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平成２４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２４年１０月１０日（水）１０：００～１１：３０ 

場 所： 福井市役所 第１委員会室 

出席者： 別紙出席者名簿のとおり 

資 料： 報告書、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（報告書Ｐ１～４） 

部会長より概要説明後、事務局より報告 

<質疑応答> 

特に意見がないことを確認し、報告（１）終了。 

 

報告（２）平成２４年度事業の進捗状況について（報告書Ｐ５～６） 

事務局より報告 

<質疑応答> 

○委 員   今年度４月から65歳以上の方が１日500円で乗り放題のラッキー１日フリー

乗車券を始められ、利用促進の一環として利用者数の増加になると期待してお

ります。現時点での登録者数と発行枚数をお尋ねします。 

         先日、福武線に乗車したときに、ハッピー会員証を持っている方と知らずに

普通に乗車券を買われた方で、「そんないい制度があるのなら私も登録したい」

という内容の会話を聞きました。対象年齢の方に対して、可能な範囲で市の広

報誌や町内会、老人クラブの会合などで積極的に利用促進に努められてはどう

かと思います。 

○委 員   ハッピー１日フリー乗車券は、販売開始から２年以上経過し非常に定着して

おります。会員数は８月末で 4,020 名、今年度の利用も８月末で延べ 29,292

人となっております。この協議会から 100 円の補助をいただき、70 歳以上の方

は 400 円でご利用になれます。 

ラッキー会員は、補助をいただかない単独事業で、65 歳から 69 歳までの年

齢限定で、70 歳になると自動的にハッピー会員になるというかたちでアプロー

チ活動をしていこうと本年度から始めました。会員数は８月末で 280 人、販売

枚数は1,692枚となっています。当初の目標は本年度会員数1,000人でしたが、

年齢の幅が５歳と限定されているための伸び悩みかと考えています。今後も、
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公民館や町内会の会合にチラシなどを持参して案内したいと思っています。 

ハッピー会員については、まだご存知ない方に対してアプローチを強めてい

きたいと考えています。ラッキー会員、ハッピー会員ともに地道な活動や口コ

ミでの広まりで増強を図っていきたいと思います。これから高齢化社会を迎え、

車の利用を控えて公共交通を使われるという方が多くなっていくので、こうい

った方を大事にしながら利用者の増加に努めていきたいと考えています。 

○座 長   ハッピー会員証の有効期間は何年ですか。 

○委 員   悪用防止の為に、３年間限定で更新していくかたちを取っています。 

○座 長   資料の５ページのハッピー会員の人数は新規会員の人数なので、次回の資料

ではハッピー会員の累積の人数がわかるようにお願いします。 

平成 23 年度は利用者目標に約 50,000 人足りず、今年度も前年度を下回り、

厳しい状況にあると思います。今年は猛暑で外出を控えられたのが原因か、今

年の状況をどのように考えていますか。 

○委 員   利用客はハッピー会員のように高齢者の方が多く、夏場に個別にフリー乗車

券を使って出かけられた方は少ないように感じます。新しいラッキー会員の認

知度を高めていくことが大事であると思います。 

長い年次で人口の動向をみると、通学定期の利用増加が難しいと考えますと、

一般の方や通勤の方にどれだけ利用していただくかを考えていかなければな

らないと思っています。 

         また、10 月からショッピングシティーベルを中心として清明地区で循環バス

の運行を始めました。下荒井から田原町へ行く路線バスを清明地区の皆様にご

尽力いただき、ベルや福鉄ベル前駅を中心に清明地区を細かく回るフィーダー

バスに切り替えました。従来、ダイレクトに田原町や福井駅前へ行かれていた

方はフィーダーバスと電車を利用する仕組みに替え、利用促進を図っています。 

一方で、地道な活動が大事になりますので、沿線企業や公民館、町内会、老

人会、婦人会、子ども会を回り、利用のお願いもしていかなければならないと

考えています。 

○委 員   パークアンドライド駐車場の利用可能台数が平成23年度から24年度で10台

減少しているのはなぜですか。 

また、平成 24 年度の平均利用台数が１台しか増えていないですが、周知の方

法はどのようにされているのですか。 

○委 員   利用可能台数 397 台のうち、自社で整備したもの、施設にお願いしたもの、

県で整備したものがあります。ハーモニーホールふくいから 50 台お借りしてい

たものが、10 台減らしてほしいということで減らしました。 

        平均利用台数については、再構築事業を始める前までは、２ヶ所 125 台しか

なかった駐車場が、13 駅 387 台と駐車場設備が充実してきていますが、まだ制

度をご存知のない方もおられますので、沿線企業を回り、駐車場の地図や時刻

表をお渡しして利用をお願いしています。 近、福井市内の江端駅、花堂駅と

表通りから見えない場所でも利用が高まってきており、告知をしていけば利用
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していただけると認識しています。きちんとした告知活動が当社の役目であり、

定期券、回数券のどちらであっても通勤者にご利用頂ける状況を確保していき

たいと思っています。 

○座 長   連携計画を作った時に、自転車での通勤・通学者の為に駐輪場の整備をとい

う意見も出ていましたが、駐輪場の整備状況や利用状況はどのようになってい

ますか。 

○委 員   それぞれの駅を整備するごとに駐輪場も整備し、従来だと自転車を外に置き

雨に濡れるという状況から改善されてきています。 

北府駅は駅舎の改修の時に建物の中にあった駐輪場を外に出しました。当初、

かなり大きなものを作ったと思いましたが、現在はそれ以上の利用があり、施

設の整備は非常に大事であると理解しています。現在の整備状況については改

めて報告させていただきます。 

○座 長   平成 24 年度で連携計画の半分が過ぎた段階であり、駐輪場の整備も含めて、

計画の成果をどのようにしていくのかを考える必要があると思います。 

○委 員   利便性を考えると、今後、新駅を新たに設置するということはないのですか。 

○委 員   再構築事業の中で４駅を新設することになっており、スポーツ公園駅、清明

駅、泰澄の里駅の３駅を新設しました。残る場所として武生商業高校や高専の

学生が主に利用できるように、家久駅とサンドーム西駅の間の駅が計画に入っ

ています。駅は基本的に１キロメートルに１駅という考え方で進めております。

駅勢権という言葉があり、歩いて駅まで行こうと考える場合、一般的には 500

メートルくらいになります。鉄道の役割として１キロメートルに１駅ずつ設置

するということで、マーケット調査をした中から４つをリストアップしました。

当社は細かく駅でお客様を乗せますので、ＪＲでは福井－武生間が約２０分の

ところ約４０分かかります。当社はそれぞれの場所に駅を作り、その地域の方々

に利用していただいて地域密着を高めていくことが役割だと思っています。 

○委 員   福井鉄道のヒゲ線の問題が話題になり、基本的には福井駅まで延伸すると聞

いています。福井駅前の商店街の方々が反対されていますが、現状の取組みは

どのようになっていますか。 

○委 員   ヒゲ線延伸の関係につきましては、事業者と県、市、警察関係にもお入りい

ただき検討会議を開いています。その中で、交通の信号処理等、事前にシミュ

レーションし、専門的な検討をしている状況です。実際のレイアウト等につき

ましては、シミュレーションの結果を西口全体のデザインを考える会議にて報

告し、全体的な見地から検討していただくという段取りです。駅前商店街の方々

につきましては、レイアウトが決まった段階で説明させていただきながらご理

解を求めていきたいという流れです。 

○委 員   福井駅前の電停については、１日約 800 人から 900 人と非常に利用頻度が高

く、駅前に延伸することで更に利便性が高まりますので、よく相談しながら今

後進めていきたいと考えています。 

○座 長   福井はモータリゼーションが進んで車の所有率が高く、乗車人員の目標を達
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成する為には地域との連携を強めていかなければ、通勤・通学の伸びだけでは

厳しい感じがします。福武線を成功モデルとしていくためにどのように連携し

たのか、平成 24 年度で折り返しになるので整理できないかと思っています。商

店街との連携、自治会との連携、イベントや祭りとの連携等を整理して、強め

ていく取組みが必要ではないかと思います。 

○委 員   現時点でもサポート団体や地域の皆様、沿線３市の皆様にご協力をいただい

ており、約 160 万人から約 175 万人と、約 15 万人増えてきたのはご支援のおか

げであると思っています。ただ、昨年は目標を達成できず、今年も若干マイナ

スであり、通勤・通学の定例的なところ以外での地域との連携をもう一段強め、

従来のモデルを発展するようなかたちで、行政やサポート団体の皆様と相談を

しながら利用促進を進めていきたいと思います。 

○委 員   北陸新幹線が鯖江市を通過するということで、長期的な話ですが、利便性や

地域の活性化の為に、福武線を（仮称）丹南駅まで繋ぐという取組みも考えて

はどうでしょうか。 

○委 員   今の計画のとおり新しく（仮称）丹南駅ができ、鯖江市は通過するだけにな

ると、今後丹南エリアで丹南駅に対してどうアクセスをカバーしていくかが課

題になると思います。鉄道、バス、駐車場の整備等のいろいろな課題が討議さ

れていくと思いますので、そのような会議に積極的に参加し、当社がどう関わ

っていけるかを考えていきたいと思います。 

 

その他、特に意見はなく、報告（２）終了。 

 

報告（３）えちぜん鉄道との連絡運輸について（報告書Ｐ７～１１） 

村田委員より報告 

<質疑応答> 

○委 員   今回の連絡運賃の設定に関しては、非常に努力されて、評価したいと思いま

す。今後、相互乗り入れが具体化してくると、運行形態、ダイヤ等で変更が出

てくるかと思いますが、沿線住民の利便性にも影響が出てくるので、福武線の

運行形態、ダイヤについては、基本的にはこの連携協議会で協議することが前

提であると考えてよろしいですか。 

○委 員   相互乗り入れについては、ダイヤ等の検討を進めており、相互乗り入れの事

業検討会で検討した上で連携協議会に報告するという順番になっていると思い

ます。 

素案が固まった段階で沿線の皆様にご説明、ご相談をさせていただきたいと

思っております。連携協議会での議題になるのか、報告になるのかはわかりま

せんが、その時点で事務局と相談をした上でということになります。 

○委 員   今回の連絡運賃の場合、連携協議会も連名で発表になっており、関係団体の

皆様の合意の上での発表ということですので、手順として、ダイヤを組むとな

ると再構築事業の連携協議会で、地域で福武線を支えて応援していきましょう
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という総意の上でスタートしないといけないと思います。このように決まりま

したという説明ではなく、こういうかたちでやりたいと、連携協議会の沿線３

市とサポート団体の合意の上でスタートしないといけないと思います。 

 

その他、特に意見はなく、報告（３）終了。 

 

報告（４）新型車両のデザインについて（報告書Ｐ１２～１３） 

村田委員より報告 

<質疑応答> 

○座 長   新型車両のお披露目等のスケジュールは決まっていますか。 

○委 員   今年度３月に車両が入ってきて試験走行をしながら、新型車両デザイン投票

のプレゼントにもある試乗会を実施する予定です。正式なお披露目については、

連携協議会の皆様にも相談しながら決めさせていただきます。 

○委 員   投票総数が 6,606 票と、当初の見込みをかなり上回っており、新型車両への

関心が高いのかと思います。今年度の利用者数の目標達成に向け、３月に初め

て新型車両ができましたということではなく、節目ごとに新しい話題を提供し

ながら利用促進に繋げていけるように工夫していただきたいと思います。 

○委 員   今回はデザインを県民、市民の皆様に投票していただきましたが、次は愛称

の募集をしたいと考えています。今後、皆様と相談しながら進めていきたいと

思います。 

○オブザーバー   この連携協議会については、全国的にみても先進的な取組みであると思って

います。これから高齢化社会に向かって学生は減っていくのが全国的な見方で

す。先日、東京や大阪の話を聴く機会があったのですが、若い人の移動が減少

し、家で仕事をする人が多くなり出歩かなくなっており、逆にお年寄りの方は

外出が増加している傾向があるという話でした。その中で通勤・通学者の定期

券ではなく、沿線の方々に如何に利用していただくかがこれからの福井鉄道の

課題ではないかと思います。協議会や沿線の方々が協力して取組みをされてい

るので、更に進めて頂き、将来的には全国各地の地方鉄道の見本になるように

と思っています。補助金も活用していただき、私たちも努力をして予算を取っ

ていきたいと思いますのでご協力をお願いします。 

 

その他、特に意見はなく、報告（４）終了。 

 

３ その他 

「６月１９日発生の福武線におけるインシデントについて」 

村田委員より報告 

  平成 24 年６月 19 日に発生したインシデントについてご報告申し上げます。

電車が走行中にドアが開き、そのままの状況で電車を走らせるというインシデ

ントが発生しました。関係者の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけいたしまして
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心からお詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

        具体的に申し上げますと、６月 19 日７時 50 分の田原町発神明行きの２両編

成のワンマン電車、乗客は１名、発生場所は三十八社駅となっています。ドア

の開閉に使用するボルトが緩み、脱落したことが原因でした。 

なおかつ、６月 19 日に発生しましたが、現場の関係者の間で重大な事故に繋

がる可能性のあるインシデントであるという意識が薄く、本社の鉄道部長への

報告が６月 25 日になってしまい、中部運輸局への報告も６月 25 日になるとい

う報告遅延も発生し、大変申し訳なく考えております。 

現在、運輸安全委員会で調査しており、調査結果は約１年後と聞いています。

当社としては、運輸安全委員会に相談しながら緊急対策の施策を取らせていた

だいています。ボルトにはカバーがかかり、見ただけでは緩みがわからない状

態でしたので、毎月の検査でボルトカバーを外して緩みをチェックし、ボルト

とナットの接合部分には白線のマーカーを引いて、ずれれば一目で分かるよう

にしました。また、ボルトの締め付け確認をする際には緩み防止剤を塗り、緩

みそのものが起きないような緊急対策を取りました。 

報告遅延については、緊急に鉄道部スタッフや現場の運転手、関係者を集め

て中央教育を実施し、職員の間でインシデントに対する理解を深める対策を取

っています。さらに、運転の管理をする運行管理者も集めて、インシデント発

生に伴う報告遅延、運転の取り扱い、ワンマン運転についてはどのような対応

を取るのかを指導、徹底を図っています。 

当社の中でも運転事故の報告手続きを定めていますが、今回、報告が鉄道部

に上がってこなかったこともありますので、現場で通常と異なることが起きた

際には、全て本社に報告をするようにしました。当面の間は現場で起きたイレ

ギュラーなことは全て鉄道部が把握する体制を取っていきます。 

以上のように、できるかぎり緊急対策を取らせていただきましたが、運輸安

全委員会、中部運輸局から別途ご指示をいただければ、それに従って対策を講

じたいと思います。走行中にドアが開き、尚且つ運行するということはあって

はならないインシデントですので、十分車両の整備と報告の体制を整えながら

安全運行、安全輸送に努めていきたいと考えています。今後ともご指導をよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 その他、意見はなく終了。 

 

閉会
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日時 平成２４年１０月１０日（水）１０：００～１１：３０

場所 福井市役所　第１委員会室

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 出

福井県警察本部交通部
交通規制課

課長 矢野　幸夫 出

福井県総合政策部
交通まちづくり課

課長 河上　芳夫 出

福井県土木部道路保全課 課長 宮下　真治 出

福井鉄道株式会社
代表取締役
社長

村田　治夫 出

福井市福井鉄道福武線サポート
団体協議会

理事 坂川　淸 出

監事
福井鉄道福武線利用促進
鯖江市民会議

会長 加藤　和男 出

監事
越前市・福武線を応援する
連絡協議会

副会長 角　裕幸 出

会長 福井市 市長 東村　新一 出
越智特命幹兼都市
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