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☆★活動報告★☆  

9月 17日 ROBA9月例会・理事会 

16～19日 モビリティウィーク 

      県庁、福井市役所でパネル展 

20～21日 カーフリーデーふくい 2014 

   29日 CFD第 4回実行委員会 

10月 5日 まちフェス （CFD関連事業） 

  11日 福井市環境フェアー（パネル展） 

  13日  

FUKURAM  ローレル賞 受賞式典 

  15日 ROBA10月例会・理事会 

 

☆★今後の予定★☆ 

10月 18日（土）交通まちづくりカフェ（フェニックスプラザ） 

    22日（水）えちぜん鉄道活性化連携協議会 

    26日（日）福井市 あじさいトーク 

11月 19日（水）ROBA11月例会・理事会 
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カーフリーデーふくい２０１４ 

初企画「バス電車でちょい旅」 



モビリティウィーク＆カーフリーデーふくい２０１４開催について 

 

  9月 16日～19日：モビリティウィーク 

9月 20日～21日：カーフリーデー 

                          内田佳次 

 

2014 年のカーフリーデーは８回目を数え、場所の選定に苦慮した。これまで開催し

た福井駅西口や田原町商店街通りの候補地が改修工事の真最中であることから、それ以

外の場所を探さなければならないためだ。できれば恒例の場所として決まっていると良

いのだが…。 

 

会員から意見を募ったところ、福井駅前からお堀につながる県庁線（約 60M）が候補

に挙がった。その通りは市道につき都市整備室を訪問して相談をしたところ、すでに福

井 JC がその県庁線で「秋の収穫祭」をすべく関係者との調整が進んでいるとのことで

あった。 

 

そこで、福井 JCの担当者を訪問し CFDとの連携を相談した。ところが、計画は 90％

がた決まっていて、食のお店以外に一般団体や他の NPOと子どもを対象にしたイベント

等で協働体制が進んでいた。福井 JC は福井の未来を背負う子どもに焦点を当てた企画

をしていて、CFDの子どもを含む家族での「ちょい旅」や「バスの乗り方教室」の企画

が一致したこともあり、連携開催の話はとんとん拍子で進んでいった。 

 

会場の県庁線を完全に通行止めとし、いちばん西側の一角を CFD会場として用意して

いただけた。事前の沿線の自治会の承諾や警察署の道路使用許可、当日の段取り、交通

整理と福井 JCの調整・企画力には敬服いたしました。 

 

今回は今までにない“間借り”的な CFD ではありましたが、「秋の収穫祭」という圧

倒的な集客力もあって、そして素晴らしい好天にも恵まれ、今までとは違った CFDを開

催することができた。しかしながら、その“間借り”的な位置づけと 10 月 5 日の「ま

ちフェス」でも CFD関連イベントとして開催したこともあり、事業自体が３日間とやや

分散した格好になった。 

 

しかしながら、福井市地域交通課が MM 教材作成に向けての体験参加、自転車利用推

進課が「ふくチャリ」利用の呼びかけ、福井県交通まちづくり課がパネル展でそれぞれ

積極的に参画いただき、行政との協働で CFDの開催ができたことは大きな収穫であった。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



カーフリーデーふくい 2014 「バス電車でちょい旅」開催  林  博 

 今年のカーフリーデーの目玉は、「バス電車でちょい旅」。会場内で確保できるスペースが限定される

という悪条件の中、苦肉の策として考え出されたのが、この企画です。会場へバス電車で参加してもら

う（お米プレゼント）といういつもの企画に加えて、バス電車で街なかや郊外へ送り出すイベントを行

うことで、会場の狭さを克服しバス電車の乗車体験をしてもらうという一石二鳥のイベントとなりまし

た。この企画に似た内容として、これまでにも「親子でバス電車乗車体験」や、第 4 回カーフリーデー

ふくい 2010in 田原町の「バス電車フォトラリー」などがありました。その失敗を改善した企画とする

ために、モデルコースを準備して選択してもらうこと、景品としてフリーキップを選ぶことができるこ

となど、参加しやすい環境をつくるようにしたことです。 

 初日は 2 組４人でしたが、２日目は７組１２人となり、初日の取材にきた地元新聞の記者に気に入っ

てもらい、広報してもらえた効果があったようです。10/5 には、フリーペーパー（ファミール）にイ

ベント予告が掲載されたこともあり、小雨にもかかわらず９組１９人の参加がありました。 

参加したコースは、１,２日はすまいるコース８人、えち鉄コース５人、福鉄コース３人でしたが、福

井西武前仮電停前で実施した３日目は福鉄コース１７人、京福バスコース１人、すまいるコース１人で

した。参加者の住所は、福井市内２６人、県内市外５人、県外４人でした。また、２日目の「すまいる

コース」の参加でちょい旅の楽しみを知った高校生が、３日目にも参加してくれて、グレードをあげて

「京福バス＋すまいるで気まま旅コース」にチャレンジし、満足そうだったのが印象的でした。 

 

のりのりマップを利用した「バス電車でちょい旅マップ」（京福バス 230 円区間 1 日フリーパス区域入り） 



のりのりマップを使った京福バス案内所看板が 2 年ぶりに更新  林  博 

2008 年 7 月に、ふくいのりのりマップ福井市版「福井市内バス電車マップ」が京福バスの路線図案

内板としてデビューして以来、第 5 版目となる京福バス案内板ですが、第 3 版目からは、京福バス案内

所内の窓口脇の柱に縦版が設置されバス路線の説明に使われており、また、乗り場内のベンチコーナー

には横版が掲示されており、バス利用者の利便性向上に寄与しています。 

今回の京福バス路線の

10 月 1 日付の改定の主な

内容は、市街地北部の路線

変更です。 

○高木・高柳地区の交差点

改良の完成に伴う大和田エ

コラインや大学病院中藤線、

高木線などの路線変更 

○福井総合病院行きの路線

の整理に伴う福井総合病院

線や、鮎川線の路線変更 

○二宮地区の市街化に伴う

福井総合病院線や川東三国

線の路線変更 

 

 実は、この改訂に伴って

これまで並行して進めてき

た、「バス電車でのちょい旅

マップ」「タウンマップでの

のりのりマップによるバス

電車紹介」のマップも改訂

する必要があることに気が

付き、急遽、改訂作業をや

ることになり、それぞれ関

係者の協力を得て、ぎりぎ

りでマップの差し替えがで

きて、事なきを得ました。 

これによって、タウンマッ

プに使われるのりのりマッ

プは 2014 年 10 月改訂

11.5 版ということになり

ました。 

 

（400＋1100）m×1450m 案内所の柱に 

 

バス乗り場のベンチコーナーに 1680m×1150m 



   福井鉄道 F1000形 FUKURAM鉄道友の会ローレル賞受賞式 

                                    内田佳次 

平成 26年 10月 13日 11:00から福井鉄道本

社にて鉄道友の会・ローレル賞の受賞式典

に ROBA を代表して来賓として出席しまし

た。 

 この鉄道友の会・ローレル賞は 1961年 2

月に制定された歴史のある賞です。鉄道友

の会の会員および選考委員の選考により、

前年に新造、改造された鉄道車両の中から

技術面で優秀な車両を評価して受賞を決定

します。 

 本年の F1000 形は定員が 155 名と日本の

低床式車両として最大であり、鉄道線と軌

道線を運行するトラムトレインとしての位

置づけやその他福井鉄道の再構築事業など

を考慮し選定したとのことです。 

 受賞式には、来賓として福井県総合政策

部東村部長、中部運輸局福井支局長谷川支

局長、越前市奈良市長、鯖江市牧野市長、

新潟トランシス社長ほか鉄道友の会須田会長、2名の鉄道友の会副会長、福井支部岸本

事務局長はじめ多くの鉄道友の会会員も出席して受賞をお祝いしました。 

 

 

  

 



 

 

緊急リポート 京福バス「森田線」 スクールバスから路線バスへ

変身！       

 

京福バス ＨＰより転載 

●撮影 2014.10.03 

 びっくりしました。こんな路線バスができるなんて。「少子化が進む一方で区画整理に伴う住宅地などの

開発を受け、一般の新規需要を取り込む狙いがある（20141001福井新聞より）」という京福バスの狙い。 

6年前に森田地区文化委員会において先進地視察で訪問した「呉羽いきいきバス（富山県呉羽市）」でも同

じようなモーニングバスを実施していた。バスを追跡したところ、開設 3日目ですが上野本町東バス停（新

設）で学生１人が乗車しＪＲ森田駅バス停（新設）で下車した。 

帰りはどうするのか知らないが、今回運行路線が変更された「大学病院新田塚線」がＪＲ森田駅前を運行

するので本数は少ないが利用できないことはない。ちなみに小学生は定重～森田小学校は 120 円（子供運

賃）。定重～ＪＲ森田駅は大人２３０円。                    報告 林 照翁 

 



 

 

事務局  特定非営利活動法人 

    ふくい路面電車とまちづくりの会（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/ 

 

編集後記 ・・・編集委員より一言 

内田（発行責任者） 

「予想がつかない自然災害が増えていますが、事前

の対策も難しいですね。対策の一つに保険があります

がこの保険料も値上げが続いています。スミマセン！」                                                   

林(変集長) 

「朝１本ですが、森田駅前行きが新設されたことは

久しぶりに明るいニュースです。どんどん利用して

本数が増えればいいのですが・・・・」 

作／漆嵜 耕次 

 

  

ケントリーくんのあれこれ日記 Part12 

 

来年 3月の北陸新幹線金沢開業に伴い、在来線の福井金沢間に

1 日 3 往復の特急が新設されることになりました。先日その愛称

が発表されましたが、聞いた瞬間「えっ」と耳を疑うようなもの

でした。 

「ダイナスター」。愛称の由来は、恐竜を意味する英語 dinosaur 

とスターを合わせた造語のようですが、特急列車の愛称とはとて

も思えず、巷では、居酒屋（バー、スナック）、パチンコ屋、クレ

ジットカード会社のイメージがすると極めて不評です。安直に「か

がやきリレー号」と命名していた方が、まだ救われたでしょう。 

最後に今回新設される特急の時刻を予想して締めくくりたいと

思います。北陸新幹線の愛称予想も外れていました（雷鳥、白山、

日本海の３点で応募していました）ので、今回また外れていたら、

皆さん笑ってやってください。 

 

① 福井発は 5:00、6:00、7:00の 3便 

② 金沢発は 21:45、22:45、23:45の 3便 

③ 途中春江、芦原温泉、大聖寺、加賀温泉、小松に停車 

④ 福井 5:00発は、金沢で東京行き始発かがやきに接続 

⑤ 金沢 23:45発は、東京発金沢行最終かがやきから接続 

⑥ 現行の「おはようエクスプレス」「おやすみエクスプレス」

「福井発着はくたか」は、新設の特急に吸収する形で廃止 

⑦ 現行の「ビジネスサンダーバード」を定期列車に昇格させて、

福井発 8:00の金沢行き特急も設定。 
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