
平成２４年度 第４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 美山地域バスの事業計画変更について 

【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】 

・ 美山地域バスは、平成２１年４月から運行を開始しており、

今年の４月で丸４年が経過するが、この間、市や事業者に寄

せられた意見や要望等に基づき、事業計画の変更を行いたい。 

・ 芦見ルートの現在の利用状況を見ると、高齢者の方が、地域

バスと路線バスを乗り継ぐ形で、市中心部方面への通院や買

物のために利用されている傾向があると分かる。 

・ しかし、現在は平日ダイヤと休日ダイヤが設定されており、

特に平日は８時台に運行している便が休日は１０時台に運

行するため、休日ダイヤが適用される小中学校の夏休みや冬

休みなどを中心に、一部、高齢者の通院利用等に支障をきた

しているのが実情。 

・ そこで、当該ルートの利用実態を踏まえて、路線バス等との  

乗継改善も含めて、より便利に利用していただけるよう、所

要の修正を行う。 

・ 一方、味見ルートは、上味見地区等からの移動、あるいはス    

クールバスとしての機能に主眼を置いた事業計画、運行計画

となっているため、美山地区中心部に程近い蔵作や小宇坂町

はバス停が設定されていない。 

・ また、美山啓明小の近くに椙谷町という集落があるが、美山    

啓明小とＪＲ美山駅との間は、バス停の通過順序が上りと下

りで変則的であり、実質的に利用できない状況にあった。 

・ そこで、より多くの方に利用していただくとともに、京福バ

ス大野線のフィーダー路線としての機能を更に高めること

を目的として、バス停の新設や運行ルートの見直し等、所要

の修正を行う。 
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（座  長）   バス停の新設とルートの変更、学校の休暇期間の支障を解

消するためにダイヤの変更を行い、高齢者の利便性を図るこ

とが主な変更点である。スクール利用は子どもが減れば当然

少なくなるが、一般の利用者は堅調に推移しており、現行の

計画から大きく変える必要はないだろう。運行事業者の光タ

クシーの方には、一般の利用者からの意見は寄せられている

か。 

 

（委  員）   美山地域バスはスクール便が主体であり、学校に合わせた

ダイヤとなっている。利用者が増加傾向にある伊自良温泉の

利用者からは、帰りが１８時頃になると夕食の準備ができな

いため、休日だけでも早く帰れる時間にダイヤを設定してほ

しいと聞いている。 

 

（座  長）  利用者増を考え、この点も加味していく必要がある。 

 

案件上程者   ダイヤ改正にあたり、伊自良温泉側には聞き取りをしたが、

利用者の声は十分に届いていなかったようだ。休日ダイヤは

部活動からの帰宅に配慮した関係で、下りの第３便以降が若

干遅くなっているが、休日の遅くに移動する方は少ないよう

に考えられる。利用者からも意見を聞いた上で、第４便を少

し前倒しする方向で、再度検討する。 

 

（座  長）   前倒しすることで、スクール利用への影響は出ないのか。 

 

案件上程者   部活動帰りの生徒は、休日の下りの第３便を利用する。こ

れを第４便とし、１５時台に第３便を入れ、折り返し運行の

上りの第４便を前倒しして１６時台にできるよう、学校側と

調整したい。 

 

（委  員）   １点目として、小和清水駅のバス停は、京福バスと兼用に

なり、１つのバス停で２つの名称が付くのは、利用者にとっ

て分かりづらいのではないか。芦見ルートの小和清水駅を小

和清水とし、小和清水の名称変更を行うか、京福バスの小和

清水の名称変更を行うべきである 

         ２点目として、小和清水で京福バス大野線との接続になる

 2 / 9 
 



が、冬場の遅延等での、光タクシーと京福バスの連携はどの

ようになっているのか。 

 

案件上程者   １点目については、小和清水駅のバス停名を「小和清水」

と変更し、既存のバス停は別の名称を考えたい。既存のバス

停については、小和清水駅での越美北線や京福バスへの乗り

継ぎの利用者がほとんどである。距離も近いので、名称を変

更して様子を見た上で、利用がなければ廃止も検討したい。 

        ２点目の接続の連携については、休日の上りの第３便や下

りの第２便は、非常にタイトな時間設定になっている。この

ダイヤは先日雪が残る中で確認し、通常の状態であれば、遅

れなくいけると考えている。遅れが生じる期間には、京福バ

スにも、定時か若干遅い通過時刻にご配慮いただきたい。 

 

（座  長）   通常の場合は問題がないということだが、遅延等が生じた

場合には、どのような形で対応することになるのか。 

 

（委  員）   無線が届かず、難しいところである。バスロケーションシ

ステムにも対応していない。 

 

（座  長）   事前に決めた中での対応なら可能ということで了解した。 

 

（委  員）   各種データから、小和清水では京福バスや越美北線への乗

り換えが多いとの推測であるが、実際の利用者からも意見が

ある等の裏付けがあるのか。また、時刻表にも、京福バスや

越美北線との接続時間を分かりやすく表示すると使いやすい

のではないか。 

 

案件上程者   利用者や地域の方々からは、小和清水は乗り換えで使うこ

とが多いという意見が寄せられている。ミニ時刻表は、紙面

の関係もあり、難しいところだが、再度検討する。お知らせ

チラシや家庭配布用の時刻表には接続ダイヤを載せたい。 

 

（座  長）   ミニ時刻表は、名刺大で財布等には入るサイズだが、大き

なものがあっても良い。何度も使われる方には必要ないかも

しれないが、要望に合わせて行っていただきたい。 
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（委  員）   ポケット時刻表は、サイズとしては良い大きさだが、お年

寄りにとっては見にくいということも考えられるので、考慮

していただきたい。 

 

（委  員）   ミニ時刻表は、どこが用意し、配布するのか。 

 

案件上程者   市の方で用意し、バスの車内等で配布する。 

 

（委  員）   経費の問題はあるだろうが、やはり小さいと、どうしても

見にくくなる。利用者のことを考えると、少なくとも名刺サ

イズの２つ折りであればポケットにも入り、大きさは倍にな

るので見やすくなると思う。 

          

案件上程者   簡単に作れるということで名刺の用紙を想定していたが、

検討したい。 

 

（委  員）   また、夏休み等、学校の休暇日も休日ダイヤでの運行とな

っているが、利用者は事前に学校の休暇日がわかるのか。 

 

案件上程者   普段ご利用される方については、バスの車内に貼っている休

暇日も記載した時刻表で確認していただく。 

 

（委  員）   それ以外ではわからないのか。 

 

案件上程者   お子さんがいる方以外は、なかなかわからないと思う。 

 

（座  長）   ご意見をいただいた、時間の前倒しやバス停の名称変更に

ついてご検討をいただき、修正した上で、４月１日から実施

するということにしたい。 

 

⇒再度、事務局においてダイヤ等について検討・修正した上で変更を行うこと 

で協議が整ったものとする。 
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● 案件２ 海岸地域バス海岸広域ルートの事業計画変更について 

【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】 

・ こしの医院への通院の利便性を高めるため、八ツ俣方面第１

便を２０分繰り下げたダイヤに変更する。 

・ 免鳥町にある老人福祉施設「悠和園」には、国見、鷹巣地区

から入居者が多く、家族の面会も日常的に行われているが、

既存の公共交通機関を使って当該施設へ行くことは難しく、

アクセス改善を望む声が寄せられていた。 

・ また、当該施設には近隣小中学校からの慰問や職場体験学習

での訪問がある他、地区の高齢者を対象にした健康教室が行

われており、一定程度の公共性も認められる。 

・ そこで、施設への移動が想定される時間帯について施設への

延伸を行い、海岸地域バスの利用促進や福祉の向上を図る。 

 

（委  員）   今回の改正で２００人の利用者増を見込むということで、

全体利用者で言うと３～４％伸びると思うが、最終的な目標

はどのくらいか。 

 

案件上程者   地域コミュニティバスでは、運行１回あたりの基準を設け、

利用促進を図っているが、海岸地域バスでは、具体的な利用

目標は設けていない。多くの方に利用していただくことは重

要だが、利用目標を設けることは考えていない。 

 

（委  員）   福祉施策としての要素が強いバスだということで理解する。 

 

（委  員）   １点目として、こしの医院前に合わせて２０分繰り下げる

ことで今現在のダイヤで利用している方への影響は無いのか。 

         ２点目として、悠和園の来園の状況として、今まで路線バ

スで行かれている方はいるのか。 

 

案件上程者   １点目については、和布方面の第２便の短縮系統で一部、

通学に利用されており、この便はダイヤを固定して残さなけ

ればならない。一方、八ツ俣方面の第１便については、現在
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の利用状況を見ると、ほとんどがこしの医院に行かれる方で

あり、ほぼ影響はないと考えている。 

         ２点目については、施設側の推測にはなるが、悠和園の面

会者名簿等から把握できる分については、バスを利用して来

園する方はほとんどいない状況である。 

 

（座  長）   実際に、第１便の利用者はこしの医院へ行かれる方で、通

学等への影響はないということである。通学には第２便で対

応し、問題ないということだが、時間は早くないのか。 

 

案件上程者   第２便は鷹巣中学校の朝の課外授業等に対応したダイヤと

なっている。 

 

（座  長）   ２０分繰り下げる点は、軒下で待たずに済むための繰り下

げだが、遅く着くことで診療開始が遅くなるという影響はな

いのか。早く着けば、最初に受付ができるのではないか。 

 

（委  員）   こしの医院前は雨風が強い場所であり、町内の人に前日の

うちに名前を書いて受付をしてもらっている人もいる。 

         私はできるだけバスを利用しようと心掛けているが、停留

所でバスを待っていると、住民同士が顔見知りなので車で乗

せて行くという話になる。帰りも温泉に来ている近所の人が

車で乗せて帰ることも多い。行きは４、５人の友人と誘い合

ってバスで行っても、帰りは私一人になってしまうこと良く

ある。越廼地区は小さい集落であり、難しいところだ。 

 

（座  長）   時間については、前日に名前を書き、待たなくてもいいと

いうことで、今回提示いただいたものでよろしいか。 

 

（委  員）   資料によると、「開院時間まで軒先等で待っている」と書か

れており、寒い時期のことを考えると、到着が遅くなる現在

の案で良いのではないか。 

 

（座  長）   バスは北から来る場合、こしの医院で降車した場合には、

国道を渡らなければならなくなるため、バイパス開通以降、

施設内に乗り入れて乗降しているということである。押しボ
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タン等で横断歩道はあるのか。 

（委  員）   横断歩道があるだけで、信号機は設置されていない。 

 

（委  員）   スピードを出す車が多く、横断には怖い状況である。 

 

（座  長）   信号を付ける要望をされたと、新聞等で見たことがある。 

 

（委  員）   自治会長から話はあったようだが、事故があってからでは

いけないと思う。 

 

（座  長）   こしの医院の玄関先までバスが入るのなら、交通安全の面

からも良いことである。 

         悠和園についても、１ｋｍ弱延伸を行い、来園に利用して

いただくということで提案をいただいた。 

 

（委  員）   ダイヤ改正、路線の延伸が行われるとのことである。悠和

園側も十分に協力し、１１時過ぎから１４時までの行事を行

っていただきたい。施設に近くなるので、利用者が増えるの

ではないか。 

 

（座  長）   昼を挟むことになるので、必然的に食事を含めたイベント

を行うことになるということについては悠和園も了解してい

ると思うが、色々なイベントにつなげていけると良い。 

 

（委  員）   悠和園への旧道からバイパスへ繋がる道は、現在は、地元

の方しか通らない道である。広域ルートを運行しているのは、

小さい白ナンバーのバスではあるが、バスが通ることについ

て、地区への説明も行っていただきたい。 

 

案件上程者   その点については、ダイヤ変更等の広報と併せて行いたい。 

 

（座  長）   悠和園へは浜住方面から行くと、道路を渡ることになるの

で、悠和園の中へ入ることになるのか。 

 

案件上程者   悠和園の駐車場へ入ることを考えている。 
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⇒他に意見は無く、原案のとおり協議が整ったものとする。 

 

 

● 案件３ 乗合タクシー・本郷ルートの事業計画変更について 

【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】 

・ 本郷の乗合タクシーは平成１５年４月から本格運行を行っ

ているが、大きな見直しは平成２２年に実施した増便だけで

ある。 

・ そこで、利便性向上と利用者の一層の拡大のため、停留所の

新設や経路の変更等の見直しを実施したい。 

・ 具体的には、旧道を通ってすかっとランド九頭竜までアクセ

スしていたものを新道経由に変更した上で、堂下医院、福井

総合病院、福井温泉病院に停留所を新設する。 

・ ただし、福井温泉病院については純粋な延伸となるため、効

率的な運行を行う観点から、予約があった場合だけ運行（路

線不定期運行）とする。 

 

 

（委  員）   乗合タクシーから路線バスに乗り換える方の数は把握して

いるのか。 

 

（委  員）   数字の把握まではしていないが、すかっとランド九頭竜の

バス停で乗り換える方はいる。現在のダイヤでは、道が混ん

でいる場合は朝の第１便で京福バスに乗り継げないことがあ

ったため、見直しを行いたいということで今回提示したダイ

ヤとなっている。 

 

（委  員）   待合環境は、すかっとランド九頭竜よりも福井総合病院の

方が断然良い。屋根や待合所もあり、７時には病院内に入っ

て待っていられる。系統が違う市内バスも出ており、他のコ

ミュニティバスもここで結節しているので、ここで結節して

はどうか。 
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（座  長）   福井温泉病院の予約について、行きは車内で運転手に言っ

て行くことができ、帰りについても、行きの車内で予約でき

るということだが、電話でも予約できるのか。 

 

（委  員）   通常は、山間部で無線が飛ばないが、短波無線という特殊

な無線を使用している。幹線の停留所を通過する数分前に予

約の電話をいただければ、対応可能となっている。 

 

⇒他に意見は無く、原案のとおり協議が整ったものとする。 

 

 

● その他 京福バスナビについて 

【福井市都市戦略部地域交通課】 

 

案件上程者   

【説明の要旨】 

・ 当該会議でも何度か説明したが、今年度、福井市と京福バス

が連携して携帯電話やパソコンでバスの位置情報を検索す

ることができるバスロケーションシステムの整備を行って

きた。 

・ そのシステムが、平成２４年１２月１日から運用開始となっ

ている。ぜひ家族や友人にも薦めていただき、便利にバスを

利用して欲しい。 
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