第３章 地域公共交通網の問題・課題
＜人口・都市構造＞
①北陸新幹線敦賀開業時における幹線交通網の変化への対応
北陸新幹線は、日本海側の国土軸として、安全安心な国土基盤を形成するもので、大阪延伸
により、三大都市圏をはじめ、あらゆる方面から人の流れが創出され、災害時においては、東
海道新幹線との相互補完機能を発揮するものです。
本市においては、平成 34 年度末の完成・開業を目指している北陸新幹線敦賀開業では三大
都市圏への大幅な時間短縮効果は見込まれず、経済効果やまちづくり効果から本市が劇的に変
化することは考えにくい現状です。
しかしながら、北関東・北信越方面を中心に本市へのアクセスが便利になる地域もあること
から、新たな交流人口の増加を見込み、観光や移住、産業振興等の観点から、本市にプラス効
果が生まれるように、本市の魅力のＰＲや環境整備に取り組む必要があります。
本市では、新幹線駅の設置がないため、隣接する福井市の福井駅、越前市の南越駅(仮称)を
利用することになります。このため、これらの駅に接続する幹線交通の拡充を図るとともに、
幹線交通に接続する二次交通網のネットワーク化を推進する必要があります。
また、北陸新幹線敦賀開業により、北陸線はＪＲから経営分離され、沿線自治体等で構成す
る第三セクター会社で維持されることになります。これに伴い、鯖江駅では「サンダーバード」
や「しらさぎ」といった特急列車の停車がなくなる可能性があり、利用するには敦賀駅での乗
り換えが必要となるため、本市との結びつきが強い中京圏や関西圏に直接乗り入れることがで
きなくなります。市民の利便性を確保するため、特急列車に代わる代替機能を確保し、鯖江駅
での利便性の確保と活気ある明るいまちづくりに努める必要があります。
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②人口減少、少子高齢化、郊外部の人口増加の進行に伴う公共交通利用者ニーズへの対応
本市の人口は、平成 22 年にピークを迎え、今後長期的に人口減少が続き、高齢化が進行す
るものと予想されています。
公共交通においては、高齢化の進行によって公共交通の役割がさらに重要になる一方、人口
減少によって利用者の減少につながることになります。また、郊外部では、人口増加によって
公共交通サービスの向上が求められています。
これらの要因に伴う公共交通利用者ニーズへの対応が必要です。
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■年齢構成の推移と将来目標

③過度な車依存の交通環境の是正
市民の日常生活における交通手段は、自家用車が中心となっており、公共交通の利用者は非
常に少ない状況です。通常は自家用車を利用する人でも、外出の目的や外出先の状況によって
は、自家用車が不便な場合もあります。
公共交通を確保することで、交通手段の選択性を向上させ、誰もが安心して外出することが
できるように過度な車依存の交通環境を是正することが重要です。

（％）
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

通勤・通学

通院

買い物

その他私用

資料：市民アンケート調査

■外出目的別の自家用車利用率
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④商業施設等の郊外立地による市街地中心部のにぎわいの低下への対応
市民アンケート結果では、買い物目的の外出時に利用する交通手段は、自家用車が 97.2％を
占めており、市民のほとんどが自家用車で買い物を行っています。
店舗を経営する立場では買い物客のための広い駐車場を確保することを重要と考え、道路環
境がよく、広い敷地を確保できる郊外部に店舗を立地する傾向があります。
この結果、既存の店舗が集積した市街地中心部は、客足が減り、店舗も減少した結果、にぎ
わいが低下した状態となっています。
今後の人口減少、高齢化の進行を考慮すると、自動車がないと買い物が不便な環境では安心
して生活を続けていくことが難しくなります。
このため、公共交通によって、店舗をはじめ日常生活に必要な機能が集積したところに自ら
行くことができる環境を提供することが必要です。

＜市民生活＞
①市内の東西移動における速達性向上への対応
本市における公共交通は、南北方向のＪＲ北陸線、福井鉄道福武線による鉄道を幹線軸とし
て、つつじバスによって市域全体にサービスを提供しています。
つつじバスは、ＪＲ鯖江駅、福井鉄道神明駅をターミナルとして、各方面に路線を設定して
います。市域が東西に長いことから、郊外部を連絡する路線は、運行時間が長く、11 路線中 7
路線が 30 分を越えています。
公共交通の空白地域をできるだけ解消するための運行経路は、多くの集落を経由するため運
行時間が長く、速達性に劣る面があります。
このため、時間帯によっては、速達性を重視した運行が望まれています。
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②バス交通における通勤通学需要への対応
ＪＲ北陸線、福井鉄道福武線は、通勤通学時間帯の運行本数を増やし、利便性を高めた運行
を行っています。
つつじバスは、
平成 13 年に福祉バスを引き継ぐ形でコミュニティバスとして運行を開始し、
運行当初から福祉目的の運行を重視してきたことから、丹南高校への通学を主目的とする丹南
高校線を除き、通勤通学時間帯には運行していません。
このため、多くの市民から通勤通学時間帯の運行が求められています。

③日常生活における広域的な移動ニーズに対応する隣接市町との連携
本市南部に位置する越前市とは、市域東部においても日常生活における相互交流があり、地
区の商業施設や本市中心部の病院等が利用されています。一方、通学環境としては、市東部地
区から越前市内の高校への通学環境の改善が求められています。
また、本市西部の越前町とは、福鉄バス鯖浦線により公共交通のネットワークが形成されて
おり、通勤通学や通院、買い物など多様なニーズがあり、機能の拡充が求められています。
このため、既存の公共交通を活用した広域的な交通サービスの導入が求められています。

■福鉄バス 鯖浦線

■越前市 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ「のろっさ」

④公共交通相互の乗継利便性の改善
公共交通を利用した移動には、公共交通ネットワークを構成する鉄道、バス等を乗り継ぐこ
とが必要になる場合があります。乗継のための待ち時間は、公共交通を不便に感じる大きな要
因のひとつになっています。
公共交通の運行頻度を高めることができれば待ち時間を短縮することも可能ですが、利用者
数や運行費用の面から運行本数の増便にも限界があります。
このため、公共交通相互の連携による運行ダイヤの編成によって、できるだけ待ち時間を短
縮することが必要です。また、待ち時間をできるだけ快適にするため、駅やバス停での待合環
境の改善が重要です。
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⑤公共交通需要の季節や天候による変動への対応
公共交通の主な利用のひとつには、大学生、高校生等の通学があります。本市においては、
福井工業高等専門学校、県立鯖江高校、県立丹南高校の３校があります。通学手段の主体は３
校とも自転車になっており、荒天時や積雪期には多くの学生が自転車から公共交通や自家用車
（家族送迎）に変更しています。
このため、荒天時や積雪期に増加する公共交通需要に対応するとともに、家族送迎による負
担を軽減する対策が求められています。

＜観光振興＞
①観光面における公共交通の活用
北陸新幹線金沢開業により福井県内においても観光交通が増加しています。鉄道等で本市を
訪れた人にとっては、レンタカーやタクシー等が目的地へ向かう交通手段として重要になって
います。
本市には、眼鏡、繊維、漆器に代表されるものづくりの観光資源があります。また、隣接す
る越前市、越前町においても、越前和紙、越前打ち刃物、越前焼き等の伝統産業があります。
これらの観光資源を活かした観光コースについて、公共交通活用の検討が求められています。

■眼鏡

■繊維

■漆器

＜利用環境＞
①公共交通の待合環境の改善
ＪＲ北陸線、福井鉄道福武線の各駅には、
駅舎があり、待合室やトイレ等が整備されて
います。
しかしながら、つつじバスについては、上
屋やベンチを設置する場所がなく、それらが
設置されたバス停はほとんどありません。
このため、猛暑や荒天時に少しでも快適に
バスを待っていただけるような待合環境の改
善を進める必要があります。
■上屋とベンチのあるバス停
（ＪＲ鯖江駅）
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②運行経路や運行時刻等の基本情報の分かりやすい情報提供
公共交通は、決められた運行経路を時刻表に基づいて運行する乗合交通です。
市民をはじめとする利用者の皆さんには、運行経路や運行時刻などの基本的な情報を分かり
やすく提供することが重要です。
駅やバス停等に基本的な情報を掲示するとともに、インターネットを活用してパソコンやス
マートフォンから基本情報や運行状況が分かる情報の提供を充実させることが必要です。

■つつじバス時刻表パンフレット

■つつじバスポータルサイト
（バスどこサービス）
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＜運行体制＞
①効率的で柔軟性のある運行体制の確立
現在、つつじバスは、11 路線、68 便/日を 6 台
のバスと 1 台のジャンボタクシーで運行してい
ます。
限られた車両でできるだけ多くの運行ができ
るように運行時刻を設定しているため、車両当た
りの運行時間が長くなり、先発便の遅延が後発便
に影響することがあります。
安全で快適な公共交通として運行するには、効
率的で柔軟性のある運行体制の確立が求められ
■つつじバス

ています。

②安定的な運営財源の確保
つつじバスの運行経費に占める運賃収入は 12％（平成 26 年度）で、運行経費の 9 割近くを
市負担と国県補助で運営しています。持続性のある公共交通として維持するため、国県の支援
策を活用するとともに、運賃収入、広告収入の増加や利用料金割引制度の見直し等によって安
定的な運営財源の確保が必要です。
また、市民との協働によって乗る運動を推進し、利用者の増加と増益を図る必要があります。

＜市民協働＞
①地域の公共交通サービスの維持に向けた公共交通の利用促進
市民の日常生活における交通手段は、自家用車が中心となっており、公共交通は、自動車免
許をもたない学生や高齢者が主な利用層になっています。
「自家用車があるから公共交通は必要ない。」、「運行本数が少なくてはとても利用できな
い。
」など、厳しいご意見をいただくことがあります。
しかしながら、いつまでも自家用車を運転することはできません。交通事故に占める高齢ド
ライバーの割合は高くなる傾向にあり、高齢者の自主的な運転免許の返納を推進するため、本
市をはじめ各自治体では、自主返納者に対する支援制度を設けています。
自動車の運転に自信が持てなくなったとき、公共交通は、市民の皆さんの足として生活に必
要な外出をサポートします。
公共交通は、地域の日常生活を支える必要不可欠な資産であり、地域の公共交通は自ら維持
するという考えが重要です。
このため、積極的に公共交通を利用する機会を設けていただくことが必要です。さらに、利
用することによって見えてくる公共交通の不便なところ、改善すべきところを指摘していただ
き、行政とともに解決策について検討の場に参加することが必要です。
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第４章 地域公共交通網形成計画
１．持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本的な方針
①コンパクトで魅力あるまちづくりと連携した公共交通
日本海国土軸を形成する北陸新幹線の敦賀開業を見据えて、並行在来線、福井鉄道福武線、
えちぜん鉄道によって形成される鉄道幹線交通と路線バスやコミュニティバス等による二次
交通網のネットワーク化を推進します。
堅調に人口が増加してきた本市においても、今後は長期的な人口減少期に入ることが予測さ
れています。
モータリゼーションの進行によって、自家用車の利用を前提とした郊外部での市街化が進ん
だことで低密度な市街地が拡大し、結果として市街地中心部の人口が減少するとともに、商業
機能をはじめ市民の日常生活に必要な都市サービスの郊外化も進み、市街地中心部でのにぎわ
いの低下を招いてきました。
公共交通においては、過度な車依存による公共交通利用者の減少は、サービス水準の低下に
つながり、さらなる利用者減少の要因となっています。
このため、まちづくりと公共交通が連携して、主要施設や人口が集積するコンパクトなエリ
アへの集積を高め、公共交通ネットワークの拡充を図ることで、過度な車依存の交通環境を是
正するとともに、まちづくりや中心市街地活性化との一体性を確保し、「コンパクトシティ・
プラス・ネットワーク」の実現を目指します。
北陸新幹線開業に伴う新たな交流人口の増加を見込み、本市の観光振興を図るため、公共交
通の立場から環境整備に取り組みます。
本市に訪れる観光客やビジネスマンが利用しやすく、分かりやすい情報提供を行うとともに、
主要観光施設への利便性の高い移動手段を提供します。
また、本市および隣接市町を含めた広域的な区域を対象に地域の歴史、伝統、産業などの特
性を活かした公共交通サービスを提供することで、観光と公共交通の一体性を確保し、観光振
興に寄与します。
②人々の生活を支える公共交通
市民生活においては、通勤通学、通院、買い物など多様な目的で移動のニーズがあります。
移動目的によって時間も異なれば、目的地も同じではありません。また、天候や季節によって
も、その交通手段は大きく変化します。これらの多様な移動ニーズに対応するためには、需要
に応じた適切な交通サービスを提供することが重要になります。
鉄道、バス、タクシーの連携を強化するとともに、つつじバスネットワークの再構築により、
速達性の向上、通勤通学需要への対応を図り、利用者の意向で選択できる多様な交通サービス
を提供します。
さらに、路線バスとコミュニティバスのネットワーク化により、広域性の確保を図ります。
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③協働により地域に存続する市民主役の公共交通
現在、本市の交通環境は、自家用車が主体となっており、公共交通はそれを補完する役割を
担う形になっています。安心のある生活環境を確保するには、利便性のある公共交通を維持し
ていくことが必要です。
これには、公共交通が地域の生活環境を支える重要な資産であることを市民の皆さんが認識
し、地域の市民自らが守り、育てていく意識をもつことが重要と考えます。
このため、公共交通の意義や役割について、広く周知、ＰＲするとともに、利用促進に向け
た市民団体の活動支援や利用機会の提供を図ります。
また、交通事業者をはじめ公共交通に関わるすべての関係者が連携することによって、公共
交通に関する施策・事業の展開を図ります。

２．地域公共交通網形成計画の区域
計画区域

鯖江市全域、越前市・越前町の一部

本計画の計画区域は、本市全域を基本とします。
また、市民の日常の生活行動が市域を越えて広範囲に広がっており、福井市、越前市、越前
町の隣接市町との積極的な連携によって市民の日常生活を支える公共交通環境の向上を目指
すため、特に、福鉄バス鯖浦線、南越線が運行されている越前市および越前町の一部を含む区
域とします。

３．地域公共交通網形成計画の期間
計画期間

7 年間（平成 28 年度～平成 34 年度）

本計画の計画期間は、平成 28 年度から平成 34 年度までの 7 年間とします。
ただし、毎年度に実施する本計画の達成状況の評価に基づく計画の見直しを行うとともに、
社会情勢や法制度等の変化に対応するための見直しを適宜行うものとします。
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４．地域公共交通網形成計画の目標
（１）地域公共交通網の将来像

どこにでも歩いて行ける
豊かさと安心のある暮らしを支える交通環境

地域公共交通網
の将来像

地域公共交通は、日常生活で必要となる通勤通学、通院、買い物等の移動を誰もが快適で安
心して行うことができる環境を提供するものです。そのためには、移動の目的にあった時間や
目的地に移動できることが重要です。
本市では、限られた財源の中、利便性を考慮した運行経路や時間帯でサービスの提供に努め
ていますが、運行頻度は低く、サービス水準は高くありません。
そこで、本市では、車がなくても、公共交通を利用して、日常生活に必要な移動ができる「ど
こにでも歩いて行ける」交通環境として、鉄道や路線バスを利用して市外へ移動することがで
き、つつじバスを乗り継ぐことで市内の移動ができる交通環境を目指します。
これを実現するため、鉄道とバスが接続し、乗り継ぎができ、日常生活に必要な病院や商業
施設等が集積するＪＲ鯖江駅、北鯖江駅、福井鉄道神明駅、嚮陽会館の 4 箇所を主要乗継拠点
として位置づけ、まちづくりと一体となった公共交通のネットワークを形成します。
朝夕の通勤通学に対応するサービスの充実により、新しい利用者層を開拓し、積極的な利用
を促進するとともに、昼間時には既存の利用者ニーズに対応する運行により、「どこにでも歩
いて行ける 豊かさと安心のある暮らしを支える交通環境」を形成します。

（２）地域公共交通網の計画目標
目指すべき将来像の実現に向けて４つの目標を設定し、それぞれについて目安となる指標と
目標値を設定するとともに、実施すべき具体的な施策、事業を設定します。
目標１

多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現

・幹線交通と二次交通網のネットワーク化に向けた福鉄バス、つつじバスの運行経路、時間
帯の見直しや新設路線の設定などにより、通勤通学需要へのサービス拡張を行うなど、多
様な移動ニーズに対応する公共交通の実現を目指します。
指

標

現況値

目標値

つつじバス年間利用者数

18.8 万人
（平成 26 年度）

23.2 万人
（平成 34 年度）

福井鉄道福武線市内駅利用者数

48.2 万人
（平成 26 年度）

52 万人
（平成 31 年度）
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目標２

まちづくりと連携し、暮らしやすさを高める公共交通の実現

・主要乗継拠点をはじめ各地区の乗継拠点となる主要な駅やバス停での待合環境の整備など
の施策により、人口や都市機能の集積を図るための施策と一体的な公共交通の利用環境の
向上を図り、まちづくりと連携し、暮らしやすさを高める公共交通の実現を目指します。
指

標

公共交通が充実していると
感じている人の割合
公共交通人口カバー率
（鉄道、路線バス、コミュニティバス）

現況値

目標値

78.1％
（平成 24 年度）

80％
（平成 31 年度）

88％
（平成 27 年度）

90％
（平成 34 年度）

観光・ビジネスで訪れた人にもやさしく、

目標３

鯖江の魅力を高める公共交通の実現

・はじめて利用する観光・ビジネス客でも気軽に利用できる環境づくりとして、運行経路や
運行時刻などの基本情報の分かりやすい提供やレンタサイクル、観光案内、観光コースの
整備などにより、観光・ビジネスで訪れた人にもやさしく、本市の魅力を高める公共交通
の実現を目指します。
指

標

つつじバスポータルサイト
（バスどこサービス）アクセス数

現況値

目標値

58,033 回
（平成 26 年度）

65,000 回
（平成 34 年度）

市民との協働により、使いやすさを高め、

目標４

にぎわいを支える公共交通の実現

・市民による公共交通の利用促進に向けた意識啓発や支援団体の連携、市民等との協働によ
り、使いやすさを高め、にぎわいを支える公共交通の実現を目指します。
指

標

公共交通利用促進のための
市民団体の活動回数

現況値

目標値

9回
（平成 26 年度）

15 回
（平成 34 年度）
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（３）バスネットワークの再構築
幹線交通と二次交通の公共交通相互の乗り継ぎができる乗継拠点を設置し、福鉄バスによ
る隣接都市間の連携強化、つつじバスによる市内各地区と主要乗継拠点間の乗り継ぎを確保
することにより、「どこにでも歩いて行ける 豊かさと安心のある暮らしを支える交通環境」
を目指します。

バスネットワークの再構築
福鉄バスの強化

乗継拠点の整備
●主要乗継拠点

都市連携幹線軸

・幹線交通とつつじバスの乗継拠

●隣接市町間の連携による広域性の向上

点として、以下の 4 箇所を位置
づけます。
⇒ＪＲ鯖江駅、ＪＲ北鯖江駅、

・福鉄バス鯖浦線のＪＲ北鯖江駅への延伸によ
る越前町との連携強化
・市域東部における福鉄バス南越線の延伸によ
る越前市（今立地区）との連携強化

福井鉄道神明駅、嚮陽会館
（福井鉄道西鯖江駅）

つつじバス路線の再編
幹

●地区乗継拠点
・各地区間を運行する「つつじバ
ス幹線」の乗継拠点として位置
づけます。
⇒地区公民館等

線

●速達性の向上
●通勤通学需要への対応
●日常の生活交通への対応、地区間連携の強化
・通勤通学や通院、買い物等の移動に対応するた
め、主要乗継拠点や地区乗継拠点を連絡します。

循 環 線
●市街地中央部の生活関連施設の利便性向上
・市街地中央部に集積する生活関連施設を高頻
度で循環します。

●地区間連絡点

支

・隣接する地区間の移動を確保す

●身近な公共交通としての機能強化と
隣接地区間の連絡強化

るため、各地区を巡回するつつ

線

地点として位置づけます。

・市内各地区において、地区内の集落を巡回し、
主要乗継拠点、地区連絡拠点を連絡します。

⇒隣接する支線の結節点

・隣接する地区で共通バス停を設けることによ
って、地区間の連絡を強化します。

じバス支線間の乗継ができる
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現在の公共交通ネットワーク

将来公共交通ネットワーク方針
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５．地域公共交通網形成計画の目標を達成するために行う事業
およびその実施主体に関する事項
（１）目標を達成するために行う事業一覧
本計画の目標を達成するために行う事業およびその実施主体は、下表に示すとおりです。

目標１

多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現
実施事業

実施主体

備考

( 1) 幹線交通の一部再編・運行 ※
（ＪＲ北陸線、福井鉄道 福武線、福鉄バス 鯖浦線、
福浦線、南越線）

ＪＲ西日本(株)、福井鉄道(株)

－

( 2) つつじバスの再編・運行 ※

鯖江市、つつじバス運行事業者

○

( 3) 外出支援等のためのタクシーの運行・助成

タクシー事業者、鯖江市

－

( 4) 北陸新幹線へのアクセス手段の検討

鯖江市、越前市、福井県

○

目標２

まちづくりと連携し、暮らしやすさを高める公共交通の実現
実施事業

実施主体

備考

( 5) 主要バス停の待合環境の整備
（ＪＲ鯖江駅、ＪＲ北鯖江駅、嚮陽会館、地区乗継
拠点等）

鯖江市

○

( 6) 運行事業の安定化に向けた企業広告等の拡充

鯖江市

○

( 7) バス停の運行情報の改善

鯖江市

○

( 8) 障がい者、運転免許自主返納者等へのつつじバス利用
者無料証の交付

鯖江市

－

( 9) ＩＣカード乗車券の導入検討

鯖江市、福井県、ＪＲ西日本(株)、福井
鉄道(株)

○

(10) パーク＆ライドの利用促進

鯖江市、ＪＲ西日本(株)、福井鉄道(株)

－
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目標３

観光・ビジネスで訪れた人にもやさしく、鯖江の魅力を高める公共交通の実現
実施事業

実施主体

備考

(11) 主要乗継拠点でのつつじバス情報案内の設置

鯖江市

○

(12) つつじバスのリアルタイム位置情報表示
「バスどこサービス」の継続と利用環境の拡充

鯖江市

○

(13) レンタサイクルの利用啓発

鯖江市、鯖江観光協会

－

鯖江市

－

鯖江市

○

(16) 商店街との連携によるつつじバス乗車券の交付

鯖江市

－

(17) 観光施設との連携によるつつじバス乗車券の交付

鯖江市

○

(18) 観光タクシーの運行

ＪＲ西日本(株)、タクシー事業者

－

(19) 来訪者向け時刻表・パンフレットの製作

鯖江市

○

(20) 主要観光施設へのつつじバスの運行

鯖江市、つつじバス運行事業者

○

(21) 周辺市町との連携による広域観光バスルートの検討

鯖江市、福井市、越前市、越前町

○

(22) バス車内への観光パンフレットの設置

鯖江市、福井鉄道(株)、つつじバス運行
事業者

○

(23) つつじバス車内放送を利用した観光案内

鯖江市、つつじバス運行事業者

○

(24) 公共交通乗務員の接遇向上

交通事業者

－

(14) つつじバスの利用料金割引制度
（乗継割引、福井鉄道「プレミア１日フリー乗車券」と
の乗継割引、回数券）
(15) つつじバスの利用料金割引制度の充実
（学生回数券の導入）

目標４

市民との協働により、使いやすさを高め、にぎわいを支える公共交通の実現
実施事業

実施主体

備考

(25) 公共交通利用促進のための市民団体の統合による活動
強化

鯖江市、市民団体

○

(26) 公共交通とまちづくりに関する意識啓発と利用促進

市民団体、企業、交通事業者、鯖江市、
福井県

－

(27) 会議・イベント開催時の公共交通の活用

地域住民、鯖江市

－

(28) つつじバス利用促進キャンペーンの実施

鯖江市

－

(29) 自治会によるつつじバス停留所の上屋の設置・管理と
行政による支援

地域住民、鯖江市

－

(30) 公共交通機関としてのタクシーに関する情報発信

鯖江市、タクシー事業者

○

※地域公共交通再編事業

○：新規事業
－：継続事業
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（２）目標を達成するために行う事業の具体的な内容
目標１

多様な移動ニーズに対応する公共交通の実現

( 1) 幹線交通の一部再編・運行
（ＪＲ北陸線、福井鉄道 福武線、福鉄バス 鯖浦線、福浦線、南越線）
本市において幹線交通を形成するＪＲ北陸線、福井鉄道福武線、福鉄バス鯖浦線、福浦線に
ついては、市域を越える広域的な公共交通ネットワークとして運行を継続します。
福井鉄道福武線については、えちぜん鉄道との相互乗り入れ事業により、昼間（9～15 時）
の運行本数が 1 時間に 6 本から 8 本に増加するとともに、福井駅前電停が福井駅西口広場内に
移設等され、利便性が向上しています。
また、福鉄バスについて、鯖浦線をＪＲ北鯖江駅まで延伸するとともに、越前市の福武線越
前武生駅からＪＲ武生駅などを経由し、今立地区赤坂までを運行する南越線を北中山公民館ま
で延伸します。
これらにより、市域を縦貫し、福井市、越前市、越前町の隣接都市間の連携を支える幹線交
通としての機能を強化します。
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a) 福鉄バス 鯖浦線の整備・運行
■福鉄バス 鯖浦線の整備・運行事業
路線名

福鉄バス 鯖浦線
●朝夕の通勤通学時間帯におけるＪＲ利用や通院の利便性向上を
図るため、ＪＲ北鯖江駅まで運行区間を延伸します。昼間の買い
物利用に対応するため、延伸区間にある大型商業施設「アル・プ

運行の目的

ラザ鯖江」敷地内にバス停を設け、利便性の高い連絡を確保しま
す。
●福井鉄道福武線に加えてＪＲ北鯖江駅を連絡することによって、
隣接する越前町との広域的な観光利用を支援します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通勤通学、通院、買い物、観光、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

ＪＲ北鯖江駅、アル・プラザ鯖江、神明駅、（越前町）西田中、織
田、陶芸村口、梅浦、かれい崎

運行日

通年運行

運行ダイヤ

平日：9.5 便（往復）、土日祝日：5 便（往復）

運賃

対距離制

■福鉄バス 鯖浦線ルート
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b) 福鉄バス 南越線の整備・運行
■福鉄バス 南越線の整備・運行事業
路線名

福鉄バス 南越線
●市域東部から越前市方面への通勤通学および、越前市東部地区か
ら本市中心部への通院、買い物の利便性向上を図るため、越前市
の福武線越前武生駅からＪＲ武生駅、武生高校、武生東高校など
を経由し、今立地区の赤坂までを運行する南越線を北中山公民館

運行の目的

まで延伸します。北中山公民館では、つつじバス幹線 昼間便、
片上・北中山線、中河・北中山線、河和田線との連絡を確保しま
す。
●河和田地区の越前漆器、越前市今立地区の越前和紙の産地を連絡
することによって、隣接する越前市との広域的な観光利用を支援
します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通勤通学、通院、買い物、観光、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

北中山公民館、ハニー東陽店、（越前市）赤坂、和紙の里、武生東
高校、武生高校、ＪＲ武生駅、越前武生駅

運行日

通年運行（土日祝日は運休）

運行ダイヤ

平日：3 便（往復）

運賃

対距離制

■福鉄バス 南越線ルート
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( 2) つつじバスの再編・運行（新規）
車がなくても、公共交通を利用して日常生活に必要な移動ができる「どこに
でも歩いて行ける」交通環境の実現に向けて、ＪＲ北陸線、福井鉄道福武線等
によって形成される幹線交通に接続する二次交通網として、鯖江市内全体をカ
バーするつつじバスについて、速達性の向上、通勤通学需要への対応を図るた
め、つつじバスを再編します。
事業内容

現在のつつじバスは、市街地中央部を高頻度に循環する中央線と、市内各地
区とＪＲ鯖江駅または福武線神明駅を結ぶ路線によって構成されています。再
編後は、朝夕の通勤通学需要に対応して市内各地区とＪＲ鯖江駅等の主要乗継
拠点を連絡する「幹線 通学便」、昼間の市内移動や観光機能を強化する「幹線 昼
間便」、中央線の機能を拡張する「循環線」
、さらには各地区をきめ細かく巡回
する「支線」に区分し、ネットワークを構成します。

実施主体
実施期間

鯖江市、つつじバス運行事業者
平成 28 年度

：つつじバスネットワークの再編

平成 29 年度～ ：運行開始

■つつじバスネットワークの路線構成
区

分

路

①幹

線

幹

②循 環

線

循 環 線

線

名

線（通学便、昼間便）

鯖江南・新横江線
神 明 線
片上・北中山線
③支

線

立 待 線
吉 川 線
豊

線

中河・北中山線
河和田線
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備

考
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a) つつじバス 幹線の整備・運行
■つつじバス 幹線 通学便の整備・運行事業
路線名

つつじバス 幹線 通学便
●朝夕の通学時間帯に主要鉄道駅であるＪＲ鯖江駅、北鯖江駅、福
井鉄道神明駅、西鯖江駅と市内各地区を連絡します。

運行の目的

○通学への対応
・現在、つつじバスが運行していない通学時間帯に運行することにより、
通学の利便性を改善します。

対応させる移動目的
運行形態

運行経路
事
業
内
容

運行日

通学、その他
一般乗合旅客運送
・片上・北中山ルート
（中戸口、片上公民館、JR 北鯖江駅東口、神明駅）
・立待ルート
（石田中、立待公民館、神明駅）
・吉川ルート
（石田中、吉川公民館、神明駅）
・豊ルート
（冬島、豊公民館、西鯖江駅前、JR 鯖江駅）
・中河・北中山ルート
（上戸口北、北中山公民館、中河小学校、JR 鯖江駅）
・河和田ルート
（鉱泉前、河和田コミュニティセンター、北中山公民館、JR 鯖江駅）
・市内高校通学ルート
（JR 鯖江駅、西鯖江駅前、丹南高校、福井高専）
通年運行（県立高校および福井高専の春・夏・冬休み期間中、土日
祝日および年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：2 便（朝夕各 1 便）

運賃

100 円/回

－73－

■つつじバス 幹線 昼間便の整備・運行事業
路線名

つつじバス 幹線 昼間便
●現在のつつじバスのターミナルであるＪＲ鯖江駅、福井鉄道神明
駅に、ＪＲ北鯖江駅、嚮陽会館を加えた 4 つの主要乗継拠点、地
区乗継拠点（公民館等）、公立丹南病院、産業観光施設等を乗継
なしで連絡します。
○市内移動の利便性向上
・市西部地区から市域東端に位置する主要観光施設である「ラポーゼかわ

運行の目的

だ」まで乗継なしで連絡し、移動円滑化を図ります。
・各地区乗継拠点間を乗継なしで連絡し、地域間交流を促進します。

○日常の生活交通への対応
・市内各地区から主要乗継拠点、公立丹南病院、大型商業施設を巡回する
ことで、通院、買い物等の移動ニーズに対応します。

○隣接都市を結ぶ広域観光の強化
・福鉄バス鯖浦線、南越線との結節により、越前町の越前海岸・陶芸村、
鯖江市のめがね会館・うるしの里会館、越前市の和紙の里を結ぶ広域観
光ルートを構築します。

対応させる移動目的
運行形態

事
業
内
容

観光、通院、買い物、その他
一般乗合旅客運送

運行日

ＪＲ鯖江駅、西鯖江駅前、嚮陽会館、豊公民館、吉川公民館、立待
公民館、神明公民館、公立丹南病院、神明駅、神明苑、アル・プラ
ザ鯖江、ＪＲ北鯖江駅西口、高年大学前、中河小学校、片上公民館、
北中山公民館、河和田コミュニティセンター、うるしの里会館、ラ
ポーゼかわだ、めがね会館、ＪＲ鯖江駅
通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日、土日祝日：3 便

運賃

100 円/回

運行経路

－74－

b) つつじバス 循環線の整備・運行
■つつじバス 循環線の整備・運行事業
路線名

つつじバス 循環線
●市街地中央部に集積する生活関連施設を循環します。

運行の目的

○市街地中央部の生活関連施設の利便性向上
・現在の施設立地状況に対応した機能強化、幹線や支線との乗継の確保に
よる利便性の高いサービスを提供します。

対応させる移動目的
運行形態
事
業
内
容

通勤通学、通院、買い物、観光、その他
一般乗合旅客運送

運行日

ＪＲ鯖江駅、西鯖江駅前、嚮陽会館、西山公園、市役所、公立丹南
病院、神明公民館、神明駅、神明苑、アル・プラザ鯖江、アイアイ
鯖江（文化の館）、長泉寺、ＪＲ鯖江駅
通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日 16 便、土日祝日：7 便

運賃

100 円/回

運行経路

■つつじバス 循環線ルート

－79－

c) つつじバス 支線の整備・運行
■つつじバス 支線（鯖江南・新横江線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（鯖江南・新横江線）
●市内南部において、地区内の集落を巡回し、主要乗継拠点である
ＪＲ鯖江駅、嚮陽会館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

嚮陽会館、舟津西、宮前、ＪＲ鯖江駅東口、新横江公民館前、下新
庄、ＪＲ鯖江駅、鯖江公民館、西鯖江駅前、嚮陽会館

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：4 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（鯖江南・新横江線）ルート

－80－

■つつじバス 支線（神明線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（神明線）
●神明地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗継拠点である
福井鉄道神明駅、ＪＲ北鯖江駅を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・福井鉄道神明駅に近接する公立丹南病院を連絡します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

公立丹南病院、神明公民館、神明駅、東米岡、東鳥羽、神中町 3 丁
目、ＪＲ北鯖江駅西口、水落町 3 丁目、神明苑、公立丹南病院

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：5 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（神明線）ルート

－81－

■つつじバス 支線（片上・北中山線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（片上・北中山線）
●片上地区、北中山地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗
継拠点であるＪＲ北鯖江駅や福井鉄道神明駅、地区乗継拠点であ
る北中山公民館、中河公民館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する北中山地区や中河地区の支線との共通バス停を設けることで、
地区間の連絡を強化します。
・福井鉄道神明駅に近接する公立丹南病院を連絡します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

公立丹南病院、神明公民館、神明駅、神明苑、ＪＲ北鯖江駅東口、
片上公民館、北中山公民館、中河小学校、高年大学、公立丹南病院

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：6 便（ただし、高年大学開講期間中の火木金以外：5 便）
土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（片上・北中山線）ルート
－82－

■つつじバス 支線（立待線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（立待線）
●立待地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗継拠点である
福井鉄道神明駅や地区乗継拠点である立待公民館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する吉川地区の支線との共通バス停を設けることで、地区間の連絡
を強化します。
・福井鉄道神明駅に近接する公立丹南病院を連絡します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

神明苑、神明駅、神明公民館、公立丹南病院、石田中、平和台団地、
立待公民館、杉本、公立丹南病院、神明苑

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：5 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（立待線）ルート

－83－

■つつじバス 支線（吉川線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（吉川線）
●吉川地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗継拠点である
福井鉄道神明駅、地区乗継拠点である吉川公民館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する立待地区や豊地区の支線との共通バス停を設けることで、地区
間の連絡を強化します。
・福井鉄道神明駅に近接する公立丹南病院を連絡します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

神明苑、神明駅、神明公民館、公立丹南病院、吉川公民館、西大井、
川去、大倉、石田中、平井、公立丹南病院、神明駅、神明苑

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：6 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（吉川線）ルート

－84－

■つつじバス 支線（豊線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（豊線）
●豊地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗継拠点であるＪＲ
鯖江駅や嚮陽会館、地区乗継拠点である豊公民館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する吉川地区の支線との共通バス停を設けることで、地区間の連絡
を強化します。
・福井工業高等専門学校、丹南高校への通学路線とし、通学に対応します。

対応させる移動目的

事
業
内
容

通院、買い物、その他

運行形態

一般乗合旅客運送

運行経路

ＪＲ鯖江駅、西鯖江駅前、嚮陽会館、丹南高校、福井高専、豊公民
館、石生谷、朝霞、小黒町、嚮陽会館、ＪＲ鯖江駅

運行日

通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：5 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

■つつじバス 支線（豊線）ルート

－85－

■つつじバス 支線（中河・北中山線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（中河・北中山線）
●中河地区、北中山地区において、地区内の集落を巡回し、主要乗
継拠点であるＪＲ鯖江駅や嚮陽会館、地区乗継拠点である中河小
学校前、北中山公民館を連絡します。
○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化

運行の目的

・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する河和田地区の支線との共通バス停を設けることで、地区間の連
絡を強化します。

対応させる移動目的
運行形態
事
業
内
容

通院、買い物、その他
一般乗合旅客運送

運行日

嚮陽会館、西鯖江駅前、ＪＲ鯖江駅、長泉寺、東鯖江 2 丁目、めが
ね会館、斎藤病院前、中河小学校前、北中山公民館、磯部、上戸口
北、ハニー東陽店
通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）

運行ダイヤ

平日：5 便、土日祝日：2 便

運賃

100 円/回

運行経路

■つつじバス 支線（中河・北中山線）ルート

－86－

■つつじバス 支線（河和田線）の整備・運行事業
路線名

つつじバス 支線（河和田線）
●河和田地区、北中山地区において、地区内の集落を巡回し、主要
乗継拠点であるＪＲ鯖江駅や嚮陽会館、地区乗継拠点である河和
田公民館、北中山公民館を連絡します。

運行の目的

○身近な公共交通としての機能強化と隣接地区間の連絡強化
・市民の日常生活を支える身近な公共交通として、より身近なところにバ
ス停を設けるなどきめ細かい対応によって公共交通による人口カバー率
向上を目指し、誰もがどこへでも歩いて行ける交通環境を実現します。
・隣接する北中山地区の支線との共通バス停を設けることで、地区間の連
絡を強化します。

対応させる移動目的
運行形態

事
業
内
容

運行経路
運行日
運行ダイヤ
運賃

通院、買い物、その他
一般乗合旅客運送
嚮陽会館、西鯖江駅前、ＪＲ鯖江駅、横越、川島、北中山公民館、
河和田コミュニティセンター、うるしの里会館、ラポーゼかわだ、
鉱泉前
通年運行（年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）の 5 日間は運休）
平日：7 便（ただし、高年大学開講期間中の火木金以外：6 便）
土日祝日：2 便
100 円/回

■つつじバス 支線（河和田線）ルート

－87－

( 3) 外出支援等のためのタクシーの運行・助成
既存タクシーの運行サービスは、今後も継続するとともに、在宅の障がい者に対する助成事
業である「福祉タクシー利用助成事業」や在宅の要介護高齢者に対する「外出支援サービス」
を継続します。

( 4) 北陸新幹線へのアクセス手段の検討（新規）
北陸新幹線敦賀開業時に本市には新幹線駅の設置がないことから、新幹線の最寄り駅は福井
市の福井駅、越前市の南越駅（仮称）になります。また、鯖江駅には特急列車が停車しなくな
る見込みであるため、関西方面への「サンダーバード」や中京方面への「しらさぎ」は敦賀市
の敦賀駅を利用することになります。
福井駅や敦賀駅については、並行在来線、福井鉄道福武線による鉄道幹線交通の拡充を図り
ながらアクセス手段を確保します。
一方、現在公共交通手段のない南越駅(仮称)へのアクセス手段については、越前市のアクセ
ス整備状況やバス事業者の運行方針等を見守りながら検討します。

目標 2

まちづくりと連携し、暮らしやすさを高める公共交通の実現

( 5) 主要バス停の待合環境の整備
（ＪＲ鯖江駅、ＪＲ北鯖江駅、嚮陽会館、地区乗継拠点等）
（新規）
公共交通の利便性を高め、利用環境を改善する
ためには、駅やバス停において、安心して利用で
き、快適に待ち時間を過ごせる待合環境として、
駅舎やバス停の上屋やベンチ等の整備が重要です。
つつじバスにおいては、ＪＲ鯖江駅や福井鉄道
神明駅、公立丹南病院等では上屋やベンチ等の待
合環境が整備されているものの、それ以外のバス
停の多くは、バス停の位置を示す看板のみとなっ
ています。このため、主要乗継拠点や地区乗継拠
点等の主要バス停から待合環境の整備を進めます。

■バス停の整備イメージ
（上屋、ベンチ、企業広告）

( 6) 運行事業の安定化に向けた企業広告等の拡充（新規）
運行事業の安定化に向けて、バス車両内やバス停における企業広告等を拡充します。

( 7) バス停の運行情報の改善（新規）
バス停において、運行経路や運行時刻について、より分かりやすくするとともに、接続する
幹線交通との乗継情報等についても確認できるように改善します。

( 8) 障がい者、運転免許自主返納者等へのつつじバス利用者無料証の交付
障がい者、運転免許自主返納者等への生活交通の支援として、つつじバス利用者無料証の交
付を継続します。
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( 9) ＩＣカード乗車券の導入検討（新規）
つつじバスをはじめ公共交通の利便性向上に向けて、ＩＣカード乗車券の導入について検討
します。

(10) パーク＆ライドの利用促進
自家用車利用者の公共交通利用を促進するため、パーク＆ライド駐車場の活用を推進します。

目標 3

観光・ビジネスで訪れた人にもやさしく、鯖江の魅力を高める公共交通の実現

(11) 主要乗継拠点でのつつじバス情報案内の設置（新規）
主要乗継拠点であるＪＲ鯖江駅、ＪＲ北鯖江駅、福井鉄道神明駅、嚮陽会館において、つつ
じバスの各路線に関する運行経路や運行時刻、乗継情報に加えて、観光施設や観光ルート等に
関する情報案内を設置します。

(12) つつじバスのリアルタイム位置情報表示「バスどこサービス」の継続と利用環境の
拡充（新規）
現在、つつじバスでは、バスロケーシ
ョンシステムを導入しており、パソコン
やスマートフォン等で各車両の位置を
リアルタイムに確認できる「バスどこサ
ービス」を提供するとともに、公立丹南
病院ではつつじバスの発着情報を大型
モニターに表示しています。
このシステムを継続するとともに、公
共施設等に大型モニターを設置して「バ

■つつじバス バスロケーションシステム

スどこサービス」画面を表示するなど、システムの利用環境の拡充を進めます。

(13) レンタサイクルの利用啓発
レンタサイクルは、「どこにでも歩いて行ける」交通環境を実現するうえで、公共交通サー
ビスを補完する移動手段です。
現在、道の駅西山公園とＪＲ鯖江駅に併設された鯖江市観光案内所に電動アシスト自転車を
５台ずつ配車して運営を行っており、観光やビジネス等における活用をはじめ市民の日常的な
活用に向けた啓発を進めます。

(14) つつじバスの利用料金割引制度
つつじバスの利用料金割引制度として、現在実施している乗継割引、福井鉄道「プレミア１
日フリー乗車券」との乗継割引、回数券の販売を継続します。

(15) つつじバスの利用料金割引制度の充実（新規）
つつじバスの利用料金割引制度の充実として、つつじバスの学生回数券を導入します。

－89－

(16) 商店街との連携によるつつじバス乗車券の交付
鯖江市商店街連合会加盟店で 500 円以上の買い物をすると、つつじバスの利用料金が無料に
なる乗車券を交付しています。この商店街との連携によるつつじバス乗車券の交付を継続しま
す。

(17) 観光施設との連携によるつつじバス乗車券の交付（新規）
つつじバスを利用して市内の観光施設を利用した場合に、つつじバスの利用料金を割引する
乗車券の交付を始めます。

(18) 観光タクシーの運行
ＪＲ鯖江駅を中心として観光タクシーのサービスを実施します。

(19) 来訪者向け時刻表、パンフレットの製作（新規）
観光やビジネス等で本市に来訪した人がつつじバスをはじめとする公共交通を安心して快
適に利用できるように、分かりやすい時刻表やパンフレットを製作します。

(20) 主要観光施設へのつつじバスルートの運行（新規）
西山公園、ラポーゼかわだ、めがね会館、うるしの里会館、繊維会館等の主要観光施設を連
絡するつつじバスのルートを設定し、運行します。

(21) 周辺市町との連携による広域観光バスルートの検討（新規）
鯖江市に隣接する福井市、越前市、越前町との連携により、地場産業、伝統産業等や地域の
歴史、文化、季節の食材を活かした広域的な観光バスルートについて検討します。

(22) バス車内への観光パンフレットの設置（新規）
観光、ビジネス等でバスを利用した人を主な対象者として、本市の観光案内情報を提供する
ため、バス車内に観光パンフレットを設置します。

(23) つつじバス車内放送を利用した観光案内（新規）
観光、ビジネス等でつつじバスを利用した人を主な対象者として、本市の観光案内情報を提
供するため、つつじバスで車内放送を利用した観光案内を行います。

(24) 公共交通乗務員の接遇向上
誰もが安心して快適に公共交通を利用できる環境を維持、向上するため、公共交通乗務員の
接遇を向上します。
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目標 4

市民との協働により、使いやすさを高め、にぎわいを支える公共交通の実現

(25) 公共交通利用促進のための市民団体の統合による活動強化（新規）
市民による公共交通利用促進のための活動を効果的かつ効率的に推進するため、既存の市民
団体の統合を視野に入れて検討を行い、活動を強化
します。

(26) 公共交通とまちづくりに関する意識啓発と
利用促進
過度な車依存の交通環境を是正し、コンパクトな
まちづくりを目指す「コンパクトシティ・プラス・
ネットワーク」の実現に向けて、公共交通とまちづ
くりに関する市民の意識啓発を行うとともに、乗る

■市民団体による公共交通の利用促進活動

運動の推進等の公共交通利用促進策を実施します。

(27) 会議・イベント開催時の公共交通の活用
公共交通を利用して会議やイベントに参加できるように、開催時間等を公共交通の利用に配
慮したものとすることについて、周知、ＰＲを実施します。

(28) つつじバス利用促進キャンペーンの実施
つつじバスの利用促進に向けて、利用促進キャンペーンを実施します。

(29) 自治会によるつつじバス停留所の上屋の設置・管理と行政による支援
つつじバスの利用促進に向けたバス停留所の待合環境の改善として、自治会主体による上屋
の設置や清掃等の管理を推進します。
本市は、自治会による停留所の上屋の設置・管理を支援します。

(30) 公共交通機関としてのタクシーに関する
情報発信（新規）
鉄道やバスを補完する公共交通として、タクシー
の活用を図るため、タクシーに関する情報を発信し
ます。

■ＪＲ鯖江駅前のタクシー
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（３）事業の実施スケジュール
本計画における事業の実施スケジュールを下表に示します。
■事業の実施スケジュール
目

標

1.多様な移動ニ
ーズに対応す
る公共交通の
実現

平

実 施 事 業

成 平

成 平

成 平

成 平

成 平

( 1) 幹線交通の一部再編・運行
（ＪＲ北陸線、福井鉄道 福武線、福鉄バス 鯖浦線、福浦線、南越線）

( 2) つつじバスの再編・運行
( 3) 外出支援等のためのタクシーの運行・助成
( 4) 北陸新幹線へのアクセス手段の検討

2.まちづくりと
連携し、暮ら
しやすさを高
める公共交通
の実現

( 5) 主要バス停の待合環境の整備
（ＪＲ鯖江駅、ＪＲ北鯖江駅、嚮陽会館、地区乗継拠点等）

( 6) 運行事業の安定化に向けた企業広告等の拡充
( 7) バス停の運行情報の改善
( 8) 障がい者、運転免許自主返納者等へのつつじバス利用者
無料証の交付
( 9) ＩＣカード乗車券の導入検討
(10) パーク＆ライドの利用促進

3.観光・ビジネ
スで訪れた人
にもやさし
く、鯖江の魅
力を高める公
共交通の実現

(11) 主要乗継拠点でのつつじバス発着情報案内の設置
(12) つつじバスのリアルタイム位置情報表示
「バスどこサービス」の継続と利用環境の拡充
(13) レンタサイクルの利用啓発
(14) つつじバスの利用料金割引制度
（乗継割引、福井鉄道「プレミア１日フリー乗車券」との乗継
割引、回数券）

(15) つつじバスの利用料金割引制度の充実
（学生回数券の導入）

(16) 商店街との連携によるつつじバス乗車券の交付
(17) 観光施設との連携によるつつじバス乗車券の交付
(18) 観光タクシーの運行
(19) 来訪者向け時刻表・パンフレットの製作
(20) 主要観光施設へのつつじバスの運行
(21) 周辺市町との連携による広域観光バスルートの検討
(22) バス車内への観光パンフレットの設置
(23) つつじバス車内放送を利用した観光案内
(24) 公共交通乗務員の接遇向上
4.市民との協働
により、使い
やすさを高
め、にぎわい
を支える公共
交通の実現

成 平

成

28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

(25) 公共交通利用促進のための市民団体の統合による活動
強化
(26) 公共交通とまちづくりに関する意識啓発と利用促進
(27) 会議・イベント開催時の公共交通利用
(28) つつじバス利用促進キャンペーンの実施
(29) 自治会によるつつじバス停留所の上屋の設置・管理と
行政による支援
(30) 公共交通機関としてのタクシーに関する情報発信
：新規事業
破線 ：検討・調整中
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：継続事業
太線 ：実施

６．地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項
（１）ＰＤＣＡサイクルの実行
地域公共交通の将来像である「どこにでも歩いて行け
る豊かさと安心のある暮らしを支える交通環境」の実現
を目指し、4 つの計画目標を達成するため、Plan（計画
の策定）
、Do（施策、事業の実施）
、Check（実施した取
組みの評価、検証）
、Action（問題点の改善）による PDCA
サイクルを実行し、計画の進行管理を行います。
PDCA サイクルは、計画期間（7 年）を通じた中期的
なもの、毎年の実施状況に対応して 1 年単位で行うもの
■ＰＤＣＡサイクルのイメージ

で実施します。

■ＰＤＣＡサイクルの実行イメージ

（２）進行管理の実施体制
PDCA サイクルによる計画の進行管理は、
「鯖江市地域公共交通活性化協議会」
（以下、協議
会）が行うものとします。
実施体制としては、協議会のもとに、協議会規約に基づく「鯖江市地域公共交通活性化協議
会幹事会」
（以下、幹事会）を設置します。幹事会は、施策、事業の進捗状況、計画目標毎の
評価指標の状況等による評価、検証を行うとともに、協議会に報告するものとします。
協議会は、幹事会の報告内容を踏まえ、計画全体の進行管理を行うものとします。
計画目標毎に設定した評価指標は、社会情勢の変化を含めて各施策、事業の効果が総合的に
反映された結果であることから、計画目標を達成するために行う事業の進捗状況を示すデータ
を継続的に収集し、計画目標の評価指標の動向との関連について分析します。さらに、分析結
果に基づいて事業として効果的なものかどうかを検証し、必要に応じて事業内容の見直しを行
います。
福井鉄道福武線に関する進行管理については、
「福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画（平
成 28 年 2 月策定 福井市、鯖江市、越前市、越前町）による評価、検証結果を受けるものと
します。
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■計画目標毎の評価指標と数値目標（再掲）
計

画

目

標

＜目標１＞
多様な移動ニーズに対応する公共交通
の実現
＜目標２＞
まちづくりと連携し、暮らしやすさを高
める公共交通の実現
＜目標３＞
観光・ビジネスで訪れた人にもやさし
く、鯖江の魅力を高める公共交通の実現
＜目標４＞
市民との協働により、使いやすさを高
め、にぎわいを支える公共交通の実現

指

標

現況値

目標値

18.8 万人
23.2 万人
（平成 26 年度） （平成 34 年度）
48.2 万人
52 万人
福井鉄道福武線市内駅利用者数
（平成 26 年度） （平成 31 年度）
公共交通が充実していると感じ
78.1％
80％
ている人の割合
（平成 24 年度） （平成 31 年度）
公共交通人口カバー率
88％
90％
（鉄道、路線バス、コミュニティバス） （平成 27 年度） （平成 34 年度）
つつじバス年間利用者数

つつじバスポータルサイト
58,033 回
65,000 回
（バスどこサービス）アクセス数 （平成 26 年度） （平成 34 年度）
公共交通利用促進のための
市民団体の活動回数

9回
15 回
（平成 26 年度） （平成 34 年度）

（３）協議会および幹事会の役割
協議会および幹事会の役割は、以下のとおりです。
■鯖江市地域公共交通活性化協議会
役

割

・鯖江市地域公共交通網形成計画、鯖江市地域公共交通再編実施計画の策定に
関する協議
・鯖江市地域公共交通網形成計画の進行管理

■鯖江市地域公共交通活性化協議会 幹事会
役

割

・鯖江市地域公共交通網形成計画に基づく施策、事業の進捗状況、および計画
目標毎の評価指標の評価、検証
・評価、検証結果の協議会への報告

＜幹事会の構成メンバー＞
区

分

団

体

名

等

鯖江高速観光(株)
鯖江交通(株)
公共交通事業者等および
その組織する団体の代表者

越前観光(株)
つつじ(株)
鯖江地区ハイヤータクシー業会
福井鉄道(株)

国土交通省中部運輸局福井運輸支局長
またはその指名する者

国土交通省中部運輸局福井運輸支局

公安委員会および福井県警察の代表者

鯖江警察署

※実施に際しては、必要に応じて幹事会の構成メンバーを追加するものとする。
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備

考

（４）事業の評価、検証を行うために収集するデータと収集方法
事業を評価、検証するには、計画目標毎の評価指標だけでなく、各事業の進捗状況や実施状
況を示すデータが必要になります。
本計画における事業の評価、検証を行ううえで収集するデータとその収集方法を下表に示し
ます。
■収集するデータと収集方法
計画目標

＜目標１＞
多様な移動ニーズに対応す
る公共交通の実現

収集データ
幹線交通利用者数

・各交通事業者が対象となる公共交通の利
用者数を報告

つつじバス利用者数

・運行便別に利用者数（乗降バス停、利用
券種別）を調査

タクシーを活用した助成事業の
利用者数

・事業主管課から利用状況を入手・整理

バス停の整備状況
広告収入
＜目標２＞
まちづくりと連携し、暮らし
やすさを高める公共交通の
実現

＜目標３＞
観光・ビジネスで訪れた人に
もやさしく、鯖江の魅力を高
める公共交通の実現

＜目標４＞
市民との協働により、使いや
すさを高め、にぎわいを支え
る公共交通の実現

収集方法

つつじバス利用者無料証交付数

パーク＆ライド駐車場利用状況

・バス停の整備状況（案内情報含む）を調
査し、整備カルテを作成
・整備カルテにより現状を把握
・車両、バス停、時刻表等の種別毎の広告
収入データを整理
・障がい者、運転免許自主返納者等への交
付数の整理
・福井鉄道(株)が市内各駅のパーク＆ライ
ド駐車場の利用状況を報告
・ＪＲ鯖江駅東口駐車場については、事業
主管課から利用状況を入手・整理

公共交通が充実していると感じ
ている人の割合

・アンケート調査で把握

公共交通人口カバー率
(鉄道、路線バス、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ)

・人口カバー状況を整理

つつじバスポータルサイト
（バスどこサービス）アクセス数

・アクセス状況を整理

バス停の情報案内状況

・上記のバス停整備カルテによって、現状
を把握

レンタサイクル利用者数

・事業主管課から利用状況を入手・整理

つつじバス乗り継ぎ券、回数券の
発行数

・乗り継ぎ券、回数券の発行数の整理

つつじバス学生回数券の発行数

・学生回数券の発行数の整理

商店街での買い物によるつつじ
バス無料利用者数

・利用数を整理

観光施設の利用によるつつじバ
ス無料利用者数

・利用数を整理

観光タクシー利用者数

・タクシー事業者が利用状況を報告

公共交通乗務員の接遇向上のた
めの教育訓練の状況

・公共交通事業者が該当する教育訓練の実
績を報告

公共交通利用促進のための市民
団体の活動回数

・市民団体の活動回数を整理

自治会によるバス停の上屋の設
置・管理状況

・本市の助成制度活用状況を整理

タクシーに関する情報発信状況

・タクシーに関する情報発信状況を整理
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