
平成２４年度 第５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 地域コミュニティバス運行支援事業の改正について 

【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】 

・ 平成２３年度から試行運行を開始している４地域の地域コミュニテ

ィバスについて、Ｈ２４年４月～Ｈ２５年３月の実績を見て継続運行

を判断することとしているが、現状は厳しく、このままでは殿下地区

を除いて廃止せざるを得ない現状である。 

・ しかし、地域コミュニティバスが公共交通空白地域に住む方の生

活の足となっている点や、地域の通学問題・渋滞問題の解消に寄

与する等、数値だけで評価できない面があるのも事実。 

・ そこで、当該事業の目的や意義を再認識した上で、地域の輸送実

態も勘案し、真にサービスを必要とする地域に、適切なサービスレ

ベルのフィーダー交通を提供できる制度とするために所要の修正

を行いたい。 

・ 主な変更点は以下の４つ 

① 定時定路線型運行について、１日３回の運行に要する経費

（基準運行回数相当額）を収支率算定時に控除 

② デマンド型運行に係る運行継続基準を新設 

③ ＰＤＣＡサイクルの具体化 

④ 地域内フィーダー系統確保維持事業対象地域が本格運行に

移行した場合の車両減価償却費補助の特例措置を新設 

 

 

（委  員）     当社が担当する地域では、防災研修や老人会の研修でもバスが

利用され、一生懸命、利用促進に取り組まれている。「伸びシロは

残っていないのか」という点では、こういった活動が行われていると

いう点を踏まえて、実情に合わせた基準をお願いしたい。 

 減価償却補助について、国の補助では減価償却費補助金の申

請ということになるが、福井市の場合は地域コミュニティバス運行



支援事業の中に含まれることになるのかを確認したい。 

 また、車両には、国土交通省で標準仕様が定められているほか、

シートの表皮を変更したり、多くは専用のラッピングをしている。こう

した特別仕様であっても、地域で合意形成があるものは、こうした

費用も含めて上限を設けてやっていくという考えでよろしいか。 

 

案件上程者    ラッピングについても１，８００万円の範囲内に含めて差し支えな

い、という方向で制度設計を詰めていく。 

 

（委  員）  ＰＤＣＡサイクルの「定性的基準を満たしているか」について、試行

運行を始める際に定性的基準を満たしていなければそもそも運

行を始めておらず、「ＮＯ」になることはスタート段階での問題であり、

それを判断基準に入れるのはどうなのか。 

          また、車両減価償却についてだが、減価償却が終わっている車

両が多いのではないか。 

 

案件上程者    現在は、減価償却が終わっている車両を使用している。 

 

（委  員）   本格運行して５年ほど経過し、減価償却が終了した後は、収支率

等を算定する際の取扱いはどのようになるのか。 

 

案件上程者    ５年経過後は補助対象減価償却費がなくなるので、収支率算定

時には、 初からこの部分は消えている。なお、補助金は５年間

だけの限定的な嵩上げである。 

 

（委  員）    ５年経過後も補助金はあるのか。 

 

案件上程者    本格運行に移行し、１台購入すると、その後の５年間は減価償却

費が経費に算入されるが、５年経過後は減価償却分の嵩上げは

なくなる。５年間で、購入に要した１，８００万円なりの投資を補助

金で埋めることになる。 

 

（座  長）   新車を購入してからの５年間が対象ということですね。それが、６

年目になった車両を使うというときには無いと。 

 

案件上程者    あと、例えば６年落ちの中古車両を買ってくることはほとんど想定



されないが、中古を取得する場合においても、購入した費用を５

年で償却するという考え方を適用する。例えば中古を１，０００万

円で購入すると、今後も５年以上使えるように改造し取得したと判

断する。１，０００万円を５年で償却し、１年当たり２００万円の補

助になる。いずれにせよ、５年経過後の減価償却補助はなくな

る。 

 

（座  長）    ＰＤＣＡサイクルでは、定性的基準を満たしているからこそ、運行

されているのではないかというご指摘があった。この点がクリアされ

ていなければ、ここに載っておらず、あえて入れる必要があるの

か。 

 

  案件上程者    指摘のとおり、定性的基準を満たしているからこそ始まっている。

補助対象要件を作っているが、各地域で作る計画はこれを満た

す 低の運行計画になっていないことが多い。例えば、３便、４便

必要という中で、もう少し便利にするために８便、９便走らせようと

いう計画になっているものもある。実情に合わせてサービス水準を

見直してほしいという意味で「定性的基準を満たしているか」を入

れている。 

 

（座  長）    作成基準は満たしているが、 初から過剰に盛り込むことがない

かどうかである。盛り込んではいるが、実際には需要が無く、無駄

なルート設定や走り方になっている時に、見直しがかかることを中

心に見ているということでよろしいか。 

 

（委  員）    それならば、「定性的基準を満たしているか」ではなく、「適正なサ

ービスレベルへと事業計画を修正等」が入るのではないか。「適

正」が何かという問題もあるが、「サービスのレベルダウンが可能

か」ということかと思う。 低のサービスレベルであれば、それ以上

下げることができず廃止になる。 

 

案件上程者    ご意見等を踏まえ、この部分の表現を修正させていただく。 

 

（座  長）    資料１－２で論点がまとめてあり、結果的に緩和になる。「妥当」と

考えられるかどうかが本日の論点になる。朝、昼、晩の３便は担

保し、その分を収支率算定から除外して計算することで、収支率



の改善に繋がる。 

 

（委  員）    ＰＤＣＡサイクルでは、「地域がどのような取り組みをし、どのような

結果になり、どのように改善し、伸ばしていくか」ということを行うこと

が重要であり。「伸びシロは残っていないのか」という点についても、

ＰＤＣＡサイクルの中に入れて考えるべきではないか。 

 地域では利用促進に悩まれていると思うので、福井市を挙げて勉

強や啓蒙活動を行うべきだ。改善されなければ、数年後に再び

基準の見直しや廃止の話になる。この会議に運輸支局の方がい

らっしゃるメリットも発揮していただきたい。 

 

（座  長）   試行運行２年目の「定量的基準を満たしているか」をＹＥＳ・ＮＯで

判断すると、「定量的」を中心に見ることになり、乗っていれば良い

という問題ではないというご指摘である。地域で取り組み、良くして

いこうと、皆が関われる状況にスパイラルアップしていれば、コミュ

ニティバスとしての意味も高まり、この部分もチェックの中に入れる

べきではないかという趣旨である。 

 フローの中で、「定量的基準を満たしているか」となると、「定量

的」にしか判断できない。フローに多く書き込むとややこしくなるが、

チェックシートのような簡単なもので、各地域で確認を取りながら

進めることができれば良い。 

 

（委  員）    デマンド型について、全国にはいろいろな形態がある。どのような

方式を採用するかについて、地域への情報提供と合意はどのよう

な手法で行うのか。運行の形を決めて地域に提示するのか、いく

つか用意し、地域に合ったものに組み替えるのか。やり方によって

は、スタートまでに時間がかかるのではないか。 

 

案件上程者   デマンド型にも、ドア・トゥ・ドア方式やダイヤを設定しないもの等

様々なものがあるが、福井市としては、デマンド型についてもあくま

でバス交通の一つであるという認識であり、タクシーとの差別化も

図る必要があると考えている。したがって、ルートと停留所、ダイヤ

については、定めることを基本とし、地域として「どこで乗り降りし、

どのルートで、どの時間に走りたい」ということを検討していただく。

車両については、ジャンボタクシーに加え、セダンタクシーで運行

することも認めていく。 



 

（委  員）    既存のバス停を使用するではなく、地域の実情に合わせて２００

～３００メートルの距離間でバス停を設置することも可能か。 

 また、デマンド型の地域交通を導入する際、地域で考えていただく

ためのマニュアルは別途用意するのか。 

 

案件上程者   地域に合わせてバス停を設けることは可能である。 

 先進都市ではガイドラインを作成しているところもあり、今回の改正

を機に福井市でも作成していくことを検討する。福井市型のデマ

ンド型や、定時定路線型についてもガイドラインを作成し、事業計

画や運行計画の作成基準を分かりやすく示すことも大事であると

考える。 

 

（委  員）    セダンタクシーの場合は、タクシーと同じ車両であり、第３者からは

普通のタクシーに乗っているように思われがちである。デマンド型

の公共交通であるという位置づけを明確にするために、外から見

て区別できる格好で提供してほしい。 

 

案件上程者    是非そのように区別できるようにしていく。 

 

（座  長）    高浜では、タクシーとして利用する車両と公共交通として使い車

両を、場合によって使い分けている。デマンド型の公共交通で使う

時にはマグネットを貼り付け、そうでない時には外し、個人のタクシ

ーとしての使い方との区別がつくようにしている。周りの目を気にせ

ずに使いやすくするということである。 

          デマンド型の交通については、中部運輸局でガイドラインをまとめ

られている 中である。各地での事例があり、それらのパターンや

ポイントをヒントにし、福井市の地域に合った形で具体的に地域へ

提示することになる。今後もご協力や情報提供をいただきたい。 

 

（委  員）   ＰＤＣＡサイクルについて、「ＮＯ」の場合は「廃止」になるが、せっ

かく地域で盛り上がり、試行運行を行っている。廃止が見込まれ

る段階で、例えば、地域が一定程度の経費を負担することで廃

止をとどめる策を設けることはできないのか。 

 

案件上程者    純粋に利用した方の運賃収入だけでは足りない時には、地域で



世帯負担金や協賛金等を集めて欠損額を減らすなり、収支率を

上げる取り組みが可能である。これまでにも地域には伝えており、

このような努力により廃止を免れることは可能である。 

 

（座  長）    「廃止」は「廃止」という表現のままでよろしいか。 

 

（委  員）   「廃止」の前の矢印には、今言われたような行間があるということ

で、図に明確に反映させる必要はないのか。地域に対しては説明

するだろうが、「この地域交通をしっかり軌道に乗せないと、地域

負担が生じる」ということを示さなければならない。乗る方だけがコ

ストを負担するのではなく、残していくためには、地域で支えていく

ことを地域住民に示すべきだ。 

 

案件上程者    地域で回数券の購入や負担金を集めているところもあり、想定は

している。行政として、住民の方に金銭の負担をさせると明言する

ことは条例で定めなければならず、欠損が出た時に出せということ

は明確に書くことができないのが悩ましいところ。 

 

（座  長）    表現自体は、書きようがないのでどうにもならない。 

 

案件上程者    書いてしまうと、地方自治法上、適法ではないという理論になりか

ねず、そのような議論になるようなことは行わない。「廃止を覚悟

しながら、世帯負担金等を集めていただければ、より残りますよ」と

いう内容までしか書くことができない。 

 

（座  長）    乗った人数である「利用実績」と書かれているが、地域でお金を

集めてサポートすることは「利用実績」とは異なる。「地域の様々

なサポートによって…」という言葉が入ると、その中に金銭的なサ

ポートも含まれる。今のままでは、どれだけ使っているかで判断す

るという読み方になる。 

 

案件上程者      「利用実績」は乗った数であり、乗った方が料金箱に入れたお金

にしか見えない。地域の方の多様な取り組みも「実績」として読み

取れるように、言葉の表現を修正させていただく。 

 

（座  長）   ご意見をいただいたものに修正を加え、改正させていただく。今後



の予定についても、資料１の内容でよろしいか。 

          議案１については、一部事務局の方で修正を加え、スケジュール

どおりに進めていくことでご承認いただく。 

 

⇒協議の結果を踏まえ、事務局において制度改正に係る作業を進めていくこと 

で了承を得る。 

 

 

 

 

 案件２ 地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 

【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】 

・ 福井市では国の地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィー

ダー系統）を活用してフィーダー系統の運行を行っており、当該事

業を活用するに当たっては事業評価を行い、国に報告することが

必要であるため、事務局が作成した評価案について当会議で協議

を行う。 

・ 別添１様式について、事業の実施状況はいずれも計画どおり実施

されているのでＡ評価としている。 

・ 一方、目標の達成状況は、殿下地域はほぼ及第点と考えＡとして

いるが、他の事業は、交通空白地域の解消という目的は達成して

いるものの、数値目標には届いていないことからＢとしている。 

・ 中部運輸局独自の様式では、補助対象系統だけでなく、地域の公

共交通ネットワーク全体の評価が求められており、ＰＤＣＡの流れに

沿って資料を作成することとされている。当市においては、補助対

象系統以外に、美山や海岸地域バス、清水プラント３を拠点とする

バス路線再編社会実験に取組んでいることを中心に記載してい

る。 

 

（委  員）    鷹巣・棗や鶉・宮ノ下・大安寺地域のコミュニティバスについては、

２６年度からデマンドに変更するということである。運行支援事業

の今後の予定では、地域への説明は４月以降となっているが、デ

マンドに移行することについて、既に地域と話し合われているよう



に見えるが、実際はどのようになっているのか。 

 

案件上程者   基準改正については、今年度の春から考えてきたが、制度改正

の具体的な説明までは地域には行ってきておらず、新制度の施

行後に行う。ただし、鷹巣・棗と鶉については、年末頃から「このま

までは厳しく、デマンドの方向で取り組んでみないか」と話を行って

いる。基準はきちんと固まっていないが、方向性に関しては適宜

示しながら説明を行い、地域の方にも概ねご了承をいただき、運

行協議会等にも諮りつつある状況である。 

 

（座  長）    地域の合意はあり、実績には「移行」と書ききっても問題はないと

いう理解になる。 

 

（委  員）    東郷地区の高齢者の方から「東郷駅へ行くニーズはない」という

ご意見をいただいた。 

 利用者のアンケートには、「コミュニティバスは利用しやすいから利

用している」という要素がある。利用していない人には関心がない

のか、何らかの問題があるので利用していないのではないか。利

用者だけでなく、地域のアンケート調査の実施をお願いしたい。そ

の中で新たな方針や施策が出てくると思う。 

 

案件上程者    今回参考資料として配布したアンケート調査の結果は、利用者対

象のアンケートであり、満足度も高めに出ていると思う。一方で、

利用者以外から「このような点が使いにくい」といった意見や、「祖

母がコミュニティバスに乗るようになったことで送迎の負担が減っ

た」というような、利用者していない人からの評価を幅広く吸い上

げることも重要である。今年度はできなかったが、是非行いたい。 

 

（委  員）    私にご意見があった時には、「地域コミュニティバスの運行は地域

で決めていることなので、地域や自治会の委員会等で発言するよ

うに」とお願いしている。たくさん声が上がれば、そのような方向に

修正されると思う。 

 

（座  長）    利用者の掘り起こしについては、使っていない人に使ってもらうこ

とが必要である。現在の運行にどのような課題があり、どのような

評価をしているのかを押さえることが重要である。アンケート調査



については、地域の中でも行っていただく方が良いのではないか。 

           「東郷駅へ行くニーズはない」というご意見では、補助対象要件

等の運営上の別の問題でもある。「使ってさらに便利になる」、「こ

のような使い方もある」ということで、本当の意図するフィーダー系

統に繋げ、次の地点に接続させる実績に持っていく工夫も、地域

の中で行っていただきたい。 

              「事業実施の適切性」の評価については、確かにきちんと運行が

行われているということで、「Ａ」で問題ない。「目標・効果達成状

況」は３段階であり、Ｂにしか付けようがない。 

 

⇒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 美山地域バスの事業計画修正に関する報告 

【説明者：福井市都市戦略部地域交通課】 

 

説明者   

【資料に基づく説明の要旨】 

・ 前回の会議での御指摘を踏まえて、改めて乗務員を通じて利用

者のご意見をお聴きする等して美山地域バスの事業計画を修正し

たので御報告する。 

・ 芦見ルートの乗継バス停は、京福バスに合わせて「小和清水」で

統一し、既存の小和清水は「小和清水東」に名称変更した。 

・ 味見ルートの休日ダイヤについては、伊自良温泉からの帰りに利

用されるであろう上りの第４便を約１時間前倒しし、これの影響で

下りの第３便と第４便も約１時間早まっている。 

・ 修正に際しては改めて小中学校とも協議、確認を行っており、４月

１日からこれで運行したい。 

 

（座  長）   後に、委員の方々からご意見をいただきたい。 

（委  員）   清明公民館での広報活動を評価している。公民館を利用する際

にバスを利用すると、公民館からチケットがもらえて何割か安くな

る。１０枚綴りを１１枚綴りにすること等を行っているようだ。 

（座  長）   地域の活動に使われるということで、積極的に展開していただき

たい。 



（委  員）   見直しの際には、地元の方のご意見を多く取り入れていただきた

い。 

（委  員）    老人会の総会があり、バスを利用するようにお願いしたい。 

（委  員）    少しでも利用者が多くなれば良いと思う。 

（委  員）    大変勉強になった。                    

 

以上 


