
令和３年度第１回越前市地域公共交通会議 

議 事 次 第

日 時 令和３年８月２４日(火) 午前１０時から 

会 場 越前市役所３階 大会議室 

１ 新任委員紹介 

２ あいさつ 

３ 会長互選 

４ 報告事項 

(1) 地域公共交通の令和２年度実績等について 

①福井鉄道福武線について                【本編Ｐ３】 

②福井鉄道路線バスについて               【本編Ｐ９】 

③市民バスについて                   【本編Ｐ１１】 

(2) 危険バス停の移設について                【本編Ｐ１３】 

５ 協議事項 

小型バスの入替えに伴う越前市地域公共交通会議での協議について 

 （福鉄商事株式会社）                   【本編Ｐ２０】 

６ その他 

(1) 越前たけふ駅二次交通の検討スケジュールについて     【本編Ｐ３０】 

(2) 北府駅鉄道ミュージアム整備事業について          【本編Ｐ３１】 

以上 



　〔委員〕

氏名 所属 役職

三寺　潤 福井工業大学 教授

福岡　豊子 越前市民生委員児童委員協議会連合会 理事

加藤　靖之 武生商工会議所 議員

高坂　澄雄 越前市いきいきシニアクラブ連合会 副会長

先織　大悟 福井県立武生東高等学校ＰＴＡ 会長

山田　敏史 公益社団法人武生青年会議所 議長

岸本　雅行 ＮＰＯ法人　ふくい路面電車とまちづくりの会 理事

長谷川　雅巳 公益社団法人　福井県バス協会 専務理事

為沢　和憲 福井県交通運輸産業労働組合協議会 幹事

近藤　光広 越前市議会 議員

澤崎　幸夫 福井鉄道株式会社鉄道部 部長

福山　真也 福井鉄道株式会社自動車部 部長

相馬　康伸 ヤマトタクシー株式会社 代表取締役

鈴木　昌彦 越前警察署交通課 課長

庭本　良一 福井県丹南土木事務所管理用地課 課長

下平　真一郎 中部運輸局福井運輸支局 首席運輸企画専門官

堤　宗和 福井県地域戦略部交通まちづくり課 課長

小泉　陽一 越前市企画部 部長

令和３年度　越前市地域公共交通会議

委員名簿
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　〔幹事〕

氏名 所属 役職

小池　幸弘 企画部総合交通政策課 課長

小林　勲 市民福祉部長寿福祉課 課長

江端　陽一 建設部都市計画課 課長

　〔事務局〕

氏名 所属 役職

高橋　英昭 企画部総合交通政策課 副課長

佐竹　正行 企画部総合交通政策課 主幹

水谷　澄人 企画部総合交通政策課 技師
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【報告事項(1)①】
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【報告事項(1)②】
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【報告事項(1)③】  総合交通政策課

市 バスについて 

第１ 年度別利用者数の推移（スクールバス利用含む） 
   市 バスの利用者数を令和元年度実績と比較すると、武生エリアにおいては２８．
９％の減少、今立エリアにおいては４．０％の増加となり、全体では２１．７％の減
少の６０，１２１人の利用となった。 
また、福祉バス（６５歳以上の方や障がい者手帳の交付を受けた方が路線バスを市
 バス同様１００円で利 できる。）では、前年度比３８．４％の減少の１１，０３
９人の利用となった。 
市 バスと福祉バスを合わせた利 者数は７１，１６０人で、前年度比２４．９％

の減少となった。 

第２ ルート別利用者数の推移（スクールバス利用含む） 
   ルート別利用者数を令和元年度実績と比較すると、大半のルートで利用が減少した
が、今立エリア月尾、水間ルートで利用が増加した。 

ルート スクールバ
ス利用 

増減 主な原因 

①市街地循環北ルート  

なし 

▲２９．９％ 新型コロナウイルス感染症の
影響により外出自粛が呼びか
けられたため。 
なお、⑨ ⑪については、ス

クールバスとの併用利用とな
っており、その利用者数が例年
並みに戻ったため増加し、又は
減少率が小さくなっている。 

②市街地循環南ルート ▲２５．７％ 
③吉野・大虫ルート ▲３４．５％ 
④坂口・神山ルート ▲３３．３％ 
⑤王子保・南ルート ▲３５．０％ 
⑥国高・北日野ルート ▲２１．１％ 
⑦味真野・北新庄ルート ▲３１．７％ 
⑧白山・大虫ルート ▲３６．２％ 
⑨月尾ルート  

あり 
＋２．９％ 

 水間ルート ＋１５．３％ 
⑪服部ルート ▲１０．７％ 

第３ 令和２年度運転免許自主返納の状況 
 本市では、運転免許を 主返納した６５歳以上の市 に対して、市 バスに無期限・
無料で乗車できるサービスを実施している。市が発行する無料乗車券の交付件数は、
平成２９年度から年間３０件程度となっている。 
運転経歴証明書交付数は、令和２年度は２４９件となり、前年度の２９５件に比べ
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４６件減少している。 
また、令和２年度の運転免許 主返納者の市 バス乗 数は９,８７８人で、前年度

比２６．０％の減少となった。 
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【報告事項(2)】 

危険バス停の移設について
第１ 危険バス停について 
１ 経緯 
平成３０年 ８月 横断歩道とバス停が近接する道路で死亡事故が発生（横浜市） 
令和 元年１２月 国土交通省自動車局から各地方運輸局、日本バス協会等に対し、バ

ス停の実態把握や安全対策を講じるよう通達 
         福井運輸支局が実態把握に係る調査を開始 
令和 ２年 ８月 国土交通省自動車局から各地方運輸局、日本バス協会等に対し、危

険バス停の安全上の優先度の判定方法及び除外事例についての通達 
令和 ３年 １月 福井運輸支局、福井県バス協会、福井県内各警察署、各市町（勝山

市、若狭町除く）、バス事業者等を構成員とする福井県バス停留所安
全性確保合同検討会（以下「検討会」という。）が設立 
福井県内の危険バス停１９１箇所（うち、越前市６１箇所、鯖江市
３６箇所、福井市２２箇所、ほか７２箇所）をとりまとめたリスト
を検討会が公表 

令和 ３年 ３月 分科会が開催され、危険バス停移設への取組み方針が具体化 

２ 抽出条件 
バス停留所安全性確保対策実施要領にて、「バスがバス停留所に停車した際に交差点又は

横断歩道にその車体がかかるバス停留所」または、「バスがバス停留所に停車した際に交差
点又は横断歩道の前後５ｍの範囲にその車体がかかるバス停留所」という条件が定められ
ている。 
（１） 優先度のランク分け（別添資料１） 
ア Ａランク 
（ア） 過去３年以内に停車したバスが要因となる人身事故が発生している 
（イ） バスがバス停留所に停車した際に横断歩道にその車体がかかるバス停留所 
イ Ｂランク 
（ア） Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に横断歩道の前後５ｍの範囲に

その車体がかかるバス停留所 
（イ） Ａランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点にその車体がかかるバ

ス停留所 
ウ Ｃランク 
（ア） Ａ又はＢランク以外で、バスがバス停留所に停車した際に交差点の前後５ｍの範

囲にその車体がかかるバス停留所 
（イ） Ａ はＢランク以外で、地域住 等の意 や各都道府県の実情に応じて抽出した

バス停留所 

３ 越前市内バス停留所該当箇所数について 
   令和３年６月３０日現在、合計６０箇所が該当している。 
（１） 市 バス箇所数（別添資料２） 

     ４０箇所 
     （Ａランク０箇所 Ｂランク２２箇所 Ｃランク１８箇所） 
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（２） 路線バス箇所数（別添資料３） 
     ２０箇所 
     （Ａランク２箇所 Ｂランク１１箇所 Ｃランク７箇所） 

第２ 市 バス停留所について
今年度に入り、市 バス運 事業者に危険バス停の移設先の提案業務を委託し、報告書が

提出されたものから順次関係者（越前警察署、道路管理者、地元区 、地権者等）と協議を行
い、令和３年 8月現在、１箇所の移設が完了している（別添資料４）。 

第３ 路線バス停留所について（福井鉄道株式会社） 
移設箇所を検討中。 
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出展：自動車局旅客課

別添資料１



＜福井県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

1 22 小松タクシー㈲ 戸谷町 越前市戸谷町76-28付近 B 検討中

2 127 福井鉄道㈱ 松森町西 越前市行松町17-1-1先 B 検討中

3 128 福井鉄道㈱ 丹南健康福祉セン
ター（整骨院側） 越前市文京２丁目13-11先 B 検討中

4 129 福井鉄道㈱ 上総社
（住宅側） 越前市南２丁目3-35先 B 検討中

5 130 福井鉄道㈱ 芝原五丁目
（上下） 越前市家久町64-22先 B 検討中

6 131 福井鉄道㈱ 家久公園
（上下）

越前市家久町２丁目45先
家久町２丁目 家久公園前 C 検討中

7 132 福井鉄道㈱ 国兼町 越前市国兼町15-3先 B 検討中

8 133 福井鉄道㈱ 大塩町 越前市大塩町21-11-2先 B 検討中

9 134 福井鉄道㈱ 六中前
（上り） 越前市四郎丸町13-18-12先 B 検討中

10 135 福井鉄道㈱ 中平吹町 越前市中平吹町 生活改善セ
ンター前 C 検討中

11 136 福井鉄道㈱ 下平吹町 越前市下平吹町 下平吹橋交
差点先 B 検討中

12 137 福井鉄道㈱ 国高労働福祉セン
ター 越前市瓜生町38-3先 C 検討中 令和３年８月１２日に移設完了

13 138 福井鉄道㈱ 岩内町 越前市岩内町16-7先 B 検討中

14 139 福井鉄道㈱ 荒谷町 越前市荒谷町 市道上 B 検討中

15 140 福井鉄道㈱ 小野谷町 越前市小野谷町33-13先 C 検討中

16 141 福井鉄道㈱ 下黒川 越前市黒川町32-6先 C 検討中

17 142 福井鉄道㈱ 中野 越前市中野町6-14-3先 B 検討中

18 143 福井鉄道㈱ 牧・若須 越前市牧町 地方道福井・大
森・河野線 牧町入口 C 検討中

19 144 福井鉄道㈱ 安養寺南口 越前市安養寺町45-2-1先 B 検討中

20 145 福井鉄道㈱ 朝陽台口 越前市大虫町４４ １ ９ C 検討中

21 147 福井鉄道㈱ 北千福町 越前市北千福町101先 C 検討中

22 173 福鉄商事㈱ 波垣 越前市波垣町12-25-1先 B 検討中

23 174 福鉄商事㈱ 寺地 越前市寺地町18-13-2先 C 検討中

24 175 福鉄商事㈱ 清根口 越前市横住町43-4-2先 B 検討中

25 176 ヤマトタクシー㈱ 紙の文化博物館 越前市新在家町11-12-1先 B 検討中

26 177 ヤマトタクシー㈱ 岡本小学校前（東
側） 越前市定友町9-11-2先 B 検討中

27 178 ヤマトタクシー㈱ 舟橋・佐々木医院
前 越前市粟田部町29-33-2先 C 検討中

28 179 ヤマトタクシー㈱ 杉尾 越前市杉尾町13-7-1先 B 検討中

29 180 ヤマトタクシー㈱ 轟井 越前市轟井町23-59-1先 C 検討中

30 181 ヤマトタクシー㈱ 大平 越前市大平町2-35-2先 C 検討中

31 182 ヤマトタクシー㈱ 八石 越前市八石町2-42-1先 C 検討中

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表（越前市市民バスのみ抜粋）
令和３年１月２２日公表
令和３年６月３０日更新
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32 183 ヤマトタクシー㈱ 中印 越前市中印町15-8-1先 C 検討中

33 184 ヤマトタクシー㈱ 南坂下 越前市南坂下町13-75先 C 検討中

34 185 ヤマトタクシー㈱ 中津山 越前市中津山町17-2-2先 B 検討中

35 186 ヤマトタクシー㈱ 高岡 越前市朽飯町23-18-1先 B 検討中

36 187 ヤマトタクシー㈱ 室谷 越前市室谷町11-5-1先 B 検討中

37 188 ヤマトタクシー㈱ 長谷・北坂下・殿 越前市長谷町28-11-1先 C 検討中

38 189 ヤマトタクシー㈱ 南中・大谷 越前市南中町6-33-2先 B 検討中

39 190 ヤマトタクシー㈱ 水間 越前市水間町20-12-4先 C 検討中

40 191 ヤマトタクシー㈱ 赤谷 越前市赤谷町11-17先 C 検討中

〈福井県バス停留所安全性確保合同検討会構成員〉
（１）福井運輸支局輸送・監査担当 146岡本町は移設済み（R3.3.31）
（２）公益社団法人福井県バス協会
（３）福井県警察本部交通部交通規制課
（４）福井県内各警察署
（５）福井県内各道路管理者（国、県、市町）
（６）福井県内各市町公共交通担当
（７）関係バス事業者
（８）その他検討会が必要と認める者
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＜福井県バス停留所安全性確保合同検討会＞

番号 バス事業者名 バス停留所名 所在地 判定
結果 安全対策実施状況

1 99 福井鉄道㈱ 農業研修所前 越前市安養寺町142-27先 C 検討中

2 100 福井鉄道㈱ 朝陽台口 越前市大虫町４４ １ ９ B 検討中

3 101 福井鉄道㈱ 大虫神社前 越前市大虫町77-20先 A 検討中

4 102 福井鉄道㈱ 四目口 越前市大虫町14-19先 B 検討中

5 105 福井鉄道㈱ 野中 越前市春日野町28先
斎場連絡道路入口 C 検討中

6 106 福井鉄道㈱ 松森 越前市松森町23-3先 C 検討中

7 113 福井鉄道㈱ 横住 越前市横住25-2-2先 B 検討中

8 114 福井鉄道㈱ 寺地 越前市寺地21-21先 B 検討中

9 115 福井鉄道㈱ 銭ケ花 越前市朽飯町11-17先 A 検討中

10 116 福井鉄道㈱ 樫尾 越前市西樫尾町26-8-1先 C 検討中

11 117 福井鉄道㈱ 保健センター前 越前市押田2丁目10-5先
越前市国高2丁目26-4-1先 B 検討中

12 118 福井鉄道㈱ 余川 越前市余川町31-16先 B 検討中

13 119 福井鉄道㈱ 姫川町 越前市姫川2丁目3-3先 B 検討中

14 120 福井鉄道㈱ 二階堂 越前市堀町9-1先 B 検討中

15 121 福井鉄道㈱ 土山口 越前市土山町13-7先 B 検討中

16 122 福井鉄道㈱ 土山 越前市安戸町41-31先 B 検討中

17 123 福井鉄道㈱ 丸岡 越前市丸岡町33先 C 検討中

18 124 福井鉄道㈱ 上広瀬 越前市広瀬町77-45先 C 検討中

19 125 福井鉄道㈱ 下広瀬 越前市広瀬町107-4先 B 検討中

20 126 福井鉄道㈱ 文京一丁目
（百姓の館側） 越前市文京２丁目5-21先 C 検討中

〈福井県バス停留所安全性確保合同検討会構成員〉
（１）福井運輸支局輸送・監査担当
（２）公益社団法人福井県バス協会
（３）福井県警察本部交通部交通規制課
（４）福井県内各警察署
（５）福井県内各道路管理者（国、県、市町）
（６）福井県内各市町公共交通担当
（７）関係バス事業者
（８）その他検討会が必要と認める者

バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表（越前市路線バスのみ抜粋）
令和３年１月２２日公表
令和３年６月３０日更新
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停留所

番号

137

位置図 移設前

移設後

完了日          令和３年 ８月１２日

優先度ランク C
抽出条件： 交差点の前後5 

停 留 所 移 設 完 了 報 告 書

運行事業者 ：  福井鉄道株式会社

国高労働福祉センター

国高・北日野ルート（国高編）

越前市瓜生町38-3先
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令和 3年 ８月２４日  

福鉄商事株式会社      
 代表取締役 村田 治夫   

小型バスの入替えに伴う越前市地域公共交通会議での協議について 

現在弊社所有の小型バス（福井 22い 302）は、貸切バスとしての利用だけではなく、越前市から委託
されている市 バスの運 において、「コミュニティバス」が運 不能となった場合の予備 両としての
利用も兼ねております。しかし、当該車両は平成 7 年 3 月に登録された車両で老朽化が進んでおり、入
替えを検討しております。つきましては、以下の事項について越前市地域公共交通会議において協議願
います。 

第１ 協議事項 
１ 一般乗合旅客自動車運送事業と一般貸切旅客自動車運送業での車両併用 
（１）  申出理由 

車両の購入には多額の費用を要します。そのため、費用低減を目的として乗合バス予備車と貸 
切バスを共通化することが望ましく、併用を希望します。 

（２）  一般乗合旅客自動車運送事業における利用計画 
越前市から委託されている市 バスの運 において、「コミュニティバス」が検査・故障等に

より運行不能となった場合のみ、市 バスとして代行運行を行います。市 バスとしての利用頻
度は年間 4回程度を想定しております。よって、専ら貸切バスとしての利用が想定されます。 

２ 車両構造要件等の適用除外認定（バリアフリー基準の適用除外） 
（１）  申出理由 

今回導入予定車両は、「移動円滑化基準適用除外自動車の認定」を中部地方運輸局に申請する
予定です。同認定申請には「運 地域の 治体及び住 と基準の適 除外がされた 動 を運 
させることについて合意がなされていること又は運行地域の自治体からの要請があること等を
条件として付すものとする。」とされていることから、越前市地域公共交通会議において協議願
います。 

（２）  根拠要領 
移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領第 3条（4）「車両総重量 5t 以下であって乗車定員
23人以下の自動車」 

（３）  認定により適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容 
第 37 条第 2項第 1号  乗降口の有効幅 
第 37 条第 2項第 2号  スロープ板 
第 38 条第 1項     床面の高さ 
第 39 条        車椅子スペース 
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第 40 条第 1項     通路の有効幅 
第 40 条第 2項     通路の手摺 
第 41 条        運行情報提供設備等 

第２ その他 
１ 車椅子利用者への対応は、他事業者の福祉タクシー等の利用をお願いする。 
２ 聴覚障害者への対応は、筆話用の紙と筆記用具を車内に常備する。 

第３ 添付書類 
 １ 現在所有の小型バス（福井 22い 302） 写真 
 ２ 購入予定の車両 カタログ（抜粋） 

※ 日野リエッセⅡショートボデイ 又は トヨタコースター 標準ボデイを 
認定要領第 3条（4）に適合するように改修いたします 
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現在 併用中のバス （福井22い・302）
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越前たけふ駅二次交通の検討スケジュールについて【その他(1)】
総合交通政策課



北府駅鉄道ミュージアム整備事業について

　人々の生活に溶け込み、もはや当たり前の日常空間となっている北府駅に「レトロ」「ノスタルジック」を
キーワードとして、各々の電車・鉄道にまつわる「懐かしさ」を引き出す仕掛けを敷地内に展開。
　さらに、「下車したくなる」「立ち寄ってみたくなる」空間を整備し、市街地へ導くことで、
中心市街地 北の玄関口としての魅力向上や、福武線乗車人数の増加に繋げる。

事業の目的

【静態展示する200形車両】

今秋冬頃に、クラウドファンディングを予定しております。
皆様からのご寄附は、200形車両の補修費に使用させていただきます。

総合交通政策課【その他(2)】
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