
 
 
 

トップニュース：福井の都市・交通政策を全国的成功事例に！ 
現在、県議会や福武線沿線の市議会において協議されている福武線に関する２つの施策、つまり、ＬＲＶ

などの車両への切り替えと田原町でのえちぜん鉄道との直通運転は、実現すれば鉄道を含む公共交通の再生

の、さらには都市政策の全国的な成功事例となる可能性があります。 
福武線は路面軌道区間を持ちながら、現在は路面電車として機能していません。えちぜん鉄道も三国芦原

線が田原町で中心市街地に近づきながら、大きく迂回して福井駅に乗り入れる変則的な線形です。これらを

田原町駅でつなぎ、ＬＲＶなどの軌道区間でも乗り降りしやすい車両を使って直通運転させることで、新た

に（郊外から電車が直通する）市内線としての機能が引き出され、両鉄道沿線の最大の人口集積地である福

井市街地を新たに電車利用が便利なエリアに変えることが出来ます。それにより、両鉄道は大幅な乗客増を

図ることが可能となります。 
また、大名町交差点の福井駅前―武生方面短絡線の整備、日華化学付近や付属小・中学校付近、あるいは

鯖江・武生の新興住宅街への駅の新設も容易になり、両鉄道の利便性をさらに増大させることが可能です。 
財政難の昨今、鉄道をＬＲＴとして再生し、便利にすることで、中心市街地を含む既存市街地への都市機

能と人口の再集積を図ることは時代の要請でしょう。もちろん、環境政策の面でも極めて重要な施策です。

これからの時代、「便利なＬＲＴがある福井」は全国から多くの視察客を引き寄せるはずです。（文：清水） 

 
 
2 月  8 日 ２月運営会議  
2 月 15日 ＬＲＴ部会  
2 月 16日 公共政策共同勉強会準備作業部会  
2 月 17日 まちづくり懇談会「まちなか駐輪場の適

正配置と放置自転車についてⅤ」  
2 月 20日 ２月例会（公共政策共同勉強会・県立大） 
2 月 20日 バスマップ部会  
2 月 20日 鉄道インフラ活用全国会議（岐阜）参加 
2 月 23日 ＬＲＴ部会  
2 月 25日 ２月幹事会  

 
 
3 月  8 日（火）３月運営会議  
3 月（未定）  まちづくり懇談会「まちなか駐輪

場の適正配置と放置自転車につ

いてⅥ」  
3 月中旬    ＮＰＯ法人化認証  
3 月 25日（金）3月例会・法人化第１回理事会  
3 月随時    ＬＲＴ部会  
3 月随時    バスマップ部会  
3 月随時    中部地区路面電車サミット部会  
3 月随時    アースデー準備会議  

 
日本の鉄道名所１００を歩く 

川島令三 講談社  ８３８円＋税 
ＩＳＢＮ４－０６－２７２２７８－Ｘ Ｃ０２７６  

 鉄道に関するトリビア・・・・・「へー」の連発です。特に私が興味を持ったのが、新大阪や米原

など、将来の線路拡張の準備がいろいろされていること。鉄道線路は走らせながら改良するのには

非常に時間と金がかかるため、２０～３０年先を見越して手戻りが無いよう作ることが多いのです。

土の上を走るＬＲＴはその意味では線路の変更が容易です。道路でも、高架構造物には不思議な突

出が多く、将来の新設道路の接続を見越して作っています。 土木屋としては、そんな裏話にはつ

いうきうきしてしまいます。                           (美濃部) 
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ＬＲＴ部会議事録 

●２月１５日議事録●１８：３５～２１：００ 於 県民活動センター 内田、佐藤、畑、林ひ、高橋、岸本、清水 

・募金呼びかけ（募金予約証方式）もありうるが、それは慎重を要する。 

・キャラバン形式のものを例えば新田塚ですることも考えられる。 

・そのためのツールは冊子作成がよいのではないか。 

・冊子なら生半可なものでは効果ない。分厚すぎると読まれない。 

・大枠としてはすまいるトラムに限定するのでなく、武生～新田塚含め全体に言及。 

・そのなかですまいるトラムは一つの柱という位置付け。 

・そうでなければ武生鯖江含め広く共感得難い。 

・細々とたくさんのアイデアを並べるのは良くない―いや良いのではないか。 

・全体のシステム、軌道区間、直通運転という３つの大箱を設けて整理する案も。 

・市ごとに提案を提示するのも良い。 

・大枠を示すキャッチフレーズ＝走らそうＬＲＴ つなごう私たちのまちを！（内田） 

・これで広告のようなものを出したい。―新聞報道に取り上げてもらうのでも良い。 

・「走らそう」は今では「早く走らそう」。そのうち「活かそう！」と変えていく。 

・役割分担して作業を進めていこう。冊子は内田・清水とか・・・ 

・次回２３日 

 

●同、２次会記録●２１：１５～ 於 チャイナ･テーブル 内田、坂川、佐藤、清水 

・ＲＯＢＡも提案している乗り降りしやすい車両＋田原町接続が議会で取り上げられるので何とか後押ししたい。 

・それにはまず市民に車両が変り相互乗り入れが可能になるとこんなに便利に変れますよということを伝えたい。 

・それにはツール（冊子・チラシ化）と伝える機会（折込・プレスリリース・キャラバン等）が必要。 

・まずツール化する中身をそろえる。 

- 乗り降りしやすい電車が福井ー武生を１５分間隔 

- 怖かった市内の電停も安心して使えるものに 

- 新田塚から福井口経由と市内線経由あわせて15分間隔（福井駅前に直結） 

- 西福井ー新田塚に駅がつくれて使いやすく 

- 便数が増え中角・ベル前・ハーモニーでパーク＆ライドしやすく 

 

●２月２３日議事録●１９：００～２１：００ 於 県民活動センター会議室 内田、坂川、高橋、佐藤、清水 

・ＬＲＴをアピールするチラシ・冊子を作成する。 
・題を「福井地域鉄道再生計画」、キャッチフレーズを「走らそうＬＲＴ つなごう私たちのまちを」とする。 
・目的：当面ＲＯＢＡが目指している簡単な仕組みを伝えるためのペーパー。 
・冊子の構成をＱ＆Ａ、ＬＲＴ解説・まちづくり、路線図、デザインとし、チラシはそのダイジェスト版とする。 

- 新型車両が入るとこんなことが可能となります 
- 私たちも応援します 
 - 市民が抱くであろう疑問点を説明するＱ＆Ａ 
   今どうして公共交通なの 

こんなにクルマが便利なのにどうして公共交通なの 
     なぜ鉄道に税金を投入するの 
     自分は乗らないからメリットない 

- ＬＲＴを説明する わかりやすいもの＝ＬＲＴとは 
- 環境 
- ヨーロッパの実績 
- 社会便益 
- 私たちが描く路線図 
- まちづくりとの問題点 
 →チラシはこれではレベルが高すぎて機能しない。「ご存知ですか？こんなかわいい電車が入って来るんですよ。これ

をきっかけにもっと楽しいまちにしましょう。」でよい。写真多用し、文字を少なくし、ＬＲＴ・ＬＲＶ・パークア

ンドライド・ホームトゥホーム・システムなどの言葉は決して使うべきではない。 
以上 
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－３－ 

◆◆◆◆◆◆第 2８回まちづくり懇談会の報告◆◆◆◆◆  

日 時：平成17年2月16日（水）19:00～21:00 

場 所：サラダボウル（カレリア元町） 

参加者：ROBA/畑、高橋、堤端、坂川、内田 まちなかNPO/永井 コラボ NPO/牧野 

   福井市総合交通課/池田一志主任 

議 題：『福井駅前商業地区の駐輪と放置自転車対策』 

前回までに集約した当懇談会の論議内容を、ROBAの会とまちなNPOのまとめをもとにして統一を図 

った。その結果、概ね先月報告のROBA作成のまとめ案をもとに当まちづくり懇談会としての統一案 

としていくことが確認された。 

今回は、駐輪・放置自転車の担当課として福井市の池田主任も参加された。池田主任の見解として、 

以下のような言及があった。 

・市民が自発的にこのような場で議論するのは良い事だ。 

 ・内容として、施設管理者が行うべき事柄もあり、福井市として対処できないこともあるようだ。 

 ・まだ警察との関連で電車通りの歩道の交通の方向づけができていない。（歩道の自転車走行の可否） 

 ・違法駐輪の撤去なりその管理については、市としては難しい。市として返答はできない。 

 今後については、ROBAの会で提案文書を作成し、双方NPOで組織の承諾を得てから正式に福井市長に

申入れをする。 

  （申入れは、ROBA、まちなかNPO共同で。ROBAがNPO法人取得後速やかに） 

 また、パブリシティにより市民に発信し、市民ぐるみで考えていこうということになった。 

 

       ＜申入れの基本的考え方＞ 

 ・地域社会の問題は、地域全体で考え解決しよう。 

 ・地域も行政も一緒に汗を書き、問題解決に取組もう。 

 ・単なる要求ではなく地域・行政・来街者が一緒に考える。 

・ 駐輪のルールは私達でつくり私達が守ることを原則とし、駐輪場以外の駐輪がしづらくなる 

ような環境に整備をしていく。 

     （内田） 
 

              『NPO 法人ようやく認証なる!』 

 昨年12月20日に申請していたNPO法人が3月中旬～20日にかけて認証となる見込みです。 

ついては、3月 25日（金）にNPO法人ROBAとしての第1回定例会並びに第1回理事会を開催します。 

 また、定例会終了後 NPO法人設立の祝宴をあげたいと思います。年度末の忙しい時期ではあります

が、みなさん参加して下さい。                          （内田） 

 

            ＜日時：3月 25日（金）19:00～21:00＞  

＜場所：活動センター（県民会館５F）＞ 



０５０２２０バスマップ部会の作業報告                   高橋 八州太郎  
日 時：平成１７年２月２０日（日）午前９時より午後１２時まで  
場 所：県民会館 県民活動センター  
参加者：林（ひ）、畑、水野、林（て）、高橋 
 協議のなかで出た事のまとめ  
 ■「バスマップ作成による効果と課題」の調査報告の中間報告がなされた。 
  林（ひ）氏より標記の件の目次構成と作業の進捗状況について詳説があった。 
   １．全国におけるバスマップ作成状況……林（ひ）氏が各地の状況のまとめ途中 
   ２．福井におけるバスマップの普及状況と効果 

2-1 福井におけるバスマップの普及状況……初版と第 2版の販売実績を説明 
2-2 福井におけるバスマップの普及効果……これから議論してまとめる 

   ３．バスマップの作成、充実、普及における今後の課題……これから議論をしてまとめる 
■ROBA認定のバス停についての基準を改めてはどうか。これは、歩ける（特に車椅子の方が到達できる）
ことを基準とし、歩道幅員 2.5ｍは必須クリヤ－基準としてはとの意見あり。（『江守中のバス停』を基
本としてこの意見が出された） 

 ■社会福祉協議会からの「福井市内のバス停のバリヤフリーチェック調査」について、どのような調査か

わからないが松江市で作成した「マップ」を参考にしながら、福井版を作成してはどうかとの意見が出

た。この作業はバスマップ部会が中心となってやってはどうかとの意見が出た。 
■バスマップ普及の意味も兼ねて、観光シーズン時に「のりのりマップガイド」制度を設け、観光客

にボランティア説明してもいいのではないか？【京都の観光ガイド試験が実施されたことで、福井

のりのりマップを読みこなす意味でも試験をやってガイドを認定してもいいのではないか？】また、

観光案内所の運営の仕方にもどんどん提案をしていくことも重要との意見が出た。  
 ■大学生等の新しく福井にきた学生達に対して、「のりのりマップ」を渡して“公共交通の乗りこなし方の

ガイダンス”をしてはどうか？大学へ出向いていくのも手ではないかとの意見も出た。 
 ■ばすねっとふくいのネット版は今後管理を ROBAが受託することになりそうであるが、バス時刻表をど
う展開していくかを今後協議していくことが必要であるとの意見が出た。 

  今日の午後の「ROBA月例会」の会場である県立大学までの交通機関を早速、検索。するとえち鉄松岡
駅からバスのルートは,日曜運休で×、JR 森田駅ルートも接続のバスが時間に合わない、結局駅前から
「３３」のバスで行くしか手がないことを皆で確認した。 

                         ■バス会社と市民の接点を行政がもてなければ私達

がその場を設定しても良いのではないかとの意見

も出された。また、マップの面白い事例として石

川県根上町のマップの紹介あり。マップとともに

健康ガイドをつけて、歩くことを提唱している。

乗換えをするために歩く…「ホジロバ」の「ホ」

と「バ」を中心としたマップだねと妙に納得・。 
                            

バスマップ部会の様子 
 
 
次回は２月２６日（土）午前９時より午後１２時まで 県民活動センターで  
テーマは各地のマップの良い点、参考にする点などを確認することを中心に行います。  
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佐藤さんの説明のパワーポイントの一部       熱い議論が飛び交う出張 ROBA月例会 
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０５０２２０ROBAの会 月例会（地域公共政策学会との協働勉強会）     高橋 八州太郎 

日 時：平成１７年２月２０日（日）午後２時より？ 

場 所：福井県立大学 経済学部棟２０４号教室 

参加者：ROBAの会   ：内田、佐藤、林、畑、堤端、野田、福岡、坂川、脇本、高橋 

    地域公共政策学会：工藤先生、岡先生、脇本（＊）、他６名  （＊）両方の会員 

 ■プレゼンテーション 

  ROBAの会 佐藤さんが会の紹介を兼ねて、後のフリートークの題材を兼ねて「社会的便益」に

関することを中心に説明。次いで林（ひ）さんが都市再生モデル調査から得られた私達の活動に

ついて説明をした。 

 ■以下フリートークのなかで感じたこと。 

  私達の理論的構築のなかで、費用便益のプロからみて、いろいろな意見を言っていただきたくこ

の場を設けさせていただいたとの立場を踏まえて佐藤さん、林さんがそれぞれの立場で説明した。 

工藤先生は意見の中で度々「米国」の事例を踏まえて解説をしてくれた。クルマを使わないよう

にするためには、ダウンタウンの側の駐車場で乗り換えて「BART」を使って都心部へ行くという

方式を採用すべきとか、ライドシェアといってクルマをある特定の方々で分けて乗る方式でクルマ

の都心への流入を押さえることが必要だと強調していた。また、“すまいるバス”については辛口で、

できるなら辞めてもらいたいとのきつい意見も出された。一方、実母の体験から、タクシーで近く

の駅まで行き、そこから電車で趣味の音楽を聴きにいく行動から高齢者でも見知らぬ人と一緒にい

るバスを使うことに抵抗をもつ人も多くいるのではとの意見が出された。 

 岡先生からは、ROBAが出した請願書の中の“鉄道がもたらす便益計算”の結果について言及

され、補足説明を脇本氏がしてくれたことで、この費用便益計算は、確度が固いとの評をいただい

た。（一つ一つのデータを検証したわけではないので、出された資料を信用した場合）。特に負の社

会実験をしたことは得がたい体験であり、このことからこの費用便益は実体験からのデータゆえに

固いとの評であった。 

  また、「クルマ」との共存という考えがあまり理解されていない気がした。クルマを利用する人が

少しでも公共交通を使おうとする意識を持つことの意味があまり理解されなかった感触だった。 

 また、工藤先生から、今自分が取り組んでいるGPS調査に是非ROBAの会の皆さんの協力をお願

いしたいとの話が出されました。私達の活動が少しづつ、学術機関にも理解されてきており、ROBA

の会の存在意義を再確認する出前月例会であったと思う。（帰りのバスの時間が迫ったため途中退席） 

 



 

えちてつサポーターズクラブ 会員募集 

              ＜資格＞ 会の趣旨に賛同できる方で、どなたでも入会できます 

＜会費＞ 個人会員  年額 1,000円／人（定期券購入者は会費免除） 

                   ファミリー会員 年額  500円／人（個人会員の同居家族） 

＜特典＞ １．えちぜん鉄道の普通乗車券の運賃１割引 

（割引後の運賃10円未満のは数は10円単位に切り上げ） 

                    （1日フリーきっぷ・定期券・回数券は除外） 

２．1日フリーきっぷ 10回利用ごとに記念品（1年間） 

３．サポーターズクラブ会報誌、沿線イベント情報、えち鉄企

画情報提供 

４．えちてつサポーターズクラブ加盟店での食事・買い物の割

引サービス 

＜申込方法＞  

              ●えちぜん鉄道沿線市町村・在住の方    市町村役場まで 

              ●えちぜん鉄道沿線市町村以外・在住の方    えちてつサポーター 

ズクラブ事務局まで 

＜問い合わせ＞ 

               ・えちぜん鉄道沿線市町村役場 

・えちてつサポーターズクラブ事務局（電話0776-52-8830） 

 

作／漆崎 耕次  

編集後記 ・・・編集委員より一言 

林（変集長） 

「雪道渋滞・・・バスが来ない！寒いヨー！」 

清水（副編集長） 

「ＬＲＴ！福武線の本領発揮です！」 

川口（副編集長） 

「福井もあとしばらく、もちろん学生生活も」 

内田（発行責任者） 

「やっぱ、これからはLRTだべ！ 間違いない」 

事務局 

    ふくい路面電車とまちづくりの会 

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/ 

 

くすくす・・・・ＰＡＲＴ １ 

女子高生Ａ「Ｂ君 リュック、パンパンやけど何入れてるや」 

男子高生Ｂ「教科書や（少し恥ずかしそうに）」 

女子高生Ａ「教科書って、Ｂ君、家に教科書持って帰るんかー？」 

男子高生Ｂ「・・・・・・」 

女子高生Ａと連れの女子高生「私ら教科書持って帰ったことないわー」 

変集長（・・・・にんまり） 

      えち鉄／福井口 待合室にて（０５．２．２１／ＰＭ8:00） 
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