
 

 2012.2.172012.2.172012.2.172012.2.17    

第第第第 121121121121 号号号号 

自分たちの力でできる「まちおこし」 木村俊昭 
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小樽市役所から総務省に出向し、そのまま全国の地域活性化の語り部となった著者の実践的地域

活性化事例集である。内容は地域資源の活用、高齢者、学生など多様な階層の参加など、言い古さ

れた内容であるが、実例を通した著者の主張に触れることにより、より確信を得ることができると

思われる。 

ただ、実例が数百人規模の顔の見えるコミュニティーでの実践に偏っており、県庁所在地や拠点

都市で、まちづくりのビジョンにどのように同意を得ていくかといった点。特に今ホットな駅西口

再開発等を論じるにはあまり参考にならない。                   

東海市会員  美濃部 雄人 Minobe Yujin 

☆★活動報告★☆ 

１月２０日 ROBA例会・第９４回理事会 

  ２６日 福井市地域生活交通活性化会議 

２８日～２月１日  NPOパネル展 

２月１４日 えちぜん鉄道活性化連携協議会 

   １７日 ROBA例会・第９５回理事会 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

☆★今後今後今後今後のののの予定予定予定予定★☆  

３月１日（木） 

 地域公共交通コーデネーター会議（名古屋） 

 ３月上旬 臨時理事会開催予定 

  １６日 例会・理事会 

    

 
●撮影／林博 ２０１２．１．２２ 越前海岸（越前町梨子ヶ平の自然遊歩道） 

早く こいこい ホジロバの春 ！ 



       富山地方鉄道と、その市内線の話題をいくつか・・・。 

 

富山の市内電車は、この所の大雪にも負けず、大渋滞の車を尻目に大活躍しております。

朝夕は時々積み残しも出しておりますが、次の電車がすぐ来るため、お客さんはあまり気に

していないです。写真①は普段の朝の富山駅前駅、大学前方面行のりばの風景です。お客さ

んの行列が、何と駅前交差点のド真ん中まで続きます。自動車は最徐行で大回りして通り過

ぎます。やって来た電車は乗車率が 

１００％近くになると誰となく乗車をやめ、電車はドアを閉め、発車して行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、市電路線の変更の話題です。神通川に架かる富山大橋が架け替えられる事になり、

現在その工事が進められています。今回、新橋になると同時に、これまで単線（呉羽線・安

野屋～大学前間）だった市電が全線複線になります。写真②は、終点大学前駅から見た富山

駅方向で、右側に増線し複線化されます。架線支持はセンターポールになります。写真③は、

富山大橋西詰めで、右側に新しい複線の軌道敷が見えています。写真④は富山大橋東詰めで、

以前複線だった路線を一部単線化し、新橋への移行工事が行われています。 

この全線複線化により、反対列車の待ち合わせも無くなり、スムースな運行や、朝夕やイ

ベント時の増発もやり易くなりますね。 
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さらに富山市電では新しい話題が出て来ております。現在、富山大学から少し離れた所に

大学前の駅がありますが、これを何と大学の敷地内まで延伸しようと言う動きが上がって来

ているのです。マスコミでも大きく取り上げられ、大学延伸のシンポジウムまで開催されま

す。ただ、この延伸話には反論も出て来ています。現在の市電の大学前からの数キロ先の呉

羽地区から、大学内に延伸すると我々の所への延伸が出来なくなると心配する声が出て来て

いるのです。環状線を敷く時にも２地区から敷設要望がありましたが、今回は線路の引っ張

り合い第２弾・・ってとこですかね。 

 

 そして皆さん、富山地方鉄道を舞台にした映画“レイルウェイズ”は見られましたでしょ

うか？ 私、善光もエキストラで三浦友和さんらと共演？・・しております（笑）。そして、

これを記念して、水戸岡さんデザインの観光特別列車“アルプス・エキスプレス”が運行さ

れています。車内の売店でビールと弁当を買い、木製のテーブルとイスに身をまかせ、立山

連邦を眺めながらのひと時は最高です！ 皆さんもお越しくださいませ。ただし、特別車両

の連結日と、運行経路、時刻にはご注意くださいね。 

 

 この様に富山では、全国トップクラスの車社会の中、鉄道、軌道、バスを活かした街づく

りが進められており、前向きな話題にも事欠きません。ある地区のコミバスのアンケート調

査では、バスは利用しないし、今後も使う気はないとの回答をしながら、車を運転できなく

なる将来を考えると、存続と充実を願うと言う趣旨の自由回答が多くありました。富山では

それなりに公共交通に対する理解が進んでいると思われますね。 

 

                                 報告／善光 孝 

④ 



林家ページのホジロバ旅行記 その２ ＳＬやまぐち号に乗る 

３年ぶりの島根旅行に、何をオプションで付けようか、石見銀山、萩・津和野などいろいろ考えまし

たが、少し足をのばして萩・津和野まで、のんびりホジロバ旅行にすることにしました。 

それなら、山口線「ＳＬやまぐち号」に乗ってみようと思ったものの、人気の下り「新山口―津和野」

はすぐに満席となってしまいました。ここであきらめないのがＲＯＢＡ流。上りなら運行時間帯が中途

半端のためか空いていることが分かり、そこは『ダイ鉄？』、津和野観光の途中に「津和野―長門峡」の

一部区間だけＳＬに乗り、そこで降りて上りの普通電車で折り返してくることに。 

ＳＬが引っ張る豪華客室から紅葉や撮り鉄を眺めながら、トンネルで誰かが窓を閉め忘れたために煙

にむせて鼻をかむと黒くなるという懐かしいオプションまで付きました。でも、なぜこんな豪華客車を

引っ張るのだろう、なぞは解けないままではあったが、46分のＳＬ乗車を満喫しました。 

   

ＳＬの煙と紅葉 沿線に群がる撮り鉄 豪華客室の様子 

 

 津和野では、観光バスで来る団体客接客ゾーンから外れた所にある、お店と作家がコラボレーション

した「まちなかギャラリー」が、街歩きを楽しんでもらう仕掛けとして目を引きました。どのようない

きさつでコラボをしたのかが気になって、ずうずうしく尋ねてみましたが、予想通り、良いコラボとい

うか、ネットワークができていました。楽しくするにも、長続きするにも、ただ組み合わせればいい、

くっつければいいという訳ではないようですね。 

   

店の奥さんの同級生の作家と 

コラボした種苗店 

店の奥さんも絵を描いていて 

ドイツの作家とコラボした酒屋 

地元出身の作家「天津恵」が 

直営する喫茶店 

 

昼ご飯は「うずめめし」お茶漬けの中にいろんな具がうずめてあって、おかずも、山口だからフグか

と思ったらこんにゃくに焦げ目をつけてあったりとか、質素な食事のように見せかけているためか？ 

後で、津和野は島根県だったこともわかり、さらに調べてみたら、逆でみすぼらしいから隠したとも。 

私は、てっきり砺波の屋敷林のように、石高をごまかすため（防風の意味もある）かとおもったが、い

ろいろ地域の事情があるようで、それが楽しみでもあります。   つづく・・・ 



 出席及び報告：内田佳次 
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平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    第第第第４４４４回福井市地域生活交通活性化会議回福井市地域生活交通活性化会議回福井市地域生活交通活性化会議回福井市地域生活交通活性化会議    

 

日時日時日時日時：平成２４年１月２６日 １０：００～１２：００ 

 

場所場所場所場所：福井市役所 ８F会議室 

 

委員委員委員委員：座長 川本義海福井大学大学院准教授 

   自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、市 PTA 連合会、ROBA、福鉄自動車部,京福バス 

まちづくり福井、光タクシー、えちぜん鉄道、県バス協会、県交通運輸産業労組、福井運輸支局 

県・交通まちづくり課、県警・交通規制課,福井市・交通政策室 

 

目的目的目的目的：平成１８年１０月度道路運送法改正により、地域の関係者が地域交通を検討する「地域交通会議」 

のしくみが導入されて。それに従い多様なニーズに的確に対応した運送サービスを提供し、活力 

ある地域社会を実現すること。（主にバス交通に関する協議の場） 

 

議事議事議事議事：◆協議事項 

  （１）福井市地域生活交通活性化会議設置要綱の見直しについて（詳細は省略） 

    協議が調った事項のうち、軽微な変更・修正については会議開催を省略できるとした規定につ 

いて項目の追加を行う。 

 

（２）平成 24年度福井市地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について  

（変更申請日：平成 24年 1月 31 日） 

① 変更の内容  

平成 24 年度予算に係る地域内フィーダー系統確保維持事業の追加募集を受けて、麻生津循

環線青葉台ルート及び江尻ヶ丘ルート（運行事業者：福井鉄道）を追加申請する。 

② 変更の理由 

平成 23年 11月 14日実施の麻生津循環線の運行計画見直しによって新設された上記 2系統

について、サービス提供区域の拡大が図れる等、地域内フィーダー系統の補助対象要件に

合致するため。 

 

    ※当該路線を維持することによって、山林斜面の住宅団地（青葉台、杉の木台二日町、江尻ヶ 

丘）と浅水駅周辺（スーパーや金融機関の支店、小規模な病院が立地）を結ぶ交通手段が確 

保され、高齢者を中心に日常生活における移動利便性が向上する。 

青葉台ルートの１循環のキロ程は 9.4 ㎞であり、既存の系統（7.2 ㎞）とは 4.8 ㎞異なる 

区間を運行し、青葉台や杉の木台二日町の住宅団地、浅水の既存集落が新たなサービス提供 

区域となる。 



[テキストを入力] 
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江尻ヶ丘の１循環のキロ程は 7.0㎞であり、既存の系統とは 3.3㎞の異なる区間を運行し、 

江尻ヶ丘団地や三十八社、浅水の既存集落等が新たなサービス区域に含まれている。 

       いずれのルートにもフリー乗車区間を設け利便性を図っている。なお、運行本数は江尻 

      ヶ丘ルートは 9：50、11：45、13：50 浅水駅発で 25 分で浅水駅にもどる。青葉台ルート 

は 9：30、10：30、12：00、12：50、15：00 浅水駅発で 35分で一周する。 

 

   ◆報告案件 

    清水プラント３を拠点とするバス路線再編社会実験の利用状況について 

     〇清水グリーンライン 

       1 便平均  11 月 5.4 人   12 月 5.9 人   計 5.6 人 

        休日の利用が少ない。 

     〇西田中宿堂線 

       1 便平均  11 月 11.0 人   12 月 10.6 人  計 10.8 人 

     〇茱崎線 

       1 便平均  11 月 13.8 人   12 月 15.0 人  計 14.4 人 

     〇清水西田中線 

       1 便平均  11 月 1.2 人   12 月 1.4 人  計 1.3 人 

     〇清水織田線 

       1 便平均  11 月 2.0 人   12 月 1.9 人  計 2.0 人 

  〇ほやほや号（11月 12 月 1 便平均  ％は予約率）  

       ・若杉ルート        1.8 人    20.5％ 

       ・茱崎ルート        1.5 人    35.9％ 

          ・天王ルート        1.4 人   11.4％ 

          ・織田ルート     1.4 人   37.6％ 

          ・清水片山ルート   1.6 人    3.8％ 

    ※予約率とは、運行便数に対する予約があった便数の割合です。  

                                                   以上 



カーフリーデーふくい 2011in 田原町が「市民向けアピール賞」を受賞 

ローカルコーディネーター 林  博 

カーフリーデーふくい2011in田原町が、「モビリティウィーク＆カーフリーデー日本アワード 2011」

の「市民向けアピール賞」を受賞しました。ＲＯＢＡのメンバーをはじめとした、実行委員会に結集し

た、みんなの力の結集のたまものですね。 

ＣＦＤＪアワードで評価された内容は、以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「市民向けアピール賞」を受賞したとはいうものの、まだまだ、アピールするだけの域を脱していま

せんが、これをきっかけに市民意識が変わっていく方向へ歩みだせればと思っています。 

 ＲＯＢＡＮＥＷＳ１１７号でも報告しましたが、必要な地域に必要な情報を提供すること、意識の高

い人たちと連携しながらその輪を広げていくことなどの、地道な取り組みが評価されたのではないでし

ょうか、引き継きよろしくお願いします。 

  

３．市民向けアピール賞 

受  賞：カーフリーデーふくいin田原町実行委員会 

受賞理由： 

カーフリーデーふくい in 実行委員会は、今年で５年目を迎えたが、市民団体ながら、

例年、独自の切り口でカーフリーデーの実施を行ってきた。 

今年は、より市民に参加してもらえるよう、参加してもらいたい地域に入って、カーフ

リーデーの趣旨を伝え、参加をよびかけることに重点を置いた。福井市のミーティングテ

ーブル（公共交通利用促進モビリティ・マネジメント事業）に応募し、新駅開設地域(清明

易、泰澄の里駅)で、モビリティ・マネジメント（MM）事業を組み合わせて、カーフリーデ

ーの参加を促す仕掛けをおこなった。カーフリーデー当日までに、数回のセミナーを実施

し、たくさんの市民が参加した。 

また、今年は、県内の交通事業者、田原町地域のＮＰＯ、環境系ＮＰＯが実行委員とし

て参加し、福井県、福井市、中部運輸局福井支局、県バス協会が後援・参画し、協働の輪

が広がったこと、それにより、カーフリーデー当日の鉄道、バスのこども運賃の割引が実

現し、カーフリーデーの来場者が約３００名得られたことが高く評価された。 

 



 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    ・・・・・・・・・・・・編集委員編集委員編集委員編集委員よりよりよりより一言一言一言一言    

内田（発行責任者） 

「ＲＯＢＡ・会社・自治会・・・カラダが三つほしい！」

林(変集長) 

「春はもうすぐ！えち鉄通勤から京福バス通勤に徐々に

シフトの予定です」 

 

事務局事務局事務局事務局  特定非営利活動法人 

    ふくいふくいふくいふくい路面電車路面電車路面電車路面電車とまちづくりのとまちづくりのとまちづくりのとまちづくりの会会会会（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）

９１０－８０３１ 

福井市種池 1丁目１９０５－３ 

ＴＥＬ：０７７６－２５－７９６８ 

ｅ－mail ： roba@mbh.nifty.com  

ＵＲＬ：http://roba.cocolog-nifty.com/roba/home/ 

 

★★★★    友友友友ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの金沢特派員報告金沢特派員報告金沢特派員報告金沢特派員報告        第第第第９９９９号号号号★★★★    

    

北海道北海道北海道北海道    札幌市札幌市札幌市札幌市をぶらりをぶらりをぶらりをぶらり散策散策散策散策    

 

 今回は、北海道の札幌市に行ってきました！ 

 私が訪れた時は、ちょうど「さっぽろ雪まつり」の開催日でした。

札幌駅から中島公園まで、まっすぐに伸びる通りの途中にすすきの地

区があります。 

すすきの地区では、さっぽろ雪まつりに合わせて、「すすきの氷の

祭典」が開催されていました。この祭典では、車両を通行止めにして、

道路のど真ん中に氷の彫刻が並びます。しかし、気温は、氷点下マイ

ナス 10 度です・・・。手や耳など、空気に触れる場所は寒さで痛み

を感じます。路面はつるつるに凍り、慣れていない観光客にとっては

歩くのが大変な状況でした。そんな状況にもかかわらず、多くの観光

客が氷の彫刻を鑑賞し、彫刻の前で記念撮影をしていました。 

 そこには、寒さにも勝る美し 

い氷の彫刻や、通り沿いの魅力 

的な飲食店がありました。 

 夏だけではない、四季折々の 

魅力を持つ北海道の底力を感じ 

ることができる旅となりました。 

る魅力を感じることができます。 

 

作作作作／／／／漆嵜漆嵜漆嵜漆嵜    耕次耕次耕次耕次    




