
平成２６年度 第２回福井市地域生活交通活性化会議 議事要旨 

 

【協議事項】 

● 議案１：「清水プラント３を拠点とするバス路線再編社会実験」 

実施結果報告及び本格運行移行について  

 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 

 

案件上程者   

       【資料に基づく説明】 

①社会実験の目的 

  ・南西方面の公共交通幹線軸の強化 

  ・地域の拠点（清水プラント３周辺）を公共交通軸で結ぶ 

  ・地域特性にふさわしい交通サービスの提供 

②清水グリーンラインを幹線として、予約型運行のほやほや号の各ルート 

設定する等、運行本数は実験前に比べ約３倍となった。 

③バス利用者は、実験前より１５．３％増加。 

④路線バス維持費は、実験前より増加。 

⑤今後、利用者からの運賃だけでなく沿線企業からの協力や、マイカー

利用の買い物客を少しでもバス転換させるなど、幅広い客層を取込む

ことが課題。 

⑥平成２６年１０月１日より本格運行に移行。 

 
 

（委員）            社会実験により利用者数が増えており、非常に良い取組みだと

思う。ただし、回数の増加、運賃を下げたことにより、利用者は増

えているが、補助金が増えていく傾向にある。このあたりを国・県・

市はどのようにお考えか。 

             また、バス事業者にお伺いするが、消費税８％から１０％に上がっ

たときは、運賃の値上げがあると思うが、これにより、バス利用から

逸走していくお客さんがいるのかいないのか。 

 

（委員）          この社会実験について内部で協議をしたのだが、利用者数が増

えているのは、とても良いとなった。しかし、補助金については、増

加傾向にあるので、これ以上増加しないように地域を巻き込んで、

展開していく方法をとる。具体的には、清水プラント３に働きかけ、



エルパが大和田エコラインに運賃補助をしているのと同じようなこ

とや、バスを利用してプラント３に来られた方には、買物のときに何

か優遇されるような措置をとるようなことができないかと考えている。

清水プラント３には、これから協議をさせていただこうと考えてい

る。 

 

（委員）           清水グリーンラインの利用者数は、平成２６年度に入っても増加

傾向にあり、当社でも数少ない利用者数が伸びている路線バスと

なっている。 

              コストが増加しているということだが、軽油代の高騰など、何もして

なくても、コストは上がる傾向になっており、引き続き、行政には財

政支援をお願いしたいと思っている。 

              また、運賃については清水グリーンラインは、協議運賃となって

おり、今の段階で消費税が上がるから運賃も上げるかという話につ

いては、結論はまだ出ていない。 

               いずれにしても、今以上に利用者数を増やし、収入を確保して

いく必要があるので、地域に入り、地域のご意見に耳を傾けながら

取り組んで参りたいと思っている。 

 

（座長）            ポイントとなるのは、行政だけでもダメだし、事業者だけでもダメで、

利用者、すなわち地元なので、地元の方たちがどのようにサービ

スの評価をしていくか、利用していただくかが全てのカギになるとい

うことを考えれば、三者が協働しながらどういう風に実験の中で位

置づけて、利用を図れるか積極的に展開していくことが必須となる。

どちらにしても、利用者が増えなければ、状況は厳しくなるので、今

は利用者を増やしていくところでの取組みの強化が必要になってく

る。 

 

（委員）          この路線は、非常に利便性があり、距離が長いわりには、運賃も

リーズナブルになり良いと思う。内容を見ると、ほとんどの路線が

平成２４年度から平成２５年度の利用者数が増加している。しかし、

茱崎ルートだけが、平成２４年度の６，６０１人から５，９３９人へと

減少している。個人的には、若杉まで行く茱崎ルートが足を引っ

張ているように思えるが、この辺りの利用者数等どのように評価し

ているのか。 

 



（委員）          一つの要因として、以前、秋吉の工場が片粕町にあり、その工

場に勤める方が、再編前に茱崎線をご利用されていた。再編後

に茱崎線が減便となる代わりにほやほや号の茱崎ルートを設定し

て、その茱崎ルートを長くご利用いただいていたが、工場が、下河

北町に移転したため、片粕町に通われる方がいなくなったのでは

ないかと考えられる。移転後も茱崎ルートは、設定しているが、実

績をみると、１週間に１人ぐらいの利用状況であり、定期的なご利

用が減った。このことが全てではないが、茱崎ルートに関しては、１

つの大きな変動があったということである。 

 

（委員）          基本的には、再編された路線により全体的な移動が可能となる

ということで、周知・広報を徹底して利用が定着していけばと思う。 

 

（委員）          収入については、定期客収入が大きく影響してくるとは思うが、

その定期客がどのように変動したか。また、直通便が減ったことに

より、パーク＆バスライドに展開している利用客がいるのかといった

状況が分かれば教えていただきたい。 

 

（委員）          乗務員による利用客のカウントのため、実際、定期客がどれだけ

いるかまでのカウントはできていない。年に１度、流動調査は行っ

ているが、その結果を見ると、定期客は２、３％減少傾向にある。

定期といっても、通勤・通学用と高齢者向けのいきいき定期があり、

いきいき定期の方の利用が減っている。清水プラント３から福井駅

前まで３００円で行けるようになったので、利用回数等も考えて、

いきいき定期のお得感が少なくなったのが、減っている要因の１つ

ではないかと考えている。 

 

（座長）          中々、利用されている方の特性を把握するのは難しく出来てい

ない部分があると思う。地域の協力が得られれば、もう少し緻密

な分析ができることになるので、リサーチ方法についても検討する

必要があると思う。 

 

（委員）          バス運行上の危険性についてだが、現在、バス停が清水プラン

ト３のお店に併設する形になっており、また、バスのルートが清水プ

ラント３の駐車場を通るルートになっているが、お店の利用客の出

入りや子どもたちの飛び出し等、危険だと思っており、そういったこ



とで、実際、苦情がなかったのか。 

              大野市だとコミュニティバスがお店の敷地内に入っていたが、危

険だということで、敷地内には入らなくなったという話も聞いている。

今後、この場所をバス停としていいのか、利便性は大事だと思う

が、もっと他に良い場所があるのか等について伺いたい。 

 

（委員）          １日２３回運行しており、駐車場内を通るルートでもあるので、乗

務員からも、清水プラント３の利用客の往来がある旨は聞いてい

る。今、現在の場所が最適だとは思っていない。他にも出入口が

あり、他の選択肢も検討はできるかと思っている。ただ、構築物も

建てており、中々すぐに対応できるものではないが、引き続き、清

水プラント３、行政とも相談しながら検討していきたい。 

 

（座長）          今のところは、直接的に苦情等は受けていないのか。 

 

（委員）          今のところ、苦情も受けておらず、大きな事故もなく、３年間やら

せていただいている。ただ、苦情がなかったから良いという話しで

はないとは思っている。 

 

（委員）          先日、清水のきららパークで、全日本クラブ女子ソフトボール大

会があったが、そのときに、バスの運行ルート上での人の往来があ

り危ない場面があった。平成３０年に行われる福井国体のときだと、

もっと多くの人数が来られるので、安全面に配慮した公共交通を

考える必要がある。 

 

（座長）          清水プラント３のバス停に、四角で囲んだり、色で示す等、バス

が停まるという表示があると、周りの方も安全に配慮していいかも

しれない。 

               また、目標に利用者を増やすとあるが、どれぐらいの人数を目

指すのかがあれば、具体的にどういう人をどれだけ増やすのかと

いう考えにもいく。目標の人数がなく、ただ増やしましょうでは、漠

然としすぎている。目標が設定されていれば、地域の中でどういう

人が割合利用されているのか、増やすのかというところにつなげて

いくことができるのではないか。 

               ただ、目標が先走って、達成できないからダメという目標ではな

く、利用者を増やすためには、何か具体的に示さないと判断がで



きないので、目標の利用者数については、今後、議論できたらと

思う。 

 

（委員）          どうしても、人口減や団塊の世代の退職等による定期利用者の

減等の自然減がある。そういった自然減をまず食い止めるという

のが当面の目標である。また、内部でも、利用者数の上昇傾向を

止めるなという方針である。 

               ただ、昨年度と同様の現状維持では、やはり消極的目標になる

ので、難しいとは思うが上昇傾向を保つのが第一の目標、それが

叶わないのであれば、まず、自然減を止めて、現状維持が第二

の目標と考えている。 

               ターゲットとするのは、プラント３に車で行っている方たち。また、

グリーンハイツがプラント３の近くにあるにもかかわらず、乗車して

いないので、その辺りを、毎年、清水地域審議会で意見交換して

いるので、その中で強く言って、まずは、清水地域内の方に乗車し

てもらうことを考えている。 

 

（座長）          資料の中で、今後の取組みとして企業からの広告収入を得ると

あり、どれだけ入るか分からないが、地域の方と協力していくことが

大事だと思う。また、状況等も報告してもらいながら、委員の方々

からの意見をもらえたらと思う。 

 

⇒他に意見もなく、原案の通り協議が調ったものとする。 

 

 

 

● 議案２：「バストリガー制度を導入した鮎川線活性化の社会実験」について 

 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 

 

案件上程者   

       【資料に基づく説明】 

         ①社会実験の目的 

           ・幹線軸である鮎川線を沿線の住民や企業等で支える公共交通機

関にする。 

           ・来訪者が予約なしで海岸部の観光名所に行ける「観光路線バス」に



する。 

         ②社会実験の概要 

・鮎川線の上限運賃を１，１９０円から７００円に引き下げる。 

・沿線の住民等に協力していただく「利用目標ライン」を設定。 

・「利用目標ライン」を下回った場合は、減便や乗り継ぎ運行への変更 

等を実施するが、上回った場合は、値下げ料金を維持したまま減便

等も実施しない。 

・実施機関は、平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日 

③観光路線バスへの取組 

 

 

（委員）          地元の同意を得ていると言っていたが、どちらの地元をとらえて

いるのかということ、また、どのように自治会連合会等に話を持っ

ていっているのかということ、そして、これから討議をする目途がつ

いているのかということをお伺いしたい。というのもまだ地元に話が

下りてきていない。 

                また、住民や企業等が支える公共交通機関にすると言っている

が、地元にある企業は、テクノポートにある企業がメインになり、そ

れ以外の沿線には大手の企業はまず、ない。 

テクノポートにある企業は、そこまでバスが伸びていないというこ

とで、自社のマイクロバス等を用意して送迎をしているということを

聞いている。そのようなテクノポートにある企業への働きを地域に

任せられるのか、市として動いていただけるのか、その部分もお聞

きしたい。 

観光路線バスへの取組に関していうと、丁度、資料の中に越

前海岸フリークーポンとあるように、ネームバリューがあるのは、越

前海岸であるが、現在の路線バスは、鮎川までで、この部分が、

観光として使えるかということに関しては、非常に薄い観光路線バ

スではないかと思う。鮎川からつながって、もっと南の方の越前岬

に行くようなルートが確保できているのであれば、使えるのではな

いかと思う。ただ単に、鮎川線のルート上だけで使うというのはどう

かと感じる。 

それから、鷹巣・国見地域等の保護者は、年間定期を購入し

て、子どもたちに持たせている状況である。そのような状況と今回

提案のこの料金体系が変わることに関しては、通学する子どもた

ちには全然関係なく、人数が増えるということもまず考えられない。



一般的にたまに乗車される通常料金を払われる方が恩恵を受け

るということになるが、それを考えると、この実験は、中々難しい。

ただ、行政の補助だけでなく、地元も頑張りましょうということは非

常にすばらしい。 

               しかし、例に出された金沢大学のバストリガー制度は、一つの大

学と提携を結んだということだが、これからやっていくのは、地元住

民・企業になり、この部分で、金沢を例に出されても、大学が先導

してやる部分と地元が先導してやっていく部分とでは、一概に同じ

ように図られるのも地元としては厳しい。ただ、おんぶに抱っこで、

地元が甘えていくのもダメだとは思うので、その辺りは、今後、地元

で考えていくことになると思う。 

以上を踏まえて、まず、地元のどの部分に話を落としていくのか、

教えていただければと思う。 

 

 

（委員）            まず、お答えする前にどうしてこのようなことをやるのかについて

ご説明させていただきたい。まず、１点目に、いろんな講演会等を

聞くと、バス事業者さんが、地元の方にいろんな接触をする、ある

いは、説明をするといったことが、利用者を増やす要因であると聞

いている。とにかく、地元とバス事業者が接点を持つように市が取

り持つということで、今回の地元への説明に関しても、バス事業者

と市の両者で対応させていただいた。 

                こちらとしてもこのようなことで、利用者が増やせるのだろうかと

考えていたが、地元からの意見としては、いろんな意見を言える場

が欲しかったとあり、地元の方と接点を持つということは非常に大

事なことだと感じた。 

               また、今回の利用目標ラインは、２段方式となっている。利用

者数を伸ばす部分と地元の協力を得る部分となっているが、これ

はなぜかというと、鮎川線沿線の３地区で、沿線地区の人口が５０

００人強いるが、バスに転換しそうな方を見ると、１３００人ほどしか

見込まれない。利用者数を増やすだけでは、無理なので、地元の

ご協力の分を入れたのだが、冒頭に申したとおり、やはり地元とバ

ス事事業者のつながりを持たせるということでやっていきたい。 

地元にどのようにお話しを持っていたかについては、まず、地元

の自治連合会長にお話しをして、その後、自治会長が集まり、そこ

で話しさせていただいた中では、皆さん、非常に協力的であった。



まだ、住民の方に話が下りていないのは、一度、窓口をお願いしま

すということしか、現段階ではご提案していないから。 

詳しい説明書は用意しているが、次の段階としては、住民の方

にお分けするパンフレットと最寄のバス停の時刻表を作って、それ

を分けることを考えている。１０月１日までは、まだ時間もあるので、

それをお持ちして、地元の方に情報が下りてくることになる。 

もう一つ、企業の御協力ということに関しては、資料では、企業

と示してはいるが、沿線のお土産屋とか、旅館であるとか、を考え

ており、工場や会社に加えて、個人商店も企業のくくりにしている。 

それから、越前海岸のネームバリューについては、はっきり決定

しているわけではないが、今後、越前海岸フリークーポンという名

前をそのままお借りして、クーポンの下のほうに鮎川海岸や鷹巣

海岸の名称を入れていただいて、希望としては、もう少しお安くお

求めになれるようにしていただきたい。売り方も考えて、なるべくた

くさん売れるようにしたい。 

最後に、通勤通学定期に関してはおっしゃるとおり、あまり影響

はないかもしれない。しかし、１，１９０円が７００円になるというイン

パクトが非常に大きくて、利用目標ラインにグループ利用等も設定

しているので、少しはバスに乗って出かけてみようかなという気に

はなるのではと考えている。やはり、１，１９０円が片道では、たぶ

んバスに乗って、お出かけにならないのではないかと思う。 

また、金沢との比較を説明させていただいたが、これはあくまで

例であり、今回の実験は、福井市版のバストリガーであり、単純に

利用者数を増やすというものではなく、地域とのコミュニケーション

でお客さまを増やすことを狙っている。 

 

（委員）          運賃を１，１９０円から７００円に下げるというのは、非常に効果

があると思う。そこで、区間の運賃がどのようになっているのか、距

離でいくのかどうかについてお伺いしたい。 

               また、鮎川線沿線は旅館、民宿、たくさんあると思うので、そこと

バスとを連携させた、例えば、宿泊プランを考えたり、海水浴客の

利用も多いと思うので、地区の浜茶屋との連携したプランを考えた

りすればいいのではないか。 

実験期間中に何でもやってチャレンジしていただければと思う。 

 

（委員）          運賃のところの質問に関しては、例えば福井駅前から市内区間



は、２００円のままであり、すかっとランド九頭竜までも５４０円で行

けるのだが、運賃が７００円となったところで、頭打ちとなる。よって、

国見地区も鷹巣地区も７００円のまま終点までいくことになる。 

 

（委員）          どの辺から７００円になるのか。 

 

（委員）          八丁のバス停から７００円となる。 

              先ほど、ご意見いただいたような旅館と提携したプランをつくって

いきたいと思う。つくったプランをどのように宣伝するか、広報の仕

方について、いろいろと知恵やご意見をいただきたいと思ってい

る。 

海水浴客のご利用に関していうと、路線バスに乗って、海水浴

に出かける方もいる。先日、大野の高校生が、１，０００円の休日

フリー切符を利用して、５人ほど、鷹巣の海水浴場へ行かれてい

た。そのような需要があるので、どちらかというと、県内のお客様向

けに宣伝をしていきたいと思っている。 

 

（委員）          ぜひともこのような社会実験はやっていただきたい。先ほど、話し

があったように、地域振興も観光も含めてやっていかないといけな

い。資料に記載してあるように地域住民の方ばかりが苦労するの

ではなく、観光協会等と一体となってやっていくのがいい。その一

体となってやっていく中で、企画書を出してもらったり、旅館を安く

する等、そういう措置をとっていけば、自ずと先がみえてくるのかな

と思う。 

               バス協会としても協力していきたい。 

 

 

（委員）          ３点教えていただきたい。 

                まず、１点目が資料にある補助金と利用者の推移（鮎川線）につい

てのグラフに関して、利用者数が横ばいなのに、補助金が上がっ

ていっている点について、もし原因が分かれば教えていただきた

い。 

２点目が利用目標ラインの分け方についてだが、どこかに例が

あったのかどうか。何を参考にされたのか、どのような考え方であ

るのか、参考までに教えていただきたい。 

                  ３点目が、私自身も鮎川線を利用しており、以前と比べて通勤・



通学の利用者が減ってきていると感じている。 

現在、どのような利用者が減っており、今後、どのような利用者

を増やしていくのか考えがあるのであればお聞かせ願いたい。 

 

（委員）          まず、鮎川線の特徴について述べさせていただくと、１人のお客

さんの移動が１３．５ｋｍということで、他の路線と比べ非常に長い。

通勤・通学が全体の半数を超えている。同様な状況にあるのが学

園線である。 

ある程度の金額は、通勤・通学の方で支えられている状況。 

その中で、補助金が右肩上がりで上昇していることについては、明

確には、分からないが、補助金の額が H1９に減少したのは、６往

復減らしたからである。しかしながら、６往復減らしたにも関わらず、

その後は、増えていった。当然、キロ単価が上がっているということ

も考えられるが、やはり、通勤・通学で支えられている路線では、

団塊の世代の方の退職であるとか、少子化の影響で１人減ると、

一見さんが乗るようなバスでもないので、収入が下がり、額の落ち

込みが大きい。 

利用目標ラインについては、事例はない。今回、まずは１年間

やってみて、不具合があれば修正していく。 

あと、鮎川線は、どういったところをターゲットとするのかについて

は、昨年、京福バスと一緒に乗降調査を行ったときは、海岸部を

１０ｋｍも走るバスの割には、観光客が一人も乗っていなかったの

で、まずは、観光客を乗せたいということが希望である。 

通勤・通学の利用者を増やすといっても沿線にいないので、な

かなか難しい。なるべく不特定多数の方に乗っていただきたい。 

 

（委員）          越前海岸フリークーポンがあり、先ほどから、地域住民の方が主

体になって取り組むことになっているが、夏は海水浴、冬はカニ等

があるので、観光協会あたりとタイアップして取り組んでいけたらと

思う。 

越廼のほうでも若いものがインターネットで調べて来る。越前海

岸だけでなく、近隣の観光地等も載せて、越前海岸から市内にか

けての観光地が栄えていけば良い。 

 

（座長）          観光でということで、なかなか足を延ばしていただけていない部

分は多いのかなと思う。 



バスを使って地域の横の連携を図って、いろんな方を取り込ん

でいくきっかけにもなる。 

今回のバストリガーは、乗らなかったらやめるという脅しのような

ものではなくて、地域の方といっしょに考えて、うまい使い方ができ

ないのかというきっかけづくりのような位置づけだと思う。 

また、独自で基準の利用目標ラインを作られたというところか 

らわかるように、利用者数を伸ばすということだけでは厳しくて、よっ

ぽどのことがなければクリアできない。 

ただ、利用目標ラインの中で、みんなで一緒に取り組み目標を

達成していくという設定にされているので地域の方たちだけが、頑

張るのではなくて、併せて、地域の企業や行政も一緒になって、考

えていかないと達成できないものだと思う。 

また、地域への伝え方にしても、地域の方、企業、行政、バス事

業者等で協力しながら取り組んでいくものだということをきちんと伝

えたり、意見の持って行き方が非常に大事になるのではないかと

思う。 

この開始日が１０月１日からとなっていて、まだ時間があるといい

ながら、そんなに時間は無いと思うので、これから、地域の方たち

の中に入っていくということで、意図することを行政とバス事業者と

一緒になってお伝えしていただくとともに地域のいろんな活動主体、

例えば、商工会議所や観光協会等も含めて、いろいろ意見交換し

たりアイデアを出していただき、また、地域の若いグループとうまく

図りながら、これを契機につながりができればいい。これを通じて、

地域にお客さんが入ってきて、地域にとっても活力になり、はりも出

てくるだろうし、リピーターも増えて、いろいろ次の段階にいくのでは

ないかと思う。そのようなことも十分取り組んでいただければと思

う。 

 

（委員）          地域の窓口を通して、こまめに達成状況等の報告をしていただ

き、地域の皆さんが目標を達成できるような情報提供をやってい

ただけるとありがたい。 

バストリガーということで、リスクを分担しながらやるという意味合

いも含んでいると思うが、福井市として一時的に負担増もあること

を前提にやられるということでよろしいか。 

 

（委員）          今回の実験による減収見込みの６００万円に関しては、当然、



補助金でカバーしなければならないと思っている。行政の役割とし

ては、まずは、意識向上を図るということで、点数については、常

に見られるようにホームページに掲載する等、どなたでも見られる

ように工夫しながら表示しようと思っている。 

 

⇒他に意見もなく、原案の通り協議が調ったものとする。 

 

 

● 議案３：京福バス「円山重立線」事業計画変更について 

 

【案件上程者：京福バス株式会社】 

 

案件上程者   

       【資料に基づく説明】 

         ①ジョイフル FUKUI の閉館に伴うバス停廃止及びルート変更。 

 

 

（委員）         ジョイフルの手前にある看護協会前バス停での利用客はどのよう

なものであったか。 

 

（案件上程者）     非常に少ないが、話を聞くと、不定期だがセミナーをされていて、

特に敦賀方面から JR を利用されて来られる方もいらっしゃるとい

うことで、駅からのアクセスは残していただきたいと看護協会から

聞いている。今回、ジョイフルは施設が無くなるということで、廃止

になるが、看護協会前は利用客が見込まれるので、残させていた

だいた。 

 

（座長）          ジョイフルへの利用客は１日にすると、どれぐらいの利用頻度で

あったか。 

 

（委員）          ばらつきはあったが、大体１０～２０人くらい。 

 

（委員）          新ルートは、看護協会から一度、８号線に戻ることになっている

が、これは、車両の都合によるものか。 

看護協会から東の方へ行き円山小学校に行くルートにすると、

最近、この辺りで住宅が出来てきているので、そちらの方が利用客



が望めるのではないか。 

 

（委員）          看護協会から東へ曲がる道は広い道なのだが、その道から南

へ行く道が、狭く、悩ましい。おっしゃるとおり、そこを通れば、利用

客が望めるものだとは思うので、今後の検討課題とさせていただき

たい。 

 

⇒他に意見もなく、原案の通り協議が調ったものとする。 

 

【報告事項】 

● 報告 1：鷹巣・棗地域コミュニティバス「ふくふく号」停留所新設について  

 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 

案件上程者   

       【資料に基づく説明】 

         ①「臨海消防署前」における停留所の新設。 

②西畑町に居住している「ふくふく号」利用者からの要望を受け、運行協 

議会内で協議し、合意。施設側、運行事業者からも合意が得られて

いる。 

         ③新設日は平成２６年８月１１日 

 

⇒特に意見なし。 

 

 

 

【報告事項】 

● 報告２：平成２５年度地域バス・地域コミュニティバス事業評価について  

 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 


