
参参  考考  

１．えちぜん鉄道に関する県と沿線市町の合意 

 

■平成 14 年 1 月 22 日 京福越前線存続に係る県と沿線市町村との合意事項 
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■平成 15 年 12 月 26 日 えちぜん鉄道に関する県と沿線市町村との合意事項 
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２．連携の基本的な方向 

地域の発展と日々のくらしを支える『生活関連社会資本』として、えちぜん鉄道の機能を

最大限に発揮させるための沿線市町等の関係自治体や鉄道事業者・地域住民等の今後の連携

の基本方向を次のとおりとします。 

地域社会におけるえちぜん鉄道の基本的な役割 

地域の発展と日々のくらしを支える『生活関連社会資本』 

▼              ▼ 

連携の基本方向（鉄道事業者や沿線市町等の関係自治体・地域住民等の連携） 

生活関連社会資本として安全の確保を前提に定時性に優れた高品位の輸送サービスを

提供するために、鉄道事業者として自立性を高めた『健全経営』に努めます。また、根幹的

な安全対策としての『設備投資』及びストックを健全な状態に保つ『維持管理』により、

高品位の輸送サービス提供に必要な社会資本の充実を図るとともに、生活関連社会資本

としての機能や投資効果を最大限に活かすための『利用促進』に努めます。 

企業経営の視点（えちぜん鉄道株式会社・沿線市町として） 

◇安定したより良い運行サービスの提供      自立性を高めた『健全経営』 

 

 

社会資本整備の視点 利用促進の視点  

◇根幹的な安全性の

確保 

効果的な『設備投資』 

◇ストックとしての

健全性の保全 

適切な『維持管理』

 
◇生活関連社会資本としての

機能や効果を最大化 

投資効果を高める『利用促進』

 
 

 

連携 連携 

連携

鉄道事業者・行政・住民の協働沿線市町で分担 県で分担 
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３．えちぜん鉄道活性化連携協議会規約 
 

（目的） 

第１条 えちぜん鉄道活性化連携協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の 

活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第 

１項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に 

関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。 

 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を福井県福井市大手３丁目１０番１号福井市役所庁舎内に置く。 

 

（事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員及び専門委員をもって組織する。 

 

（役員の定数及び選任） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 １人 

(2) 副会長 1人 

(3) 監事 ２人 

２ 会長は、勝山市長をもって充てる。 

３ 副会長は福井市長をもって充てる。 

４ 監事は、委員の中からこれを選任する。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期 

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 
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（会議） 

第８条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、必要に応じて、会長が招集する。 

２ 会議に座長を置き、会議の議長となる。 

３ 座長は、会長が委員の中からこれを指名する。 

４ 座長が会議に出席できないときは、あらかじめ座長から指名された者が議長に当たる。 

５ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

６ 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることが 

できることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理 

の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

７ 会議の議決は、出席委員の３分の２以上で決する。 

８ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議 

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

９ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又 

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

１０ 前９項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重し 

なければならない。 

 

（幹事会・部会） 

第１０条 協議会には、必要に応じ幹事会、部会等を置くことができる。 

 

（事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、福井市都市戦略部交通政策室に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（財産の取得及び移管） 

第１３条 協議会は、幹線鉄道等活性化事業費補助を受けて実施する事業（以下「補助事 

業」という。）により取得した財産について、あらかじめ補助事業の開始前に、当該財産 

の管理を行う者及び補助事業に要する費用の負担を行う者と協議して、当該財産の移管 

について定めるものとする。 
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（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定 

める。 

 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会 

長であった者がこれを決算する。 

 

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別 

に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２２年１０月４日から施行する。 

 

別表１ 

条   項 委   員 

法第 6条第 2項第 1号 福井市長 東村 新一 

法第 6条第 2項第 1号 勝山市長 山岸 正裕 

法第 6条第 2項第 1号 あわら市長 橋本 達也 

法第 6条第 2項第 1号 坂井市長 坂本 憲男 

法第 6条第 2項第 1号 永平寺町長 松本 文雄 

法第 6条第 2項第 2号 えちぜん鉄道株式会社 
代表取締役社長 

見奈美 徹 

法第 6条第 2項第 3号 国立大学法人 
福井大学大学院 教授 

川上 洋司 

法第 6条第 2項第 3号 えちぜん鉄道 
沿線サポート団体連絡会 会長 

和田 高枝 

法第 6条第 2項第 3号 特定非営利活動法人 
ふくい路面電車とまちづくりの会 会長 

内田 桂嗣 

法第 6条第 2項第 3号 福井商工会議所 会頭 川田 達男 

 

専門委員 国土交通省中部運輸局鉄道部長 大野 義明 

専門委員 国土交通省 
中部運輸局福井運輸支局長 

辻  俊雄（H22.10.4～H23.3.31）
原  良康（H23.4.1～） 

専門委員 福井県総合政策部長 森近 悦治（H22.10.4～H23.3.31）
東村 健治（H23.4.1～） 
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４．えちぜん鉄道活性化連携計画策定の経過 

 日時 備考 

第 1回協議会の開催 平成 22年 10月 4日 
・これまでの取組み実績と経営状況に

ついての評価について 

・今後の論点いついて 

第 2回協議会の開催 平成 22年 11月 25日 ・これまでの取組み実績について 

第 3回協議会の開催 平成 23年 6月 17日 
・これまでの 10 年間の総括について 

・利用者分析について 

第 4回協議会の開催 平成 23年 8月 17日 ・連携計画（案）概要について 

第 5回協議会の開催 平成 23年 10月 11日 ・連携計画（案）概要について 

第 6回協議会の開催 平成 24年 2月 14日 ・連携計画の承認 

 


