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平成２１年度 第３回 福井鉄道福武線活性化連携協議会 議事録 

 

日 時： 平成２２年３月２３日(火) １４：００～１５：４０ 

場 所： アオッサ６階 研修室６０１ＢＣ 

出席者： 別紙出席者名簿のとおり 

資 料： 議案書、資料、補足資料のとおり 

 

開会 

 

１ 挨拶 

 

２ 報告事項 

規約第８条第２項により座長が会議の議長となって議事が進行された。 

 

報告（１）第２回福武線再建スキーム管理部会の報告について（議案書Ｐ１～３） 

部会長より概要説明後、資料に基づき事務局より説明 

運輸実績の最新値について、福井鉄道から補足資料により報告 

 

＜質疑応答＞ 

○委 員   ３ページの２０年度経営状況のところで、運輸実績の表と損益につ

いてのコメントの関連が分かりにくいので、解説をお願いします。鉄

道部門で経常損失があって、会社全体の損益がプラスなのはどういう

ことですか。 

○福井鉄道  鉄道部門では赤字ですが、自動車部門とその他の部門でカバーした

結果、会社全体として利益が出たということです。 

○委 員   乗車人員が対前年比 99.6％で、これはごく僅かのマイナスですが、

それでこのような赤字額が出るのはどういうふうに理解すればよい

のでしょうか。 

○福井鉄道  もともと鉄道部門は営業赤字に加え、営業外費用の支払利息等が相

当かさんでいたため、補助金をいただいても赤字でした。再建スキー

ムが実行されて、３市へ土地を有償譲渡したことで支払利息等が軽減

されましたが、維持修繕費に１億２千万円の補助金をいただき安全対

策に力を注いで修繕費を増額したため、結果的には赤字となりました。 

○委 員   従前からの赤字幅が小さくなったという理解でよろしいですね。 

○福井鉄道  補助金込の経常損益では約８５０万円改善しました。 
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報告（２）平成２１年度決算見込について（議案書Ｐ４） 

資料に基づき事務局より説明 

新駅設置について報告 

・新駅設置に関しての費用負担及び財産移管に関する覚書を協議会と県、

福井鉄道の三者で締結、協議会と福井鉄道で事業委託契約を締結して

着工した 

・３月２５日に新駅が開業するが、完了検査後は、協議会から福井鉄道

に財産が移管され、福井鉄道によって適切な使用と管理が実施される

旨を説明 

福井鉄道から新駅「スポーツ公園駅」の概要について紹介 

 

＜質疑応答＞ 

○委 員   歳入の負担金は利用促進に対して措置されたもので、補助金は新駅

設置のために措置されたものだと思いますが、この２つが歳出の事業

費に充てられていると思います。それぞれ性質が違うものが合わさっ

ているので、それぞれどのような実績であったか、そしてその結果、

どうして１３０万円が繰り越されたのかご説明いただきたい。 

○事務局   負担金は、沿線３市がそれぞれ８０万円負担しております。それぞ

れの内訳は、協議会運営費が２０万円、再建スキーム管理部会運営費

が１０万円、野外学習等補助事業費が５０万円です。補助金は新駅設

置事業費です。その使途についてですが、協議会と再建スキーム管理

部会会議運営費・事務費に合わせて約３０万、沿線マップなどの利用

促進事業に約４５万、野外学習補助事業に約６０万円、新駅設置事業

は２５百万使い切っております。野外学習は当初１５０万を見込んで

いましたが、６０万円の見込みで９０万ほど残っています。事務経費

が４０万ほど残っておりますので、あわせて１３０万の繰越見込とな

っております。 

 

 

３ 議題 

議案（１）地域公共交通活性化・再生総合事業計画の認定申請について（議案書Ｐ

５～１１） 

資料に基づき事務局より説明 

事業計画の詳細は福井鉄道より説明 

 

＜質疑応答＞ 

○委 員   議案の（２）とも関係すると思いますが、福井鉄道の関係で行う事

業が全体でどういう事業をやって、何を切り出してここで了解をとっ
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て実行しようとしているのかご説明をお願いします。おそらく議案の

（２）が全体の話で、その一部を議案の（１）で取り上げているよう

に見えます。全体が見えてこないので、何を了解すればよいかも分か

らなくなっているように思います。 

○事務局   資料編の１ページ「地域鉄道に対する包括的な支援」をご覧くださ

い。当協議会は、県を中心にして福井鉄道の存続スキームを決めた際

に、国の支援を受けるために設置されました。協議会を設置して、連

携計画や鉄道事業再構築実施計画を策定して得られる国の支援とし

ましては、「地域公共交通活性化・再生総合事業補助金」「幹線鉄道等

活性化事業補助」「鉄軌道輸送対策事業費補助金」の３つです。この

うち、「地域公共交通活性化・再生総合事業補助金」「幹線鉄道等活性

化事業補助」は補助対象が協議会となっており、事業を行う際には協

議会を経由して実施しなければならないものです。「鉄軌道輸送対策

事業費補助金」につきましては、従前は「鉄軌道輸送高度化事業費補

助金」という名称でしたが、直接事業者に対して補助がされます。今

回ご審議をお願いしていますのは、「地域公共交通活性化・再生総合

事業補助金」「幹線鉄道等活性化事業補助」をこの協議会で扱うとい

うことであり、今回、議案（１）として出したのは、「地域公共交通

活性化・再生総合事業補助金」についてです。ただし、駅舎の改築に

ついては、「地域公共交通活性化・再生総合事業補助金」と「鉄軌道

輸送対策事業費補助金」の２つがミックスされて補助されるものです。

原則として改札内は「鉄軌道輸送対策事業費補助金」で、改札外は「地

域公共交通活性化・再生総合事業補助金」で補助が受けられるもので

す。例えば、西山公園の案内板の設置は活性化、それ以外は輸送対策

で補助されるといったものです。輸送対策は、後の議案の（２）の中

でご審議いただくものです。今回は、議案（１）でお願いしましたの

は、地域公共交通活性化・再生総合事業補助金の対象である分につい

て、包括的にご審議いただくといったものです。 

○委 員   駅舎改築の関係の補足資料には「高度化」という言葉がありますが、

これは補助メニューの名前が「高度化」から「輸送対策」に変わって

いて、この部分は鉄道事業者が国から直接支援を得るという理解でよ

ろしいのですね。２２年度は１億１千万円の駅舎改修を行いますが、

８千万ぐらいは改札内で、福井鉄道が独自に行い、残り３千万は改札

の外で、協議会で支援をしていく部分だという理解でよいのでしょう

か。 

○事務局   そのようなご理解でよろしいと思います。活性化では国庫補助率が

２分の１、輸送対策では補助率が３分の１で、残りは県が負担するこ

とになっております。 
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○座 長   整理すると、議案の（１）は「地域公共交通活性化・再生総合事業

費補助金」に関する３年間の事業計画のことで、議案の（２）の事業

計画というのは、これに加えて「幹線鉄道等活性化事業費補助」と「鉄

道軌道輸送対策補助」に関することも含んだものと考えてよいのでし

ょうか。 

○事務局   後ほどご説明しますが、議案の（２）につきましては、「地域公共

交通活性化・再生総合事業補助金」「幹線鉄道等活性化事業補助」「鉄

軌道輸送対策事業費補助金」の３つの支援を得て行う事業についてで、

それに加えて、協議会が３市の負担で独自に行う事業を加えた全体の

事業計画になっております。鉄道事業者が行う事業も審議事項となっ

ておりますが、この協議会での予算は伴っておりません。 

○座 長   ここで、計画の中身について何かご質問はありますか。 

○ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ７ページの終電繰り下げについてですが、個々の運転手でどれぐら

い超過勤務があって、影響がどれほどあるか具体的にご説明いただき

たい。 

○福井鉄道  運転手と駅指令の３名に１日あたり約１時間の超過勤務が発生し

ます。 

 

議題は承認された。 

 

 

議案（２）平成２２年度事業計画について（会議資料Ｐ１２～１５） 

議案（３）平成２２年度予算について（会議資料Ｐ１６、１７） 

資料に基づき事務局より説明 

 

＜質疑応答＞ 

○委 員   確認ですが、１つ目は、議案（３）の平成２２年度予算というのは、

協議会としての予算という理解でよろしいのですか。もう１つは、１

４ページのところで、安全対策の強化等がありますが、福井鉄道が実

施する事業として項目が挙げられておりますが、これについては協議

会の予算ではないということで事業規模等は書かれておりませんが、

おそらく国庫補助等をご要望されていると思いますので、できれば概

ねの額を教えていただけますか。 

○事務局   １点目については、ご指摘のとおり、当協議会の２２年度予算です。 

○福井鉄道  重軌条化、レール交換のことでございますが、水落駅ほか２駅分で

２１４０万、道床交換、路盤の改良は、西武生駅ほか２駅分として２

３７０万、分岐器重軌条化、ポイントの交換ですが、西武生駅、花堂

駅を計画しており２０００万、電気設備の継電連動装置の改良は、武
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生新ほか２駅にあるＣＴＣを１億２千万、通信ケーブルの改良は、指

令所と武生新で９０００万です。駅舎の改築は、補足資料にございま

すが２６００万です。 

○座 長   高齢者外出支援事業補助金というのは、７０歳以上を個人のレベル

で支援するというものでしょうか。 

○事務局   個人に対する支援でございます。 

○委 員   高齢者を７０歳で区切るというのはどういう意味があるのでしょ

うか。いろいろな考え方はあると思いますが、福井市では、京福バス

の７０歳以上の高齢者割引制度を６５歳まで引き下げる施策を行っ

ています。 

○委 員   ６５歳、７０歳、７５歳という考え方がありますが、６５歳だとま

だ現役で働いている、７５歳以上だと外出そのものが困難な方が多い

だろう、ということを想定しました。また、調査によりますと、７０

歳以上で福武線を利用している人は年間約１４万人で、そして越前市

から福井市間を車で移動している７０歳以上の人が年１２０万人ぐ

らいおりますので、車から電車へできるだけ乗り換えてもらおうとい

うことで、今回は福井鉄道で高齢者の割引制度を企画し、協議会から

もご支援をいただきたいとお願いしたところです。 

 

議題は承認された。 

 

 

議案（４）委員の再任及び役員の選任について（議案書Ｐ１８、１９） 

資料に基づき事務局より説明 

 

質疑なし 

 

議題は承認された。 

 

 

○座 長   今日は、１０年間の連携計画と再構築実施計画の中で、どのような

国の支援制度などを得て施策を実行していくか等が議論されました

が、今後は、それぞれの施策について、どういう効果があったかとい

う検証を行っていく必要があると思います。 

 

 

閉 会 



 6

 日時 平成２２年３月２３日（火）１４：００～１５：４０

場所 アオッサ６階　研修室６０１ＢＣ

役　員 所　　　　　属 役　　職 氏　　名 出欠 代理出席者

座長 福井県立大学経済学部 准教授 浅沼　美忠 ○

福井県警察本部交通規制課 課長 白崎　典孝 ○
吉田交通部交通規
制課次席

監事 福井県総合政策部交通まちづくり課 課長 山内　和芳 ○

監事 福井県土木部道路保全課 課長 竹内　成和 ○

福井鉄道株式会社
代表取締役
社長

村田　治夫 ○

福井市福井鉄道福武線サポート
団体協議会

理事 佐々木　進 ○

福井鉄道福武線利用促進
鯖江市民会議

会長 齋藤　晉 ○

越前市・福武線を応援する
連絡協議会

会長 大柳　登 ○

会長 福井市 市長 東村　新一 ○ 藤岡特命幹

副会長 鯖江市 市長 牧野　百男 ○ 中村商工政策課長

副会長 越前市 市長 奈良　俊幸 ○ 河瀬政策推進課長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国土交通省中部運輸局鉄道部 部長 多田　晴美 ○

〔連携計画策定市〕 〔事務局〕

　福井市 事務局長 梅田福井市交通政策室長

　鯖江市 向坂福井市交通政策室副課長

　越前市 松井福井市交通政策室主任

妹尾福井市交通政策室主査

関本鯖江市商工政策課参事

西野越前市公共交通対策室長

奥山越前市公共交通対策室主幹

平成２１年度　第３回　福井鉄道福武線活性化連携協議会　出席者名簿


