
平成２４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 京福バス生部線の再編について 

【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】 

・ 今後も生部線を中長期的に維持していくことや、豊地域にお

ける公共交通不便地域の解消のため生部線の再編を行う。 

・ 多様なニーズに応えるため、時間帯によって３系統の路線を

運行する（生部直通ルート、生部みのりルート、みのり地域

内ルート）。 

・ 生部全体の運行本数は、現在の４往復から６往復に増加する。 

・ 一部区間にはゾーン運賃を導入し、これまで 大６００円だ

った運賃を 大４００円に引き下げる他、みのり地域内での

バス利用は運賃１００円とする。 

 

（委  員）   次の３点について伺いたい。１点目として、みのり地域内

ルートではなぜ福井駅前へ行かず、公園下止まりなのか。 

２点目として、公園下から先の移動は何かに乗り換えるこ

とを想定しているのか。 

３点目として、乗り換えを想定している場合、停留所で待

てる状況なのか。 

 

（委  員）   １点目のみのり地域内ルートが公園下止まりとなっている

点については、豊地域で地域コミュニティバスの運行を検討

した際のルートが、公園下止まりとなっており、それを考慮

したルートとなっている。  

公園下から乗り換える場合は、徒歩で３分程離れたところ

で、京福バス毛矢町停留所で乗り継ぎができる。毛矢町では

運動公園線等、１時間に４～５本程度運行している。 

 

 案件上程者   以前から、豊地域、特に八幡山や山奥町の方からは公共交

通が使いにくいという声があった。そこで、公共交通の課題

の解決を図るため、地域と行政が勉強会という形で協議を行
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い、コミュニティバスだけでなく、路線バスの再編も含めて

検討してきたという経過がある。 

終的には、福井市都市交通戦略の中で「既存ストックを

活用した公共交通ネットワークの確保」という目標を掲げて

いることもあることから、既存路線バスで対応を図ろうとい

うことで、今回提示したような運行計画となった。 

 

（委  員）   次の２点について伺いたい。１点目に、バス停まで歩いて

３分で容易にアクセスできるという話で、ダイヤ的に連携が

取れているのか。 

         ２点目に、福井市都市交通戦略においては、基幹となる路

線を決め、そこから地域内ネットワークの構築を図ることと

しているが、その点は考慮されているのか。 

 

（委  員）   旧国道８号線では昼間も１時間に４～５本の頻度で運行し

ており、比較的短い待ち時間で接続できる。 

 

 案件上程者   生部線そのものは福井駅前から生部へ向かう路線で、幹線

に接続するフィーダーという位置付けではない。 

 

（委  員）   ネットワークをというならば、起点となる部分を整備し、

そこに結び付いて、そこから他の機関に乗れなければならな

いと思う。 

 

（委  員）   地域の方からは、福井駅前よりも、赤十字病院とベルに行

きたいという要望が多く、当初は地域コミュニティバスの運

行を検討していたと聞いている。 

しかしながら、公共交通空白地域の位置と、既存の公共交

通の利便性を考慮すると、地域コミュニティバスの運行では

事業継続性が見込まれないことから、生部線の再編で対応す

ることになった。 

 

（委  員）   他に２点伺いたい。１点目に、現状でどのくらい利用があ

り、再編でどのくらい増える見込みか。 

         ２点目に、今まで停まっていたバス停を通過するが、地域

の理解を得たのか。 

 

（委  員）   生部線の現在の利用状況は、１日あたり３２人である。変
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更後は５２人を見込んでいる。 

         変更により生部線が通らなくなる区間については、１時間

に４～５本程度の路線バスが走っている。また、生部へ行く

には今までの４本から２本に減便となるが、ベル前で乗り換

え可能である。全く移動手段がなくなるわけではないので、

代替可能と考えている。 

 

 案件上程者   途中で停まらなくなる停留所と生部の間は、１週間～２週

間の期間で市職員が乗り込んで乗降調査をし、その利用状況

を考慮した上で決めている。 

 

（委  員）   第１便は土休日運休になるが、地域住民のニーズ等の問題

はどのようにクリアしたのか。 

 

（委  員）   中心市街地への通勤、赤十字病院への通院が主な需要で、

土休日運休でも影響は 小限に抑えられるという判断をした。 

 

（委  員）   ベル付近では福鉄電車と福鉄バス、京福バス等いろんな路

線が運行しているため、ベル前で降車すれば、５分に１本く

らいの頻度で何かしらの交通機関が利用できる。しかし、そ

の一方で複数の公共交通機関があるため、利用者にとっては

分かりにくい面がある。 

そこで、京福バスの回数券で福鉄バスや電車に乗れるなど

相互的な取組みが必要ではないか。 

また、総合ターミナルとなるような場所を整備し、そこへ

行けば、各公共交通機関の情報が総合的に得られるような場

所を整備できると良い。 

 

（委  員）   ベル前から田原町間については、は京福バスと福井鉄道の

バスがほぼ同じ経路で運行している。その区間内では、両社

の回数券が共通で利用できる制度を設け、一定の利用はある。 

 

（座  長）   実施予定日は道路運送法の許可が下り次第となっているが、

終的にはどうなる予定か。 

 

 案件上程者   道路運送法の許認可の手続きも考慮しながら、地域と協議

して決めていく。また、変更にあたってはチラシ等の配布も
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行い、周知を図る。 

 

（委  員）   運行する車両はどのようなものか。 

 

（委  員）   車椅子の方も乗車可能な、リフト付の小型のバス車両を使

用する。 

 

 

 

● 案件２ 平成２５年度福井市地域内フィーダー系統確保維持計画の認定申

請について 

     【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】 

・ 今回策定する平成２５年度計画では、昨年度に申請、認定を

受けている４地域の地域コミュニティバスと福井鉄道㈱の

麻生津循環線に加え、同社の清明循環線４系統を追加し、４

事業者１３系統を申請したい。 

・ また、４地域の地域コミュニティバスのうち、酒生いきいき

バスと殿下かじかポッポーについては一部事業計画を変更

した形で計画を策定する。 

・ 酒生いきいきバスは、東郷ルートの運行経路を一部変更する

とともに、これに係る経費増を回避するため、新たに土曜日

を運休日に加える。 

・ 殿下かじかポッポーは、４往復のうち、２往復がプラント３

止まり、２往復が健康の森までの設定となっているが、１０

月１日から４往復全てを健康の森までの設定とする。 

・ 清明循環線であるが、現在、福武線と並行・競合している清

明線を再編し、ベル前を拠点とするフィーダー系統を新設す

るというもの。事業計画の策定にあたっては、今年２月以降、

公民館長や関係自治会長、福井鉄道㈱と４回に亘り協議し、

地域住民の意見等を反映させている。また、地域内移動の利

便性向上だけでなく、ベル前から幹線に乗り継いで中心市街

地に足を運んでいただくため、鉄道との往復乗継切符を６０

０円で販売する予定（通常片道３８０円⇒３００円）。 

・ なお、清明循環線は福井鉄道の自主路線であり、この会議で

の協議や合意が必要な路線ではないが、今回フィーダー系統

 - 4 -



の申請対象とするため、事業内容を紹介した。 

 

（委  員） 【補足説明】 

商業施設であるベルや電車との乗り継ぎという面でベル前

駅に繋ぐ路線を設定した。 

               ３ルートとも地元の方々と協議し作成した。高齢者の方々は

清明公民館の活動が活発で、公民館の活動へ集まる際もバスを

利用していきたいという話をいただいた。 

福井市内へのアクセスは直で行ける点にメリットを感じる

方もいるが、今後フィーダー系統について、この考え方を広く

一般の方々に認知してもらうためにも極力、御要望にお応えで

きるようにしたい。 

電車との福井市内へのアクセスということでバス＝電車乗

継往復乗車券という企画切符も考えた。麻生津循環線でも値段

は変わるが、同時に作ろうと考えている。 

 

（委  員）   ベル前はどこで乗り降りするのか。 

 

（委  員）   現行の、上りは福浦線のバス停、一部逆回りについては片

山病院の既存のバス停を使う。循環するにあたり、バスの転

回は旧８号線と旧北國街道との横切る道が狭いので、ベルの

立体駐車場と本館の間の通路を通してもらう。施設内での乗

り降りは、一般の乗用車で買い物に来るお客様もいるので、

従来のバス停を使う。 

 

（委  員）   清明線は全便を廃止するということか。そうなると、ベル

から下新井の旧８号線の利用客は、循環線では拾えなくなる

と思うが。 

 

（委  員）   田原町とベル間は競合する路線であるので合理化する。旧

８号線のベルから下荒井は、今までの調査等の中ではほとん

ど利用がない。居住地よりも事業者や会社が多いので現行の

清明線でもほぼ回送に近い運行である。 

 

（委  員）   清明区域内から福武線の各駅に行くニーズはないのか。 

 

（委  員）   ベル駅は福武線の普通と急行が全て停まり、ベルで結節を

すれば利用客の利便性を損なうことはないと考えている。清
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明駅からベル駅間をバスに乗っても数分で、そこで降りるメ

リットはないのではないか。たしかに新しい駅として清明駅

を作ったが、旧８号線を走ると電車と並行する区間も出てく

るので極力回避したい。 

 

（委  員）   福井へ出るときはよいが、例えば西山公園へ行く場合はベ

ル前まで戻ることになり、少し時間もかかる。せっかく地域

内に新駅ができ、路線のプレゼンスを示すためにも駅に結節

する便がなく、交通機関単独で勝負するかたちなので連携が

必要だと思う。 

         ３ルート共倒れはしないだろうが、この便数でニーズが達

成できるのか。 

 

（委  員）   ニーズについてもこの便数で了解をいただいた。便数を増

やせば経費もかかるので、抑えるために南ルートで公民館を

２度回る。午前で帰る方と午後から行かれる方を同じ便で対

応する。効率と利便性の両面を賄えるように議論した。 

 

（委  員）   フェニックスプラザでコンサートがあると電車で行くが、

３０分前位のいい時間帯でも７～８人しか乗っていない。往

復６００円ならば、駐車代金以内で往復できるのではないか。

福武線にフェニックスプラザに行けるという認識があまりな

いので、地域内の移動とは関係ないが、施設利用者に対し公

共交通の利便性のアピールをしていかないといけないと思う。 

 

（委  員）   また対応していきたい。 

 

（座  長）   酒生いきいきバスは、伸びる部分の経費を調整するので、

土曜日は利用がないだろうから削り、一部変更を考えている

ということですね。 

         殿下かじかポッポーは健康の森まで伸ばすということでよ

ろしいですか。 

         清明循環線は、福浦線のバス停を使い、ベルの中は通り抜

けだけということだが、玄関口にバス停がある商業施設もあ

る。バス停までちょっと距離があり、中を通れないのなら別

だが、利用者からはなぜここで降ろしてもらえないのかとい

うこともあると思う。今後考えることもあるのか。 
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（委  員）   電車との結節を考えると、今回は中を通り抜けるだけにな

る。今後、お客様の声も出てくると思うので考えていきたい。 

 

（座  長）   是非そのようにしてもらいたい。結節を考えると今の場所

はわかるが。 

 

 案件上程者  【資料に基づく説明の要旨】 

        ・平成２５年度の国庫補助額は、総額１５，４７２千円を見

込む。（対前年比＋５，６８１千円） 

        ・増額の要因は、清明循環線の追加と、補助金交付要綱の改

正によって、より手厚く補助を受けられるようになったた

め。 

        ・２年程度は、協議会が算定する経常収益見込額に基づき国

庫補助対象額を算定することになるため、当該見込額の算

定方法について御議論をお願いしたい。 

        ・基本的な考え方としては次の２点。 

         ①計画に定める目標収支率に基づき算定する 

         ②地域コミュニティバスについては、国庫補助額と市補助

額が１：１になるよう補正する。（地域内フィーダー系統

確保維持事業と市地域コミュニティバス運行支援事業と

は経常費用見込額の算定方法が異なるため、①の算定方

法では国庫補助額が市補助額を上回ることになり、モラ

ルハザード的であるため。） 

 

（座  長）   申請額の算定の仕方がこれでいいかをご審議いただきたい。

改正されたままだと補助をもらい過ぎて趣旨と違い、半々に

補正して申請するという提案になる。コミュニティバスの目

標値が地域ごとに異なっており、それを基に算出している。 

 

（委  員）   補助対象系統の経常収益見込額の算定の地域コミュニティ

バス以外で、麻生津循環線が農山漁村地域になっているが、

問題ないのか。 

 

 案件上程者   実際は市街化区域の住宅団地も含まれているが、地域コミ

ュニティバス支援事業における運行地域の分類は、農山漁村

地域扱いとなるため、これと整合を図った。 
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（委  員）   補正のイメージで、乖離額を「協議会が定める経常収益見

込額」に加えるということだが、当初の経常収益見込額より

多くなり、それを運行会社に差し上げることになるのか。 

 

 案件上程者   まず、運賃収入が事業者の収入となり、この額と経常費用

との差額の一部に、国庫補助（事前内定額）が入り、その残

りを市からの補助で全額補填することになる。このため、実

際にかかった経費以上に事業者に補助するものではない。事

前に国庫補助額を算定する現段階で、実際にかかる経費をベ

ースに市の補助額も算定し、両者が１：１となるよう補正す

るものである。 

 

（委  員）   福井市の負担が国庫補助金より小さくなり本来の趣旨と違

うので１：１にしたいということだが、利用者に還元して経

常収益見込額を小さくする方法もあるのではないか。運賃体

系の見直しや福井市独自のサービスを考えて経常収益見込額

が小さくなれば、福井市の負担は大きくなるので、国庫補助

との均衡も図られ、利用促進にも繋がると考える。 

 

 案件上程者   経常収益見込額は、目標収支率２３％なり２４％という数

字で算定することとしているが、これはあくまで 終的な目

標であり、現段階では１０％未満というのが実状である。こ

のため、このような補正を行わなくても、実際に補助金を交

付する段階では、ある程度、国庫補助額と市からの補助額も

バランスすると思われる。運賃体系の見直し等は、利用者の

拡大という点では効果的かもしれないので、それはそれとし

て別途検討するとして、今回は、あくまで国庫補助額を決め

るための経常収益の算定方法ということで、利用促進とは切

り離して考えたい。 

 

（委  員）   民間の立場で考えると、経費の中に利用促進等も入るので

はないか。経費に計上して収益を抑えることも考えられ、利

用者に還元し、これからの利用促進が図れるという前向きな

使い方になるのではないか。 

 

（座  長）   どれが正解とは言えない部分もあるが、今後、研究してい

ただきたい。 
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● 報告事項 

【事務局：福井市地域交通課】 

・５月１６日に中部運輸局で開催された、地域公共交通確保維

持改善事業の第三者評価委員会に出席したが、先日、その結

果が送られてきたので、概要を御報告する。 

・資料の２ページに、地域内フィーダー系統確保維持計画に関

する委員からの意見が記載されている。 

・この会議でも適正に評価できるよう、今後、幹線との乗継実

態も含めて、アンケート調査等により利用実態の把握に努め

たい。 

 

       【京福バス：ほやほや号運行計画見直し後の利用状況（速報）】 

   ６月１日からほやほや号の運行内容の見直しをし、状況の

報告をする。清水地区循環ルートでは清水山地区に新たに乗

り入れ、茱崎ルートでは居倉までを水仙ランドまで行くよう

にし、西田中ルートでは越前町のヤマキシに乗り入れた。 

         １日から２０日までに、清水山地区では１９台のべ６１人、

大体毎日１台ずつは予約がある状況である。多い時で２５人

の利用があり、その際はジャンボタクシーでピストン運行を

した。運行前から問い合わせがあるなど地元の方々の関心も

高い。越前海岸の方では時期的なものもあると思うが、八ツ

俣地区の方で３台のべ６人の利用だった。 

 

⇒その他、意見はなく会議終了。 


