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背景・目的

 人口減少と過疎高齢化が進む「過疎高齢集落」におい
て、マイカーや運転免許を持たない高齢者はもちろん、
高齢ドライバーの負荷も今後大きくなりつつあり、モビ
リティの低下および持続性が危ぶまれる。

 既存の地域交通サービス（路線バス、乗合タクシーな
ど）を享受できない（いまだにできていない）集落は各
地に点在している。

 従来の公共交通の概念を超えた真に利用者本位で住民主
体の地区交通サービス（有償・無償）の取り組みが徐々
に広がりつつある（本発表の高須町もその一つ）。

 このような集落住民自身によるモビリティ確保（共助
型地域交通サービス）の取り組みについて、運行開始か
ら約１年経過した高須町の実績と今後の課題をまとめる。
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高須町における自治会輸送モデルの目的

中山間地域にあって高齢化の進行が著しく、公共交通空白

地域である高須町において、地域住民による助け合いを前

提とした新たな輸送活動の取組みをモデル事業として支援

し、その活動成果を検証・評価のうえ、中山間地域・高齢化

集落の生活交通を補完する新たな仕組みを確立する。

【事業期間は最低5年間。その後については現時点では未

定】
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事業概要

 市がワゴン車（ 定員１ ０ 名） を購入し、高須町自治会に無償
で貸与する。

 自治会は、輸送活動に必要な運営組織を設置し、運転手の
確保、運行時間や運行経路の設定等を行い、高齢者（ 自治会
会員） の日常生活に必要な輸送活動を実施する。

 利用者はガソリン代のみ負担。輸送活動に必要な経貹（運転
者への謝礼など）は、基本的に自治会貹から支出する。

行政は車両の貸与、経貹面の補助および計画・輸送活動の状
況把握とアドバイス、大学（川本研究室）は住民の行動実態調査、
他事例の情報提供および活動に対するアドバイス、自治会は車
両の運行・管理と報告を担う。
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福井県福井市高須町

人口 94人（106人）

世帯数 49世帯（48世帯）

65歳以上人口 53人（56人）

高齢化率 51％（53％）

運転する人 52人（55％）

運転しない人 42人（45％）

高須町

福井市中心部

対象集落の概要

高須町まで福井市
中心部から約20km

福井市の中山間地
域モデル集落に選
定（棚田オーナー
（H16～）など）

※右カッコ内はH23.1.1現在
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高須町

福井市役所

高須町

鮎川線

川西線

三国線

乗合タクシー

バスルート外

主な利用施設

約5㎞

鮎川線 乗合タクシー

バス
タクシー

便数

上り
午前 7（4） 4（運休）
午後 8（5） 2（運休）
計 15（9） 6（運休）

下り
午前 3（2） 3（運休）
午後 12（7） 3（運休）
計 15（9） 6（運休）

※（ ）内は休日

対象集落の交通環境
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アンケート調査および活動日誌調査

調査対象
高須町に住む
中学生以上全員

調査月日 平成21年12月

調査方法 直接配布（直接回収）

運転の有無 配布 回収 回収率

運転する人 52通 39通 75%

運転しない人 42通 22通 52%

計 94通 61通 64%

ヒアリング調査

調査対象地区 福井県福井市高須町

調査対象 高須町自治会役員5名

調査年月
平成21年10月2日
平成21年11月20日

集落住民調査の概要（運行開始前）
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集落住民調査の結果

 乗合バスや乗り合いタクシーを希望

 一人暮らしの人は買い物を人に頼む

 集落住民は家族・兄弟のような存在

 病院へは毎日でも行きたい

 買い物は若い人に頼んでいるが口に合わないことも多い

 共稼ぎが多く若い人がいないので送迎を頼むことは難しい

【ルート】買い物、通院のための交通手段が必要。これら
両方の用途を兼ねた乗合に見合ったルートの考慮が重要。

【運行ダイヤ】週２～３回の移動の確保が必要。住民の
ニーズに合った運行曜日、時間の考慮が重要。
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通 院

主な目的地(N=22)
①市内の病院(10人)
②福井総合病院(5人)
③藤田医院(4人)

主な移動曜日(N=29)
①決まっていない(9人)

②木曜(8人)

主な移動時間帯(N=18)
①午前9時までに(11人)
②決まっていない(9人)

主な移動手段
①自分の運転(19人)

運転する人（Ｎ＝36）

移動頻度(N=32)
①月に数回(12人)

②していない(11人)

主な目的地(N=16)
①福井総合病院(6人)
②藤田医院(2人)

③福井温泉病院(2人)

主な移動曜日(N=11)
①木曜(3人)
①月曜(3人)

主な移動時間帯(N=13)
①午前9時までに(7人)
②決まっていない(3人)

主な移動手段(N=14)
①家族の送迎(N=12)

運転しない人（Ｎ＝22）

移動頻度(N=18)
①月に数回(9人)
②週に１回(6人)

買い物

主な目的地(N=30)
①ハニー七瀬川店(9人)

②市内その他(8人)
③組合マーケット(6人)

主な移動曜日(N=28)
①決まっていない(19人)

②土曜(6人)
③火曜(5人)

主な移動時間帯(N=25)
①決まっていない(15人)

主な移動手段（N=28)
①自分の運転(26人)

移動頻度(N=27)
①週２～３回(13人)
②週１回(11人)

主な移動曜日
①土曜

主な移動時間帯
①運転手に合わせる

主な移動手段
①家族の送迎

運転しない人(N=22)

移動頻度(N=14)
①家族にしてもらう(12人)

②週に一回(2人)

主な目的地(N=11)
①ハニー七瀬川店(4人)
②組合マーケット(3人)
③ゲンキー川西店(2人)

運転する人（Ｎ＝36）

福井市仙町付近と福井市上野町付近と同一地区に目的地が集中

通院は木曜、買い物は土曜に需要が多い

通院は午前9時までの移動が多く、買い物は時間に融通がきく

通院と買い物の両方の用途を兼ねた乗合に可能性あり！
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上野町付近 福井総合病院

仙町付近 福井温泉病院



15

高須町

通院先、買い物先が
集中する上野町付近 通院先、買い物先が

集中する仙町付近

通院と買い物の用途を兼ねた乗合を前提に、

１．通院の時間に合わせたダイヤの作成

２．木曜の運行

３．高須町と仙町付近、上野町の3ヶ所を核と
したルート設定 が基本的な条件

組合マーケット
個人病院 福井総合病院

ハニー七瀬川店
ゲンキー川西店

輸送活動の具体案

上野町

仙町
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運行開始までの準備状況（概要）

 福井県の「集落輸送活動支援モデル事業」の補助を受け、福
井市が「自治会等輸送活動支援モデル事業」として、2010年8
月から福井市高須町にて県内発の輸送活動を開始。

 運行ルートおよび運行ダイヤは住民アンケート調査結果から
把握したニーズにほぼ沿った形で開始することにし、運行後、
状況に応じて随時変更を予定。（当初の運行曜日は月・木・
土の週3日。運行時間は午前7時および午後3時高須町発の2往
復。車両は10人乗りワンボックス。ドライバーは集落住民）

 運行形態、管理運営については先行事例（島根県飯南町）に
ほぼ倣った形。なお福井県内の他地区、他集落での具体的な
検討は見られない。

 上記の他に県実施の「集落移動販売システム整備モデル事業
（2年間）」も同年7月から開始され、高須町は移動販売車が
巡回する県内11集落の一つにもなっている。

 懸念される課題、問題点（利用実績、利便性、事故などへの
対応など）について今後継続して検討の予定。
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出発式（2010/8/9）会場の高須城小学校 運行車両

自治会長への報道陣インタビュー 出発式に集まった地区住民
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車両の安全運行祈願御祓い 車両キーの受け渡し

運転者への花束贈呈 車両に乗り込む関係者
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車両に乗り込む住民 集まった住民へのお神酒の振る舞い

地元テレビ局の取材を請ける住民 車両の出発を見送る住民
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（左上）
朝日新聞
2010.8.20

（中上）
福井新聞
2010.8.10

（左下）
福井新聞
2010.8.8

（右下）
県民福井
2010.8.10
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今後
他の
支援

現在
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利用状況
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● 延べ利用者のうち７５％が午前中に利用。
● 運行１回あたりの平均乗車人数は運行開始当初は増加していたが最近は減
少傾向。（※平成２３年度の実績 → ４月：２．１人、５月：１．６人）

● 昨年度利用券を購入した人は１３人で高須町に住む高齢者数（５３人）の２５％
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運行実績（平成22年度）

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 摘要

運行
設定日

6日 13日 13日 13日 13日 14日 12日 13日 97日 月・木・土

運行日 4日 8日 8日 8日 8日 5日 8日 12日 61日
設定日外
も含む

運行回数 7回 14回 11回 13回 10回 6回 14回 17回 92回

利
用
者
数

午
前 15人 31人 25人 23人 24人 12人 35人 26人 191人

午
後 4人 10人 9人 9人 7人 2人 15人 7人 63人

計 19人 41人 34人 32人 31人 14人 50人 33人 254人

1回あたり
乗車人数

2.7人 2.9人 3.1人 2.5人 3.1人 2.3人 3.6人 1.9人 2.8人

走行距離
164
km

349
km

210
km

233
km

216
km

108
km

304
km

314
km

1,898
km
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運転者と利用者の目的

運転者の状況

Ａ, 44.8％

Ｂ, 29.9％

Ｃ, 17.9％

Ｄ, 6.0％

Ｅ, 1.5％

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

● 昨年度、運行を行った運転手は計５人。そのうち２人が全体の約７５％を運行。
● 利用目的は「福井温泉病院への通院」が圧倒的に多いが、２月以降、ハニーへの
買物利用やすかっとランドへの娯楽利用等、通院以外の利用もいくらか見られるよう
になった。
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これまでの評価と今後の課題（取り組み）

 利用者からは大変好評であり今のところとくに問題はない。ま
た他地域からの視察もあり注目されている（自治会の刺激に）。

 事前のニーズ把握調査をもとに立案した計画がほぼそのまま利
用されている（当初の運行計画内容から乖離なく運行中）。

 乗り合わせの工夫によるさらなる効率的な運行（平均乗車人員
アップ。現在は２～３名／回）。

 利用の多様化（通院のみならず買い物や娯楽への利用拡大も）。

 運行ルートの延伸（低頻度でよいのでさらに便利（病院）に）。

 利用者の拡大（まだ利用していない人の潜在的ニーズを把握し
あらたな利用の喚起および促進）。

 持続的な運行のために必要な条件の整理およびそれらの条件を
満たすための具体的方策の検討（運転者の確保と負担の分散化、
資金の自己調達と補助からの自立、評価の視点の再考 ほか）。
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非都市部（中山間地）での高齢者MMの視点

 公共交通空白の場合が多く、結果としてマイカーに
依存し続けざるを得ない環境をいかに改善するか。

 マイカー運転、マイカーに同乗では得難い車内にお
ける住民同士のおしゃべりから広がるコミュニティの
持続。

 モビリティは不えられるだけのものではなく自ら確
保するものであり、またできるという意識と実践へ。

 ニーズは都市のそれとは必ずしも同一に非ず。その
地区ならではの暮らし方（ライフスタイル）に立脚し
たモビリティの評価が丌可欠。

 高齢者のモビリティだけに注目するのではなく、非
高齢者も含めた地区トータルで考える（近くに住む家
族やご近所さんなど）への依存度の高さを考慮に）。
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ご清聴ありがとうございました
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福井新聞
2010.7.21より


