
平成２５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】 

● 案件１ 京福バス生部みのり線に係る停留所の新設並びに経路及びダイヤの修正 

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   

【資料に基づく説明の要旨】 

・ 現在、既存のベル前バス停はショッピングシティ・ベル（以下、ベル

と記載）北側の位置にある。しかし、下りのバス停で降りてベルを利

用しようとした場合、道路を横断しなければならず、高齢者等の利

便性低下を招いている。 

・ そこで、下り便のみバス停をベル食品館南側（ベル敷地内）に設置

して利用者の利便性を図っていく。 

・ また、路線について、花堂北２丁目付近は道路が非常に狭隘な箇

所が存在し、冬季は通行不可能となるなど、運行の安全性の確保

や効率性の観点から、支障が生じていた。 

・ このため、花堂北２丁目付近の経路変更を行い、それに伴い花堂

工場前及び花堂中バス停の移設、花堂北バス停の廃止をするこ

ととしたい。 

 

 

（委員）         運行協議会で経路やバス停を設定した時点では、実際、狭隘な

箇所や積雪時の問題はあるものの、利便性のことを考慮した上で、

その段階ではベストであるとの判断をしたのだと思うが、その辺りの

決定の状況や変更することについての住民の変化についてお伺

いしたい。 

 

案件上程者    当初から、廃止区間である既存のルート上は道路が狭隘な箇所

について懸念されてはいたが、花堂北２丁目付近には相当程度

高齢者の方がいたためルートに設定していた。 

            しかし、実際に運行していくなかで、想定していたほど利用者がい

なかったこと、また、冬季期間を経て事業者とも協議して、やはり



道路が狭く運行に支障があるということで、今回のベル内にバス停

を設置して利便性の向上を図る代わりに、花堂北２丁目付近のル

ートを変更して、それに伴いバス停も変更する形になった。 

  

（座長）         変更前はバス停が３箇所あり、変更後は２箇所になるが、距離が

短くなっているということもあり、周りの利用されそうな方にも確認さ

れたものだと思うが、それでよろしいか。 

            

案件上程者     はい。 

 

（座長）         ルート変更について、サカイオーベックス花堂工場前で南下して

いく形になるが、東へ延びる道路はないのか。もし、そこを通すの

が可能ならば、現在のバス停からの変更距離が短くなり、利用者

にとってもよいと思うが、その辺りはどうか。 

 

案件上程者     道路はあるが、そのまま東へ延びるルートをとると、既存のルート

に復帰する地点の交差点が狭く、現在、小型バス運行している

が、その車両でも通行するのが困難であるため、サカイオーベッ

クス花堂工場前を南下していくルートをとった。 

 

（委員）           バス停を変更するときは、図面に距離を入れてもらうと分かりや

すい。利用者の方が、廃止になるバス停から移設先のバス停ま

でどれぐらい移動距離が長くなるかがすぐ分かるので。 

 

（座長）         距離が入れば、凡その時間も分かると思うので、今後バス停の位

置が変更するとき等は、距離感が分かるものを入れてもらうと分

かりやすくなる。 

 

 

⇒他に意見もなく、原案のとおり協議が調ったものとする。 

 

 

 

● 案件２ 酒生いきいきバスに係る停留所の新設並びに経路及びダイヤの修正 

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   

【資料に基づく説明の要旨】 

           ・福井駅方面に向かう際に前波町の住人が既存の路線バスを利用し

ようとした場合、道路を横断しなければならないこと。また、酒生いき

いきバスの最寄りのバス停である前波口を利用しようとした場合、約

６００ｍの距離があること。この２点から、バスを利用しようとする高齢

者にとって非常に困難な状況であった。 

           ・そこで、前波町の集落入口付近に新たにバス停を設けて、上りの第

２便と第５便、出発地点を前波町に変更する。 

           ・また、高尾口以降の時刻は変えずに、前波町バス停の出発時刻を、

高尾口の２分前に設定することで、既存の利用者には影響を与えな

いよう配慮する。 

 

（委員）         地域の利便性を解消するために延伸する。そのような場合、２便

だけでなく全便検証する必要があるように思える。その辺りは、地

域の方たちが、２便で良いと判断したのだろうが、ルートの置き方と

地域住民の利用度についてどのように考えているのか。 

 

案件上程者    延伸するにあたり、地元の自治会長を通じてどれぐらいの利用者

が見込めるか尋ねたところ、高齢者の方が１９人いるなかで実利

用者は１～２人だということであったが、週に何回かはバスを利用

したいとのことであった。 

              酒生いきいきバスでは、高尾団地の方を中心に周囲に声掛けを

行って利用者が増えているということもあるので、今回、前波町に

延伸した場合にも、このような形で利用者の拡大を図っていくこと

も期待できる。現在、全くバスが走行していない中での調査である

ことも踏まえて、２便の設定ということで御理解いただきたい。 

 

（委員）     利用がないところには路線を引かないという地域交通のあり方で

はなく、路線があることによって地域住民の方が安心した生活を

送れる事が大事だと思う。 

 

（委員）         １台の車両で往復する形で運行しているのだと思うので、前波町

まで延伸するのであれば、全便を前波町発着にした方が住民の

方も分かりやすいのではないか。 

 



案件上程者    収支率等を考慮して無駄な運行をしないという意向もある。また、

全便、前波まで延伸できれば住民の方にとっては良いと思うが、

今後、地域の意向も確認する必要があると考えている。 

 

（座長）    ２便からスタートして、利用状況によっては全便延伸するということ

もあると思うが、全便だったらコストがどれぐらいかかるのか、といっ

た材料があるだろうか。延伸してもコストが変わらないのであれば、

全便伸ばしても良いと思えるが、そういったことでもないと思うので、

その辺りはどうか。 

 

案件上程者    全便延ばしたときのコストは、キロ単価に年間の実車キロを掛ける

と算出できる。現在の収益の状況、今後見込まれる利用者数か

ら考慮すると、全便延伸では収支率をクリアするのは困難になる

と思われる。 

 

（座長）   過去に延伸した場合、どのように行ったのか整理しきっていない

部分もあると思うが、その辺りも次の第３の議案の話にも関わって

くると思う。 

 

（委員）         既存のバス停がある中での、今回の前波バス停の新設は、単純

な新設ではなく、移設に近い新設だと思うので、そのような場合は

別の観点から考慮する必要があると思う。 

 

案件上程者    現在、５つの地域でコミュニティバスが走っている中で、酒生地域

は、一部の方だけで話を進めているのではなく、各町内会長と全

体で話し合いの場を設けて進めている。このような中で、各町内

からいろいろな意見が出てきて、バランスを取るのも難しい状況の

中、いろいろ考慮した結果、今回の延伸は２便のみでスタートする

ことになった。 

 

（座長）    今の話だと、一部の人だけでなく全体で話し合いをしていく中で、

バランスを取りながら決めたということなので、実際運行してみな

いとわからない部分もあるが、まずは２便のみを延伸するというこ

とで良いかとは思う。 

 

（委員）         基本的には、利用状況等は今後の課題だということで結構かと思



う。少し別の観点から確認したいのだが、今後は新設バス停が起

点となるのだが、そこにバスを着けるのに、転回や待機が必要に

なるのではないかと思うが、スペース的に支障はないのか。 

 

（委員）         国道１５８号線を西から来て前波町の手前で左折する形になるの

で、転回スペースは必要がない。また、待機場所としても交通状

況を考えると支障がないと考えている。 

 

 

⇒他に意見もなく、原案のとおり協議が調ったものとする。 

 

 

● 案件３  福井市におけるバス交通施策に係る課題等について 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 

 

案件上程者   

【資料に基づく説明の要旨】 

           ・市長マニフェストに基づき、平成１８年より福井市地域生活交通活

性化会議を開催。平成１９年より道路運送法に基づく地域公共交

通会議に発展的に移行。 

           ・近年の協議案件は、地域バス、地域コミュニティバス等の新規運行

や事業計画の変更等、個別の案件・目先の案件が多かった。 

           ・会議を設置した当初の目的・原点に立ち返り、中・長期的視点に立

った市全域の公共交通ネットワークの在り方や、その実現方策につ

いて議論し、既存制度の見直し等も含めて具体的に取り組みを進

めていくことが必要だと考えている。 

           ・特に、平成２６年２月で福井市都市交通戦略策定から５年を経過す

るため、バス交通関係施策の取り組み状況と成果、バス路線ネット

ワークの現状等について中間的に検証して、今後５年間の取組み

に反映させる必要がある。 

           ・また、利用者の推移や行政負担の推移等を勘案し、利用者の利便

性を維持しながら持続可能性を高めていく観点から、サービスレベ

ルの在り方や支援スキーム等の在り方についての再検討することが

必要と考えている。 

・これらのことについて、地域生活交通活性化会議の作業部会である

検討会において詳細に検討し、会議で中間報告を行いながら、年



度内に検証結果を取りまとめ、あるいは一定の方向性を整理した

い。 

・その上で、結果等について、平成２６年４月以降、事業に反映させ

る。 

 

 

（委員）    広域幹線でいうと、福井市だけで完結するところだけの話ではな

いと思うが、他市町村とまたがるような幹線の考える場合、他市

町村との整合性はどのように考えているのか。 

              

案件上程者       今回の検討会では、過去５年間の評価を想定している。今後、他

市町村をまたがるような広域幹線の対策は、各市町村の事務方

や福井運輸支局の方、事業者の方を交えて個別具体的に考え

ていくことを想定している。 

 

（委員）    フィーダーバスについて、越廼から市中心部まで、また、プラント３

を拠点とした場合、プラント３から市中心部まで時間がかかり過ぎ

るという意見があり、もう少し短い便をつくって欲しいという意見もあ

る。その辺りどのようにお考えか。 

 

案件上程者       確かにそのようなご意見は伺っている。今後、アンケートや地域の

方と意見交換をする等きちんと意見を吸い上げて１０月以降の運

行計画に反映していけるものは反映していきたい。 

 

（委員）         最近、運転免許証返納の記事を読んだ。交通弱者である人が、

免許返納をした場合に、移動困難に陥らないようにするのが基本

だと思うが、先ほどの話にもあったように、対処療法ではなく根本

治療といったような地域交通ネットワークづくりが重要になってくる。

きちんとした需要に基づき、市民の方が分かりやすいような交通

体系をつくる必要がある。 

 

（座長）         現在、６５歳以上の事故が増加しているなかで、高齢者の運転免

許証返納はどれぐらい進んでいるのか。 

 

（委員）         返納率自体は、各自治体の取り組むレベルの差によって違う。た

だ、返納率が高いからといって、その自治体の真似をすれば良い



というものではない。福井市の公共交通全体で、高齢者の方が安

心して移動できるような形になれば、免許の返納率も上がり、事

故減少にもつながると思われる。 

 

（委員）         少子高齢化のなかで、路線バスを利用する学生の減少、また、

通勤者も減っているように思える。私自身、鮎川線を利用するの

だが、やはり減っているように思える。 

              また、まちなかの空き店舗も増えているように感じる。そのようなこ

ととバス利用者数の推移が影響しているかもしれないので、過去

５年間のトレンドの変化を含めた検証も必要になると思われる。 

 

案件上程者   公共交通状況を取りまく環境の変化も利用者減少に影響してい

るという評価も必要だと考えるので、検討会の中で、また具体的に

議論したい。 

 

（座長）         そもそもが、人口減少ということもある。また、目的地があって公共

交通を利用するわけなので、まちなかの状況と利用者の変化も

大きな視点として見える良い。まちづくりと連動して考えていくこと

も必要だと思う。 

 

（委員）         各地区からいろいろな意見が出るなかで、特定の人の意見だけで

バス交通を考えているということがないようにする必要がある。地

域全体で検討したものだということが分かるような形にする等、本

当に住民全体の声かどうか確認する必要がある。 

 

（座長）         地域コミュニティバスは運行協議会で意見をまとめたりしているが、

広域路線バスを含めた話なので福井市全体としての意見を集約

する手立てが、今はないように感じる。例えば、モニターを設けて

利用している人、直接利用してはいないが、それに関係している

人（利用者の家族等）の変化を時系列的に追い、ある一定のバス

の問題が指摘できるような形ができればいい。事務局としても、地

域ときちんとコミュニケーションを図っていき、まとまった意見なの

か、独走的な意見なのかを注意深くみていく必要がある。 

 

（委員）         私が住んでいる地区でも交通の問題を検討しているところだが、

周りの方はバスに乗ったことがない人が多い。とにかく、まずはバ



スに乗って、どういうふうにするのが良いか検討しようというところ

まできている。 

              また、現在のバス路線は福井駅前に向けて集中している。目的

地によっては、駅前まで行って、乗り換えしなければいけない状況

になる。その場合、どうしても車で行った方が早いということになる。

東京の山手線のような内周り、外周りといったようにバスが走れれ

ば、駅前に行かなくても直接行けるといった手立てがあればと感じ

る。 

 

（委員）         福井までの北陸新幹線の開通が迫る中で、海岸地域には、観光

名所も多いので、数年前に越廼から鷹巣地区までのバスが通っ

たが、そのような交通網をもって、地域が活性化するような対策

をお願いしたい。 

 

（座長）         福井までの北陸新幹線の開通が迫る中で、電車を降りてからどう

するかといった、地域の２次交通を考えることも重要になってくる。

今は、市内の人の動きを考えているが、長い目でみれば、北陸新

幹線のことも視野に入れる必要になるので、市民の方だけでなく、

市外の方を含めて考えていく必要があると思われる。 

 

（委員）         鷹巣地区では、高校を選ぶ理由として、まず交通手段があるかと

いったことが重要になっている。保護者からも通学の部分を含め

て検討して欲しいという声もある。 

              また、ＰＴＡと学校との話し合いという部分もあるが、私個人として

の意見では、昔は、学校でのバスの乗車体験があったが、最近で

は、そのような体験が無くなっている。なぜかというと、目的地へ

保護者と出かけるとなるとどうしても車を利用してしまう場合が多く、

保護者の方たちの公共交通を利用して出かけようという意識が損

なわれているように思える。私たち関係団体が保護者に呼びかけ

ていく必要がある。 

              その他に、やはり運賃が高いという声もある。また、運行本数も１

日に何本も走るところもあれば数本しか走らないところもある。その

ようななかで、パーク＆ライドといった画期的な制度もあるので、そ

のような拠点の位置や、拠点となるところからのバスの本数を増

やす等の検討をしてほしい。また、運行時間については、週末だ

けでも運行時間を遅らせる等の工夫ができればサラリーマンの方



等が利用するのではないか。 

              最後に地域バスと京福バスの両方で同じ定期券で利用できれば、

利用者の利便性も高まるのではないか。地域バス、路線バス単

体で考えるのではなく、一体的に考える必要があるように思える。 

 

（委員）         越廼地区でも、バスの時間帯によって部活に入れなかったりする

という話を聞く。また、次のバスまでの待ち時間が長いので、その

間に高校生がＡＯＳＳＡで勉強しようとしたら、一般客の利用者と

の兼ね合いで追い出されることもあると聞く。そのような状況を踏

まえて、バスの運行時間を考えて欲しい。 

 

（座長）         バスだけでなく、まちなかの居場所提供にも関わってくる話。居場

所があれば、たとえバスの運行頻度が少なくても受け入れてもら

えるかもしれない。 

              先ほどの話で出たバス乗車体験についてバス協会等でやってい

るとは思うがその辺りはどうか。 

 

（委員）         実際、市内の小学校や幼稚園等でバスの乗車体験をしていると

ころもあればしていないところもある。続いているところは続いてい

る。しかし、だんだん減ってきている。 

 

（座長）         高校のオープンキャンパスのとき等に公共交通で通えるといった

事前体験ができればいいかもしれない。 

 

案件上程者   福井市として、これまで中学卒業者向けに「のりのりマップ」等を配

布して情報提供をしていたが、時期が卒業間際の３月に配布して

いる状態であった。そこで、３月では遅いということで、平成２４年

度は１２月に配布して高校を選ぶ際の判断材料としてもらうように

するなどの工夫をしている。 

 

 

⇒他に意見もなく、原案のとおり検討会で詳細の評価、検討を進めていくこととする。 

 

 

● 報告案件  地域バス等の事業評価について 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 



案件上程者   

【資料に基づく説明の要旨】 

         ・地域バスの主な課題と改善点 

           美山地域バス：車両（福井市所有）の老朽化対策。 

                    現時点で考えるうる改善策は実施。当面は利用者の

拡大等を図りつつ、利用実態や満足等の把握に努

める。 

           海岸地域バス：車両（福井市所有）の老朽化対策 

                    バス路線再編（Ｈ２３．１１）による公共交通の変化を踏

まえ、サービス水準の在り方について再検討が必要。 

           清水地域バス：バス路線再編（Ｈ２３．１１）による地域内の公共交通

の変化を踏まえ、当該地域バスの意義や他の路線と

の連携策について検討が必要。 

          ・地域コミュニティバスの主な課題・改善点等 

              酒生地域：新型車両導入を契機に利用者層の拡大と定着を図

る。 

                     地域のイベントや歴史資源等を活用しながら、近隣地

区との連携により新規利用者を獲得する。 

              殿下地域：引き続き「相乗り」を促進し、運行の効率性を維持・

向上を図る。 

                     地域コミュニティバスを地域活性化のツールとして活

用することで利用者を確保する。 

               鷹巣・棗地域、鶉・宮ノ下・大安寺地域 

                    ：デマンド化に係る周知広報を地域連携により徹底し、

現在の利用者数を維持する。 

                     相乗り利用を促進し、運行の効率性を高める必要が

ある。 

               日新地域：高齢者にも分かりやすいよう、１系統のシンプルな路

線に改編し、年間実車走行キロも抑えて経費節減

を図る必要がある。 

 

案件上程者   いずれもフィーダー系統であり、今後の評価において幹線と一体

となって考慮して、改めて報告させていただく。 

 

 

⇒その他、意見はなく会議は終了。 


