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☆★活動報告★☆ 

7月 28日 エコカレッジ福井/車社会を考えるワーク

ショップ 

  31日 第 2回福井市地域公共交通活性化協議会 

  31日 第１回カーフリーデーふくい実行委員会 

8月 21日 8月例会・理事会 

☆★今後の予定★☆ 

８月２５日（日） 福井市環境展 

  ２９日（木） 

 第2回カーフリーデーふくい実行委員会

９月１５（土）～１６日（日） 

 全国バスマップサミット（高松市） 

９月１８日（水）９月例会・理事会 

９月２３日（月・祝） 

第 7回カーフリーデーふくい２０１３ 

                  2052 今後４０年のグローバル予測 ヨルゲン・ランダース著

野中香方子訳 日経 BP 社 2,200 円＋税 

 

ローマクラブの成長の限界から４０年が経ったため、それを最新の情報を加えて更新した書である。資

源が枯渇すると値段が上がるので消費も減るとか、豊かになると出生率が下がるとか、様々なフィードバ

ックをより精緻に取り入れているため、より尤もらしいシナリオとなっている。結局、地球環境を守るた

めのコストはさほど多くないのに、その政策を取る合意ができず、より多くの対策コストにあえぎながら、

個人の自由な行動がより制約されざるを得ない４０年後の世界が描かれている。 

結局、地球環境制約が大きくなっても楽しめる趣味を覚え、洪水等の被害の少ないところに住み、進ん

で環境にやさしい経済制度の合意を進める（周りの人に訴える）人になりなさいという凡庸な結論である。

凡庸であるが大事なことなので、大いに勧めたい本である。私の持論を私の調査能力では到底及ばない事

例収集と予測手法で説得してくれている。私は、外部不経済を十分税金で吸収した上で、市場経済は維持

したいと思っているが、この本では、強権による分配、言論の自由の制限まで許容し、中国の体制をある

程度評価している。ちょっとそこに危うさを感じた。 

        東海市会員  美濃部 雄人 Minobe Yujin 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

 

カーフリーデー福井 

２０１２ 

ベストショット賞の盾 

届きました！ 

松原さん もう一回 

おめでとうございます！ 
●授賞対象写真／撮影 松原光也 



西武前仮電停に FUKURAM に乗って行ってきました   林  博 

7 月 9 日（日）に駅前商店街電車通りの「まちフェス」で、西武前に仮電停を設けて、「まちフェス」参加

者への利便を高めようという試みがスタートしました。その後、9 月、10 月にも設置する予定だそうなので、

カーフリーデー関連イベントとして、どのように活用したらいいか検討するための下見に行ってきました。 

電車通りへ入っていくと予想通りというか、警備員が物々しく立っていて、その先には仮電停付近だけでな

く沿線にバリケードがびっしりと張り巡らされ、VIP 以上の厳重な警備の中を FUKURAM が滑るように電停

に入っていきました。 

「横を車が自由に通り抜ける」「正式な」電停には、イベント時でも降車の補助で一人いるぐらいなのに、

なぜか福鉄職員が 5，6 名も出て降車と乗車に分かれて誘導していました。こんなに厳重にしないと、「正式

に許可していない」「仮の」電停は「安全」が守られないのでしょうか。電車通り入口で東行きのクルマを制

限しているので、正式な電停よりも乗降については安全なはずなのに、「仮に許可した電停で万が一何かあっ

たら責任をとらないといけない」と思っているのか、正式に許可した電停では許認可権者はとくに責任を負う

わけではなく、管理者が責任を負うわけですから、仮電停でも同じか若干厳しい程度でいいはずだと思うので

すが、「許認可権者」の感覚は一般人とは何か違うようです。 

仮電停前では、市の職員が乗降客数の調査をしていましたが、予想していたアンケートはありませんでした。

ぜひとも、我々で利用者の声を聴いてみたいものです。せっかくのチャンスなので。 

市の仮電停設置に努力された方によると、トランジットモールの社会実験よりバリケードが強固になって、

隙間がなくなってしまったとのことで、一歩後退かなと、大変残念がっていました。よく見るとバリケードも

その足も新しく、頑丈で確かに隙間もありませんでした（担当のコンサルは苦労されたようで、ご苦労様）。 

新聞でも利用者の感想が出ていましたようにバリケードの有無は別として、西武前に仮電停ができたという

ことは、利用者にとっては大変便利だということは言えると思います。正式に電停になれば、このようなバリ

ケードは当然いらないでしょうしね。 

つづいて、カーフリーデーで仮電停近くにブースが確保できるかどうか確認したところ、待避線部分（ここ

もバリケードで完全にふさがれており南側は車が通る）の北側に、2.8m×210m のエリアがあり、2.8m 四

方のテントとベンチが 1 つだけ置かれていました。これなら 5,6 個はらくに置けます。それで、恥ずかしい

バリケードを少しでも部分的に隠すか。（たしか TM 社会実験の時も、パネルで隠したような記憶が) 

  

ただ、正式に設置するためには別の課題もありそうで、北側車道の 1/3 を電停が使ってしまうために、そ

の分歩道を削らないといけないこと、また、駅前広場乗り入れをしたときに、駅利用者は不便になる（市役所

前よりはましか）のでどのような対策をとるかなどです。 

いずれにしろ、デザイン的にははなはだお粗末だけど、利用者あるいは使い勝手から見て一歩前進か？ 



ゴーヤーカーテン、今年も大きく育ってくれました   林  博 

（7/15） 

梅雨明け前の断続的豪雨の連休もようやく落ち着いてきました。 

庭の物干しを間借りしたゴーヤーのグリーンカーテンも連作のためか成長が遅れていますが、もう少しで役

目を果たしそうです。大きく茂ってしまう前に FUKURAM との２ショットをとりましたのでご覧ください。 

 

 

「ゴーヤーに  

物干し採られて 

          部屋に干し」 

 

 

物干しも秋まで、半分お休みです。熱中症にはお気を付け下さい、乾く前の水分補給が重要です。 

 

（8/15） 

ゴーヤーの連作障害対策の秘訣を畑さん、堤端さんに教えてもらって、無事に今年もグリーンカーテンの役

目を果たしてくれています。朝一番に、東の部屋のカーテンが開けられます。連作なんて「土づくりをしっか

りやればへっちゃら」というアドバイスが効きました。鉢植えよりも地植えにこだわり、堆肥をしっかりやっ

たら、この猛暑もものともせず大きく育ちました。何ごともと、基礎作りですね。 

夏バテ対策のゴーヤージュース、ゴーヤーチャンプル、それに今年大豊作のアマナガ（しし唐の親玉：まる

でピーマン）を加えた我が家の新メニュー「ゴーヤー・アマナガ・ベーコン炒め」が加わり、連日の猛暑日も

なんとか乗り切れそうです。 

ゴーヤーに取られた物干しも、予想以上に風が通るので、竿 1 本分だけが使えないだけで、役目を果たし

てくれています。構造もご覧いただける画像も添付します。 

  

 



 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度    第第第第２２２２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    

                          出席・報告：内田佳次 

 

日時日時日時日時：平成２５年７月３１日 １３：３０～１５：３０ 

 

場所場所場所場所：福井市役所 ８階 第３委員会室 

 

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、高等学校 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・地域交通課 

 

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（詳細は省略しています） 

議案１ 京福バス 生部みのり線に係る停留所の新設並びに経路及びダイヤの修正 

① 案件提出者 福井市都市戦略部 地域交通課 

運行事業者 京福バス㈱ 

② 変更の内容 ・豊地区の居住する市民の移動手段確保のためショッピングシティ・ベ 

       ルの食品館におけるバス停の新設並びに経路、ダイヤの修正  

・花堂北２丁目付近の経路変更に伴う花堂工場前及び花堂中バス停の移 

設並びに花堂北バス停の廃止 

③ 実施予定日 １０月１日（火） 

④ 時刻表 省略 

 

    議案２ 酒生いきいきバスに係る停留所の新設並びに経路及びダイヤの修正 

① 案件提出者  福井市都市戦略部 地域交通課      

運行事業者  京福バス㈱ 

② 変更の理由   高尾町、栂野町、稲津町等の公共交通不便地域を解消し、済生会病院 

や東部プラザ等和田地区方面への移動の利便性を図る。 

③ 変更の内容  ・前波町の集落の至近にバス停を設置 

       ・上り第２便及び第５便の起点を当該バス停に変更 

⑤ 実施予定日   １０月１日（火） 

⑥ 時刻表 省略 

 



 

 

 

    議案３ 福井市におけるバス交通施策に係る課題等について 

１、 議論の内容・目的・必要性 

   〇H26 年２月で福井市都市交通戦略策定から５年経過。バス交通関係施策の 

    取組状況と成果、バス路線ネットワークの現状について中間的に検証、今 

後５年間の取組に反映 

            〇これまで様々な取り組みを行っているが広域バス路線を中心に、利用者の 

減少傾向に歯止めがかからない状況 

            〇サービスレベルのあり方や、事業スキーム、支援スキームを抜本的に見直 

さなければ、いずれは補助金等による運行維持も困難になる恐れ。 

２、 対応（案） 

 〇地域生活交通活性化会議検討会（会議の作業部会として位置づけ）におい 

て詳細の検討。 

            〇会議で中間報告を行い、進捗状況及びネットワークについては年度内に検 

証結果をまとめる。また、支援スキーム・事業スキームについても年度内 

に一定の方向性を整理する。 

            〇検証結果については、平成２６年４月以降事業に反映させる。 

 

   ◆報告事項 

    地域バス等の事業評価について 

    資料中心なので省略させていただきます。資料ご希望の方は内田までご連絡下さい。 

以上 

 

 ※※※※上記検討会上記検討会上記検討会上記検討会（（（（作業部会作業部会作業部会作業部会））））ののののメンバーメンバーメンバーメンバーにににに ROBAROBAROBAROBA がががが推薦推薦推薦推薦されされされされ、、、、会議会議会議会議でででで承認承認承認承認されましたされましたされましたされました。。。。今後今後今後今後

月月月月１１１１回程度回程度回程度回程度のののの頻度頻度頻度頻度でででで検討会検討会検討会検討会がががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。今後今後今後今後のののの福井市福井市福井市福井市ののののバスバスバスバス交通交通交通交通のののの指針指針指針指針となるとなるとなるとなる大切大切大切大切なななな

会議会議会議会議ですのでですのでですのでですので、、、、会員皆会員皆会員皆会員皆さんのさんのさんのさんの意見意見意見意見をいただきながらをいただきながらをいただきながらをいただきながら当該会議当該会議当該会議当該会議にににに臨臨臨臨みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    これまでこれまでこれまでこれまで、、、、委員会等委員会等委員会等委員会等のののの参加参加参加参加はありまはありまはありまはありましたがしたがしたがしたが、、、、作業部会作業部会作業部会作業部会ののののメンバーメンバーメンバーメンバー選任選任選任選任はははは初初初初めてのことでめてのことでめてのことでめてのことで

すすすす。。。。ROBAROBAROBAROBA ののののプレゼンスプレゼンスプレゼンスプレゼンスがががが以前以前以前以前よりよりよりより増増増増してしてしてして高高高高くなったくなったくなったくなった証左証左証左証左ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                                                    



福井における交通まちづくり

はじめに

2012 年、福井の交通まちづくりに大きな動き

があった。京福電鉄の事故・即日運行停止以来

12年にわたる行政・事業者・関係者による様々

な取り組み・模索の集大成であった。決定した

施策がすべて実現するにはまだ数年を要するが、

ひとまず、ここへ至るまでの 12年を辿り、また、

今後実現に向かう施策の全体像を紹介したい。

1. 現状

福井都市圏はご多聞にもれず過度のクルマ依

存社会である。2005 年度のパーソントリップ調

査におけるクルマの輸送分担率が 76.6%にも達

し、鉄道 1.7%、バス 0.8%と比べ圧倒的である。

世帯当たりマイカー普及率は全国1位である。

このような現状を背景に、公共交通は長年疲弊

を続けてきた。それが問題として認識され、行

政や市民の意識を変えた出来事が 2000 年、2001

年の 2度にわたる京福電鉄福井県内路線の正面

衝突事故である。ここから行政、事業者、関係

者による交通とまちづくりに関する取り組みと

模索が始まった。

2. えちぜん鉄道の10年

2001年 6月に起きた2度目の正面衝突事故に

より、京福電鉄福井県内路線は国土交通省から

即日運行停止を命じられた。電車が止まり、バ

ス代行となった沿線は渋滞や積み残しの問題が

発生し混乱を続けた。この様子は「マイナスの

社会実験」と表現され、沿線住民は鉄道の存在

価値を再認識、行政や市民団体が議論のための

情報提供を試み、マスコミも連日この問題を報

道した。地元テレビ局は繰り返し特番を組み議

論を促した。様々な立場の人たちがコーディネ

ーターの役割を演じた。議論が進み、沿線住民

の存続運動が盛り上がり、ついに存続の合意形

成が成った。その過程で、住民は自分たちに「乗

って支える役割」があることも認識した。

行政、企業、市民が出資するジョイントセク

ター「えちぜん鉄道」が設立され 2003 年運行再

開。「乗客に優しい鉄道」を志向して、利用促

進策の実施、お客様担当の設置、アテンダント

の乗務等、諸施策が実施された。バス代行・代

替で運行停止前の 3割台まで落ち込んだ乗客が

V 字回復し、現在も増加を続ける。鉄道は再生



し、新しい地方鉄道像を示して全国から視察が

相次いだ。それらが評価され、2012 年、えちぜ

ん鉄道活性化連携協議会は、設立 10年の評価を

「基本的に成功」とし、えちぜん鉄道を改めて

「生活関連社会資本」と位置付けた。

3. 福井鉄道の再生

1）トランジットモール社会実験

駅前商店街が軌道の廃止を訴えていた福井

駅前電車通りにおいて、2001 年に福井市が「賑

わいの道づくり事業」を行う際、トランジット

モールの導入を模索し「中心市街地活性化に向

けたトランジットモール等社会実験」を実施。

名古屋鉄道から美濃町線 800形が貸し出され、

軌道区間を走行、「このような路面電車ならあ

ってもよい」と路面電車を再評価する声も聞か

れ来街客も増加した。しかし駅前商店街の理解

が得られず、逆に複線の軌道の単線化が決定、

それを含む整備事業が 2006 年に完成した。

2) 施設安全性緊急評価

2005 年、京福電鉄の事故を受け、国土交通省

は全国の地方鉄道で「施設安全性緊急評価」を

実施。福井鉄道は車両 8両等 17項目の改善を義

務付けられた。そこへ名古屋鉄道岐阜市内線・

美濃町線・揖斐線・田神線の廃止が決定、800

形譲受の同意も得、LRT システム整備費補助の

枠組みを取り付け車両 20両を譲り受けている。

当時の関係者は「低床のシステムに転換する千

載一遇のチャンスだった」と証言している。

3) 福井鉄道福武線存廃問題

2007 年、福井鉄道は国の会計制度変更による

減損会計の導入により9億7000万円の減損損失

を計上、銀行融資が止まった。福井鉄道は、自

主再建は困難とし、県、沿線 3市に支援を要請

した。沿線では、行政・住民一体の取り組みが

盛り上がり存続合意。その過程においては、え

ちぜん鉄道の経験（鉄道の再評価）から鉄道へ

の税金投入に対し基本的合意が形成されており

存続の合理性への理解も進んだこと、国が LRT

化の費用便益分析を行い、また低床電車への転

換が進み LRT化を容易に想像できる状況が成立

していたことも助けとなったと考えられる。

福井鉄道は 2009 年 2 月、「地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律」に基づく「鉄道

事業再構築実施計画」の第 1号認定を受けた。

上下分離実施、パーク&ライド拡充、新型車両 4

編成導入、新駅設置、並行路線バスのフィーダ

ーバス化等が盛り込まれた。親会社名古屋鉄道

が撤退、株式を沿線サポート団体等が取得した。

福井鉄道は、人口の多い旧街道沿いに建設さ

れ、近年、公共施設や商業施設等とのリンクを

積極的に構築してきており、提供する輸送サー

ビスが人の主要な動線と一致していたため、諸

施策の実施に伴って機能を回復し乗客が増加に

転じている。特に、終電の繰り下げ、パーク＆

ライド施策の拡充、急行停車駅の追加等により

通勤客が増加していることは特筆すべきである。

また、ハッピー会員（70歳以上）、ラッキー会

員（65歳以上）を対象とした平日のフリーチケ

ット販売により高齢者の利用も大きく伸ばして

いる。

4. 福井鉄道・えちぜん鉄道相互直通運転

1) 福井市の都市政策転換

福井市では、土地区画整理等による市街地拡

大政策が商業施設や公共施設の郊外移転を誘発

しクルマ依存を助長、都市の構造を大きく変え

てきたが、地価下落・人口減の局面での政策継

続が困難との認識が生じはじめていた 2006 年、



坂川優福井市長（元、県議）が就任、コンパク

トシティ政策に舵を切り、中心市街地の再生と

公共交通の再構築の方針を打ち出した。

2)三国芦原線 LRT化案と直通運転構想

えちぜん鉄道発足の際、福井駅乗り入れは

「地上走行」とされたが、沿線の反対が根強く、

先行整備がなされた北陸新幹線の高架を暫定使

用し、新幹線県内到達時に並行在来線の複線の

片側を占用して乗り入れる案に切り替えられた。

しかし福井市は 2006 年、同案ではえちぜん

鉄道の運行に支障が生じると判断し、えちぜん

鉄道三国芦原線の LRT化の検討を始めた。

西川一誠知事もそれに遡る 2003 年の知事選

の際、えちぜん鉄道三国芦原線と福井鉄道の相

互直通運転の実現をマニフェストに掲げていた

が、足羽川に架かる幸橋（軌道区間）の架け替

え工事でダイヤが乱れがちであったため、実施

を見合わせた経緯があった。

福井市は 2007 年「福井市都市交通戦略協議

会」を設置、福井鉄道ベル前駅または江端駅と

えちぜん鉄道新田塚駅または八ツ島駅の間で相

互直通運転を実施する構想を発表。同年、坂川

市長が病気療養のため退任(のち死去）、東村新

一副市長(元、県初代新鉄道会社支援室長)が市

長に就任し政策を引き継いだ。2009 年、福井市

は「福井市都市交通戦略」を発表、えちぜん鉄

道三国芦原線と福井鉄道の相互直通 LRT化等、

市全域の公共交通活性化を打ち出した。しかし、

北陸新幹線の県内延伸が決まらないなか、勝山

永平寺線の福井駅乗り入れ方法が決まらず、県

と市のスタンスの違いから相互直通運転の決定

も先送りされた。その間も協議は継続、乗り入

れ区間が西長田駅―浅水駅間に延長され、福井

鉄道による片乗り入れから段階的に相互直通運

転に進める方針が出され、2010 年、運行方法に

ついて大筋で合意がなされた。そして、2012 年、

北陸新幹線の敦賀延伸が発表されたことから急

展開。10月より乗り継ぎ割引が始まり、「田原

町フェニックスライン」と命名。えちぜん鉄道

の見奈美徹社長はこれを「全く新しい路線が立

ち上がった」と位置付けた。県相互直通乗り入

れ検討会議において乗り入れ区間を越前武生駅

―鷲塚針原駅間とし、運行本数も削減して事業

費を圧縮。2015 年度の直通運転開始を目指し 3

月中に事業計画をまとめると発表した。えちぜ

ん鉄道への低床電車 2編成導入、将来の乗り入

れ区間の拡大にも言及。軌道区間での運行遅延

に関し、今後電停の拡幅を進める他、右直分離

信号や PTPS の導入が検討されることとなった。

5. 福井鉄道新型低床電車導入

鉄道事業再構築実施計画第 1号認定を受けた

総合連携計画において、新型車両4編成が導入

されることが決まったが、2012 年度導入の第 1

編成につき、福井鉄道と福井鉄道福武線活性化

連携協議会は「新型低床電車デザイン総選挙」

を実施、県民を対象に、仁愛大学の学生が選ん

だ 6案のデザインにつき投票を募集した。結果、

3 割超の支持を集めたオレンジ＋シルバーのデ

ザインを採用した。新車両は全長 27メートル、

幅2.65メートルの3両編成（新潟トランシス製）。

形式名は F1000 形としたが、県民から愛称を募

集、『FUKURAM』が選ばれた。「夢がふくらむ」

「沿線のまちがふくらむ」という県民の願いが

込められた。第 1編成は 2013 年の 3月後半に北

府車庫に運び込まれ、試運転を実施したあと、3

月 31日から運行を開始した。今後 2016 年度に

かけ全部で4編成を導入する。

FUKURAM は県民の注目を集め、人気を博した。

ゴールデンウィークには、全国的なつつじの名

所、鯖江市西山公園で恒例のつつじ祭りが開催

されたこともあり、FUKURAM で運行された各便

が超満員になった。FUKURAM 人気により、福井

鉄道の 2013 年 4 月の乗客数は前年同月比で約

30%増、4～6 月では乗客数が前年同期比で約

37,000 人増（約 8％増）となっている。

6. 福井鉄道JR福井駅西口広場乗り入れ

当初、福井鉄道の福井駅西口広場乗り入れは



えちぜん鉄道三国芦原線の代替ルート確保の観

点で構想された。しかし、えちぜん鉄道の福井

駅乗り入れが新たな高架線整備により行われる

ことになった一方、交通結節機能強化の必要性

がクローズアップされた。これに対し福井駅前

五商店街連合会は「クルマでの来街を阻害し民

間投資が鈍る」と反対姿勢を強めた。商店街は

「福井市が話し合いを怠っている」と非難した

が、実際にはクルマ依存の肯定を前提とする商

店街と、クルマ依存の修正を前提とする福井市

の話がかみ合わないのが実態で、永く合意に至

らなかった。福井市は 2012 年 12月、延伸方針

の判断を示し、商店街との中心市街地活性化協

議に移行した。現在、武生方向への短絡線整備

の検討、西武百貨店付近への電停設置検討も併

せて進められている。

7. 旧シュツットガルト市電の導入

県は、2013 年 2月、福井鉄道福武線の利用促

進策のひとつとして、ドイツ・シュツットガル

ト市電として走っていた車両を導入することを

発表した。1965 年製で 1990 年に土佐電鉄が購

入し、約 10年運行されたのち保管されていた。

導入は高知県の協力による。全額県の補助で賄

い、観光用に路面区間のみ土日曜限定の運行を

行うことを検討している。2013 年度は FUKURAM

の導入予定がなく、欧州製車両によりさらにイ

メージアップを図り、関心を高めることにして

いる。2014 年春に運行を開始する予定である。

8. 福井におけるカーフリーデーの取り組み

カーフリーデーは毎年 9 月 22 日に世界で一

斉に開催される、クルマに頼らない生活を啓発

するイベントである。世界 2200 を超える都市が

参加、日本では昨年 10都市が参加した。日本で

の参加都市は増加する傾向にある。福井では

NPO 法人ふくい路面電車とまちづくりの会が、

えちぜん鉄道、福井鉄道、京福バス、TMO、行政、

サポート団体、NPOに呼びかけ 2007 年から開催

しており今年が 7回目である。子供のバス 1乗

車 100円、フリーチケット割引、公共交通利用

者へのイベント通貨贈呈、講演会等を実施、事

業者、行政、サポート団体、NPO による『協働・

連携と啓発の場』という位置付けになっている。

回を重ねるごとに連携が進み、拡大し、今や事

業者各社の熱心な取り組みが目立っている。こ

れも、福井における交通まちづくりの一連の取

り組みの一つになりつつある。

おわりに

以上、京福電鉄福井県内路線の事故・即日運

行停止を発端にして起きた福井の行政・交通事

業者・市民の意識の変革と、それが後押しした

一連の取り組みの過程を辿った。京福電鉄の 2

度の重大事故と即日運行停止、そしてトランジ

ットモール社会実験を経て、福井では鉄軌道に

対する再評価が起きた。鉄道の再評価は減損会

計の導入で窮地に陥った福井鉄道の存続をも後

押しした。12年にわたる行政・事業者・関係者

による様々な取り組み・模索の集大成ともいえ

る相互直通運転、福井駅西口広場延伸、FUKURAM

導入等の施策を積み上げたものはまさしく LRT

計画である。

この春登場した FUKURAM のカラーリングは、

多くの県民や関係者の想いを受けて決まった。

FUKURAM が駅前電車通りに入ってくると風景が

パッと明るくなる。FUKURAM は明らかに街の風

景を変えた。

今、県民市民が FUKURAM を「自分たちの電車」

と認識して利用しているようだ。今後とも我々

県民市民・NPO は、意識を高め、協働してこれ

らの交通まちづくりの政策を支えていきたいと

考えている。             

以上

2013 年 8月 14日       文 清水省吾

※第 12 回中部地区路面電車サミット福井大会

の冊子に掲載する予定の文章です。

（人と環境にやさしい交通をめざす全国大会

in新潟 論集投稿文に加筆）



福井市福井鉄道福武線サポート団体協議会幹事会・理事会・総会報告

出席・報告：清水省吾

幹事会 日時：平成 25年 7月 25日 16:00～16:45 場所：清明公民館１階会議室

理事会 日時：平成 25年 8月 6日 18:00～18:45 場所：清明公民館 2階和室

総会 日時：平成 25年 8月 6日 19:00～19:45 場所：清明公民館 1階ホール

議事  幹事会― １．平成 24年度第 4回福武線活性化連携協議会等について報告

福井鉄道 海外製車両の導入について

※運行開始は平成 26年春を予定

福井鉄道駅前線延伸について

※延伸による所要時間増の緩和策として大名町交差点短絡線が考えられる

※費用に対する定量的効果を確認

田原町駅整備

平成 24年度福井鉄道福武線利用促進の取り組み

※企画乗車券の補助が予算をオーバー。何らかの方策を考える必要がある

         ２．福井鉄道の平成 24年度事業報告・平成 25年度事業計画について

         ３．平成 24年度事業報告・収支決算報告について（以下、サポート協）

         ４．平成 25年度事業計画(案)・収支予算（案）

           福武線利用促進事業(案)「福武線に乗って出かけよう 田原町商店街まるごと

旨いもの市」平成 25年 11月 3日を新規で加える

５．平成 25年度理事会・総会の開催について(日程・場所)
         ６．その他

次第   総会― １ 開会

２ 会長挨拶

３ 福井鉄道の現状、新たな取り組みについて

４ 議事(理事会でも共通)
（１）平成 24年度事業報告について

          （２）平成 24年度収支決算報告について

          （３）平成 25年度事業計画（案）について

          （４）平成 25年度収支予算（案）について

         ５ その他

特筆すべき内容

・平成 25年度 北府車庫改修 南側の大正 13年築の車庫を残す 北側 2棟を LRV用に改修

・電停改修 仁愛女子高校を実施 順次他の電停も実施

・相互乗入れ事業 今年度から 2年間

・平成 24年度乗客数 177万 8千人 （← 平成 20年度 160万 5千人）

・平成 25年度 4月前年比 30％増 4～6月 37,000人増(8%増) 定期外 5.7%増 定期 11.5%増

・通勤・通学各 10%増 清明駅隣接地に秋吉の拠点施設ができ通勤利用を予定、他      以上



ＲＯＢＡホームページに「ＲＯＢＡ動画」登場

ＲＯＢＡのホームページ（ブログ）に動画へのリンクが張られているのをご存じでしょうか。ホーム

の左側の「ＣＡＴＥＧＯＲＩＥＳ」の中に「８：LRT への取り組み紹介 」というリンクがありますが、

ここをクリックして頂くと動画へのリンクページが出てきます。動画は 2つあり、福井編と富山編があ

ります。インターネット上で何かと動画を目にする機会が多くなっています。説明しても説明してもな

かなか理解してもらえないことが、動画でスッと理解してもらえることがあります。ＲＯＢＡでも、そ

んな動画ができないかと取り組み始めました。今回の動画が、意図したような作品にできているかはま

だわかりませんが、今後も“分かり易い”作品づくりに挑戦して更新していきたいと考えています。機

会がありましたらご覧になってみてください。                   （文 清水）

ROBA MOVIE ＦＵＫＵＩ

福井鉄道 F1000 形 FUKURAM

福井鉄道に 2013 年 3 月 31 日にデビューした

F1000 形 FUKURAM をご紹介するショートムービ

ーを制作致しました。福井鉄道のシステム全体

をご紹介するショートムービーでもあります。

福井鉄道の沿線の状況、FUKURAM の導入を含む

福井鉄道の施策があまり知られていないと感じ

る場面に幾度となく遭遇し、福井鉄道と FUKURAM

を広く知って頂くためにショートムービーを作

成することに致しました。

ROBA MOVIE ＴＯＹＡＭＡ

TOYAMA TRAMWAY PORTRAM ＆ CENTRAM

日本最初の本格的 LRT、富山市の LRT ネットワ

ークを構成している富山ライトレール『ポート

ラム』と富山地方鉄道環状線『セントラム』を

一つのショートムービーに編集しました。既存

の素材を改良して組み合わせ、あるいは足りな

いものを足し、現代的な都市の装置が組み立て

られているのがよくわかります。また、バリア

フリーが徹底されていて、高齢者の利用が大き

く伸びている理由がよく分かるショートムービ

ーになっています。また、富山市の都市政策の一環で、都市空間のリ・デザインを行っていることが垣

間見えるシーンも出てきます。

LRT とは何かということがなかなか分かりにくいという声をよく聞きます。このショートムービーは

それを解説しているわけではありません。しかし、LRT 化で乗客が倍増し、高齢者の利用が大幅に伸び、

沿線の住宅着工数が例外的に増えている理由の一端を何となく感じ取っていただけるかもしれません。
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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） 

「私はこの35度という夏の暑さが大好きです！最高気

温が 30度を下回りだすと、切なくなります～」 

林(変集長) 

「築４１年の住宅の一部が道路拡張(区画整理)で減築

の対象になり、建て替えるべきか悩んでおります。建

て替えるなら薪ストーブは外せないなー！」 

作作作作／／／／漆嵜漆嵜漆嵜漆嵜    耕次耕次耕次耕次    

みゆきちゃんのおでかけ日記 Part13 

工場の夜景風景が素敵だ！ 

もう何年前のことか忘れたが多分 10 年以上前のこと、出張で初めて

高速道路をひた走り、糸魚川市を通過する時に、「ビビビ」と感じる瞬間

があった。その感覚は帰り道でさらに「ビビビ」感が増し、何故だか大

型工場の風景のとりこになった瞬間だ。（とりこ…言いすぎかもしれない）。

数年ほど前からはテレビで工場夜景の番組が放映され、川崎工場や姫

路工場の夜景が有名である。昼に見る工場の風景は粗な部分まで見える

が、夜景は本当に幻想的である。スターウォーズの映画ような未来の風

景が想像でき、また万が一、何かの事故で工場が爆発したら大惨事だよ

…と、美しさの裏側で恐怖さえ感じることもある。 

福井にはコンビナートがない。しかしギリギリ 1/1000 クラスで鯖

江にセーレン（元カネボウ）の工場がある。夕暮れ時やキリが出た時の

風景は何とも言えないぐらいキレイである。東側から田んぼの緑→ロー

カルな北陸本線→セーレンと風景が連なっている。 

あいにくカメラを持っていない時に限って、絶好の景色を見る事が多

く、さらに、なんちゃってデジカメや携帯のカメラしか持っておらず、

そのたびに今度こそ１眼レフを！と意気込んでいるこの頃。いつかバッ

チリな写真が撮れるように……と自身に期待したいものだ。 

 

こんな記事を書いておいて、実は写真が 1 枚しかない。 

 

夜景工場のコメントをひっぱってきました！ 

※2011 年 2 月に、川崎市において全国初となる「第１回全国工場夜景サ

ミット」が開催されました。このサミットでは川崎市と同じく工場夜景を観

光資源として活用する取り組みを推進している北海道室蘭市、三重県四日市

市、福岡県北九州市の４市が連携して「日本四大工場夜景エリア共同宣言」

を行い、全国的に大きな反響を呼びました。2012 年 11 月に室蘭市で開催

された第 3 回のサミットにおいて新たに山口県周南市が加わり、現在は「日

本五大工場夜景エリア」に発展しています。 

（私は四日市と水島の夜景工場が気に入っています。） 
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