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平成２２年度 第２回 福井鉄道福武線活性化連携協議会 議事録 

 

日 時： 平成２３年３月２８日（月) １４：００～１５：３０ 

場 所： フェニックス・プラザ３０１会議室 

出席者： 別紙出席者名簿のとおり 

資 料： 議案書、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１回福武線再建スキーム管理部会について（議案書Ｐ１～３） 

部会長より概要説明後、事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

○委 員    乗車人員についての報告で補足ですが、２月末現在、159 万 4 千人と対

前年比 9 万 1 千人増加しております。今年度は昨年度より 6 万 7 千人増の

170 万 6 千人という目標でスタートしておりますが、皆様のご支援のおか

げで目標を上回る見込みです。3 月はまだ結果が出ておりませんが、この

調子でいけば 173 万人を超えそうです。来年度は 180 万 8 千人という大き

な目標がありますので、来年度も頑張っていきたいと思っています。 

 

その他、特に意見が無いことを確認し、報告（１）終了 

 

報告（２）平成２２年度事業の状況について（議案書Ｐ４、５） 

事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

○委 員    国、県のご支援をいただきレールの入替等の安全対策を行っております

が、これによって乗り心地が改善しております。これからもご支援いただ

きながら整備を続けていきますが、この協議会の時間をお借りし、揺れが

改善された結果をグラフ等でご報告したいと思っております。 

 

○委 員    22 年度当初計画されながら、実施できなかったものはありますか。 

○事務局    新駅開業記念ウォーキングが震災を受け中止になったほかは、計画どお

り進捗しております。 
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○座 長    利用者が増えている要因で、高齢者外出支援事業や野外学習補助事業、

そしてＰ＆Ｒ駐車場の整備が考えられると説明がありましたが、Ｐ＆Ｒ駐

車場の稼働率はどうなっていますか。満車で停められなくて、お客さんを

逃がしてしまっているということはありませんか。 

○委 員    Ｐ＆Ｒ駐車場につきましては、計画当初は浅水駅 45 台、水落駅 80 台の

125 台でしたが、現在は 388 台まで整備されています。利用率は５割ぐら

いです。水落駅は多いときには満車になりますので、対応できるよう隣の

神明駅に 19 台整備しました。今後は利用率 6～7 割まで上げていきたいと

思っています。 

        乗車人員の増加要因として、Ｐ＆Ｒ駐車場の整備により通勤客が増えて

おります。対前年比 112.9%の高い伸びで、約 2 万 5千人増です。県のカー

セーブ運動も定着してきているのではないかとも考えています。 

 

その他、特に意見が無いことを確認し、報告（２）終了 

 

報告（３）えちぜん鉄道への乗り入れの検討状況について（議案書Ｐ６、７） 

事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

○委 員   越前市民からは早期実現を、との声が出ています。色々な条件があって早

期には難しいかもしれませんが、実現の目途としてはいつ頃でしょうか。現

行の運賃体系の緩和策など、現状でどれぐらい進んでいるのかお示しいただ

きたい。 

○委 員   相互乗り入れに関する事業検討会議を開催している県から状況説明します。

昨年の 11 月に会議があり、運行案は概ね了解を得ております。運賃体系をど

う変えていくか、収支採算性についても両事業者間で精査しております。田

原町駅の工事については県が調査検討し、また田原町駅周辺のあり方につい

ては、まちづくりの観点から福井市が調査し内容を詰めているところです。

23 年度中に着手できればと思い調整を進めているところです。 

○座 長   23 年度から着手となると、議案書に記載のあるように協議会でも何らかの

形で検討をしていかないといけないのでしょうか。 

○委 員   連携計画全体とも関連するので、並行して協議する必要が出てくると思い

ます。 

○座 長   沿線住民や利用者のＯＤやニーズなど踏まえないといけないと思いますが、

検討会議でこの議論は行われているのですか。 

○委 員   検討会議の中で、平成 17 年度のパーソントリップ調査を含め人の動きを十

分把握しながら、需要や、費用・経営に与える影響について両事業者で検討

中です。具体的になってきましたら協議会に諮っていきたいと思います。 

○委 員   運賃体系については両事業者で調整中ですが、３月に新駅開業のダイヤ改



 3

正を実施しました際、田原町駅でえちぜん鉄道との接続改善も行いました。

こうして利便性を高めることによって、相互乗り入れが始まる時に対応でき

る環境整備を行っています。ご要望があれば、乗り入れに先行して低減運賃

を適用していくことも検討していきたいと思っています。 

 

その他、特に意見が無いことを確認し、報告（３）終了 

 

３ 議題 

議案（１）平成２２年度予算の補正について（議案書Ｐ８） 

事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

特に意見は無く、議案は承認された。 

 

議案（２）平成２３年度事業計画について（議案書Ｐ９、１０） 

議案（３）平成２３年度予算について（議案書Ｐ１１） 

事務局より議案（２）、（３）について一括説明 

フライデーフリーパス（資料参照）の発売について福井鉄道より発表 

＜質疑応答＞ 

○座 長   23 年度の収入予算で、補助金はゼロとなっていますが、よろしいのですか。 

○事務局   再生総合事業補助について、24 年度計画前倒し分の計画変更認定申請が必

要になります。認定をいただいてから予算化したいと思っています。 

 

○委 員   23 年度事業計画の安全対策で、重軌条化、継電連動装置の更新などがあが

っていますが、22 年度も行い 23 年度も行うのですか。これは 23 年度で完了

するものなのですか。 

○委 員   優先度の高いところから毎年順次行っております。継電連動装置は 10 駅分

更新が必要で 24 年度までの計画です。重軌条化や路盤の改良は 20 年度から

29 年度までの 10 年間で毎年 400ｍあるいは 500ｍ分整備しています。 

 

○委 員   皆様の努力により今年度は堅調に乗車人員が伸び、その内容も通勤定期の

増や高齢者割引制度導入などの要因があるとの説明がありましたが、21、22

年度は降雪のため多かったという要素もあると思われます。 

       23 年度は 180 万人という乗車人員の目標ですが、来年度に向けて、どの辺

りを新しい対策として力を入れていくのか、イメージを共有しておいた方が

よいと思います。 

○委 員   180 万人という目標に向け、４点考えております。１点目は、沿線企業に

対しフライデーフリーパスの利用促進を働きかける。２点目は、泰澄の里駅、

清明駅の新駅周辺企業の利用促進、３点目は 2400 名近くのハッピー会員に対
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し外出支援を推進する。３市にある名所、旧跡にバスと電車を組み合わせて

案内できる仕組みを作っていきます。４点目は、野外学習補助制度の利用促

進です。幼稚園、保育園、小学校低学年は利用が多いですが、中高生は部活

等にバス利用が多いため電車利用が少ない。そこで、バスと電車を組み合わ

せた利用ができないか、個別にお願いをしていくことで利用増を図っていき

たいと思っています。 

○委 員   ４点ご紹介いただきましたが、前の２点は企業を対象としたものですが、

福井市としては 23 年度に個々の企業に公共交通利用転換プランを提案して

もらう事業を考えておりますので連携してやっていきたいと思います。４点

目の学校への働きかけですが、これについても福井市では学校に出向いて公

共交通の意義や理解を深める説明を行う事業を行っていく考えがありますの

で、ここでも連携してやっていきたいと思っています。 

○座 長   モビリティマネジメントにつきまして、22 年度はアンケートという形で実

施されていますが、どういう風に行動が変わったというのを押さえ、追跡を

しないと、どんな効果があったのかわからないので、分析・検証を行ってい

ただけたらと思います。 

 

○座 長   23 年度の目標 180 万人についてですが、先ほど４点のポイントが示されま

したが、前年度プラス 10 万人の裏づけといったものは個別具体的に示すこと

のできるものはありますか。 

○委 員   フライデーフリーパスは新しい施策といったこともあり、現時点ではお示

しできる数字はありません。３点目、４点目のバス利用につきましては、月

３回ぐらいの実施を考えております。学校利用も推進し、個別の施策で現実

にどれだけの乗車人員の変化が見られるか、数字を精査していきたいと考え

ております。 

○委 員   新しく開業した新駅の需要の掘り起こしも、事業者はもちろん地元である

福井市でもお願いしたいと思います。 

 

○委 員   23 年度予算の事業費で、駅周辺案内版に 40 万があげられていますが、こ

れは具体的にどの駅で何枚程度なのでしょうか。再生総合事業でも駅周辺案

内板の項目がありますが、これとは別枠なのでしょうか。 

○事務局   今年度整備した２つの新駅の看板と同じイメージで、北府駅に設置するも

のです。再生総合とは別に、１ヶ所で 40 万円の予算という考え方です。 

 

その他、特に意見は無く、議案は承認された。 

 

○座 長   来年度の事業計画などにつきまして、中部運輸局からご意見やアドバイス

などございませんか。 
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○ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  事務局からも説明がありましたが、資料の１ページに国の包括的な支援が

掲載されております。この支援制度は、23 年度から生活交通サバイバル戦略

という名称で、海上交通、陸上交通が連携した地域公共交通確保維持改善事

業という大きな括りの中で展開されることになりました。23 年度は 305 億 3

千万という大きな額で、地域公共交通確保維持事業、地域公共交通バリア解

消促進等事業、地域公共交通調査事業の３本の大きな柱から成り立っていま

す。 

       再構築事業につきましては計画に沿って進めていただきたいのですが、事

務局から説明もあった来年度限りの補助事業もございます。既存の計画につ

いては変更の手続きももちろんとっていただくのですが、補助メニューの中

には枠が増えたものもありますので、そういった所を選択しながら私どもも

一緒にご提案させていただくなどして、既定の計画に沿って進めていただき

たいと思っています。 

       冒頭に福井鉄道の社長から電車の乗り心地についてご説明がありましたが、

審査や監査のときに福武線に乗車すると、年々格段によくなってきたと実感

しています。それに合わせ、ソフト面でのサービス面の向上など、社員の意

識の高まりも感じられてきます。 

       ここで一つ確認ですが、震災の影響で鉄道用の特殊な部品を作っている工

場が被災し、車両の重要な部品が出荷できない問題があります。鉄道用の部

品や用品は特殊性が高く、どこでも製造できるというものではありません。

来年度以降の計画の中で、実際に部品としてこれから調達できるかどうか注

意しながら計画を円滑に進めていっていただきたいと思います。 

○福井鉄道  部品調達に心配はないかというただいまの確認につきまして、震災後に納

品業者に調査したところ、大きな問題はありませんでした。当社は被災され

た工場ではないところから部品を仕入れているためです。なお、来年以降予

定されている工事の部品メーカーや、その他特殊部品メーカーを全て調査し

ましたところ、一部被害を受けた工場はありましたが、納品等の遅れはない

模様で、問題はないとの回答でした。現時点での用品部品は順序良く納品さ

れるものと思っています。 

 

○委 員   来年度事業ではないのですが、10 年間の再生計画の中で 24 年度には新し

い車両を導入する計画がありますが、その現状をご説明願います。 

○福井鉄道  計画の中では、24 年度、26～28 年度に１編成ずつ、計４編成導入されるこ

とになっています。相互乗り入れとの関連についても先ほど説明がありまし

たが、えちぜん鉄道と同種のものを導入した方がいいということが、相互乗

り入れに関する事業検討会議の中でオーソライズされており、その方向で進

んでおります。 

       現段階の状況ですが、福井鉄道とえちぜん鉄道で協議し、どのような車両
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を導入したらよいかの仕様案つくりメーカーに打診中です。回答が得られた

ら、県や沿線３市に中に入っていただき、ご指導いただきたいと思っていま

す。 

○委 員   単独で導入するよりコストダウンになるということもありますし、相互乗

り入れして違うタイプの車両が走るというのもおかしなものですから、両事

業者で相談しながら、限られた予算の中で、企画段階で各メーカーと相談し

ながら検討を進めていきます。 

○委 員   新しい車両の導入ということで、利用者や市民にアピールする内容のもの

と思います。導入にあたっては、えちぜん鉄道との関連もありますので、福

井市はえちぜん鉄道の連携協議会の事務局も担っていることから、当協議会

あるいはえちぜん鉄道協議会の関係者とも調整を進めていきたいと思ってい

ます。 

○座 長   来年度からの福井鉄道、えちぜん鉄道の相互乗り入れの事業化、福井の南

北の軸の新しい顔である車両についても議論が始まります。すべて関連して

いくことだと思いますので、えちぜん鉄道の関係者、さらにはまちづくりも

関連づけて議論を深めていっていただければと思います。 

 

４ その他 

 

その他質疑・意見は無く、閉会。 
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日時 平成２３年３月２８日（月）１４：００～１５：３０

場所 フェニックス・プラザ３０１会議室

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 円道　紀彦 ○

福井県総合政策部交通まちづくり課 課長 山内　和芳 ○

福井県土木部道路保全課 課長 竹内　成和 ○ 岩本課長補佐

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 坂川　淸 ○

監事
福井鉄道福武線利用促進
鯖江市民会議

会長 齋藤　晉 ○

監事
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 ○ 舘公共交通対策室長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国土交通省中部運輸局鉄道部 部長 大野　義明 ○ 城山計画課長補佐

〔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 大谷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

須磨越前市政策推進課主幹

平成２２年度　第２回　福井鉄道福武線活性化連携協議会　出席者名簿


