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序．業務の概要 

日吉・美山の２地域における、南丹市営バスの利用促進及び南丹市デマンドバスの効率化を

図るため、利用実態の分析や利便性の高いダイヤ・料金体系等の検討を実施することにより、

バス交通の改善を行うことを目的とする。 

 

（１）利用状況の分析 

（２）改善点の検討及び実施事業の検討 

（３）ダイヤ改正の検討 

（４）料金体系の検討 

（５）運行管理検討 

（６）利用促進策の検討・実施 
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１．利用状況の分析 

乗車記録データや OD 調査の結果等を分析し、その結果に基づいて課題を抽出する。 

 

①ターゲットの設定 

（利用者層の変化） 

・地域全体として、高齢となり入院するまで自動車を運転している状況にあり、特に次世代

は女性も運転免許を持っているため、新たな利用者が見込めない状況にある。 

・更に、学生の減少等に伴い、定期券利用者が減少している。通学は家族自動車送迎が多く

なってきており、高校生のニーズに対する声が拾えていない。 

・一方、この６～７年で台湾等外国人の現金利用者が増加している。特に、降雪時期の来訪

者が多い。 

 

 

（ターゲット層の設定） 

・市営バス運行の目的を明確にし、ダイヤ設定や利用促進を行う必要がある。 

・地元利用が減少する中でも、地域公共交通の継続した維持が求められている。来訪者等の

利用を促進することで、地域公共交通を支えてもらうことも必要である。 

 

②路線・地域別での取組推進 

（路線・地域別の状況） 

・胡麻地域では、小さな拠点事業（府立大学支援）を実施し、地域活性化に取り組んでいる。 

・鶴ヶ岡振興会では、補助を活用して、電気自動車で送迎サービスを行っている。今後は有

償運送への移行を希望されている。なお、路線バスやデマンドバスと重複している区間が

ある。 

・宮島振興会では、月に１回、高齢者の買い物支援などを目的として、園部まで無料送迎を

行っている。 

・ただし、上記の送迎サービスにおいては、安全性、継続性の担保が課題となっている。 

・日吉～園部間は、バスよりＪＲの方が運賃は安いこともあり、JR の利用促進も必要である。

また、胡麻地域、明治国際医療大学についても JR 利用が多い。 

 

 

（路線・地域別での取組） 

・路線、地域により利用状況や地域環境が異なるため、利用促進については、路線・地域別

で取り組んでいく必要がある。 

・鶴ヶ岡地域では、今後、路線バスを維持するにあたり、地域での公共交通のあり方、利用

促進の方策などについて、地域で考えてもらうことが必要である。 

・今後の利用促進については、 
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１：利用者数・沿線人口が多い「美山園部線、五ケ荘線」 

２：デマンドバスの利用が多い「大野線、大野地域」 

３：地域が公共交通の維持に自ら取り組んでいる「鶴ヶ岡地域」 

が候補として考えられる。 

 

③病院等との連携 

 

（通院利用の減少） 

・自家用車が運転できない方は、病院への通院が一番困っていると考える。ただし、近年は

社会福祉協議会が病院送迎を行っており、また、病院（美山診療所）自体が患者の送迎を

行うなど、改善されてきている。 

・一方、送迎が充実したために、市営バスでの通院利用が減少している。 

 

 

（病院等と連携した利用促進） 

・通院支援は市営バスの主な役割であり、通院実績が多い美山診療所、明治国際医療大学付

属病院、京北病院等への運行は必要であり、そのためにも、通院利用者の利便性向上、さ

らなる利用促進が求められる。 

・病院での情報発信など、病院と連携した利用促進が必要である。 

 

④バスとデマンドバスの連携 

 

（デマンドバスの状況） 

・デマンドバスについては、問合わせもあり、住民に周知が徹底されていない（デマンドを

理解していない方が多い）。また、市民からの要望はほとんどなく、市民意向を把握できて

いない。 

・デマンドバスとバスの運行が混合しているエリアがある。 

・運行経費について、１運行あたりの対価に加え、オペレーションへの対価は別途定額を支

払っている。 

 

 

（デマンドバスのニーズ把握） 

・大改正を行う前に、もう少し地域に入って、不便なことを住民にお聞きする必要がある（集

落で利用者や区長へヒアリングに行く）。デマンドの沿線には、買い物する店舗がないため、

駅や医療機関へ行くだけである。もっとニーズ把握することが必要である。 

・今年度の夏からバス停ごとの利用者数を把握できるようになったため、利用状況をきちん

と把握することが必要である。また、重複区間においては、４月からデマンドバスよりも
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バスの方が、運賃が安くなるため、利用状況を見極める必要がある。 

 

（デマンドバスのあり方検討） 

・デマンドバスのあり方、運行方針の検討が必要である。 

・例えば、デマンドバスはフィーダー扱いとして重複区間は廃止とし、市営バスに接続する

方向が考えられる。 

 

（市営バスとデマンドバスの連携） 

・デマンドバスは、自宅近くまできてもらえる利点がある。しかし、予約してまで利用する

人は少ない。そのため、市営バスと上手につなげることで連携し、外出支援できる。運行

開始当時は連携が上手く行っていたため、これからも連携を強化することが考えられる。 

・デマンドを月水金など中途半端な状況もあり、分かりやすいように、利用のあるエリアと

無いエリアで分けるなどが考えられる。 

 

（デマンドバスの周知強化） 

・利用促進として、周知徹底が必要である。 

 

（運行体制・運行経費の見直し） 

・継続的な運行のため、形態の見直し、交通事業者との契約方法の見直しが必要である。 

 

（留意点） 

・地元意見を聞きながら、地域の方と一緒に取組を進めていく必要がある。 

・なお、バス利用しない人の方が意見されることが多いため、留意が必要である。 

・拡大、縮退については、慎重な取り組みが求められる。 
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２．改善点の検討及び実施事業の検討 

現状の課題を踏まえ、改善点を整理した上で、実施事業を検討する。 

改善点及び実施事業の検討にあたっては、乗務員ワークショップを行い、運転手や管理者にも

運行管理からの視点や利用者からの視点など、多様な内容で提案をいただいた。 

 

（１）乗務員ワークショップによる改善点や施策の検討 

①実施概要 

１）目的 

南丹市営バスの利便性向上や利用促進につなげるため、利用状況や利用者意向、運行の

問題点など、日々現場で乗務する運転手をはじめとする関係者で意見交換を行い、運転手

や管理者に自ら現状の問題点や改善策を考えていただく。 

 

２）開催日時 

平成 29年 12月 3日（日）10：00～12：50 

 

３）場所 

美山支所１階大会議室 

 

４）参加者 

運転手             主任２名を含む１１名（美山６名、日吉５名） 

市役所             ２名（猪奥、坪井） 

バス交通活性化支援グループ      ４名（松中、大庭、後藤、辻堂） 

 

５）タイムテーブル 

司会：辻堂 

10：00～10：03 

（3分） 

・開会（参加者紹介） 辻堂 

10：03～10：08 

（5分） 

・挨拶 猪奥 

10：08～10：15 

（7分） 

・利用者数及び沿線人口 

・ワークショップの進め方説明 

辻堂 

10：15～11：30 

（50分） 

・2～3グループに分かれてワークショップ 

（現状の利用状況、運行の問題点、改善点、利

用促進のアイデア、など） 

ファシリテーター

(支援グループ） 

11：30～11：45 

（15分） 

・意見の共有 全員 

 

11：45～11：50 

（5分） 

・総括 大庭 
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②意見交換内容 

美山Ａ 

 

○市民の生活状況 

【生活圏】 

・美山は、園部へ行くのも小浜へ行くのも約 40 分程度であり、日本海方面への買い物等も多

い。 

・大野は、和知方面への外出も多い。 

【高校通学】 

・以前は、北桑田高校への通学が大半であったが、現在は、美山中学校の卒業生は半分が北

桑田高校、半分が園部や亀岡などへ通学しており、高校生の通学圏が変わってきている。 

・高校生は駅や乗換バス停まで親が送迎している場合が多い。例えば、朝は自宅から下佐々

江まで送迎し、そこから北桑田高校までバスを定期券で利用する。帰りは、北桑田高校か

ら自宅まで定期券＋不足を回数券で利用するなどがある。 

【移動販売】 

・美山地域では移動販売車がきており、１回／２日の事業者と１回／３日の事業者の２社が

いる。 

・近年は移動販売に対する保健所等の指導が厳しく（冷蔵庫設置、水道設置等）、２ｔトラッ

クで設備投資に約 1、000 万円必要であり、運営が大変厳しい状況である。また、女性も

自動車を運転する時代となったために生活習慣が変わってきており、以前のように売り上

げが大きくないと想定できる。自動車を運転できない方のためにも、継続的な営業が必要

であり、行政からの補助制度が必要ではないかと考える。なお、滋賀県では補助制度があ

る。 

【通院】 

・自家用車が運転できない方は、病院への通院が一番困っていると考える。ただし、近年は

診療所も訪問診療をしてくれるなど、改善されてきている。 

【バスネットワーク】 

・以前は田歌までしかバスが運行しておらず、芦生や佐々里の集落からは歩いて移動するし

かなかった時代がある。大変便利になったと実感している。 

【高齢者の運転】 

・高齢者のマイカー運転が増加してきており大変怖い。自動車免許の返納など、取り組んで

いただきたい。 

 

○バスの利用状況 

【芦生・佐々里線】 

・月に２～４回×２～３人程度のご利用がある。 

・向条バス停のご利用も同程度ある。 
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・芦生線は、ハイキングの利用が期待されるが、デマンドのため予約が必要となるなど、現

時点では来訪者の利用は難しい状況である。 

【知見線】 

・毎日利用していただく作業所の女性（70 歳代後半）が一人いる。朝は作業所の迎え車両が

あるため、帰りのみの利用である。 

・他者の利用については、月に１回程度ある。 

【福居線】 

・熊壁バス停に一人、田土に学生や通院利用者がいる。 

【鶴ヶ丘線：洞】 

・洞バス、中風寺に中学生、船津バス停に高校生がいる。 

・琴平橋バス停に、週２日以上ご利用のある 60 歳代の夫婦がおられる。このご夫婦が美山で

最もバスを利用している方である。 

【大野線】 

・学生の利用がある。 

・コンスタントに２～３人／日ずつ、和知へのご利用がある。 

 

○バスの運行状況 

【乗務員での情報交換】 

・バスの運行においては、時刻表に掲載されていない情報の方が多く、利用の多くあるバス

停、利用者を見逃しやすいバス停、乗継地点での乗換方法などについては、乗務員で情報

交換を定期的に行っている。 

・宮脇は空間が広いが、和泉は狭いため、乗り入れるタイミングが難しい。 

・そのため、新人さんが入ってきた場合には、最低１か月程度の研修が必要である。 

 

○運行の問題点・改善点 

【知井事務所の環境改善】 

・休憩スペースが大変狭い（4.5 畳で 5 人が休憩）、常備薬がない、お湯が使えない、ブレー

カーがすぐに落ちるなど、設備面で他の事務所と比較し環境が整っていない。 

・市営バスの継続的な運行のためには、今後も重要な事務所であるため、事務所スペースの

確保、休憩質の拡大、設備の補強など、知井事務所の環境改善をお願いしたい。 

・休憩スペースについては、隣室を活用してはどうか。 

【現場での調査】 

・路線バスは、利用者がある限り残す必要があると考える。ただし、利用者数も少ないため、

毎日、何便も運行する必要はない。例えば、月と金に 3 往復などでも十分である。 

・その場合は、必要な時間や曜日を十分にリサーチする必要がある。 

・集落で利用者や区長へヒアリングに行くことが大事である。 

・平成 18 年秋のダイヤでは、現地でヒアリングを行い、ダイヤを検討した。参考になるので
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はないか。 

・なお、バス利用しない人の方が意見されることが多い。 

 

○利用促進のアイデア等 

【芦生線：観光デマンド】 

・ハイキング利用の来訪者のために、芦生から知見口までの帰りの便について、予約できる

ようにしてはどうか。現在は案内できていないため、利用してもらえる可能性はある。 

【京北線：高校生デマンド】 

・北桑田高校の夏休みなど長期休暇で運休が多い日について、部活動の学生のために、行き

帰りの便を予約できるようにしてはどうか。家族の送迎負担も軽減できる。 

【高校生の帰宅便】 

・現在の改定案では、19 時日吉駅発→知見口の便があるが、誰も利用しないのではないか。

部活をしていない高校生はもう少し早い 17 時台、部活をしている高校生はもう少し遅い

20 時台の帰宅となる。20 時を過ぎるのであれば家族が送迎できるが、17 時台は仕事があ

り送迎できない。19 時台よりも 17 時台に運行してはどうか。 
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美山Ｂ 

 

○バスルート等の問題 

【美山園部線】 

・美山園部線は、観光利用が多い。定時制高校の学生、外国人観光客（7～8 割）。土曜日が

多い。 

・園部のスーパーマーケットに行きたいが、バス便がない。ぐるりんバスも通っていない。 

【谷筋のサービス】 

・向山橋から向山集落までバスが入っていない。同様に肱谷集落、長谷集落、盛郷集落など

にもバスサービスがないので、バスの運行を検討してはどうか。 

【京北方面】 

・京北方面は、平日に京北病院、周山の美容院（主に女性客）に行くニーズがあるが、昼間

に佐々江を通るバスがない（朝のみ）。 

・高校生は、今運行しているバスに乗るため、高校生のニーズに対する声が拾えていない。 

 

○バスダイヤ等の問題 

【観光周遊】 

・道の駅美山ふれあい広場を美山かやぶきの里から案内しても、2 時間待ちになってしまう。

ダイヤの工夫ができればよい。 

【ダイヤの工夫】 

・何もないところを走るバスは無駄である。たとえば、鶴ケ岡から洞、鶴ケ岡から丹波福居

の路線の夕方 4 時台の便はほとんど利用がない。これは、小学校再編前のダイヤが残って

いるためだと思う。 

 

○バス運行の工夫 

【フリー乗降区間】 

・フリー乗降区間が、利用者も運転手にとってもわかりにくい。運転手からすると、利用者

の乗車する合図がわかりにくい、降車する場合に停めにくい場所を指定されたりするなど

の問題がある。対応の仕方をしっかり決める必要がある。 

【運休日の変更】 

・年末・正月休みは、日曜ダイヤで運行してはどうか。帰省客の足がなくなる。和知駅から

和泉までタクシーだと 5 千円くらいかかってしまう。 

・お盆の期間は、利用客がいなくなるので、平日ダイヤから休日ダイヤに変更した方が良い。 

【デマンドバスとの連携】 

・デマンドバスは、月水金と、火木土と分かれているが、毎日運行できるならそのほうが良

い。もっと、デマンドバスを上手に使ったらいい。 

【バス車両】 
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・大きなバスでなくてもいいのではないかとの苦情の声があるが、地域に合わせて車両を換

えるのも大変である。 

 

○時刻表など案内の工夫 

【時刻表】 

・時刻表がわかりにくい。料金も含めて案内してほしい。行きと帰りで料金が違う場合があ

り、説明が大変である。 

【集落ごとの時刻表】 

・利用者にわかりやすくするため、集落ごとに関連する便のみの行先別の時刻表を配るとよ

い。集落ごとの時刻表は、「お知らせ」などで、新ダイヤに合わせて 4 月頃に配布できると

よい。 

【主要バス停での案内の工夫】 

・北（美山かやぶきの里）など主要バス停や乗継のあるバス停では、ダイヤの説明をわかり

やすく工夫する必要がある。細かい内容にならざるを得ないので、外国人向けにはスマホ

を活用するとよい。 

【登山客への案内】 

・芦生に登山客が平日の朝一で行く場合は、帰りの便がない。登山客には、帰りの便となる

デマンドバスを朝に予約してもらいえるように案内するとよい。 

 

○職場の環境など 

【美山事務所】 

・美山事務所では、日曜日には事務所に誰もいない時間帯が生じている。利用客が電話して

も出られない。電話を日吉事務所に転送するなどの方法を考える必要がある。 

【休憩場所】 

・知井の事務所は狭く休憩しにくいので、ゆっくり休憩できるように改善してほしい。 

・美山事務所は、運転手と事務職員が一緒なので、休憩場所をパーティションで仕切るなど

してもらえると助かる。 
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日吉 

 

○現状の利用状況 

【日吉地域全体】 

・バス利用者が大きく増加・減少している路線は無いものの、少しずつ利用者が減少してい

るのではないか。 

・利用者の多くは通学や通院が主たる目的で、利用目的に大きな変化は見られない。 

・個人宅配が多いと聞く。また、高齢者は自家用車の乗り合いで買い物に行く。  

・除雪する際、南丹市内で日吉地域は順番が最後であるため、バスを通常の運行に戻すのに

時間がかかる。 

 

【胡麻線】 

・バス利用者の多くは通院が目的で、買物目的も一部ではみられる。 

・バス利用者の 1・2 割は、胡麻駅で JR に乗り換えている。 

・曜日で運行が一部変わるため、運行日を考慮して行動している。 

・美山や日吉からの乗客が多い。 

・胡麻駅では、朝よりも夕方の送迎が多い。 

 

【日吉ダム線】 

・府民の森へは、バーベキュー等で 20 人近くが利用する場合もあれば、全く利用が無い場合

もあり、バス利用者に大きなばらつきがみられる。多くは、市外からの利用者である。 

・高齢者の多くは、グランドゴルフを目的に利用されている。 

 

【世木線】 

・日吉山の家に向かうバス利用者はいない。日吉山の家が独自にバスを運行している。 

・上谷では、スクール便が運行されていない。 

 

【美山園部線】 

・8~9 割は外国人の利用で、日・祝の利用が多い。 

・日本の祝日を知らないため、平日・祝日の運行時間を間違えて来る外国人がいる。 

 

【五ヶ庄線】 

・農業体験等ができるゲストハウスの利用者が減少し、バス利用者も影響を受けているので

はないか？ 

・上佐々江の京北町方面への乗り換えが不便である。 
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○運行の問題点・改善点 

【日吉地域全体】 

・施設名とバス停名が一致していない。例えば、鍼灸大学前（明治国際医療大学前？）、府民

の森（STIHL の森？）など。 

・日吉駅周辺の商店が減少し、鍼灸大学前駅にできたコンビニが衰退に拍車をかけている。

日吉駅周辺に商店が無いことが、バス利用が伸び悩む大きな要因ではないか。 

・夜間は、運転手もバス利用者も、照明が無いため、バス停の位置が分かりにくい。 

・屋根の無いバス停が多く、雨天時のバス待ちは大変である。 

・バス停において、バス停名を表示する看板の向きが、道路に並行に設置されている場合と

垂直に設置されている場合がある。バス車内から、利用者がバス停名を確認できるように

設置する必要がある。 

・停止線の位置が右折しにくいような箇所が幾つかある。停止線を下げて欲しい。 

・路上駐車や建物の庇の出具合で、運転技術が必要な箇所が、小牧町・東町付近にある。 

 

【胡麻線】 

・明治国際医療大学や病院へのバス利用者はなかなか見込めない。多くは自家用車でアクセ

スしている。 

・スクール便が走っていない。 

・胡麻駅前の駐車スペースは、検討する必要がある。送迎のマナーが悪い場合があり、バス

が駐停車しにくいケースがある。 

 

○利用促進のアイデア等 

【買物】 

・京丹波町のスーパーまで延伸できれば、買物利用でバス利用者が増えるのではないか。 

・買い物目的の利用者のために、何か考えられないかと思う。 
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（２）改善点及び実施事業の検討 

①公共交通のあり方検討 

 

（公共交通の方向性） 

・幹線は「路線バス」、支線は「デマンドバス」・「地域運行」でネットワークを形成する。 

（路線バスとデマンドバスは区間・エリアの重複なし） 

・幹線の「路線バス」においては、次をコンセプトとして設定する。 

・分かりやすいパターンダイヤをめざす。 

・利用者の多い美山園部線を増便して強化する。 

・効率的な運用ができる場合は、統合するなど効率化を図る。（美山園部線と五ヶ荘線の

重複を省くなど） 

・「デマンドバス」と「地域運行」の峻別について、「地域運行」の意向を自ら示した地域に

は、インセンティブを付与する形で連携を図る。 

・利用者の費用負担については、「デマンド＞市営バス＞地域運行」とする。 

・なお、地域によっては、タクシー券の活用も視野に入れる。 

その他、 

・将来的には、専用スクールバスを廃止し混乗とすることも考えられる。 

 

（実施に向けた検討課題） 

・「デマンドバス」の運行ルート、ダイヤ、運行形態の見直しが必要である。 

・利用者がある限り公共交通の維持は必要であるが、利用者数が極端に少ない地域もあるた

め、曜日を限定することも考えられる。その場合は、必要な時間や曜日を十分にリサーチ

する必要がある。 

・向山集落、肱谷集落、長谷集落、盛郷集落など、現状においてバスサービスがない地域に

ついて、今後要望があった場合、どこまで対応するか検討が必要である。 

・「地域運行」については、地元が頑張っている地域にインセンティブを付与できるような仕

組みが必要である。 

・今後の検討にあたっては、一人当たりのコストを算出して比較するなどが考えられる。 

・また、安全性、継続性の担保についても課題である。 

・スクールバスについては、教育委員会等との調整、保護者の合意などが必要である。 
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②ダイヤ、バス停名称の改善 

 

（五ケ荘線・美山園部線の利便性向上、運行の効率化） 

・五ケ荘線及び美山園部線においては、実態調査より、利用されていない便やバス停が明確

となった。 

・２路線の重複区間の解消により運行の効率化が図れる。また、短縮される時間を増便等の

利便性向上に活用することが考えられる。具体の検討が必要である。 

 

（日吉駅での乗換） 

・鉄道とバスの乗り継ぎ者が多いため、利用者数や乗務員からの意見を踏まえ、適切な乗換

時間の設定が必要である。ただし、現在は苦情が出ていない状況である。 

 

（観光利用：スプリングひよし） 

・周遊観光の促進のため、スプリングひよしへの経由便の増発を検討する。 

 

（京北病院への乗入） 

・４月１日から、京北病院への乗入を行う。所要時間は、＋１～２分である。 

・将来的には、京北病院の折り返し運行も可能となると考えている。 

 

（高校生の帰宅便の考慮） 

・部活をしていない高校生は 17 時台、部活をしている高校生は 20 時台の帰宅となる。20 時

を過ぎるのであれば家族が送迎できるが、17 時台は仕事があり送迎できない。帰宅便を追

加する場合は、19 時台よりも 17 時台の運行が有効である。 

 

（バス停名称） 

・施設名とバス停名が一致していない。例えば、鍼灸大学前（明治国際医療大学前）、府民の

森（STIHL の森）など。 

・利用者からも分かりやすい名称に統一する必要がある。 
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③料金体系の改善 

 

（料金体系に関する課題） 

・利用する便によって乗継バス停が異なるため、同じバス停から同じバス停までの利用で、

異なる運賃になる場合があるなど、分かり難い運賃体系となっている。 

・乗継割引を実施しているが、対応バス停がいくつもあり、乗務員もおつりなどの収受が大

変手間である。 

・利用者の方には、行きと帰りが異なる場合があるため、回数券をいくつも購入いただいて

いる。 

・そのため、利用者には分かりやすい、乗務員には対応しやすい料金体系に変更する必要が

ある。 

・なお、運賃水準について、美山町営バスの時は、更に運賃が高かったため、特に現在の水

準への意見はない。また、定期券は半額近く下げた経緯がある。 

 

（検討の方向性） 

・利用者増加のための運賃値下げではない＝現状利用者にコストを抑えて移動してもうこと

が主目的である。（現状維持を目標としてはどうか、利用者増加のためには他の取組を実施

する） 

・地区で区分したゾーン制とする。（150 円、300 円、500 円など） 

・観光利用は変動するため、地元利用者をベースに検討を行う。市民と観光客で運賃設定を

変える方向で検討する。その場合、許可証について、乗務員の負担、運用上の問題につい

て検討が必要である。 

・現在の利用状況より最高増減、最低増減、平均増減など把握し、最低運賃、上限運賃につ

いて検討を行う。 

・１日乗車券は、観光客が利用することを想定する。 

・一定条例に定める必要があるため、内容を精査し、ある程度自由度のある方法で検討を行

う。 

・料金体系の改善にあたっては、園部、八木地域の公共交通運賃についても、視野に入れて

おく必要がある。 
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④職場の環境改善 

 

（知井事務所） 

・休憩スペースが大変狭い（4.5 畳で 5 人が休憩）、常備薬がない、お湯が使えない、ブレー

カーがすぐに落ちるなど、設備面で他の事務所と比較し環境が整っていない。 

・市営バスの継続的な運行のためには、今後も重要な事務所であるため、事務所スペースの

確保、休憩室の拡大、設備の補強など、知井事務所の環境改善が必要である。 

・休憩スペースについては、隣室を活用することが考えられる。 

 

（美山事務所） 

・美山事務所では、日曜日には事務所に誰もいない時間帯が生じている。利用客が電話して

も出られない。電話を日吉事務所に転送するなどの方法を考える必要がある。 

・美山事務所は、運転手と事務職員が一緒なので、休憩場所をパーティションで仕切るなど

が考えられる。 

 

（今年度の実施事業） 

・可能な範囲で簡易に実施できる内容から、改善を行う。 

 

⑤時刻表など案内の工夫 

（時刻表） 

・時刻表がわかりにくい。料金も含めて案内してほしい。行きと帰りで料金が違う場合があ

り、説明が大変である。 

 

（集落ごとの時刻表） 

・利用者にわかりやすくするため、集落ごとに関連する便のみの行先別の時刻表を配るとよ

い。集落ごとの時刻表は、「お知らせ」などで、新ダイヤに合わせて 4 月頃に配布できると

よい。 

 

（主要バス停での案内の工夫） 

・北（美山かやぶきの里）など主要バス停や乗継のあるバス停では、ダイヤの説明をわかり

やすく工夫する必要がある。細かい内容にならざるを得ないので、外国人向けにはスマホ

を活用するとよい。 

 

（登山客への案内：芦生線観光デマンド） 

・芦生に登山客が平日の朝一で行く場合は、帰りの便がない。 

・芦生から知見口までの帰りの便について、予約できるようにしてはどうか。ハイキング利

用の来訪者のために、現在は案内できていないため、利用してもらえる可能性はある。 
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⑥その他の取組、アイデア等 

 

（高齢者の運転免許返納） 

・高齢者のマイカー運転が増加してきており大変危険である。自動車免許の返納の推進が必

要である。 

 

（市職員のバス利用促進） 

・市営バスの継続した維持のためには、市職員の通勤利用が効果的である。 

・職員 WS の開催、自動車通勤者の駐車場有料化、職員の市民パス取得の促進など、職員の

バス利用促進事業が必要である。 

 

（京北線：高校生デマンド） 

・北桑田高校の夏休みなど長期休暇で運休が多い日について、部活動の学生のために、行き

帰りの便を予約できるようにしてはどうか。家族の送迎負担も軽減できる。 

 

（フリー乗降区間の設定） 

・フリー乗降区間が、利用者も運転手にとってもわかりにくい。運転手からすると、利用者

の乗車する合図がわかりにくい、降車する場合に停めにくい場所を指定されたりするなど

の問題がある。対応の仕方をしっかり決める必要がある。 

 

（運休日の変更） 

・年末・正月休みは、日曜ダイヤで運行してはどうか。帰省客の足がなくなる。和知駅から

和泉までタクシーだと 5 千円くらいかかってしまう。 

・お盆の期間は、利用客がいなくなるので、平日ダイヤから休日ダイヤに変更した方が良い。 

 

（バス停の改善） 

・夜間は、運転手もバス利用者も、照明が無いため、バス停の位置が分かりにくい。 

・屋根の無いバス停が多く、雨天時のバス待ちは大変である。 

・バス停において、バス停名を表示する看板の向きが、道路に並行に設置されている場合と

垂直に設置されている場合がある。バス車内から、利用者がバス停名を確認できるように

設置する必要がある。 

 

（運行経路での走行環境の改善） 

・停止線の位置が右折しにくいような箇所が幾つかある。停止線を下げるよう、関係機関と

の調整が必要である。 

・路上駐車や庇の出具合で、運転技術が必要な箇所が、小牧町・東町付近にある。 

・胡麻駅前の駐車スペースは、送迎のマナーが悪い場合があり、バスが駐停車しにくいケー

スがある。安全な運行が可能となるよう、対応を検討する必要がある。  
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３．ダイヤ改正の検討 

現状の課題を踏まえ、運行路線や乗り継ぎ時間を考慮したダイヤ改正を検討する。 

 

（１）ダイヤ改正のポイント 

美山園部線の増発やパターンダイヤの採用、病院の玄関前へ乗り入れる便の創設など、輸送

改善を図るダイヤを設定した。主なダイヤ改正のポイントを示す。 

あわせて、利用者に分かりやすいように、「知見口」を「旧知井小学校前」に改める。 

 

・美山園部線と五ヶ荘線を統合することで、美山園部線の便数を拡充 

※平日の便数を２倍へ、土日の便数も１．５倍へ 

 月曜日～金曜日 ６往復から１２往復 

   土曜日 ６往復から９往復 

   日曜日 ４往復から６往復 

 

・美山園部線において、覚えやすいパターンダイヤの採用（スクール利用便などを除く） 

 ※例：１０：００発の次の便は１１：００発など 

 

・平日の美山園部線の昼の便を日吉駅止から明治国際医療大学付属病院の玄関乗入に変更し、

通院の利便性を向上 

 

・平日の京北線の一部を京北病院玄関口まで乗り入れるルートに変更し、通院の利便性を向上 

 

・日吉駅で鉄道との乗換時間の短縮 

 

・京北線と他路線の接続等を見直し、北桑田高校生の通学に配慮 

 ※日吉駅方面へのアクセスを向上 

 ※土曜日１５時台帰宅便の創設 

 

・日曜祝日の美山園部線の全便をスプリングスひよし経由とすることで、かやぶきの里からス

プリングスひよしへのアクセスを向上 

 

・日曜祝日の大野線の起点を和泉から宮脇に延伸し、美山園部線との接続を実現 

 

・これまでの火・木のみといった曜日限定の便を無くし、月～金、土、日祝の３パターンとし

て毎日運行 

 

・利用の少ない枝線の一部を車内デマンド方式として無駄を排除 

 

・知井線、美山園部線等の平日便の起点を知見口から学校前に変更することで、地域の拠点施

設となる知井小学校跡地へのアクセスを向上 
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（２）新ダイヤ 

新ダイヤを示す。 
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４．料金体系の検討 

現状の課題を踏まえ、社会的便益の更なる増加に寄与するような料金体系を検討する。 

 

（１）新しい料金体系 

平成 30 年 4 月 1 日から、南丹市営バスの運賃体系をこれまでの距離制からゾーン制に見直

した。 

また、事前に交付を受けた割引パスを運転手に提示すると区間料金が半額になる特例を設け

る。（定期料金は誰が購入しても区間運賃の約半額の料金で計算した額となる） 

ゾーン料金の概要と割引パスの交付要件を記載「南丹市営バス運賃改定及び割引パス発行の

お知らせ」・「ゾーン料金制のイメージ及び運賃表」を示す。 
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５．運行管理検討 

現状の課題を踏まえ、効率的な運行管理を検討する。 

 

（１）乗務員シフトの改善、今後の方向性 

 

（現状と問題点） 

・１日に７時間 30 分、カレンダー通りの労働時間であり、月給制である。ただし、拘束時間

が長い上、昼間に空き時間等が生じる。この空き時間をどのように過ごしているのか、待

機時間としなければならないのか、整理・確認が必要である。 

・運転手の拘束時間も適正にしていきたい。現在は、民間から比較すると少ないが、待機に

対する手当の支払ができていない。 

・乗務員のシフト（勤務体系、給与体系等）について、どのように取り扱うか検討が必要で

ある。 

・運行管理業務において、各事務所で雇用を増やして点呼専門の人員を配置するなど、昨年

当初から点呼をしっかりするなどの取組をはじめている。 

・乗務員について、現在も募集しているが、応募がない状態であり、乗務員確保が課題であ

る。 

 

（改善策） 

・運輸支局、労働基準監督署への相談を行い、現状の運行体制で問題がないことを確認した。 

 

 

（２）利用者数の把握体制の改善 

 

（現状と問題点） 

・現状では、便ごとに利用者を把握しており、バス停ごとの利用状況が把握できていない。 

・日吉事務所と美山事務所で日報の様式が異なるため、取得情報が異なる。 

 

（改善策） 

・南丹市営バス及び南丹市デマンドバスの全便において、利用状況を継続的に把握するため、

８月１日から乗務員にバス停ごとに乗車記録をつけてもらい利用状況を把握することとし

た。 

・日吉事務所と美山事務所で統一した様式としている。 
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６．利用促進策の検討・実施 

（１）利用促進策の検討 

現状の利用状況や課題を踏まえ、利用促進策の検討を行った。今年度から実施可能な項目に

ついては、取組を行った。 

 

①小学校での交通学習 

 

（ねらい） 

全国的にも小学生を対象とした交通に関する学習が実施されている。 

公共交通は子供たちにとって地域と自分をつなぐ最も身近な資源の一つであり、学習にあた

って環境や福祉、地域学習等の単元と関連付けられ、交通安全意識やマナー意識の向上にもつ

ながる。また、地域を走るバスを知ることは、自分たちの住む地域への興味へと直結し、中長

期的には、地域の公共交通の利用者として期待できる。 

そのため、小学校において公共交通を学び、体験する交通教育を実施する。 

 

（取組の実施） 

今年度は、南丹市立殿田小学校４、５年生を対象に実施する。 

次年度は、南丹市立美山小学校の児童を対象に実施する。 

 

②検索システムの活用 

 

（ねらい） 

外国人をはじめ、来訪者の利用が多くなってきている。そのため、スマホやパソコンでバス

ダイヤを検索できる検索システムに情報提供を行い、利用促進につなげる。 

 

（取組の実施） 

ジョルダン、ナビタイム等の検索システム企業と調整を行う。 

 

③バス情報の案内充実 

 

（ねらい） 

病院と連携した情報提供、路線バスとデマンドを統一した時刻表の配布などにより、バス情

報の案内を充実し、利用促進につなげる。 

 

（取組の実施） 

明治国際医療大学付属病院での案内、新ダイヤに対応した時刻表の配布を行う。 
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（２）小学生交通学習の実施 

①交通学習の概要 

１）実施日 

平成 30年 2月 22日（木） 13：40～15：15 

５限目～６限目（45 分+45分+休憩 5分） 

 

２）対象 

南丹市立殿田小学校 ４、５年生（３６名） 

 

３）目的 

①バスなどの、公共交通の利用経験の獲得 

②（交通を通じた）地域社会への認識を深めることによる社会性・主体性の向上 

③地域を走るバスを学ぶことによる地域社会への意識づけ 

④乗車時のマナー等を学ぶことによるマナー意識の向上 

⑤運転席からの死角を知ることによる交通安全意識の向上 

 

４）内容 

〇導入【座学】20分（講師） 

場所：殿田小学校視聴覚室（プロジェクター使用） 

講師：京都大学・南丹市 

・公共交通の意義（京都大学） 

・公共交通の最近の動向（京都大学） 

・南丹市内を走るバスは、どこを走りどこへ行けるのか（南丹市役所） 

・どんな人が利用しているか（南丹市役所） 

〇バス車両見学【体験】40分 

場所：殿田小学校広場 

講師：日吉バス事務所 運転手 

・乗車、降車の体験 

・バスにはどんな機能があるか 

・運転席はどうなっているか 

・バス停での乗車待ちはどうするのか 

・運転席からの死角はどこか。 

〇まとめ【振り返り】30分 

・気づいた点の発表 

・地域の公共交通を守るために今日からできること 

※家族への啓発用に、路線バス案内マップや時刻表等、バスにかかわるグッズを配布。 
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５）タイムスケジュール 

 

時間 実施内容 詳細 

13：00 バス乗り入れ 場所：殿田小学校正門 

13：10～13：40 会場設営  

13：40 開会 京都大学 大庭先生 

13：40～13：55 公共交通について、考え

てみよう 

京都大学 大庭先生 

13：55～14：00 南丹市内を走るバスの

紹介 

南丹市坪井（バスマップや各車両の写真

を使用） 

14：00～14：05 移動（広場）  

14：05～14：10 グループ分け（A 班、B

班２グループ） 

 

14：10～14：25 体験乗車 【A班】車両に乗り込んで学習 

メンバー：猪奥係長、山内主任、辻堂 

・乗車、降車の体験 

※実際に運転席に乗せるが、全員は難し

いので、挙手で複数人選ぶ。 

・降車ボタンはどのように使うか 

・お金は、どうやって払うか。 

・車いすの人は、どうやってバスに乗

るか。 

【B班】車両周辺で学習 

メンバー：大庭先生、塩内副主任、坪井 

・バス停での待ち方。 

・バスの行き先の確認方法 

・運転席からは、どこが死角になるのか。 

14：25～14：40 A班と B班を入れ替え再

度体験乗車実施。 

A班⇒車両周辺 

B班⇒バス車内 

14：40～14：45 移動・休憩 広場から、視聴覚室へ移動 

14：45～15：00 まとめ、意見だし 進行：京都大学 

・児童を４グループに分ける 

A:大庭先生 B:辻堂 

C:猪奥係長 D:坪井 

・各グループで、模造紙にふせんを貼っ

て意見出しを行う。 

15：00～15：15 発表、総括 意見を貼り付けた模造紙により発表。 

司会進行：大庭先生 

15：15 閉会  
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②発表内容 

【Ａ１】４年生８人 

 

 

①今日初めて知ったことは何でしょうか。 

車イスが乗れることを知った。 

カメラが 4 つもあることを知った。 

バス鉄道などの公共交通の利用者の減少。 

はじめて「公共交通」という言葉を知って、いろいろ便利ということが分かった。 

鏡の数が意外と多かった。 

バスの数が多かった。 

行く所によってバスの数（発車）させる数が決まる。 

運転席からは見えないところがあることを知った。 

バスの運転席にも死角があること。 

地域によって乗り方やお金の払い方がちがうこと。 

鏡が意外に多かった。 

鏡の数。 

大きい窓なのに、見えないところがあること。 

 

②今後、バスに乗ってみようと思いましたか。バスを利用して、どこに行ってみたいですか。 

バスの中の運転席。 

家の前。 

学校に行ってみたい。 

いとこの家。 
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空。 

家の前にバス停をつくって、直接家に帰りたい。 

東京。 

海の上。 

福知山。 

バスで日本 1 周してみたい！（大人になってから） 

氷上。 

ずっとバスの中で（寝るのも）2 泊 3 日とかをしていっしょに旅行したい！ 

いとこの家。 

沖縄。 

南極。 

外国。 

新潟。 

サンタの家。 

ディズニーランド。 

 

③バスを沢山の人に利用してもらうには、どうしたら良いでしょうか。 

どうにかして車とかインターネットをへらす。 

定期を安くする。 

値段を安くする。 

インターネットで宣伝する。 

走れる距離をもっと長くする。 

（バスの）性能を良くする。 

無料。 

もう少し高齢者の方や障害のある方の気持ち（乗り心地）を考えてるバスがあったらいい。 

バス停を増やして、色々なところに止まれるようにする。 

人件費を減らして運賃を減らす。 

観光地を増やす。 

ゲームを置く。 

イスをもっとふかふかにする。 

オシャレにする。 

バスの「がら」を変える。 

バスにマンガを置く。 

おっきくする。 

スピードの向上。 

安全性の上昇。 

ゆれないようにする。  
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【Ａ２】４年生８人 

 

 

①今日初めて知ったことは何でしょうか。 

はじめて鏡が 8 こあることが知った。 

鏡が 8 つあると知りました。 

鏡が 8 つもあるということを初めて知りました。 

園部から美山の奥まで行けること。 

公共交通。鏡が 8 つあること。 

公共交通は鏡がたくさんあったことがはじめて知りました。 

公共交通はみんなが乗ることがはじめて知りました。 

公共交通のことがこういうことかが分かりました。 

 

②今後、バスに乗ってみようと思いましたか。バスを利用して、どこに行ってみたいですか。 

京都まで。 

京都まで行きたい。 

京都市まで。 

桂川に行ってみたい。 

亀岡までぜったい行きたい。 

京都市内に行ってみたい。 

京都の桂川まで行きたい。 
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乗ってみたいです。行ってみたいところは亀岡です。 

亀岡まで行きたい。 

亀岡まで行きたい。 

バスに乗ってみたい。 

バスに乗ってみたいと思いました。 

バスに乗ってみたいと思いました。 

園部まで。 

美山まで。 

美山まで行きたい。 

 

③バスを沢山の人に利用してもらうには、どうしたら良いでしょうか。 

どこでも行ける。 

みんなが行きたいところをおすすめする。 

大きい看板をつくる。 

バスからきれいな自然の景色が見られる所に行く。 

バスのイベントをつくる。 

もらうお金を減らす。 

 

その他 

けがの人や妊娠の人やお年寄りの人にたつ。 

もしお年寄りの人が乗ってきたらかわってあげたい。 

小さい子どもや、ベビーカーが乗ってきたときに、席をゆずる。 
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【Ｂ１】５年生６人 

 

 

①今日初めて知ったことは何でしょうか。 

バスを乗っている人がどんどん減っていること。 

来年のバスの乗り方。 

のりものが減ってきていること。 

初めて分かったことは、来年のバスの乗り方と、時刻表の見方です。 

前から見たらいろいろな道具やボタンがたくさんおいてあったり、くっつけてあった。 

車を使う人が増えていること。 

 

②今後、バスに乗ってみようと思いましたか。バスを利用して、どこに行ってみたいですか。 

バスを利用して森の中を見たい。 

乗ってみたい。いろいろな所。 

乗ってみたい。乗って遊園地に行ったみたい。 

バスに乗って、水族館へ行ってみたい。 

乗ってみたい。色々な観光地に行ってみたい。 

今後、バスに乗ってようと思いました。私は園部に行きたいです。 

バスに乗って見学に行きたいです。 

乗ってみたい。バスに乗って動物園に行ってみたい。 

バスに乗ってプールに行きたいです。 
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バスに乗ってディズニーランドに行きたい。 

 

③バスを沢山の人に利用してもらうには、どうしたら良いでしょうか。 

遠い所にもバスが行ったらいい。 

CM をやったらいい。 

お客さんが困らないように地図などを貼っておく。 

目の不自由な人のために、専用バスを走らせる。 

いろいろな所に乗ってみたい。 

美山にもたくさんバスが行ったらいい。 

ポスターなどを作る。 

バスに乗って公園に行きたい。 

駅からたくさんの所にバス停をつくる。 

バスに乗ってみようと思いました。バスを利用して、京都市内へ行きたい。 

バスでも買い物ができる。 

割引きの日をつくる。 

「乗ってみたい！！」と思えるデザインをバスに描く。 

バスの中で 100 円ショップを作る。 

工場などに行く。 

途中で道の駅に寄る。 

バスの中でお店をつくる。 

バスの中にトイレがある。 

チケットで安く乗れるようにする。 

バスの中で自動販売機を入れる。 

バスの中でジュースなどを売る。 

ポスターなどを作って利用する人を増やす。 

遠い所にもバスが行ったらいい。 
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【Ｂ２】５年生６人 

 

 

①今日初めて知ったことは何でしょうか。 

運転席からコーンは見えなかった。 

運転席からコーンが見えない。 

運転席のところからコーンが置いてある所が見えなかった。 

色々なバスがあることをはじめて知った。 

バスが色々なところに通っていることがはじめて分かった。 

私は歩きなので、バスのお金の支払い方を初めて知りました。 

運転席からはコーンが見えないという事がよく分かりました。 

運転席から見ると、見える範囲が狭かったので、今後はもっとバスに気を付けたいです。 

 

②今後、バスに乗ってみようと思いましたか。バスを利用して、どこに行ってみたいですか。 

バスに乗ってみたい！理由はそんなに乗ってないから！ 

乗ってみたい。山の中をバスで探検してみたい。 

4 年生のみんなで合宿に行きたい。 

バスに乗って東京都の都心などに行きたいです。 

バスに乗ってみようと思ました。バスに乗って東京スカイツリーを見に行きたいです。 

今後バスに乗ってみたい。行ってみたいところは美山かやぶきの里に行ってみたい。 

バスに乗ってみようと思ました。通天閣に行きたいです。 
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私は乗ってみようと思います。東京タワーに行ってみたいです。 

バスに乗ってみたい。ディズニーランドに。 

乗りたくない。うるさすぎて寝れないから。 

バスにぜったい乗りたい！理由は、るり渓にもう一度行きたい！ 

バスに乗ってみようと思ました。お茶の名産の静岡にお茶を飲みに行きたいです。 

 

③バスを沢山の人に利用してもらうには、どうしたら良いでしょうか。 

バスに楽しいイラストを描いたらいいと思う。 

バス停に写真やイラスト、絵などを貼ればいいと思う。 

飾りものをつけた方がいい。 

京都や南丹市に合うイラストをバスに描いたらいいと思う。 

バスにたくさんイラスト、写真などを描く。ポスターなど。 

結構遠い所まで行けるようにする。 

ポスターや絵などを貼ったりしたら良いと思います。 

たくさんの写真をみせる事！子どもたちが「バスをのってみてください」と言う！ 

バスの中に机をつける。理由は、荷物が置けたりするから。 

バスをもっと広くする。 

バスの中に絵を描く。 

ゲームを置いたらいい。 

バスでしかできないゲームを作ればいいと思う。 

ところどころのバス停で呼びかける。 

カラフルにしたらいい（中・外）。 

高級バスにしたらいい。 

UFO キャッチャーをつくる。 

 

その他 

観光バスを増やす！ 
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授業風景 
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（３）明治鍼灸大学病院での周知強化 

各方面から明治鍼灸大学病院へ市営バスで通院できるように、具体的な時間帯、運賃、乗換

バス停を整理し、病院待合室に掲出を行った。 

 

 

  

知井・平屋方面→明治鍼灸大学前駅 行き

6:24 6:27 6:38 6:46 (250円)
6:46 7:12 (410円)

　市営バス(美山園部線・園部駅行き）
7:41 7:44 (140円)

ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

7:46 7:49 8:00 8:08 (250円)
8:10 8:39 (410円)

　市営バス(美山園部線・日吉駅行き）
8:41 － 8:48

市営バス(胡麻線・国際医療大学病院前行き）

(150円)
9:56 9:59 10:10 10:18 10:47 (660円)

10:52 10:55 (140円)
ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

12:01 12:04 12:15 12:23 12:49 (660円)
12:56 12:59 (140円)

ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

14:56 14:59 15:10 15:18 15:47 (660円)
15:56 15:59 (140円)

ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

16:56 16:59 17:10 17:18 17:44 (660円)
17:58 18:01 (140円)

ＪＲ（山陰本線・胡麻行き）

   主な料金　●JR嵯峨野（山陰）線…　 日吉駅-鍼灸大学前駅　140円
●市営バス… 【美山園部線】  日吉駅-北　610円/日吉駅-知見口　660円/日吉駅-宮脇　410円
【胡麻線】日吉駅-鍼灸大学前駅・病院前駅　150円

　　　　　　　　　　　　　　　　      【京北線】 宮脇-和泉　150円  /【鶴ヶ岡線】 和泉-鶴ヶ岡　150円 

【知井線】 宮脇-安掛　150円  / 宮脇-北・知見口　250円 

曜日・料金

月～金

月～金

月～金

月～金

知見口
（自然文化村）

国際医療
大学病院

日吉駅
鍼灸大学前

駅
宮脇

は電車（ＪＲ嵯峨野(山陰)線）

市営バス(美山園部線・園部駅行き）

月～金

安掛
(道の駅付近）

はバス（南丹市営バス）

　市営バス(知井線・和泉行き）

市営バス(美山園部線・日吉駅行き）

市営バス(美山園部線・日吉駅行き）

市営バス(美山園部線・園部駅行き）

　市営バス(知井線・宮脇行き）

月～金

北
（かやぶきの里）
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帰り

－ 7:53 7:58 (140円)
8:16 8:42 8:50 9:01 9:04

　市営バス(美山園部線・知見口行き） (660円)

8:58 － 9:04 (150円)
9:05 9:35 9:43 9:54 9:57

市営バス（美山園部線・知見口行き） (660円)

－ 10:49 10:52 (140円)
11:00 11:30 11:38 11:49 11:52

市営バス（美山園部線・知見口行き） (660円)

11:50 － 11:56 (150円)
13:44 14:10 14:18 14:29 14:32

市営バス（美山園部線・知見口行き） (660円)

－ 15:49 15:52 (140円)
16:00 16:30 16:38 16:49 16:52

市営バス（美山園部線・知見口行き） (660円)

－ 18:21 18:25 (140円)
18:35 19:01 19:09

市営バス（美山園部線・知見口行き） (460円)

◆日吉駅・和泉・宮脇で乗り換える場合、乗継割引が適用され100円引きになります◆
　　ただし、２回目の乗継では乗継割引は適用されません。

◆お問合せ先◆

南丹市役所　企画政策部　地域振興課　交通対策係　℡：0771-68-0019

★南丹市営バスの路線・時刻･料金の詳細は南丹市ホームページでご案内しています。 
 　URL:　http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/　　　　　　　　　　　　
★市営バスのダイヤは、ＪＲのダイヤ改正時等、度々変更になりますので、ご出発の前に今一度ご確認ください。

★本書記載のダイヤの他、日吉町五ヶ荘地域までは市営バス五ヶ荘線が運行しております。
★ＪＲの時間はバスの時間に近いものを掲載しています。そのほかにも電車はありますので、お問い合わせください。

曜日・料金 北
（かやぶきの里）

月～金

月～金

月～金

★市営バスは、１２月２９日～１月３日は運休します。臨時運休などは市のホームページでご確認ください。

知見口
（自然文化村）

国際医療
大学病院

安掛
(道の駅付近）

ＪＲ（山陰本線・京都駅

明治鍼灸大学前駅⇒知井・平屋方面
鍼灸大学前

駅
宮脇日吉駅

※乗客がある場合のみ知見口まで運行

月～金

市営バス（胡麻線・日吉
月～金

市営バス（胡麻線・日吉

ＪＲ（山陰本線・京都駅

ＪＲ（山陰本線・京都駅

ＪＲ（山陰本線・京都駅

月～金
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美山町 和泉・鶴ヶ岡方面→明治鍼灸大学前駅 行き

6:29 6:40 6:46 7:12 (610円)
7:41 7:45 (140円)

ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

7:47 7:58 (150円)
市営バス(鶴ヶ岡線・和泉行き）

8:04 8:10 8:39 (560円)
市営バス(美山園部線・日吉駅行き） 8:41 － 8:48

市営バス(胡麻線・国際医療大学病院前行き）(150円)

10:00 10:11 10:18
市営バス（鶴ヶ岡線・京北線）※和泉で乗換の必要はありません

10:18 10:47 (410円)
市営バス(美山園部線・日吉駅行き）

10:52 10:55 (140円)
ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

12:04 12:15 12:23
市営バス（鶴ヶ岡線・京北線）※和泉で乗換の必要はありません

12:23 12:49 (410円)
市営バス(美山園部線・園部駅行き）

12:56 12:59 (140円)
ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

15:10 15:18
市営バス（京北線・宮脇行き）

15:18 15:47 (410円)
市営バス(美山園部線・日吉駅行き）

15:56 15:59 (140円)
ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

16:50 17:01 (150円)
市営バス（鶴ヶ岡線・和泉行き）

17:12 17:18
市営バス(京北線・周山行き）

17:18 17:44 (410円)
市営バス(美山園部線・園部駅行き）

17:58 18:01 (140円)
ＪＲ（山陰本線・福知山行き）

   主な料金　●JR嵯峨野（山陰）線…　 日吉駅-鍼灸大学前駅　140円
●市営バス… 【美山園部線】  日吉駅-北　610円/日吉駅-知見口　660円/日吉駅-宮脇　410円
【胡麻線】日吉駅-鍼灸大学前駅・病院前駅　150円

　　　　　　　　　　　　　　　　      【京北線】 宮脇-和泉　150円  /【鶴ヶ岡線】 和泉-鶴ヶ岡　150円 

【知井線】 宮脇-安掛　150円  / 宮脇-北・知見口　250円 

はバス（南丹市営バス）

月～金

月～金

宮脇

市営バス(美山園部線・園部駅行き）

日吉駅
鍼灸大学前

駅
国際医療

大学病院前
曜日 鶴ヶ岡 和泉

月～金

は電車（ＪＲ嵯峨野(山陰)線）

月～金

月～金

月～金
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帰り

－ 7:53 7:58
8:16 8:42 (410円)

　市営バス(美山園部線・知見口行き）
8:42 8:48 (150円)

　市営バス(京北線・和泉行き）

8:58 － 9:04
9:05 9:35 (410円)

市営バス（美山園部線・知見口行き）
9:35 9:41 9:53

市営バス（京北線・和泉行き） (250円)

－ 10:49 10:52
ＪＲ（山陰本線・京都駅行き） 11:00 11:30 (410円)

市営バス（美山園部線・知見口行き）
11:30 11:36 ※鶴ヶ岡まで運行

市営バス（京北線・和泉行き） (250円)
※乗客がある場合のみ、鶴ヶ岡まで運行

11:50 － 11:56
13:44 14:10 (410円)

市営バス（美山園部線・知見口行き）
14:10 14:16 14:29

市営バス（京北線・和泉行き） (250円)

－ 15:49 15:52
ＪＲ（山陰本線・京都駅行き） 16:00 16:30 (410円)

市営バス（美山園部線・知見口行き）
16:34 16:40 (150円)

市営バス（京北線・和泉行き）
17:18 17:29

市営バス(鶴ヶ岡線・鶴ヶ岡行き）

(150円)
－ 18:21 18:25

18:35 19:01 (410円)
市営バス（美山園部線・知見口行き）

19:01 19:07 ※鶴ヶ岡まで運行
市営バス（京北線・和泉行き） (250円)
※乗客がある場合のみ、鶴ヶ岡まで運行

◆日吉駅・和泉・宮脇で乗り換える場合、乗継割引が適用され100円引きになります◆
　　ただし、２回目の乗継では乗継割引は適用されません。

◆お問合せ先◆
南丹市役所　企画政策部　地域振興課　交通対策係　℡：0771-68-0019

★南丹市営バスの路線・時刻･料金の詳細は南丹市ホームページでご案内しています。 

★市営バスのダイヤは、ＪＲのダイヤ改正時等、度々変更になりますので、ご出発の前に今一度ご確認ください。

鶴ヶ岡

明治鍼灸大学前駅⇒美山町 和泉・鶴ヶ岡方面

曜日
国際医療
大学病院

鍼灸大学前駅 日吉駅 宮脇 和泉

ＪＲ（山陰本線・京都駅行き）

月～金

ＪＲ（山陰本線・京都駅行き）

月～金

★ＪＲの時間はバスの時間に近いものを掲載しています。そのほかにも電車はありますので、お問い合わせください。

★市営バスは、１２月２９日～１月３日は運休します。臨時運休などは市のホームページでご確認ください。

 　URL:　http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/　　　　　　　　　　　　

★本書記載のダイヤの他、日吉町五ヶ荘地域までは市営バス五ヶ荘線が運行しております。

月～金

月～金

月～金

月～金

市営バス（胡麻線・日吉駅行き）

市営バス（胡麻線・日吉駅行き）
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（４）時刻表配布による案内 

４月から運行にあわせて、新しいダイヤでの時刻表を冊子型で制作し、全戸配布を行った。 
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（５）検索システムの活用 

NAVITIMEへバスダイヤの情報提供を行い、スマホやパソコンでのバスダイヤ検索サービスの

提供を始めた。 

 

①NAVITIMEの無料ユーザー 

・「時刻表」の確認や「バス停間」の検索が利用可能。 

・PC版の例） 

https://www.navitime.co.jp/bus/company/00001701 

 

②有料ユーザーはトータルナビゲーション 

・「任意の地点間」の検索が利用可能。（施設名から住所など） 

 

 

（参考）NAVITIME の SNSでの情報配信 

https://www.facebook.com/NAVITIME/photos/a.327758403902879.87067.318216314857088/1

842581369087234/?type=3&theater 

 

 


