
 
 
 
 
 
 
 

●福井西武前／福井鉄道代行バス／080419 1600／撮影 林照

★ゴールデンウイーク特集ということで、３ページにも書籍紹介があります 

2008.5.16 

第 75 号 

☆★今後の予定★☆ 

5月20日（火） サミット実行委員会 

  22日（木） 事務局会議 

23日（金） ＩＲＥ ＬＲＴ研究会 

    25日（日） 総会＆講演会 

「みんなで考えよう これからの福武線」 

29～30日 カーフリーデーアジア会議（横浜）

  30日（金） 事務局会議 

 6月4日（水） 福井市環境展説明会 

   6日（金） 事務局会議 

  13日（金） 事務局会議 

  20日（金） 例会・理事会 

地方を殺すな 

三浦展、大林宣彦、大西隆、藻谷浩介 

洋泉社ＭＯＯＫ １３６５円 ＩＳＢＮ９７８－４－８６２４８－２０１－３ 

 以前この欄で紹介した「ファスト風土化する日本」の読み物版といった感じで郊外型ＳＣ中心の開発

に警鐘を鳴らすことを目的とした書でありながら、非常に読みやすくまとまっている。大林氏は観光都

市としての価値を高めるには「開発」をしない古いままがいいと言っているところなどは意見の分かれ

るところであろうが、まちづくりの入門書として、さすが各界の売れっ子が書いているだけあって 

読みやすい本である。 

 (財)国土技術研究センター調査第３部長 美濃部 雄人Minobe Yujin 

 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

 

福武線電車（８００型）脱線 ０８０４１９ １４４０ごろ 福井市役所前駅近く 乗客らにケガなし 

       ☆★活動報告★☆                       

4月25日 事務局会議                      

4月29日 臨時理事会                      

5 月 2日  第1回福井市地域生活交通活性化会義      

  2日  事務局会議                     

   9日 事務局会議                     

  16日 例会・理事会         

 

☆★今後の予定★☆ 

5月 18日（日） 講演会「ドイツ・フライブルク市の

マイカーに頼らない交通システム」 



 

サミット通信 Vol.3  第 9 回全国路面電車サミット 2008 福井大会の予定企画 
（※これは現段階の予定です。変更がある可能性がありますので、あらかじめご了解下さい。） 
 

１０月１７日（金） 会場：ＡＯＳＳＡ（アオッサ）８階 県民ホール 

まちづくりセミナー  福井県と福井市のまちづくりに関するセミナーを予定しています              １０：００～１２：００ 

サミット講座 最新の法制度についての講演、および、最新の LRT 技術についての講演を予定しています １３：００～１６：００ 

 

１０月１８日（土） 

福井大学 バッテリートラム実験公開 開催場所：福井鉄道福武線西武生駅                     ９：３０～１１：００ 

ＬＲＴセミナー 会場：繊協ビル８階ホール                                          １３：００～１７：００ 

  福井の路面電車事情について 

  世界のＬＲＴやトラムトレインの画像・映像による紹介 

  全国の路面電車の最新事情と成功事例 

エクスカーション セミナー会場から懇親会会場まで福鉄の 3 種類の電車で移動します              １７：３０～１８：３０ 

歓迎レセプション 会場：福井商工会議所８階 レストラン ブローニュ                          １９：００～ 

 

１０月１９日（日） 

全国路面電車愛好支援団体協議会総会 会場：ＡＯＳＳＡ７階 ７０６・７０７号室                   ９：００～１０：００ 

講演会計画中 会場：ＡＯＳＳＡ7 階 ７０６・７０７号室                                   １０：００～１２：００ 

サミット会議 会場：ＡＯＳＳＡ８階 県民ホール                                      １０：００～１２：００ 

全国の愛好支援団体の意見交換、情報交換 

福井からの文化発信 会場：ＡＯＳＳＡ８階 県民ホール                                 １３：００～１３：４０ 

ハープ演奏＋マリンバ演奏 

ＬＲＴフォーラム 会場：ＡＯＳＳＡ８階 県民ホール                                     １３：４０～１５：４０ 

  ＬＲＴを活用してまちづくりを進めている自治体の代表の方においで頂いてお話を伺います 

サミット宣言                                                            １５：４０～１６：００ 

 

関連イベント 

○17 日～19 日予定 

全国路面電車愛好支援団体ブース 会場：ＡＯＳＳＡ１階 アトリウム 

○18 日～19 日予定 

世界のＬＲＴパネル展 会場：ＡＯＳＳＡ１階 アトリウム  カーフリーデー福井  ハチドリ計画  えちぜん鉄道・福井鉄

道乗車イベント （1 日フリー記念切符を発売します。フリーツアーがお薦めです） 

○19 日予定 

カーフリーデー環境ツアー  『このまちと～まれ 2008』 

 

福井大会開催の意義 

福井の路面電車は福井鉄道福武線の内３．３キロメートルだ

け。あとは郊外鉄道です。現在、福井鉄道の軌道区間を介した、

福井鉄道福武線とえちぜん鉄道三国芦原線の直通・LRT 化の

計画が進められていますが、その福井で開催される全国路面電

車サミット。今後、全国路面電車サミットは、路面電車が走る全国 17 都市だけを対象とするのではなく、全国の地域鉄道を

LRT の素材と考え、路面電車と LRT をますます全国に普及・発展させていく、サミットにする必要があるのではないでしょうか。     

全国路面電車サミットが福井で開催されることの意義はそこにあると、私たちは考えています。 



 

生活保護ＶＳワーキングプア 
大山典宏    ＰＨＰ新書５０４ 
７２０円＋税 ISBN978-4-569-69713-0 

生活保護は社会保障の最後の砦とも言え、交通分野の政策決定をするにあたっても、生活保護は

どのような人が、どのような場合にもらえるのか。その水準はどの程度かということに常に心の片

隅に置かなければならない。 
 この本では、生活保護の申請をした人が、福祉の窓口でどのようなやりとりをしなければならな

いのかなどがリアルに描かれ、不正受給の防止と本当に困った人を助けることの両立の難しさな

ど、現場経験のある人の本ならではの説得力が感じられる。少子化対策の切り札、「片親世帯が安

心して子供を育てられる」という意味では日本はまだまだと感じる。 
 生活保護でもらった金は、資産形成に回さない限り、使途は自由だが、家賃だけは上限がある代

わり、全額支給されるということで、一部使途が限定されている。その理由などに興味が出てきた

が、そうした内容を説明する文献があればご教示いただきたい。 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 ２  

「今さら聞けない環境問題のウソ・ホント」 

著者：環境問題の真相調査班 

イーストプレス ５００円 ISBN978-4-87257-688-7 

この本の欠点は、著者がどのような立場の者か読む前にわからないことである。読むとわかる。

環境問題に関する諸説の中で、財界に都合のよい学説をならべて、環境問題に真剣に取り組む意欲

をそぐために書かれた書としか思えない。 

 さらに、通説と異なる説が展開されていてもその根拠、どのような前提で計算されたのかよくわ

からない。常々無駄なリサイクルはやめて真に子孫繁栄に役立つ行動を取ろうと思っている私に

は、役に立たなかった。 

 ただ、環境問題の世界は、純粋に真実を求める科学者と、自らの利益のために真実をねじ曲げる

偽科学者がいて、たいへんであることを実感するためには呼んだ方がいいかもしれない。雑誌代わ

りに安い本なので。（ちょっと言い過ぎたかな） 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 ３  

住まいのプロが教える３０の警告「この街」に住んではいけない！ 

中川寛子 マガジンハウス 

１２００円＋税 ＩＳＢＮ９７８－４－８３８７－１８４７－４ Ｃ２０３６ 

昔からよくある不動産のHow to本で、サンズイ編の街はもと窪地だからどうだとか、常識的な

話から、ロードサイド店が多いところは犯罪多発とか、かかりつけ医の問題など、「防犯編」「便利

さ編」のあたりが新しい。まちづくり趣味者にはおもしろい本だが、「どういう町を選ぼう」とは

書いてあっても、町を良くするためにどうしようとかこうした情報流通を良くするための市場制度

をどうしようとかの「政治性」は全くないので念のため。 

 ただ、消費者の鋭い選択眼は町の価格差を生み、デベロッパー、地主の努力を促すからこういう

本も公益性はあるので紹介する。 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 ４ 



 
将来ビジョン  「夢と希望のまち森田」 完成！作成 森田地区文化委員会 

 福井人に贈るグッドライフペーパー「おとな日」１１７号（080426福井新聞社発行）や地元新聞

等で紹介されましたが、県外の会員の方もいらっしゃいますので、当事者（文化委員）の一人とし

て再度紹介します。 

 森田地区は、福井市北部に位置し、南側には福井県最大の河川、九頭竜川が流れており、昔は福

井、丸岡間の交通の要所宿場町として栄えました。旧道は浄土真宗中興の祖・蓮如を描いた「御影

（ごえい）」を東本願寺（京都市下京区）から、あわら市吉崎まで歩いて運ぶ御影道中のルートにも

なっています。昭和４２年福井市に編入後は、勤め人の多いベットタウンになっており、現在は北

東部で区画整理事業が進行中で、日々町並みが変貌しています。 

 森田地区文化委員会は地区内２２の自治会から選出された文化委員で構成されており、平成１９

年度は森田の将来ビジョンを作成することになりました。仁愛短大の内山秀樹准教授を講師に森田

地区の住民参加によるワークショップを４回行い、途中、先進地視察として岐阜県川島町・古川町

にも行きました。 

 そのようにしてまとめたビジョンの柱６本を下記にまとめてみました。もちろん私は「交通環境

の整備」にかかわりました。 

 ●自然と親しむ川づくり ●歩きたくなる歴史と文化のまちづくり 

 ●いきいきすこやか健康づくり●安全で安心なまちづくり 

●森田ブランドで健康づくり 

●交通環境の整備（抜粋） 

■歩行者と自転車優先のまちづくり 

・ レンタル自転車の整備 ・自転車免許証の交付（小学生以上） 

■ＪＲ森田駅舎の有効活用 

・ コミュテイスペースの有効活用 ・窓口販売（委託）の積極的ＰＲ活動 

■コミュテイバスの整備 

・ 駅、公共施設、病院、マーケットなどを結ぶ 

■公共交通を利用しやすくするための整備 

・ ＪＲ森田駅パーク＆ライドの推進 ・コミュテイバス発着場の整備 

・ ＪＲ、京福バス地域時刻表の配布 ・バス停の整備（ベンチ・屋根など） 

・ 公共交通利用者アンケート実施                 

   報告／林照 



 
～～～～～平成 20 年度 第 1 回福井市地域生活交通活性化会議～～～～～～ 

 

日時：平成20年5月2日(金)１３：３０～１５：００ 

 

場所：福井市役所 ８F会議室 

 

委員：座長 川本福井大学准教授 

    自治会連合会、連合婦人会、老人クラブ連合会、PTA連合会、ROBA,福井鉄道自動車部、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、県交通運輸産業労働組合協議会、

福井運輸支局、県・総合交通課、市・交通政策室 

 

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。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会議） 

 

議事：案件① 大和田エコラインの運行について（京福バス） 

・ JR福井駅発⇒田原町⇒宮前町⇒二ノ宮 2丁目⇒福井トヨペット前⇒高木中央⇒アピ

タ・エルパ前のバス路線を新設。また、丸岡線の福井新聞社経由及び福井大学病院線

のフェアモール福井経由の系統もアピタ・エルパ前停留所前を経由するように経路を

変更する。 

・ エルパに30台のＰ＆Ｒ駐車場を用意する。また、平日に限り朝2往復、夜間3往復を

増発し通勤利用の利便性をはかる。 

・ 運賃は 360円（福井駅⇔エルパ）だが、エルパカード又はアピタ・エルパ発行の利用

券があれば200円（田原町⇔エルパは100円）とする。丸岡線、福井大学病院線も200

円で利用ができる。※Ｐ＆Ｒ駐車場の利用者をどのように決めるかは未定。 

  運行開始は6月2日 

 案件②鮎川線の増便（最終便から1便） 

     6月2日より、すかっとランド横Ｐ＆Ｒ駐車場を開放。併せて同日より福井⇒すかっとラ 

ンドについて22時30分京福ＢＴ発を増便する。 

     また、鮎川線の特急バス（7:00小丹生発）も、すかっとランド停留所に停まるようにする。

      ※今後の課題として、すかっとランドの駐車場の中にバス停を移動することを提案した。

 

  上記の二つの案件が承認されました。 

●
図
案
／
林
照  



 

作／漆崎 耕次 

編集後記 ・・・編集委員より一言 

林(変集長) 

「目指せ！住んでみたい森田、行ってみたい森田」

塚谷（副編集長） 

「うちのワンコが要介護認定されました」 

内田（発行責任者） 

「中国でも大地震まさに地球の大地震！」  

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山県、高岡市の 善光 孝 （ぜんこう たかし）と申します。 

 自宅はお寺ではありません。この度、ロバさんに入会させて頂きました。 

時々お会いしている方もありますが、改めて簡単ですが、自己紹介など・・。 

  私、４５歳。 売れ残っております・・。地元では、ラクダ高岡に入っています。 

鉄道マニアかどうかは微妙な所ですが、○○系はどうだ・・ とかは興味がありま

せん。大学時代、鉄道工学・経営学をやっていました。地方鉄道の再生に興

味があり、福井鉄道さんも無事に再生出来れば・・ と思っております。 

  趣味は、旅行、不動尊めぐり、登山、酷道めぐり（国道ではありません）、そ

して、滝行・・？ スポーツは、空手を少々。 まだ、初段です。あ、怖い人間じ

ゃないですよ・・。いつも道場で子供らと、じゃれ合っています。あと、この年になっ

てもスキーをしております。  

 今、貧乏でなかなか福井まで行けませんが、皆さんと一緒に公共交通などに

ついて語り合えたら・・ と思っております。 

  それでは、どうぞ、よろしくお願い致します。 

  

新 会 員 紹 介 




