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第 91号 

☆★今後の予定★☆ 

9月16日(水)～22日(火)  ＭＷ＆ＣＦＤ 

  16日(水)～18日(金)【通勤にクルマを使わない日】  

  19日(土)【徒歩の日】シンポジウム・トークショー 

  20日(日)【バスの日】バスの乗り方教室 

  21日(月)【電車の日】 

  22日(火)【自転車の日】 カーフリーデー 

10月3日(土)北陸連携市民会議発表会（富山）  

   9日(金)ＭＷ＆ＣＦＤ実行委員会(最終回) 

 10日(土)～12日(月)全国バスマップサミット（沖縄）  

  16日(金)ＬＯＶＥ・アース・ふくい 福井県大会 

   16日(金)ＲＯＢＡ例会・理事会 

☆★活動報告★☆ 

 8月 22日 鯖江環境フェア 2009 
   22日 北陸連携市民会議 
   25日 ＭＷ＆ＣＦＤ実行委員会 
   28日 ＭＷ＆ＣＦＤ事務局会議 
 9月 8日   ＭＷ＆ＣＦＤ実行委員会 
       11日 ＭＷ＆ＣＦＤ事務局会議 
   12日 ＭＷ＆ＣＦＤ事務局会議 
   13日 ＭＷ＆ＣＦＤ事務局会議 
   16日 ＭＷ＆ＣＦＤスタート  

                      公共料金の経済学 副題：規制改革と競争政策 

桑原秀史著 ISBN978-4-641-16315-7 C3033 

有斐閣  ３８００円＋税 
  公共料金（公的規制を受けている対価）について、数式を用いて市場に任せれば最適化されない
理由、設定すべき料金水準などを説明しており、そのあたりの教科書としては完全に理解できない

私が論評する資格はないが、勉強する意欲のある人には有益な本に見える。 
また、欧米の公共料金政策を水光熱通信費、交通費などについて現状がどうか、どのような考え

方で統制されているかも解説されていて資料としても価値がある。 
ただ、最後に日本の公共料金政策について、規制緩和と競争を促す方向で多々提言しているが、

ページ数の関係からあまり理論的に提言の正当性が説明されていないのが残念である。 
                          東京会員  美濃部 雄人Minobe Yujin 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

えち鉄「中角駅」駐車場が舗装化！ ほーそーかそれはよかった！ 

 

●
撮
影
／
林
照 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸連携並行在来線等活用市民会議は、北陸新幹線金沢開業後の北陸本線と支線の経営などについて、次のとおり提案します。 

北陸連携並行在来線等活用市民会議からの提案 

１．金沢（福井開業後は福井）－直江津間を一体経営とし、枝線についても同様に経営分離する 

 並行在来線として経営分離される金沢（福井開業後は福井）－直江津間は、経営主体にかかわらず実質的に一体経

営を行う。また城端線、氷見線などの枝線も、北陸本線と同様経営分離する。 

２．保有と運営の上下分離を行う 

〈保有〉 

各県がそれぞれ資産（土地）を保有、施設は運営会社が保有 

〈運営〉 

全体を一体で運営する運営会社が運営する 

富山―黒部間や金沢近郊区間などについては複数の運営会社が運営する 

〈分離の方法〉 

土地の保有―施設の保有・運営での上下分離 

施設については会計上の上下分離 

３．運輸連合を設立する 

「北陸運輸連合」を設け、北陸全体におけるダイヤ、運賃、乗り継ぎ等を一体的に定め、ネットワークとして運営する。

経営的・財政的裏づけとなる法制度が必要となる。 

４．それぞれの主体ごとに役割分担を行う 

 行政と鉄道事業者に任せることなく、利用者（住民）も参画して「自分たちができることは何か」を考え実行する。 

５．社会的便益を根拠とし、まちづくりとの一体化を図る 

指標を事業の収支に求めない。社会的便益が根拠であり、社会的便益の増大を指標とする。そのため鉄道が担う間

接的効果も含め、まちづくり全体の枠組みの中で鉄道を考える。 

６．「貨物輸送の国土軸」という社会資本としての位置づけを明確にする 

日本海縦貫の貨物ルートとしての北陸本線の性格を踏まえ、線路使用料等について、妥当な費用負担を求める。 

 
北陸連携並行在来線等活用市民会議報告会を開催致します  ※入場無料 

日時 ： 2009 年１０月３日（土） １３時～１７時 

場所 ： 富山市総合体育館 第２・第３研修室（富山駅北出口から徒歩 7 分） 

内容 ： １．基調講演（亜細亜大学講師 佐藤信之氏）   

２．北陸連携並行在来線等活用市民会議本報告   
３．城端線調査報告 

北陸連携並行在来線等活用市民会議は、福井、石川、富山

の公共交通を活かしたまちづくりに取り組んでいる市民団体

等が連携して、北陸新幹線開業後の並行在来線が、どうした

ら地域の足として愛される便利で使いやすい鉄道になれる

か、また、地域のまちづくりに活用できるかについて、広域的

な観点から共同研究を行い、提案するための連携組織です。

構成団体として、金沢・LRT と暮らしを考える会、公共交通と

やま市民応援団、富山県交通政策研究グループ、NPO 法人

ふくい路面電車とまちづくりの会（ROBA）、協力団体として、

路面電車と都市の未来を考える会・高岡（RACDA 高岡）の計

５団体が参加しています。（2009 年 6 月末、本報告を作成）  

北陸連携並行在来線等活用市民会議 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

徒歩の日 

子どもと一緒に徒歩で街に出よう！ 

「シンポジウム・トークショー」   

『かしこい公共交通の使い方』入場無料 

日時 9 月 19 日（土） 13:30～17:00 

場所 「響のホール」 福井市中央一丁目 

講演 『地図で見る都市の姿と公共交通』 

講師 今尾恵介氏（地図研究家） 

地図研究の第一人者。ベストセラー「日本鉄

道旅行地図帳」を監修。NHK「課外授業ようこ

そ先輩」でもお馴染み。 

トークショー 

    今尾恵介氏 

    阿部真由美氏（FBC ラジオパーソナリティ） 

    岸本雅行氏（ROBA 理事） 

    川上洋司氏（福井大学大学院教授） 

作文・小論文コンクール表彰式（中高生） 

入賞者による作文・小論文の朗読と表彰式 

テーマ「クルマと公共交通のかしこい使い方」 

『まちかどコンサート』 
日時 9 月 19 日（土）11:00～12:00 

場所 福井駅西口広場「モビリティセンター」前 

出演 福井センター合唱団＋ラブリーズ 

バスの日 

子どもと一緒にバスで街に出よう！ 

「子どもとバスミニツアー」 
9 月 20 日（日）はバス子ども料金サービス！ 

①京福バスと福鉄バスの大人同伴の子ども運賃が、

一乗車あたり 100 円※1(県内のどの路線バスでも)

②京福バス福井市内 230 円区間 1 日フリーパス

(500 円)、すまいるバスの 1 日フリーパス(300 円)

を利用したお子さんに景品をさしあげます※2。福井

駅西口広場「モビリティセンター」までご持参下さい。 

電車の日 

子どもと一緒に電車で街に出よう！ 

「子どもと電車ミニツアー」 
9 月 21 日（月）は電車子ども料金サービス！ 

○えちぜん鉄道と福井鉄道の子どもの 1 日フリー乗

車券が、それぞれ 100 円※3  

（通常：えちぜん鉄道 400 円、福井鉄道 250 円） 

 

 

※1、※2、※3 は裏表紙を参照してください。 

自転車の日 

子どもと一緒に自転車で街に出よう！ 

「カーフリーデーりんりん広場」 
日時 9 月 22 日（火）10:00～17:00 

場所 アップルロード（福井西武本館東側） 

■電動アシスト自転車展示試乗会 

数台の電動アシスト自転車の展示・試乗を行ない

ます。この機会に快適さを実感してください。 

■３人乗り自転車展示試乗会 

法改正に準拠した３人乗り自転車と、これまでの

不安定な自転車と比較乗車を体験してください。 

■優良デザイン自転車展示試乗会 

比較的廉価でおしゃれな自転車の展示・試乗を行

います。ちょっとした移動も楽しくなります。 

『モビリティ・クエスト』 
受付：福井駅西口広場「モビリティセンター」 9 月 20,21 日 10:00～15:00 

9 月 20 日（日）はバス、21 日（月）は電車を使ったモビリティゲームに参加しよう！(小学生向け。大人同伴可) 

「バスの日」は 1 日フリーパス・「電車の日」は 1 日フリー乗車券を使って参加すると便利です。 

『サイクルトレイン』 9 月 19 日（土）から 23 日（水） ８：００～１８：００ えちぜん鉄道全線で毎日実施 
ご利用には、運賃（または一日フリーきっぷ）のほか、自転車持込み料金（1 日 200 円）が必要です。 ご利用駅（12 駅）：福井、福井口、越前新保、松岡、永平寺口、勝山、田原町、福大前西福井、新田塚、あわら湯の町、三国、三国港 

『バスの乗り方教室』  参加無料 
日時 9 月 20 日（日）10:00～16:00 

場所 勝木書店横（福井駅前電車通り） 

■基礎講座：料金の見方・支払い方 

■応用講座：乗車マナー、車椅子乗車体験 

すべて参加して『バス乗りの達人』をめざそう！ 

小学生だけでなく大人も参加できます。 

 

9 月 20 日（日） バスの日 9 月 19 日（土） 9 月 21 日（月祝） 9 月 22 日（火祝） カーフリーデー 9 月 16 日（水）～18 日（金） 

モビリティウィーク＆カーフリーデー 

パネル展 
日時 9 月 16 日（水）～18 日（金） 8:30～17:00 

場所 「福井市役所１Ｆ市民広場」 

世界や日本のモビリティウィーク・カーフリーデーに関
する情報をパネルにして展示します。 

『通勤にクルマを使わない日』 
9 月 16 日（水）～18 日（金）のうち、1 日だけでも 

通勤にクルマを使わない日にしましょう。 

※18 日（金）は『カーセーブデー』です。 

観光スポット・まちなか店舗案内ｾﾝﾀｰ 

観光スポット、まちなか店舗のパンフレットをご用意しています。各地で

行われているイベントや、博物館・美術館等のイベントもご紹介します。 

 

レンタサイクルセンター  レンタル料無料 

無料レンタサイクルを実施します （ただし 16 歳以上、保証金 500 円

返却時に返金）。また、自転車で行ける市内の観光スポットの紹介や、

「りんりんマップ」による安全な自転車通行に関する情報を提供します。 

自転車タクシー試乗会  試乗無料 

福井駅西口広場内で自転車タクシー 

の試乗会を実施します。 
 

『ハチドリ計画 2009』 
日時 9 月 22 日（火）10:00～16:00 

場所 アップルロード（福井西武本館東側） 

■エコライフ診断 

■「ハチドリ計画」抽選会 

・折りたたみ自転車や環境グッズなどが当たる

抽選会を開催。日常できるエコ実践をポトリとい

う単位で集め、ポトリ数に応じて抽選できます。 

・当日、クルマを使わずに駅前にきた人にもチャ

ンス！ 抽選券を進呈。当日、エコライフ診断を

うけた人にも抽選券を進呈。 

バス・電車案内ｾﾝﾀｰ 

電停・駅・バス乗り場・路線・行きかた等を案内します。マイ時刻表の

作成・贈呈を実施します。また、「ばす・でんしゃナビふくい」の路線検

索体験もできます。「ふくいのりのりマップ」もご用意しています。 

モビリティウィーク＆カーフリーデーパネル展 

世界や日本のモビリティウィーク・カーフリーデーに関する世界や日本

の情報をパネルにして展示します。また、「公共交通を活かしたまち

づくり」に関する展示や、福井市総合交通戦略などの施策のパネル

を展示します。 

「モビリティセンター」（交通・観光・まちなか案内） 日時 9 月 19 日（土）～22 日（火） 10:00～17:00  場所 「福井駅西口交通広場」   

ホジロバ交通（歩行者・自転車・路面電車・バス）の乗り継ぎ案内などを行い、みなさんがまちめぐりを楽しんでいただくためのお手伝いをします。 

 

エコ丸くん試乗会  試乗無料 

福井駅西口広場内でエコ丸くん

の試乗会を実施します。 

その他案内所  ・モビリティ・クエスト受付 

・１日フリーパス景品交換所 

 

16 日～18 日 

パネル展 

福井市役所 1Ｆ 

19 日～22 日 

モビリティセンター 

福井駅西口交通広場 

22 日 

カーフリーデー 

りんりん広場 

アップルロード 

20 日 

バスの乗り方

教室 

勝木書店横 

19 日 

シンポジウム 

トークショー 

響のホール 

クルマをおいて公共交通で街に出よう！ 

バスの日・電車の日の運賃に関する注意事項
※1  大人同伴の場合に限ります。 京福バス・福鉄バスの全路線（但し、高速バス・特急バス・

   空港連絡バス・定期観光バスは除きます）。 子どもは 6 歳以上 12 歳未満です。 6 歳以上

   の旅客に同伴される 6 歳未満の幼児については 2 人目から運賃（100 円）が必要です。 

※2  景品がなくなり次第終了とさせて頂きます。ご了解下さい。 

※3  6 歳以上 12 歳未満、6 歳以上の旅客に同伴される 6 歳未満の幼児については 2 人目

   から有料となります。 

モビリティ・クエスト（電車・バスを使って問題をクリアーせよ！） 

9 月 20 日 この日はバスを使って行動だ。問題を解いて賞品を手に入れよう。 

9 月 21 日 この日は電車を使って行動だ。参加者にはもれなく賞品が当たるよ。  

★ 集合場所：モビリティセンター（福井駅西口に特設） 

★ 開催時間：10 時～17 時（受付は 15 時まで。17 時までに帰ってきてね！） 

★ 参加費用：無料（但し、交通費がかかります。1 日フリーパスの購入をおすすめします） 

バスの乗り方教室（バスの正しい乗り方って知ってます？） 

基礎講座コース 10 時半～15 時半、１時間ごとに受け付、10 分で終了 

応用講座コース 11 時、13 時、15 時の 3回実施、3 コース、30 分で終了 

★ 集合場所：福井駅前 勝木書店横 

★ 特典：応用講座３コース受講者には『バス乗りの達人証』を贈呈します。

★ 参加費用：無料 

モビリティウィーク＆カーフリーデー 

ふくい 2009 



 

 第４０回森田地区文化祭が１０月１７日（土）～１８日（日）に開催されます。それにともない、森田

地区文化委員会では、各地区を廻る無料循環バスを運行させます。区画整理後に計画している循環バスの

社会実験という意味合いも含んでおり、たくさんの方が乗っていただける事を期待しています。今回の無

料循環バスの愛称は森田小学校５年生と６年生の生徒から募り「森田みらいバス」と決まりました。 
 ８月２３日（日）には、ＲＯＢＡから鳥居さんにも参加していただき、文化委員といっしょに、「ルート・

時刻表」のワークショップを行いました。現在、詳細をバス会社と詰めている段階で、文化祭・バス運行

路線図時刻表の詳細はＲＯＢＡＮＥＷＳ９１号でお知らせします。ＪＲ森田駅にもバス停を設け、１時間

に２本程度停車する予定をしていますので、ご家族、お友達で是非、森田地区文化祭へお越しください。 

「第４０回森田地区文化祭」無料循環バス「森田みらいバス」発車！ 

【報告／林照】 

●赤いコーンは、臨時バス停予定地です。 

 



 

作／漆嵜 耕次 

編集後記 ・・・編集委員より一言 

林(変集長) 
「９２号はＭＷ＆ＣＦＤ特集です。みんな来てね！」 
清水（副編集長代理） 

「もうすぐ新そばの食べられる季節。楽しみです」 

内田（発行責任者） 

「１００号までのカウントダウン。あと１０号です。」 

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/ 

 

照ちゃんの気になる風景 part１９ 

 何だこの四角い模様は？通勤途上の変集長はすばやく写真にお

さめたのです。（いつも原稿ネタを探している）コメ作りが趣味の

変集長の推理によると、みんなの気を引こうとしたわけではなく、

早稲の品種（おそらくハナエチゼン）に中手（なかて）の品種（お

そらくコシヒカリ）が混じった現象だと思われます。それも苗箱

が１箱（コシヒカリ）混じったようで、苗を車に積む時のミスか

と思われますが、この田んぼのオーナーはさぞビックリしたでし

ょうね！（責任者出て来い！！！） 
ちなみに下記の写真は変集長の田んぼ（イクヒカリ）です。今

年も「ハサガケ」に挑戦しました。 

 




