
議案２：地域内フィーダー系統確保維持事業に係る事業評価について 

 

１．案件提出者  福井市都市戦略部地域交通課 

 

２．目的等 

地域公共交通確保維持改善事業実施要領（平成２３年１２月５日付け国総支第３

４号）及び地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価実施細目（平成２３年

１１月２８日付け国総支第３０号）に基づき、地域内フィーダー系統確保維持事業

の効果的かつ効率的推進を目的として、事業の実施状況の確認、目標達成状況等の

評価を行う。 

 

３．事業評価対象路線・地域等 

地域・系統の名称 
平成２３年度 

（H23.4～9） 

平成２４年度

（H23.10～H24.9）

ふくふくバス鷹巣・棗線（鷹巣・棗地域） ○ ○ 

酒生いきいきバス（酒生地域） ○ ○ 

鶉山バス（鶉～宮ノ下～大安寺地域） ○ ○ 

殿下かじかポッポー（殿下地域） ○ ○ 

麻生津循環線（福井鉄道株式会社）※ ― ○ 

  ※平成２３年１１月１４日から運行開始 

 

４．評価報告書（案）…別添のとおり 

 ○平成２３年度事業分 

・自己評価シート 

  ・地域内フィーダー系統確保維持事業概要様式（…二次評価プレゼン資料） 

 ○平成２４年度事業分 

  ・自己評価シート 

  ・地域内フィーダー系統確保維持事業概要様式（…二次評価プレゼン資料） 

 ※平成２４年度の評価結果については、平成２５年度地域内フィーダー系統

確保維持事業計画の作成に反映 

 

５．今後の予定 

 ○４月１３日：中部運輸局福井運輸支局に提出 

 ○５月１６日：第三者評価委員会（二次評価）…中部運輸局にて 

 ○６月３０日：平成２４年度評価結果を踏まえて、平成２５年度地域内フィーダー

系統確保維持計画を作成、国に提出 

 

６．参考添付 

○事業評価の概要 

○各地域コミュニティバス及び麻生津循環線の運行実績（平成２３年度分） 

○福井市地域コミュニティバス運行支援事業合同意見交換会の概要 

 
資料２ 



別紙３

平成24年4月13日

福井市、福井県、福井運輸支局、

事業者５社、福井県警察、

学識経験者１名、利用者代表６名、

県バス協会、県交通労働組合代表

事業名
補助対象
事業者等

事業概要 ③事業の今後の改善点

福井交通株式会社・
鷹巣・棗線

市北西部の鷹巣地
区浜住町から、交通
空白・不便地域であ
る白方町等を経由し
て福井温泉病院に
至る路線（路線定期
運行）

A 計画どおり事業は適切に実施された B

白方町や石橋町等の公共交通空
白・不便地域の解消が図られた。
運行１回あたりの利用者数について
は、目標10.7人/回に対し2.0人/回で
あった。収支率についても23.0％に
対し4.1％であった。交通空白地域の
利用者を中心に、想定を大幅に下
回ったため。

温浴施設や病院から午前中に帰宅でき
るよう下り第１便のダイヤを1時間繰り上
げた。
今後は、車両に貼り付けるマグネットを
大きく目立つものにする等、さらなる周知
徹底を図るとともに、沿線の温浴施設と
連携した利用促進策を講じていく。

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス東
郷ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス北
ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス南
ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

京福バス株式会社・
鶉山バス南北ルート A 計画どおり事業は適切に実施された

京福バス株式会社・
鶉山バス東西ルート A 計画どおり事業は適切に実施された

光タクシー有限会
社・殿下かじかポッ
ポー地区外ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

光タクシー有限会
社・殿下かじかポッ
ポー上町内ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

光タクシー有限会
社・殿下かじかポッ
ポー下町内ルート

A 計画どおり事業は適切に実施された

①事業実施の適切性 ②目標・効果達成状況

B

斜面住宅団地や公共交通空白・不
便集落等において交通弱者の移動
手段を確保できた。
運行１回あたりの利用目標について
は、7.7人/回に対し1.9人/回であっ
た。収支率についても、24.0％に対し
6.7％であった。交通空白地域外の集
落等からの想定を大幅に下回ったこ
と、午後の利用（主に買物目的）が想
定を大幅に下回ったこと、ＪＲ越前東
郷駅周辺への通院等の移動ニーズ
がほとんどなかったため。

B

公共交通空白・不便地域の解消が
図られた。
運行１回あたりの利用目標について
は、9.2人/回に対し2.3人/回であっ
た。収支率も、23.0％に対し3.1％で
あった。宮ノ下地区への買物利用が
想定を大幅に下回ったため。

B

陸上交通に係る
地域公共交通確保維持事業
（地域内フィーダー系統）

市街地の東に位置
する酒生地域（農山
漁村地域）におい
て、高尾町の住宅団
地を起点に、既存集
落を経由してＪＲ東
郷駅や済生会病院、
東部プラザ（スー
パー）を結ぶ路線
（路線定期運行）

市北西部の鶉地域
において、既存集落
を経由し宮ノ下地区
の商業施設や大安
寺地区の温浴施設、
病院等に至る路線
（路線定期運行）

市南西部の殿下地
区（中山間地域）の
谷あいの集落から、
地区の中心部を経
由して清水地域拠点
（大規模商業店舗を
核とした日常生活拠
点）に至る路線（区
域運行）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業・平成２３年度事業分）

協議会・構成員

これまで路線バスが利用できなかっ
た７箇所の既存集落（公共交通空白
地域）において、高齢者等の移動手
段を確保することができた。
運行１回あたりの利用者数について
は、3.0人/回に対し5.1人と目標を達
成した。一方、収支率は、15％に対し
7.8％であった。地区内の移動が当初
の想定を大幅に下回ったため。

曜日によって設定本数やダイヤが異なる
など、メインユーザーである高齢者にとっ
て分かりにくい運行計画となっているた
め、毎日の設定本数やダイヤを揃えて、
シンプルで分かりやすい計画とする。
予約に不慣れな高齢者を集め、予約・利
用の実演会を開催する。

買物での利用を促進するため、バス停位
置やダイヤの見直しを行う。
地区の行催事等の際にバス利用を呼び
かけることで、日常的な利用促進につな
げていく。

地区の行催事等の際にバス利用を呼び
かけることで、日常的な利用促進につな
げていく。
利用実績や沿線の紹介記事を掲載した
広報紙を定期的に発行し、地域住民へ
の浸透・定着を図っていく。
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【各評価項目の評価基準】
①事業実施の適切性
　　Ａ…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された（されている）。
　　B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった（一部実施されない見込み）。
　　C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった（実施されない見込み）。

②目標・効果達成状況
　　A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した（する見込み）。
　　B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった（一部達成できない見込み）。
　　C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった（達成できない見込み）。



福井市

福井市都市交通戦略（平成２１年２月策定）では、ＪＲ福井駅を中心とする６方向の公共交通幹線軸とそれぞれの地域特性に応じた交通サービス
（フィーダー路線等）との組合せによって、市内全域で利便性の高い公共交通ネットワークを構築することとしている。
このうちフィーダー路線については、従来は市が主体となって乗合タクシーや地域バスの運行を維持（支援）してきたところであるが、平成２２年度か

らは「福井市地域コミュニティバス運行支援事業」により、地域住民が主体となったコミュニティバスの運行計画策定や利用促進活動等を重点的に支援
することとしており、平成２３年９月末現在、下記の４地域において地域内フィーダー系統確保維持事業を活用した運行を行っている。

事業概要

別紙 ４地域内フィーダー系統確保維持事業概要様式

平成２３年６月３０日NW計画策定

■殿下地域（中山間地域）
■殿下地域（中山間地域）

■鶉～宮ノ下～大安寺地域（農山漁村地域）
■鶉～宮ノ下～大安寺地域（農山漁村地域）

■鷹巣・棗地域
（農山漁村地域）

■鷹巣・棗地域
（農山漁村地域）

ＪＲ福井駅
（中心市街地）

■酒生地域（農山漁村地域）
■酒生地域（農山漁村地域）

酒生いきいきバス

殿下かじかポッポー
（殿下地域コミュニティバス）

殿下かじかポッポーと
地域の子供たち

公共交通幹線軸と地域
特性に応じたフィーダー
系統との組合せ

公共交通幹線軸と地域
特性に応じたフィーダー
系統との組合せ

６方向の
公共交通幹線軸

の強化

斜面住宅団地や既存集落等の公共交通
空白・不便地域を解消
地域間幹線系統（大野線）のダイヤ上の
空白を補完
冬季積雪時の中学生の通学手段を確保

・

・

・

谷あいの交通空白集落（７箇所）が主なサービス提供区域
主に高齢者の通院、買物、温浴施設等への移動手段を確保
路線・ダイヤ設定型デマンド運行

・
・
・

地域間幹線系統が利用しづらい既存集落をきめ細かく運行
地域内に点在する商業施設、金融機関、公民館、温浴施設等を経
由し、交通弱者の日常的な移動手段を確保

・
・

海岸沿いの集落から交通空
白・不便地域を経由し、温浴施
設や病院等が立地する地域拠
点まで運行

・



○事業の実施状況
●４地域とも計画どおり適切に実施されていた。

○計画の昨年からの改善点（初年度の場合は事業実施前との比較）
●鷹巣・棗線ふくふく号について、地域住民による協議に基づき、停留所を１箇所新設した。

○事業の成果、目標・効果達成状況

●４地域のフィーダー系統の運行によって、公共交通空白・不便地域の解消が図られるとともに、地域間幹線系統等と乗り継ぐ形での広域的な移動
の利便性の確保・向上が実現できた。
殿下地域では、福島県からの避難者の受け入れに熱心に取組んでおり、ショートステイに訪れた小学生やその父兄の交通手段としても有効活用
に活用された。

●一方で、定量的な目標（運行１回あたりの平均利用者数、収支率）については、いずれの路線も設定値を大きく下回った。

○協議会の開催状況

●協議会（福井市地域生活交通活性会議。以下「会議」という。）は、下記の委員により構成し、福井市都市交通戦略に掲げる全域交通ネットワーク
の実現に向けて、既存バス路線の再編等によるサービス向上策や地域特性にふさわしいフィーダー路線の運行計画等について幅広い議論を
行っている。

福井運輸支局、福井県、福井市、京福バス㈱、福井鉄道㈱、光タクシー（有）、えちぜん鉄道㈱、まちづくり福井㈱、福井県警察、学識経験
者（座長）、利用者代表（ふくい路面電車とまちづくりの会、自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、県高等学校PTA連合会、市
PTA連合会）、福井県バス協会、福井県交通産業労働組合協議会 計１８名

福井市、福井県、福井運輸支局、京福バス㈱、福井鉄道㈱、光タクシー（有）、えちぜん鉄道㈱、まちづくり福井㈱、福井県警察、学識経験
者（座長）、利用者代表（ふくい路面電車とまちづくりの会、自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、県高等学校ＰＴＡ連合会、市ＰＴ
Ａ連合会）、福井県バス協会、福井県交通産業労働組合協議会 計１８名

●地域住民が主体となった事業計画の策定
・地域住民等が主体となって、アンケート調査やヒアリング等を実施、移動ニーズの把握や利用予測を行った上で、市が定める一定の基準に基づ
き、住民同士の話し合いのもとでルートや停留所、ダイヤや便数等を設定

●会議の前に『検討会』で事前調整
・事業計画については、会議に諮る前に、その専門部会である「検討会」において既存バス路線との整合性や利用目標の妥当性等について議論、
確認等を行っている。

●当該４地域に関しては、平成２２年９月１０日以降、平成２３年８月１２日まで延べ５回の会議（検討会２回を含む）を開催



○地域における課題、今後の目標・改善点

○自己評価のポイント（地域における取組み、工夫した点など）

◎地域のコミュニティを活かしたきめ細かい利用促進活動と、地域の再生・活性化のツールとしてのバスの活用【殿下地域】
・地域住民による、高齢者への聴き取り調査等によるニーズの把握
・高齢者を対象とした、バスの予約方法等に関する実演会の開催
・福島県からの小学生のショートステイ（夏休み）等におけるバスの活用（野外活動やイベント等において）

◎“知ってもらう”から“実際に使ってもらう”ための取組み
・運行地域は農山村地域であるため、自家用車は勿論、農作業のため軽トラックは生活に欠かせない存在であり、かなり高齢になっても免許を手放さ
ない（手放せない）状況。

・一般的には、何らかの機会に一旦公共交通を利用すると、その後も定期的に利用する傾向（酒生地域住民等からの聴き取りでも同様の回答あり）。
⇒地域住民が主体となった利用促進活動においては、単に広報紙等で“知ってもらう”だけでなく、各種イベント等を通じて“実際に利用してもらう”と
いった取組みが重要。

◎沿線地域が連携した取組みによる利用拡大
・地域コミュニティバス運行協議会の組織構成や各種取組みについて、一つの地区内で完結しているのが実状（これまで本市では、小学校区単位で
住民参加のまちづくりを推進してきたことによる）。

⇒バスの利用促進だけでなく、地域の活性化を図っていく観点からも、沿線地域の連携した取組みによって、より幅広に新規の利用者を獲得していくこ
とが必要。

◎コミュニティバスの必要性を適切に判断できるような評価基準の設定
・福井市地域コミュニティバス運行支援事業では、効率的、効果的に補助事業を執行する観点から、利用者数や収支率等の実績を重視しがち。
・一方、『高齢者の外出が増えた』、『（高齢者が）運転免許を返納した』、『家族等の送迎の負担が減った』、『送迎による道路混雑が解消された』、と
いった意見も地域住民から寄せられているところ。

⇒コミュニティバスの必要性や運行継続の可否を判断する際は、こうした視点が特に重要。これらの効果を客観的に捉えるための調査方法や、地域コ
ミュニティバス運行支援事業における運行継続基準の在り方等について、今後検討していく必要。

◎遺跡を活用したまちづくりと連携したバスの利用促進【酒生地域】
・遺跡祭りにおけるバスの増便と、チラシ等の回覧による利用呼びかけ
・バスを利用した遺跡めぐりイベントの実施（地域の運行協議会会長自らが語り部となって同行、案内）

◎公民館での回数券販売等【鶉地域】
・毎週、土曜日の午後に公民館で回数券を販売
・現役世代に対する、クルマから公共交通への転換の意識付け（自分達が高齢者になった時に困らないよう、今からバスを使う習慣を身につける）
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平成24年4月13日

福井市、福井県、福井運輸支局、

事業者５社、福井県警察、

学識経験者１名、利用者代表６名、

県バス協会、県交通労働組合代表

事業名
補助対象
事業者等

事業概要 ③事業の今後の改善点

福井交通株式会社・
鷹巣・棗線

市北西部の鷹巣地
区浜住町から、交通
空白・不便地域であ
る白方町等を経由し
て福井温泉病院に
至る路線（路線定期
運行）

A 計画どおり事業は適切に実施される
見込み B

白方町や石橋町等の公共交通空
白・不便地域の解消が図られた。
運行1回あたりの利用目標10.7人に
対し、2.5人程度にとどまる見込み。
収支率についても23.0％に対し5％
程度にとどまる見込み。交通空白地
域の利用者を中心に、想定を大幅に
下回ったため。

利用者の意向等を調査し、地域とも十分
に協議しながら、デマンド型運行への変
更の可能性についても検討する。

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス東
郷ルート

A 計画どおり事業は適切に実施される
見込み

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス北
ルート

A 計画どおり事業は適切に実施される
見込み

京福バス株式会社・
酒生いきいきバス南
ルート

A 計画どおり事業は適切に実施される
見込み

京福バス株式会社・
鶉山バス南北ルート B

一部の便で利用者が僅少であり、計
画の一部について適正性に欠けて
いた

京福バス株式会社・
鶉山バス東西ルート B

一部の便で利用者が僅少であり、計
画の一部について適正性に欠けて
いた

光タクシー有限会
社・殿下地域コミュニ
ティバス地区外ルー
ト

A 計画どおり事業は適切に実施される
見込み Ｂ

光タクシー有限会
社・殿下地域コミュニ
ティバス上町内ルー
ト

Ａ
計画どおり事業は適切に実施される
見込み（利用実績等を踏まえた地域
住民の協議に基づき、4月以降、地
区外ルートに統合）

Ｂ

光タクシー有限会
社・殿下地域コミュニ
ティバス下町内ルー
ト

Ａ
計画どおり事業は適切に実施される
見込み（利用実績等を踏まえた地域
住民の協議に基づき、4月以降、地
区外ルートに統合）

Ｂ

地区内だけでなく、地区外からの利用者
を取り込むため、当該地区の歴史や遺
跡を活用したイベント等を通じてバス利
用の周知広報を図っていく。

陸上交通に係る
地域公共交通確保維持事業
（地域内フィーダー系統）

これまで路線バスが利用できなかっ
た７箇所の既存集落（公共交通空白
地域）において、高齢者等交通弱者
の移動手段を確保することができ
た。
目標3.0人/回に対し4.8人程度と目標
を達成できる見込み。一方、収支率
は15％に対し、8％程度にとどまる見
込み。地区内の移動が当初の想定
を大幅に下回ったため。

②目標・効果達成状況

B

斜面住宅団地や公共交通空白・不
便集落において、交通弱者の移動手
段を確保できた。
目標7.7人/回に対し3.0人にとどまる
見込み。収支率についても24.0％に
対し、10％程度にとどまる見込み。交
通空白地域外の集落等からの想定
を大幅に下回ったこと、午後の利用
（主に買物目的）が想定を大幅に下
回ったこと、（冬季の中学生以外は）
ＪＲ越前東郷駅周辺への移動ニーズ
がほとんどないため。

Ｂ

公共交通空白・不便地域の解消が
図られた。
目標9.2人/回に対し、3.3人程度にと
どまる見込み。収支率も23.0％に対
し、5％程度にとどまる見込み。
高齢者を中心に、クルマ利用からの
転換が十分に図られていないため。

①事業実施の適切性

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業・平成２４年度事業分）

協議会・構成員

平成24年4月から、買物の利便性向上の
ため、バス停位置及びダイヤの見直しを
行った。今後は、沿線の商業店舗等と連
携し、利用促進や待合環境の整備等に
取り組んでいく。

沿線の温浴施設の割引券を発行し、殿
下地域住民をはじめ、他地域から当該施
設を利用する者を取り込むことによって
利用者の拡大を図っていく。

市街地の東に位置
する酒生地域（農山
漁村地域）におい
て、高尾町の住宅団
地を起点に、既存集
落を経由してＪＲ東
郷駅や済生会病院、
東部プラザ（スー
パー）を結ぶ路線
（路線定期運行）

市北西部の鶉地域
において、既存集落
を経由し宮ノ下地区
の商業施設や大安
寺地区の温浴施設、
病院等に至る路線
（路線定期運行）

市南西部の殿下地
区（中山間地域）の
谷あいの集落から、
地区の中心部を経
由して清水地域拠点
（大規模商業店舗を
核とした日常生活拠
点）に至る路線（区
域運行）



別紙３

平成24年4月13日

福井市、福井県、福井運輸支局、

事業者５社、福井県警察、

学識経験者１名、利用者代表６名、

県バス協会、県交通労働組合代表

事業名
補助対象
事業者等

事業概要 ③事業の今後の改善点②目標・効果達成状況①事業実施の適切性

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業・平成２４年度事業分）

協議会・構成員

福井鉄道株式会社・
青葉台ルート A 計画どおり事業は適切に実施される

見込み

福井鉄道株式会社・
江尻ヶ丘ルート A 計画どおり事業は適切に実施される

見込み

【各評価項目の評価基準】
①事業実施の適切性
　　Ａ…事業が計画に位置づけられたとおり、適切に実施された（されている）。
　　B…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されていない点があった（一部実施されない見込み）。
　　C…事業が計画に位置づけられたとおりに実施されなかった（実施されない見込み）。

②目標・効果達成状況
　　A…事業が計画に位置付けられた目標を達成した（する見込み）。
　　B…事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった（一部達成できない見込み）。
　　C…事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった（達成できない見込み）。

陸上交通に係る
地域公共交通確保維持事業
（地域内フィーダー系統）

福井鉄道福武線の
浅水駅前を起点に、
斜面住宅団地の青
葉台や江尻ヶ丘、
スーパー等を経由す
る循環路線（路線定
期運行）

Ｂ

公共交通空白地域であった青葉台
や江尻ヶ丘等の斜面住宅団地にお
いて交通弱者の移動手段を確保す
ることができた。
目標9,500人/年（H24年度は運行日
数で按分し8,358人）に対し、約68％・
5,700人程度にとどまる見込み。収支
率20％の目標に対し14％程度にとど
まる見込み。は9:30と12:00の便が他
の便と比べて利用が低調であったた
め。

利用者の移動ニーズ等を調査しながら、
利用が少ない便のダイヤを調整する。鉄
道等のお得な切符のPRにより、地域間
交通と乗り継ぐ形での利用を推奨する。



福井市

福井市都市交通戦略では、ＪＲ福井駅を中心とする６方向の公共交通幹線軸と各地域の特性に応じた交通サービス（フィー
ダー路線等）との組合せによって、市内全域で利便性の高い公共交通ネットワークを構築することとしている。
中でもフィーダー路線については、地域住民が主体的に運行計画の作成や利用促進等に取り組むことを基本としつつ、路線バス事業者の自主運

行路線の計画変更等も含めて、地域に最も適した手法により、公共交通空白・不便地域の解消やサービス水準の向上を図ることとしている。

事業概要

別紙 ４地域内フィーダー系統確保維持事業概要様式

平成２３年６月３０日NW計画策定

ＪＲ福井駅
（中心市街地）

酒生いきいきバス

公共交通幹線軸と地域
特性に応じたフィーダー
系統との組合せ

公共交通幹線軸と地域
特性に応じたフィーダー
系統との組合せ

６方向の
公共交通幹線軸

の強化

■鷹巣・棗地域
（農山漁村地域）

■鷹巣・棗地域
（農山漁村地域）

海岸沿いの集落から交通空
白・不便地域を経由し、温浴施
設や病院等が立地する地域拠
点まで運行

・

■鶉～宮ノ下～大安寺地域（農山漁村地域）
■鶉～宮ノ下～大安寺地域（農山漁村地域）

地域間幹線系統が利用しづらい既存集落をきめ細かく運行
地域内に点在する商業施設、金融機関、公民館、温浴施設等を経
由し、交通弱者の日常的な移動手段を確保

・
・

■酒生地域（農山漁村地域）
■酒生地域（農山漁村地域）

斜面住宅団地や既存集落等の公共交通
空白・不便地域を解消
地域間幹線系統（大野線）のダイヤ上の
空白を補完
冬季積雪時の中学生の通学手段を確保

・

・

・
殿下かじかポッポー
（殿下地域コミュニティバス）

■殿下地域（中山間地域）
■殿下地域（中山間地域）

谷あいの交通空白集落（７箇所）が
主なサービス提供区域
主に高齢者の通院、買物、温浴施
設等への移動手段を確保
路線・ダイヤ設定型デマンド運行

・
・
・

■麻生津循環線（福井鉄道㈱）
■麻生津循環線（福井鉄道㈱）

今後、急速な高齢化が見込まれる斜面
住宅団地内をきめ細かく運行
福井鉄道福武線の浅水駅前やスー
パーマーケット等を経由し、交通弱者の
日常生活に必要な移動手段を確保

・

・



○協議会の開催状況
●協議会（福井市地域生活交通活性会議。以下「会議」という。）は、下記の委員により構成し、福井市都市交通戦略に掲げる全域交通ネットワーク
の実現に向けて、既存バス路線の再編等によるサービス向上策や地域特性にふさわしいフィーダー路線の運行計画等について幅広い議論を
行っている。

福井運輸支局、福井県、福井市、京福バス㈱、福井鉄道㈱、光タクシー（有）、えちぜん鉄道㈱、まちづくり福井㈱、福井県警察、学識経験
者（座長）、利用者代表（ふくい路面電車とまちづくりの会、自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、県高等学校PTA連合会、市
PTA連合会）、福井県バス協会、福井県交通産業労働組合協議会 計１８名

○計画の昨年からの改善点（初年度の場合は事業実施前との比較）
●鷹巣・棗地域については、午前中の病院からの帰宅に適したダイヤとなるよう、下り第１便の運行時刻を１時間繰り上げた。
●殿下地域については、メインユーザーである高齢者にとって分かりやすく利用しやすいダイヤとなるよう、曜日毎の設定便数を統一し、かつ、運休
日をなくした。（３６５日・毎日同じ便数設定） ※いずれも平成２４年１０月１日実施

○事業の実施状況
●鷹巣・棗地域、酒生地域及び麻生津循環線については計画どおり実施されている。
●殿下地域については、地区外ルートの利用者が約８割を占めており、こうしたニーズに適切に応えるため、上町内ルート及び下町内ルートの各２往
復を統合し、かつ、清水プラント３まで経路を延長する等、弾力的な運用を図りながら適切に事業を実施している。

●鶉～宮ノ下～大安寺地域については、一部の便で利用者が僅少であり、計画の一部で適正性が欠けていた。このため、事業の継続性を重視し、平
成２４年４月から減便による経費節減を図る一方で、利用者の利便性を確保するためのバス停位置見直しやダイヤ調整を行うなど、計画の不備な
点を補う形で適切に事業を実施している。

○事業の成果、目標・効果達成状況
●５地域のフィーダー系統の運行によって、公共交通空白・不便地域の解消が図られるとともに、地域間幹線系統等と乗り継ぐ形での広域的な移動
の利便性の確保、向上が実現できた。
また、酒生地域については、冬季間の中学生のバス通学によって、中学校周辺における送迎車両による交通混雑が緩和された。殿下地域では、福
島県から避難者やショートステイ滞在者の交通手段として活用が図られたことや、高齢者１名が免許を返納した点が特に評価できる。

●一方で、定量的な目標については、殿下地域における運行１回あたりの平均利用者数に関しては達成の見込みが高いものの、他の地域、目標に
ついては達成できる見込みが低いことから、目標設定を見直すことについても検討が必要である。

●地域住民が主体となった事業計画の策定
・地域住民等が主体となって、アンケート調査やヒアリング等を実施、移動ニーズの把握や利用予測を行った上で、市が定める一定の基準に基づ
き、住民同士の話し合いのもとでルートや停留所、ダイヤや便数等を設定。（麻生津循環線を除く）

●会議の前に『検討会』で事前調整
・事業計画については、会議に諮る前に、その専門部会である「検討会」において既存バス路線との整合性や利用目標の妥当性等について議論、
確認等を行っている。（麻生津循環線を除く）

●当該５地域に関しては、平成２２年９月１０日以降、平成２４年１月２６日まで延べ７回の会議（検討会２回を含む）を開催



○地域における課題、今後の目標・改善点

○自己評価のポイント（地域における取組み、工夫した点など）

◎４地域の住民代表、運行事業者等による合同意見交換会の開催【福井市主催】
・４地域の運行協議会代表者、運行事業者、福井運輸支局、福井市地域生活交通活性化会議座長が出席
・運行開始１年目の取組状況を振り返るとともに、各地域の活動状況に関する情報共有、地域の課題等に関する意見交換等を行った

◎“知ってもらう”から“実際に使ってもらう”ための取組み
・運行地域は農山村地域であるため、自家用車は勿論、農作業のため軽トラックは生活に欠かせない存在であり、かなり高齢になっても免許を手放さ
ない（手放せない）状況。

・一般的には、何らかの機会に一旦公共交通を利用すると、その後も定期的に利用する傾向（酒生地域住民等からの聴き取りでも同様の回答あり）。
⇒地域住民が主体となった利用促進活動においては、単に広報紙等で“知ってもらう”だけでなく、各種イベント等を通じて“実際に利用してもらう”と
いった取組みが重要。

◎沿線地域が連携した取組みによる利用拡大
・地域コミュニティバス運行協議会の組織構成や各種取組みについて、一つの地区内で完結しているのが実状（これまで本市では、小学校区単位で
住民参加のまちづくりを推進してきたことによる）。

⇒バスの利用促進だけでなく、地域の活性化を図っていく観点からも、沿線地域の連携した取組みによって、より幅広に新規の利用者を獲得していくこ
とが必要。

◎コミュニティバスの必要性を適切に判断できるような評価基準の設定
・福井市地域コミュニティバス運行支援事業では、効率的、効果的に補助事業を執行する観点から、利用者数や収支率等の実績を重視しがち。
・一方、『高齢者の外出が増えた』、『（高齢者が）運転免許を返納した』、『（家族等の送迎の負担が減った』、『送迎による道路混雑が解消された』、と
いった意見も地域住民から寄せられているところ。

⇒コミュニティバスの必要性や運行継続の可否を判断する際は、こうした視点が特に重要。これらの効果を客観的に捉えるための調査方法や、地域コ
ミュニティバス運行支援事業における運行継続基準の在り方等について、今後検討していく必要。

◎地域のコミュニティを活かしたきめ細かい利用促進活動と、地域の再生・活性化のツールとしてのバスの活用【殿下地域】
・地域住民による、高齢者への聴き取り調査等によるニーズの把握
・高齢者を対象とした、バスの予約方法等に関する実演会の開催
・福島県からの小学生のショートステイ（夏休み）等におけるバスの活用（野外活動やイベント等において）

◎遺跡を活用したまちづくりと連携したバスの利用促進【酒生地域】
・遺跡祭りにおけるバスの増便と、チラシ等の回覧による利用呼びかけ
・バスを利用した遺跡めぐりイベントの実施（地域の運行協議会会長自らが語り部となって同行、案内）

◎公民館での回数券販売等【鶉地域】
・毎週、土曜日の午後に公民館で回数券を販売
・現役世代に対する、クルマから公共交通への転換の意識付け（自分達が高齢者になった時に困らないよう、今からバスを使う習慣を身につける）



参考：事業評価の概要 

 
１．目的 

  補助対象事業について、事業の実施状況の確認、目標達成状況等の評価を行うことに

よって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的とする。 

 
２．基本的事項 

 ●地域公共交通確保維持改善事業により支援を受けた事業については、毎年度、協議会

（当市の場合は福井市地域生活交通活性化会議）において事業の実施状況の確認、評

価を行う。 

 ●評価等の結果については、毎年補助金の交付を受けようとする会計年度の４月末まで

（平成２４年度は４月１３日まで）に、地方運輸局（当市の場合は中部運輸局）に報

告するとともに、公表するものとする。 

 
３．評価項目 

 ①事業実施の適切性 

・ 事業が適切に実施された（されているか）。 

・ 計画どおり実施されなかった（されていない）場合はその理由を明らかにする。 

 ②目標・効果の達成状況 

・ 計画に位置づけられた定量的な目標・効果が達成された（達成できる見込み）か。 

・ 達成できなかった（できない見込み）場合には、理由等を分析の上、明らかにす

る。 

 ③事業の今後の改善点 

・ 実施した事業について改善点があるかどうかを、事業の目的の達成状況を考慮し

た上で検証したか。 

・ 必要に応じて、上記の検証結果を踏まえて具体的な改善策を検討したか。 

・ 併せて、より適切な目標について検討する。 

 
４．公表の様式 

 ・自己評価シート、その他 

 
５．事業評価のスケジュール 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

4 月     9 月 10 月    3 月 4 月     9 月 10 月    3 月 4 月     9 月

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

H23 年度事業 事業評価 ● 
二次評価 

事業計画 
見直し等

H24 年度事業 

● 
二次評価 

事業計画 
見直し等事業評価 

H25 年度事業 

23 年 4 月から
の新規事業に
つき、23 年度
の事業期間は
半年 

計画策定、提出  ● 
二次評価 

事業計画 
見直し等事業評価 



地域コミュニティバス輸送実績（平成２３年度）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 計 運行回数
運行1回あたり

利用者数 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 運行回数
運行1回あたり

利用者数 計 運行回数
運行1回あたり

利用者数

鷹巣・棗地域
（農山漁村地域）

鷹巣・棗線 128 121 105 147 125 118 744 370.0 2.0 126 132 129 131 156 209 883 367.5 2.4 1,627 737.5 2.2 10.7人／回

東郷ルート 11 21 12 10 9 13 76 296.0 0.3 8 29 245 627 683 212 1,804 311.0 5.8 1,880 607.0 3.1

北ルート 98 77 108 91 96 97 567 300.0 1.9 64 75 83 81 91 88 482 245.0 2.0 1,049 545.0 1.9

南ルート 154 177 185 201 275 265 1,257 414.0 3.0 245 229 298 263 307 307 1,649 514.5 3.2 2,906 928.5 3.1

計 263 275 305 302 380 375 1,900 1,010.0 1.9 317 333 626 971 1,081 607 3,935 1,070.5 3.7 5,835 2,080.5 2.8

南北ルート ― ― 18 76 83 98 275 354.0 0.8 61 120 54 57 41 74 407 654.0 0.6 682 1,008.0 0.7

東西ルート ― ― 99 410 267 557 1,333 354.0 3.8 408 489 425 403 557 396 2,678 654.0 4.1 4,011 1,008.0 4.0

計 0 0 117 486 350 655 1,608 708.0 2.3 469 609 479 460 598 470 3,085 1,308.0 2.4 4,693 2,016.0 2.3

地区外ルート 102 94 104 72 75 107 554 114.5 4.8 144 196 161 120 145 214 980 222.5 4.4 1,534 337.0 4.6

上町内ルート 26 17 9 36 2 2 92 6.5 14.2 1 0 6 2 14 5 28 8.0 3.5 120 14.5 8.3

下町内ルート 24 5 37 17 7 51 141 33.5 4.2 24 30 13 22 14 52 155 61.0 2.5 296 94.5 3.1

計 152 116 150 125 84 160 787 154.5 5.1 169 226 180 144 173 271 1,163 291.5 4.0 1,950 446.0 4.4

福井鉄道・麻生津循環線（青葉台ルート・江尻ヶ丘ルート）　輸送実績（平成２３年度）

輸送実績（平成23年度上半期）

9.2人／回

3.0人／回

鶉～宮ノ下～大
安寺地域
（農山漁村地域）

殿下地域
（中山間地域）

輸送実績（平成23年度下半期） 輸送実績（年間）

酒生地域
（農山漁村地域）

ＮＷ計画での目
標

（運行1回あたり利用

7.7人／回

系統名地域名

平日 休日 平日 休日

青葉台ルート 162 320 260 272 238 1,252 272.5 7.2 5.4 1.4 1.8

江尻ヶ丘ルート 134 290 229 274 256 1,183 262.3 6.5 6.1 2.2 2.0

計 296 610 489 546 494 2,435 534.8 13.7 11.5 1.7 1.9
※運行日数17日（11月14日運行開始）。1ヶ月平均の算定からは除外。

11月※ 12月 1月 2月 3月 計 1ヶ月平均
1日平均 1便平均



参考：地域コミュニティバス運行支援事業 合同意見交換会の実施概要 

 

 

１．開催目的 

地域コミュニティバス運行支援事業に取り組んでいる地域間で、意見・情報交換を

行う場を設けることで、地域の利用促進等の取り組みを側面的に支援し、バスの継続

的な運行につなげることを目的とする。 

 

２．開催日・場所 

 ・平成２４年３月２２日（木）  福井市役所第２別館第２２会議室 

 

３．出席者 

・福井大学大学院 川本先生 

・中部運輸局福井運輸支局 ２名 

・各地域の運行協議会代表 

（酒生地域３名、鷹巣・棗地域１名、殿下地域２名、鶉・宮ノ下・大安寺地域２名） 

・各地域コミュニティバスの運行事業者  

（京福バス株式会社２名、福井交通株式会社１名、光タクシー有限会社１名） 

・福井市交通政策室 ４名 

 

４．当日の進行 

 ・個別面談調査（４地域×１５分） 

 ・４地域の運行概要と利用状況について 

・４地域のこれまでの取組みと今後の利用促進等について（４地域×５分） 

※各地域の運行協議会代表及び運行事業者から発表 

・意見交換会 

 ・講評 

 

５．意見交換における主な意見や質疑応答 

 ○老人会等に対して直接利用促進活動を行っているとのことだが、効果はあったか。 

→殿下地域のバスはフルデマンド型で運行していることから、定期のバスを運行す

る場合よりも丁寧に説明をすることが必要だと思い、老人会向けの説明会を実施

した。結果として、地域の高齢者にはかなりバスが浸透している。 

○地域の行事などでバスの利用を呼びかけるような取り組みは効果があったか。 

→地域の行事などのイベント時にバス利用の機会を提供することで、日常生活の中

でもバスを利用してみようという機運を高めていくことにつながるのではないか。 

○１年間試行運行をしてきたことで、「バスが走っている」ということの認知は地域

内で進んできたのではないか。今後は、認知されている段階から、「実際に乗る」

ところまで進めるために、イベントや呼びかけ等を行っていくことが重要である。 

 

 



《当日の様子》 
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