：45発＝神明駅8：14着 神明駅神明駅神明駅神明駅7777：：：：40404040発発発発＝＝＝＝神明駅神明駅神明駅神明駅8888：：：：17171717着着着着
第２便 神明駅9：05発＝神明苑9：37着 神明駅神明駅神明駅神明駅9999：：：：00000000発発発発＝＝＝＝神明苑神明苑神明苑神明苑9999：：：：40404040着着着着
第３便 神明苑12：20発＝神明苑12：55着 神明苑12：20発＝神明苑神明苑神明苑神明苑13131313：：：：03030303着着着着
第４便 神明苑13：50発＝神明苑14：25着 神明苑13：50発＝神明苑神明苑神明苑神明苑14141414：：：：33333333着着着着
第５便 神明苑16：15発＝神明駅16：47着 神明苑16：15発＝神明駅神明駅神明駅神明駅16161616：：：：55555555着着着着

第１便 吉川公民館7：45発＝神明駅8：14着 吉川公民館7：45発＝神明駅神明駅神明駅神明駅8888：：：：15151515着着着着
公立丹南病院への乗入れ
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」バス
停位置変更「田村」　　　「西公園前」まで延長

第２便 神明駅9：00発＝神明苑9：42着 神明駅9：00発＝神明苑神明苑神明苑神明苑9999：：：：44444444着着着着
第３便 神明苑10：05発＝神明苑10：50着 神明苑10：05発＝神明苑神明苑神明苑神明苑10101010：：：：52525252着着着着
第４便 神明苑12：22発＝神明苑13：07着 神明苑12：22発＝神明苑神明苑神明苑神明苑13131313：：：：09090909着着着着
第５便 神明苑14：50発＝神明苑15：35着 神明苑14：50発＝神明苑神明苑神明苑神明苑15151515：：：：37373737着着着着
第６便 神明苑17：13発＝神明駅17：55着 神明苑17：13発＝神明駅神明駅神明駅神明駅17171717：：：：57575757着着着着

⑧豊線 第２便 JR鯖江駅8：45発＝JR鯖江駅9：34着 JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅8888：：：：40404040発発発発＝JRJRJRJR鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅9999：：：：29292929着着着着 冬季高専臨時便H24度より廃止のため5分早める
第１便 鉱泉前7：45発＝ＪＲ鯖江駅8：43着 － バス停位置変更「新出」

第２便(いき) 嚮陽会館9：45発＝上戸口北10：15着 嚮陽会館9：45発＝上戸口北上戸口北上戸口北上戸口北10101010：：：：14141414着着着着
「上戸口北」ダイヤ変更
バス停位置変更「新出」

第２便(かえり) 上戸口北発10：16＝嚮陽会館10：46着 上戸口北発上戸口北発上戸口北発上戸口北発10101010：：：：15151515＝嚮陽会館10：46着
「戸口」「中戸口南」「中戸口」「上戸口」「上戸口北」ダイヤ
変更
バス停位置変更「新出」

第３便(いき) 嚮陽会館11：15発＝上戸口北11：45着 嚮陽会館11：15発＝上戸口北上戸口北上戸口北上戸口北11111111：：：：44444444着着着着
「上戸口北」ダイヤ変更
バス停位置変更「新出」

第３便(かえり) 上戸口北発11：52＝ＪＲ鯖江駅12：17着 上戸口北発上戸口北発上戸口北発上戸口北発11111111：：：：51515151＝ＪＲ鯖江駅12：17着
「戸口」「中戸口南」「中戸口」「上戸口」「上戸口北」ダイヤ
変更
バス停位置変更「新出」

第４便(いき) 嚮陽会館14：00発＝上戸口北14：30着 嚮陽会館14：00発＝上戸口北上戸口北上戸口北上戸口北14141414：：：：29292929着着着着
「上戸口北」ダイヤ変更
バス停位置変更「新出」

第４便(かえり) 上戸口北発14：31＝嚮陽会館15：01着 上戸口北発上戸口北発上戸口北発上戸口北発14141414：：：：30303030＝嚮陽会館15：01着
「戸口」「中戸口南」「中戸口」「上戸口」「上戸口北」ダイヤ
変更
バス停位置変更「新出」

第５便 嚮陽会館16：30発＝鉱泉前17：33着 －－－－ バス停位置変更「新出」
第１便 鉱泉前6：55発＝嚮陽会館7：36着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第２便（いき） 嚮陽会館8：10発＝ラポーゼかわだ8：39着 －－－－ 「本町２丁目」ダイヤ変更
第２便（かえり） ラポーゼかわだ9：00発＝嚮陽会館9：46着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第３便（いき） 嚮陽会館10：00発＝ラポーゼかわだ10：41着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第３便（かえり） ラポーゼかわだ10：48発＝嚮陽会館11：25着 －－－－ バス停位置変更「川島東」

第５便（いき） 嚮陽会館11：25発＝ラポーゼかわだ12：11着 －－－－
「本町２丁目」ダイヤ変更
バス停位置変更「川島東」

第５便（かえり） ラポーゼかわだ12：30発＝嚮陽会館13：07着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第６便（いき） 嚮陽会館13：30発＝鉱泉前14：20着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第７便(いき) 嚮陽会館15：20発＝ラポーゼかわだ15：57着 －－－－ バス停位置変更「川島東」

第７便(かえり) ラポーゼかわだ16：10発＝ＪＲ鯖江駅16：42着 ラポーゼラポーゼラポーゼラポーゼかわだかわだかわだかわだ16161616：：：：05050505発発発発＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅16161616：：：：46464646着着着着
西袋、椿坂、金谷経由
バス停位置変更「川島東」

第８便 嚮陽会館17：47発＝鉱泉前18：28着 －－－－ バス停位置変更「川島東」
第９便 嚮陽会館18：35発＝鉱泉前19：16着 －－－－ バス停位置変更「川島東」

⑪丹南高校線 変更なし
第１便 － ＪＲＪＲＪＲＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅8888：：：：20202020発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院8888：：：：37373737着着着着
第２便 － ＪＲＪＲＪＲＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅10101010：：：：30303030発発発発＝＝＝＝公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院10101010：：：：47474747着着着着
第３便 － 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院10101010：：：：50505050＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅11111111：：：：07070707
第４便 － 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院11111111：：：：35353535＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅11111111：：：：52525252
第５便 － 公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院公立丹南病院13131313：：：：50505050＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ＝ＪＲ鯖江駅鯖江駅鯖江駅鯖江駅14141414：：：：07070707

備考

H24年度つつじバスダイヤ改正比較表

路線新設⑫歴史の道線

丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」バス
停位置変更「田村」
「西公園前」まで延長

③新横江線

④神明線

⑦吉川線

⑤片上・北中山線

⑥立待線

Ｈ２４年４月１日で上記ダイヤに移行し、同年１０月公立丹南病院外構工事完成後、公立丹南病院バス停を２箇所敷地内へ移動する。

公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館バス停停車)
ふくしん神明支店前＝神明駅の区間廃止

⑨中河・北中山線

①中央線

丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

丹南病院南進時間調整のため
バス停名修正「公立丹南病院前⇒公立丹南病院」

②鯖江南線

公立丹南病院への路線延長(公立丹南病院・神明公民
館・ふくしん神明支店前バス停停車)
バス停位置変更「ＪＲ北鯖江駅西口」

⑩河和田線

　　　…つつじ㈱

　　　…越前観
光㈱鯖江本部

　　　…鯖江交
通㈱

　　　…鯖江高
速観光㈱

　　　…つつじ㈱

　　　…越前観
光㈱鯖江本部

　　　…鯖江交
通㈱

　　　…鯖江高
速観光㈱
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