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公共交通の利用について 

 

【公共交通の利用について】 

○日常生活におけるバス・電車の利用状況については、「利用していない」（83.4％）が「利

用している」（15.8％）を大きく上回っている。市内のバス・電車の利用者は、18 歳以

上の市民のほぼ 6 人に 1 人となっている。また、高い年代ほどバス・電車を利用してい

る割合が高く、70 歳以上は 3 割を超えており、逆に 30 代は 1 割にも満たない状況にあ

る。 

○公共交通を利用しない理由としては、「自動車やバイクの方が便利」（55.9％）が も多

く、特に 30 から 40 代は 6 割を超えている。 

○公共交通を利用する際に重要な点としては、「駅や停留所までの距離」（59.2％）と「鉄

道・バスの本数」（54.5％）が多くなっている。また、年齢別で 18～29 歳、地区別で郊

外部は、「鉄道・バスの運賃」を重要と考える回答も多い。 

 

【路線バス維持のための対応方法について】 

○路線バスを維持するための対応方法については、「コミュニティバスや乗合タクシーなど

に切り替える」（38.3％）が も多く、次に「補助金を出して現在の路線を維持する」

（21.3％）が多くなっている。高い年代ほど「補助金を出して現在の路線を維持する」

の割合が、若い年代ほど「利用者が少ない路線は廃止や減便も仕方ない」の割合が高く

なっている。 
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福井駅西口再開発について 

 

【福井駅西口再開発の認知度について】 

○福井駅西口再開発については、「少し知っている」（45.3％）が も多く、次に「全く知

らない」（34.1％）、「知っている」（17.6％）が続いている。18 歳以上の市民の 3 人に 2

人が福井駅西口再開発についてなんらかのことを見聞きしており、男性や高い年代では

認知度が高くなる傾向にある。 

 

【再開発ビルの施設について】 

○県外からの観光客、ビジネス客を招くための施設としては、「観光案内所、福井の情報発

信所」（22.1％）が も多く、次に「物産販売、お土産店、市場等」（21.7％）、「飲食

施設」（13.0％）が続いている。 

○県民・市民が日常的に訪れる施設としては、「ファッションビル、ショッピングモール等

の商業機能」（26.4％）が も多く、次に「コンサートホール、コンベンション・イベ

ントホール等」（11.4％）、「駐車場」（10.8％）が続いている。 

○再開発ビルについての意見では、「駐車場の無料化や利用しやすい駐車場を設ける」

（15.7％）が も多く、次は「誰もが利用しやすく、楽しめる施設にする」（13.2％）、

「ここにしかない商業施設を導入する」（8.8％）が続いている。 
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【中心市街地で開催されている「市」の利用について】 

○「市」の認知度については、「知らない」が 50.3％で半数を超え、低い状況にある。市

の中心部（あたご・不死鳥ブロック）での認知度は他の地区より高く、特に不死鳥ブロ

ックは「知っている」が 6 割を超えている。 

○「市」の利用度も低い状況にあり、「利用したことがない」は 7 割を超え、若い年代ほど

その割合が高くなる。 

○利用したことがある「市」については、「アオッサ市」（61.8％）が も多く、次に「ふ

くい特産市」（33.7％）、「とれたてふくいの市」（30.9％）が続いている。一方、「福井

グランドモール」（3.9％）は 1 割に満たない状況にある。男性は「ふくい特産市」（41.1％）、

「さかな市」（30.4％）の利用が目立って多く、女性を 10 ポイント以上上回っている。 

 

【福井市の地場産品のイメージについて】 

○イメージする地場産品については、「水産物（かに、甘えびなど）」（64.4％）が も多く、

次に「農産物加工品（そば、らっきょうなど）」（59.0％）、「米（コシヒカリ）」（57.7％）

が続いている。 

 

【農産物購入時の地場産品への意識について】 

○地場産品への意識については、「意識している」（65.0％）が「意識していない」（32.9％）

を 32.1 ポイント上回っている。市民のほぼ 3 人に 2 人が地場産品を意識して購入し、

特に女性や高い年代ほどその傾向が高くなっている。 

○地場産品を選ぶ理由については、「新鮮である」が 80.7％を占めており、特に 70 歳以上

は「新鮮である」ことを重要と考える回答が多い。 

 

【望ましい販売所について】 

○望ましい販売所については、「地場産品の品揃えが豊富な販売所」（59.3％）が も多く

なっている。高い年代ほど「地場産品の品揃えが豊富な販売所」の割合が高い一方で、

若い年代ほど「調理や手入れ方法など、情報が入手できる販売所」や「レストランや喫

茶店が併設している販売所」の割合が高い傾向にある。 
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【中心市街地で取り組むべきこと】 

○中心市街地で取り組むべきことについては、「自転車、自家用車、バス、鉄道など、様々

な手段で気軽に訪れることのできる環境を整える」（58.0％）が も多く、半数を超え

ている。次に多いのは、「活気あふれる商業機能を充実させる」（36.3％）、「緑や水に気

軽にふれあえる、心がやすらぐ空間をつくる」（34.3％）、「映画館、レストラン、歓楽

街など、楽しみ・遊べる機能を充実させる」（31.5％）となっている。特に、18～29 歳

は「映画館、レストラン、歓楽街など、楽しみ・遊べる機能を充実させる」が も多く

なっている。 
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福井市が行っている施策の満足度・重要度について 

 

【満足度について】 

○満足度の評価点（p56 参照）1 位の「安全で安定したライフラインを構築する」について

は、男性や、市中心部のあたご・不死鳥ブロックで満足度が高い。 

○2 位の「生涯にわたり個性、創造性を育む」は、40 代とあたごブロックで満足度が高い。 

○3 位の「環境への負荷の少ない持続可能な社会をつくる」は、60 代と不死鳥ブロックで

満足度が高い。 

 

○満足度の評価点下位 1 位の「賑わいのある中心市街地をつくる」は、30 から 50 代の不

満度が高く 5 割を超えている。 

○下位 2 位の「持続可能なまちをつくる」は、60 代以下の不満度が高い。 

○下位 3 位の「自然を活かした産業を育成する」は、男性、50 代、川西ブロックで不満度

が高い。 

 

【重要度について】 

○特に力を入れてほしい施策については、1 位が「安心して子どもを産み育てられる環境

をつくる」（26.0％）、2 位は「賑わいのある中心市街地をつくる」（24.7％）、3 位は「す

べての人が安心して暮らせる地域社会をつくる」（23.6％）、4 位は「子どもたちの生き

る力を育てる」（18.6％）となっている。 

○1 位の「安心して子どもを産み育てられる環境をつくる」は、女性、30 代でその割合が

高くなっている。 

○2 位の「賑わいのある中心市街地をつくる」は、女性と若い年代、みなみブロックでそ

の割合が高い。 

○3 位の「すべての人が安心して暮らせる地域社会をつくる」は、女性と 60 代、川西ブロ

ックでその割合が高い。 

○4 位の「子どもたちの生きる力を育てる」は、30 代、足羽ブロックでその割合が高い。 

 

【満足度と重要度の関係】 

○満足度が低く、かつ重要度が高い施策が今後特に取り組むべき施策といえ、今回の結果

からは、「賑わいのある中心市街地をつくる」「安心して子どもを産み育てられる環境を

つくる」「すべての人が安心して暮らせる地域社会をつくる」の 3 つが挙げられる。 
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生活環境について 

 

【生活についての満足度】 

○「交通の安全性」については、不満度（「不満」と「やや不満」の合計）の方が満足度（「満

足」と「ほぼ満足」の合計）を 4.9 ポイント上回っており、30～40 代、郊外部での不満

度が高い。前年度以前の調査結果と比較すると、満足度は前年度を下回ったが、不満度

は今回が も低くなっている。 

○「通勤・通学の便利さ」については、満足度と不満度に差はないが、40 代以下、郊外部

で不満度が高い。前年度以前の調査結果と比較すると、満足度と不満度とも前回とあま

り差はない。 

○「公園などの利用のしやすさ」については、不満度の方が満足度を 9.9 ポイント上回っ

ており、30 代をピークに若い年代と川西・足羽ブロックでの不満度が高い。前年度以前

の調査結果と比較すると、満足度が減少している。 

○「通信基盤の整備状況」については、満足度が不満度を 14.9 ポイント上回っており、40

代、中心部での満足度が高い。 

○「ホームページ等の利用のしやすさ」については、満足度と不満度に差はないが、郊外

部での不満度が高い。 

○「パソコン学習の機会の提供」については、不満度が満足度を 19.1 ポイント上回ってお

り、高い年代と郊外部での不満度が高い。 

○「福井市の暮らしやすさ」については、満足度が不満度を 23.1 ポイント上回っており、

若い年代と中心部での満足度が高い。 

 

【地域活動などの参加度】 

○地域活動の参加については、32.1％が「よくある」「しばしばある」と回答している。性

別では女性、年代別では 40 代、地区別では足羽ブロックの参加度が高い。 

○ボランティア活動の参加については、6 割近くの 57.9％が「あまりない」「ない」と回答

している。60 代や郊外の地区の方の参加度が高い傾向にある。 

 

【男女共同参画社会】 

○夫は外で働き、妻は家庭を守るべきかについては、否定派が 65.9％、肯定派は 26.3％と

否定派の方が 39.6 ポイント上回っている。また年代間の差が大きく、若い年代ほど否

定派が多くなっている。 
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【「ワーク・アンド・ファミリーバランス」について】 

○「仕事と家庭生活の両立については、「どちらかといえば両立できている」（30.5％）が

も多く、次に「どちらかといえば仕事に偏っている」（22.5％）、「わからない」（20.5％）

と続いている。性別でみると、「どちらかといえば仕事に偏っている」は男性が女性を

14.8 ポイント上回っている。 

○仕事や家庭に偏る原因については、「社会全体の意識が低い」（38.1％）が も多く、次

に「職場の理解度が低い」（25.6％）となっている。性別でみると、「家庭の理解度が低

い」を回答する人は男性よりも女性に多くなっている。年代別でみると、30 代の 2 人に

1 人が「社会全体の意識が低い」が原因と考えており、18～29 歳と 40 代は「職場の理

解度が低い」が多くなっている。 

 

【「色別ごみ袋」について】 

○6 割弱の市民が「色別ごみ袋」を使用しておらず、特に 30 代で利用が進んでいない。 

○「色別ごみ袋」を使う理由については、「ごみ袋の色を見ればどのごみを入れるか区別し

やすいから」が半数を、使わない理由については「３色あることを知らなかった」が 4

割弱を占めている。 

 

【買物袋について】 

○買物袋の使用については、「いつも使っている」が も多く 8 割を占め、さらに女性や

70 歳以上では 9 割に達している。 
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「第５次福井市総合計画」の重点課題について 

「市民交通システムの構築」と「高度情報社会への対応」以外の重点課題については、

関連する施策の満足度の評価点から取り組み状況を評価する（P56 参照）。「市民交通シ

ステムの構築」については「公共交通の利用状況」に関する設問を、「高度情報社会へ

の対応」については「生活の満足度」に関する設問を活用する。 

 

【（１）健やかな子どもの育成】 

○「1.子どもたちの生きる力を育てる」は「0.10」、「4.安心して子どもを産み育てられる

環境をつくる」は「－0.04」となっており、子どもの教育環境としてはプラス評価だが、

保育所や放課後児童クラブなど児童福祉についてはマイナス評価となっている。 

 

【（２）豊かな長寿社会の実現】 

○「2.生涯を通じて健康に暮らせる社会をつくる」は「0.07」、「7.すべての人が安心して

暮らせる地域社会をつくる」は「－0.13」となっており、健康づくりに関してはプラス

評価だが、地域福祉についてはマイナス評価となっている。 

 

【（３）男女共同参画社会の実現】 

○「5.男女が対等なパートナーとなる社会を実現する」は「－0.14」でマイナス評価とな

っている。 

 

【（４）中心市街地の再構築】 

○「8.賑わいのある中心市街地をつくる」は「－0.48」で、19 ある施策の中で も評価が

低い。 

 

【（５）市民交通システムの構築】 

○バス・電車を「利用していない」が 83.4％を占めており、その理由としては「自動車や

バイクの方が便利」（55.9）が も多いことから、市民に便利な交通システムではない

ことがうかがえる。 

 

【（６）産業の活性化】 

○「10.自然を活かした産業を育成する」は「－0.20」、「11.活力と魅力あふれる産業をつ

くる」は「0.07」で、第一次産業に関連した支援はマイナス評価、産業の振興対策等に

ついてはプラス評価となっている。 
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【（７）高度情報社会への対応】 

○「通信基盤の整備状況」は満足度が不満度を上回り、「ホームページ等の利用のしやすさ」

は満足度と不満度に差はないが、「パソコン学習の機会の提供」については不満度が満

足度を 19.1 ポイント上回ることから、ＩＣＴ（情報技術）活用能力に関する施策の評

価が低くなっている。 

 

【（８）資源循環型社会の実現】 

○「12.環境への負荷の少ない持続可能な社会をつくる」は「0.21」で、19 ある施策の中

で３位となるほど評価が高い。 

 

【（９）環境の保全と創造】 

○「10.自然を活かした産業を育成する」は「－0.20」、「13.自然を活かした潤いのある環

境をつくる」は「0.03」となっており、産業面ではマイナス評価、環境面ではプラス評

価であるものの低いポイントとなっている。 

 

【（10）学術文化の創造】 

○「17. 福井の歴史と文化を再生する」は「0.16」、「18. 新たな福井文化を創造する」は

「0.08」で、２施策ともプラス評価となっている。 
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