
平成２４年度 第３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 日新地域コミュニティバスの運行について 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課】 

 

案件上程者   

【資料に基づく説明の要旨】 

・ 既に運行している４地域は農山漁村地域や中山間地域であ

ったが、日新地域は市中心部からも比較的近郊の複合市街地

である点で、施設の立地状況や沿線の様相が大きく異なる。 

・ 福大前西福井駅に併設していた、地域の拠点的施設であった

大規模商業施設が閉店となり、高齢化が進む地区においてス

ーパーマーケット等への移動ニーズが高まっている。 

・ また、西藤島地区には公共交通空白地域が存在し、これらの

地区の移動手段を確保することも課題となっていた。 

・ そのため、当該コミュニティバスでは、高齢者の買い物や通

院等に利用できる地域内移動手段の確保、及び、公共交通空

白地域の解消の２つを主な目的とした運行計画を考えた。 

・ ルートは２系統設定し、一部を共通ルートとすること、運行

頻度を高める工夫をしている。 

・ 年間の利用目標は１６,０００人としており、沿線の事業所

からの協賛金等も含めて、年間１,６０６千円を運賃収入の

確保を目指す。 

・ 試行運行の開始は１１月５日を予定しており、今後、道路運

送法の手続きを進めて参りたい。 

 

 

（委  員）   今までの中山間地域とは違い、住宅地を走るのでコミュニ

ティバスと幹線交通との結節が大切になる。以下の２点につ

いて伺いたい。１点目として、Ａコープ堀の宮店を起点にダ

イヤを組み、時間調整をするダイヤとなっているが、幹線交

通と結ぶところで余裕を持つ方がいいのではないか。バスは

定時性に劣る面もあり、そこでカバーできる。 

 ２点目として、住宅地から学校や施設に運ぶとなると、朝

や夕方のニーズもあるのではないか。地域のお年寄りが使う
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ものにしかなっていない。日華化学前駅や八ツ島駅ができた

時に乗車客が増えたので、コミュニティバスを２次交通とし

て位置付けるとかなりの需要が出るのではないか。 

 案件上程者   １点目について、寺下文具と乗継拠点の福大前西福井との

間を４分と設定している。実際はこれ程かからないが、仮に

遅れ運行になってもこの区間で遅れを吸収する、という考え

で設定している。 

         ２点目については、一番困っているであろう高齢者のこと

を 優先に考えてもらった。便数を増やすと経費がかさみ、

事業継続性の面でリスクが高まるので、対象及びサービス絞

った形での運行計画となっている。朝、夕の運行時間や運行

曜日については、今後、利用状況を見ながら地域と協議し、

改善していきたい。 

（座  長）   時間調整で、寺下文具から福大前西福井まで、実質２分程

度だろうが、４分に設定してあるとのことである。時刻表で

は発車時刻を表示してあるので間違いではないが、乾徳ルー

トだと４４分にバスが着いて、電車が４９分発車ということ

で待ち時間は５分、八ツ島ルートだと１６分にバスが着き、

電車１９分発車で、３分しかないように見える。実際は２分

前に着くのでもう少し余裕はあるのだが、もう少し表示の仕

方を工夫すると、時間的に余裕があるという安心感に繋がる

ではないか。 

（委  員）   先ほどの質問の趣旨だが、Ａコープ堀の宮店での待ち時間

を結節点のところへ持っていくと、２次交通として利用する

際に、「ここで乗り継ぐのだな」ということが、より分かりや

すくなると思ってのことである。 

（座  長）   実際に利用の状況などを検証して少しずつ改善していくこ

とも出てくると思う。現在のダイヤでは、通勤通学は終わっ

ており、そういった需要に対応するためには、第１便を７時

台に動かさないといけない。現在は、高齢者の買い物や通院

のための移動が念頭にあり、通勤通学で使うかは調査で取れ

ていない。高校生や通勤者が通勤通学で使うかを調査し、利

用が見込めるのであれば、運行計画の見直しの時に増便等を

具体化するのが良いのではないか。 

（委  員）   以下の３点について伺いたい。１点目として、乾徳ルート

では午後から１３時１０分になるが、１３時３０分でよいの
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ではないか。また、八ツ島ルートのスタートは１０時０５分、

１１時０５分だが、１０時００分、１１時００分の方がわか

りやすい。また、八ツ島駅で乗り継ぎも示してもらいたい。 

         ２点目として、先ほどの質問と被ることになるが、八ツ島

ルートの福大前西福井で３分しかないように見え、利用者に

とって分かりにくいのではないか。 

３点目として、朝、夕の通勤通学のニーズが出てくるので

はないか。要望が出てから増やす方がいいのか、 初から朝、

夕もダイヤとして便を設定し、一定の経過を見てニーズがな

ければ見直すのか。ニーズ把握をしてから利用が少ない便を

カットする方がいいと思う。 

 案件上程者   午前と午後で時間を変えた理由は、乾徳ルートの第３便が

１１時５４分に着いた後、運転手の昼休みになるのだが、乾

徳ルートを３０分で揃えると、１時間以上休んでもらうこと

になり、便の間隔が空き過ぎることを避けた点があげられる。

ダイヤについては、再度地域と協議、検討させていただく。 

         福大前西福井で３分しかない点は、他のバス停は通過予定

時刻を記載するが、福大前西福井だけは到着予定時刻と発車

予定時刻を併記し、その間で余裕があることが分かるように

時刻表の記載を工夫する。 

         堀ノ宮スタートの０５分は、連続運転時間の基準も考慮し

て１０分以上の間隔を空けたものだが、地域や事業者と協議

し、検討させていただく。 

（委  員）   労働基準法では、運転時間４時間のうちに３０分の休憩が

必要となっており、分割して休憩する場合、１回１０分以上

必要なので１１分にしてある。 

案件上程者   えちぜん鉄道との乗り継ぎは福大前西福井で行ってもらう

前提でダイヤを設定しているので、電車のスピードとバスの

ルートを勘案すると八ツ島駅での接続は取れないと考え、こ

こで乗り継ぎすることについては当初から考慮しなかった。

したがって、実際、接続は難しいと思うが、確認の上、利用

できる部分については記載するようにしたい。 

（委  員）   午後の便で八ツ島ルートの福大前西福井に５６分に着くと、

４９分も５０分も行った後になる。 

 案件上程者   午前中は福井駅方面への電車に乗り継ぐことを想定し、午

後の便は福井駅方面から電車で戻って来た方をバスで受ける
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イメージでダイヤを組んである。 

（座  長）   時間は揃っていた方がよいというのもあり、地域の方に相

談させてもらう。 

         利用促進策にオリジナルの時刻表が書かれていない。財布

の中に入れられる小さいものだと、時刻を覚える必要がなく、

慣れると出てくると思う。鉄道との接続や、ダイヤの話はも

う一度協議会に確認してもらいたい。 

         八ツ島ルートとの接続で、福大前西福井駅は書いてあるが、

八ツ島駅も同じようにした方が望ましい。八ツ島駅から福大

前西福井駅まで電車で何分か。 

（委  員）   ３分くらいではないか。両方で接続できるとよいが、なか

なかバスの時間と合わない。せっかくなので表示はしたい。 

（座  長）   福大前西福井駅ほどきちんとした接続でなくても、接続す

るということを明示できるように時刻表の修正をお願いした

い。 

（委  員）   補足だが、今回２系統設定しているが、半分以上は同じと

ころを走る。基本的には１つの系統で需要は完結すると思う

が、中には系統を乗り継いだ利用もあると思う。例えば乾徳

ルートの日新小学校停留所で乗り、福大前西福井駅へ行きた

いとなると、Ａコープで１０分程待ち時間はあるが、１台の

バスで２つの系統を走っているので、乗ったまま八ツ島ルー

トで福大前西福井駅へ行ける。ただし、運賃は１００円プラ

ス１００円ということでは割高感があるので、系統をまたい

だ場合でも１００円で利用できる措置をとりたい。 

（座  長）   運賃は、１回ではなく、１乗車という書き方の方がよい。

時刻表で２つのルートに分かれていると、降りて乗ることを

前提に考えてしまう。１台で動かしていることが伝わるよう

な工夫がいる。 

（委  員）   第３便だけは空き時間があるが、工夫して表示したい。 

（委  員）   ルート名を左端に縦に表示して、乾徳ルートと八ツ島ルー

トを上下に繋ぐと良いのではないか。 

         福仁会病院と奥村整形外科前の間に公民館があるが、地域

から公民館前と付ける要望はないのか。 

（委  員）   運行協議会の方は地域で支えていくという一つの手法とし
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て、病院やショッピングセンター等の民間の力も借りようと

している。命名権のようなイメージで、福仁会病院という表

示をすることで、福仁会病院としては広告効果があるという

メリットもある。また、広告収入もお願いしよう考えており、

議論した結果、あえてこちらの選択をした。 

（座  長）   利用促進策には書かれていないが、地域の企業、お店の協

力も念頭にあり、地域全体で盛り上げるということで公民館

名よりも福仁会病院を選択したということである。バス停的

には近いのでどちらの名前でも場所は変わらない。 

（委  員）   料金で、子供５０円となっているが、今までの地域コミュ

ニティバスは一律１００円ではなかったか。 

 案件上程者   ４地域すべてで子供運賃を設定している。 

（委  員）   すまいるバスには子供の割引がないのかという御意見があ

るが、市の財政支援を得ながら運行しているので、子供の割

引は行っていないということで御理解いただいている。地域

コミュニティバスは５０円で乗れ、片方では乗れないという

ことはしない方が良い。すまいるバスも、これからは地域交

通ネットワークの一つとして考えていくならば、その辺りも

整理しないと中途半端な交通ネットワークとなってしまう。

今後の課題としてもらいたい。 

（座  長）   福井商業の前を工事しているが、運行時期と被らないか。

スタートの時に通れないとなると具合が悪いことも考えられ

る。 

 案件上程者   工事の開始が１１月１日、工事終了は１２月中旬になると

聞いている。運行協議会及び事業者と相談し、スタート時点

からルート変更等の臨時対応を取って行きたい。 

（委  員）   鮎川線等と共有の停留所もあり、路線バスに乗って、すか

っとランド九頭竜へ行く活用策もある。鮎川線等の接続も時

刻表に表示してはどうか。 

（委  員）   路線バスと接続できる停留所は複数あるので、工夫して表

示しないと利用者が混同することもあるので、表示方法は検

討する。 

（委  員）   次の３点について伺いたい。１点目として、Ａコープ堀の

宮店では敷地の中に入ると思うが、他の停留所で敷地内に入
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るところがあれば教えていただきたい。 

         ２点目として、１１月５日から運行開始で試行期間は約２

年間とのことだが、本格運行はいつ頃からか決まっているの

か。 

         ３点目として、時計回りでも回れるが、なぜ反時計回りに

なっているのか。 

 案件上程者   １点目の、敷地内に乗り入れるバス停についてはＡコープ

堀の宮店だけである。 

         ２点目については、試行期間が２６年９月末までのため、

基準を達成して本格運行となると、２６年１０月からになる。 

         ３点目については、朝一番目にスタートする乾徳ルートで、

三郎丸等の交通空白地域の方をスムーズにえちぜん鉄道に繋

ぐことに主眼をおいた。午前と午後で時計回りと反時計回り

を替えることも検討されたが、分かりやすさを重視してこの

ような回り方になっている。 

（座  長）   今回いただいたアドバイスを含め、地域の方とダイヤ等に

ついて 終確認をしていただき、基本はこの提案で御了承を

いただくこととする。 

 

⇒原案のとおり協議が調ったものとする 

            

                                       

● 案件２ 清水織田線のバス停位置の変更を伴わない経路変更について 

【案件上程者：福井市都市戦略部地域交通課・京福バス株式会社】 

 

案件上程者   

【資料に基づく説明の要旨】 

・ 現変更前区間の一帯は地盤が軟弱であり、定期的に大型車両

が通行することで、舗装面の劣化や振動による隣接宅地への

影響が懸念されるため、一部経路の変更を行う。 

・ なお、経路変更によるタイヤ変更、停留所位置の変更等は生

じないため、利用者への周知は京福バス㈱のホームページで

行うのみとする。 

        

 

（座  長）   資料の緑色の既存路線とはどういうことか。 

（委  員）   西田中宿堂線というバス路線が緑色の部分を通行している
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ためで、全く新しいところを通るのが赤色の部分である。 

⇒原案のとおり協議が調ったものとする 

 

● 報告案件１ バスロケーションシステム整備事業について 

       【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】 

       ・バスロケーションシステム整備については、国庫補助の申請

に必要となる交通ネットワーク計画の策定に際し、持ち回り

及び書面で協議をさせていただき、様々な意見をいただいた

とろ。 

       ・整備時期としては、１２月１日から一部機能の運用開始を考

えており、現在、交通事業者等の関係者と協議を進めている。 

       ・予算と時間的な制約はあるが、今の段階であれば頂いた意見

を反映させる余地があるので、多くの方に使ってもらえる使

い勝手の良いシステムとなるよう、様々な意見をいただきた

い。 

 

 

（委  員）   携帯電話の画面はスマートフォンやｉｐａｄにも対応して

いるのか。 

 案件上程者   今年度は、パソコン画面といわゆるガラパゴスケータイと

呼ばれる携帯電話の画面までの整備であり、来年度以降スマ

ートフォンのアプリについても検討する必要があると考えて

いる。 

（委  員）   すまいるバスのいまどこサービスの利用状況では、音声案

内が５割強、携帯電話が４割、パソコンが残りの割合となっ

ている。すまいるバスが全てではないが、福井市が作るシス

テムでは音声案内という多くの部分を除いて作ることになる。  

例えば、平均乗車が１０人を上回るようなある程度多い路

線については音声サービスも付加してはどうか。全ての路線

について導入するのは無理があるのかもしれないが、もう一

度検討して欲しい。 

 

（委  員）   現在、バス停の標柱型のバスロケーションシステムについ
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ては、バスが近づくとランプが点くが、正面からしか見えな

い。できれば遠くから、全方向から見えるようにしていただ

きたい。 

（委  員）   これから駅前広場にバス停が移る時にまた大きな費用がか

かり、二重投資になることはないのか。 

（委  員）   既に予定されていることなので、ある程度は見越してやっ

ていくので、二重投資にはならない。ただし、バス停の標柱

型の接近表示システムについては、始発駅が福井駅前となる

ことから、バスターミナルが整備された際には修正していか

ないといけない部分は生じる。 

（座  長）   バスロケーションシステムについては、現在バスを使われ

ている方が主な利用者で、雨や雪が降った時にバスがどのよ

うな運行を行っているのかを適切に情報提供することが必要

である。 

また、県外から来られた方へ適切な情報を提供していくこ

とも重要である。駅前広場の整備と同時に協議が進むと思う

が、今の状況だと、福井駅を出てどこにバス停があるのか分

からないこともあるため、その状況を変えていくことが必要

である。 

 

 

 

● その他 地域バス及び地域コミュニティバスの利用状況 

     【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】 

・ 地域コミュニティバス及びに地域バス、福井市南西方面で実

施している社会実験の利用状況について報告する。 

・ 社会実験については、フィーダー路線の一部事業計画を変更

したが、それ以降、利用者数が増加している。 

 

（座  長）  引き続き利用促進を図り、たくさん乗ってもらいたい。 

 

 

● その他 カーフリーデーふくい２０１２について 

     【ふくい路面電車とまちづくりの会】 
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（委  員） 

       【資料に基づく説明の要旨】 

・ 第６回カーフリーデーふくい２０１２を福井駅西口広場を

会場として行う。目的はクルマをおいてまちに出ようという

ことで、この日だけクルマ中心の移動から公共交通あるいは

自転車、徒歩という生活のスタイルに見直してみるために、

カーフリーデーという移動の場所を提供する。 

・ バスは大人と同伴の子ども料金が一乗車あたり１００円、え

ちぜん鉄道と福井鉄道は子ども１日フリー切符が１００円

となる。 

・ 会場では、お米やイベント買物５００円券のプレゼント、ミ

ニ電車、自転車運転シミュレーター、バスの乗り方教室等、

様々な企画を開催するので、是非ご来場いただきたい。 

 

 

⇒その他、意見はなく会議終了。 


