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平成２６年度第１回 えちぜん鉄道活性化連携協議会 議事録 

 

日 時： 平成２６年１０月２２日（水） １４：００～１５：３５ 

場 所： フェニックス・プラザ４０２会議室 

出席者： 別紙出席者名簿のとおり 

資 料： 別紙資料のとおり 

 

開会 

 

１ 会長挨拶 

 

２ 報告事項 

 

報告（１）永平寺口駅の改修について 

永平寺町企画財政課山口課長より資料説明 

<質疑応答> 

○座 長  ロータリー計画を立てるときに少し関わっているので非常に感慨深いもの

がある。今、公共交通とまちづくりの連携が大きなテーマになっている。永平寺

口駅は永平寺町のまちづくりの大きな拠点にしていくことになっているので、こ

のタイミングでの駅の供用は大きな意味がある。駅周辺の都市機能集積などもあ

わせて整備していくと、それが利用促進にも繋がってくる。まちづくりの大きな

核として進めていただきたい。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（１）終了。 

 

報告（２）相互乗り入れについて 

えちぜん鉄道伊東専務より資料説明 

<質疑応答> 

○専門委員  県の目標では来年春の乗り入れということだったが、本当に大丈夫かとい

うことで、5 月頃から鉄道事業者、県、市で集まって話し合ってきた。特に信号

関係については、田原町は重要なポイントであり、やはり、安全面が第一という

ことで、慎重にやらざるを得ない箇所である。よって工事に入るのは相当時間が

かかると思う。事業者と検討した結果、平成 28 年 1 月ごろを目途にしようとい

うことで、今工事が進んでいると聞いている。 

軌道は交通信号と運転手の視界の範囲で運転をする。鉄道は信号を見ながら安

全を確保している。そこに大きな違いがある。この辺の調整が大変難しく、今日

まで至っているという経緯があるので、慎重に慎重を重ねた結果、今年度は物理

的に無理という判断で、平成 28 年 1 月を目途という工程に至っているところであ

る。事業者が違う相互乗り入れは全国でも初であるので、事業者も慎重に工事を



2 

進めている状態である。 

狭い場所で二つの事業者が運行しながら工事をするのは大変至難な業だと思う。

仮設の駅や線路を作ったり、また取り壊したり、なかなか単年度でできるもので

はない。 

田原町駅は交通結節地点として福井県にとっても重要な場所である。相互直通

によって利用者も必ず増えると思う。鉄道事業者、県、市と連携を取りながら工

事を進めていただきたい。 

○委 員  フェニックス・プラザの存在をしっかり示すことによって公共交通での利用

が増えると思う。フェニックス・プラザとのアクセスをどのようにするのか。 

また、バスとの結節機能をどのように図っていくのか。駅舎の多面的な機能を

発揮するために、コンビニや待合室、喫茶店等々のいろんな活用方法もあると思

うが、全体的なパースをいつの時点で示していただけるのか。 

○福井市新幹線推進室  ２年ほど前にワークショップを開催し、商店街や学生の意見を

取りまとめた。その意見を基に今年度、基本的な構想に着手したところである。

来年度、詳細設計を行い、再来年度から整備に入っていきたいと考えている。 

フェニックス・プラザとの連携についても、横断歩道をつけて身体障害者の方

への配慮も考えているし、広場に憩いの空間なども考えている。まだ検討が始ま

ったばかりなので、詳細については申し上げられないが、市民の皆様にも説明し

ながら進めて行きたい。 

○座 長  田原町は福井市にとって重要な都市拠点として位置づけられている場所な

ので、相互乗り入れのハード整備と合わせて、周辺整備については、検討段階で

いろいろ示していただきたい。 

○委 員  福井鉄道のハーモニーホール駅は駐車場からも遠く、福井は冬になると冷た

い雨や雪が降るのがわかっているのに誰が駅の設計したのだという声を聞く。田

原町駅でも福井鉄道とえちぜん鉄道を行き来する場合に濡れない工夫が必要で

はないか。フェニックス・プラザへ傘をささずに行けるのかなど、一般市民はそ

ういうことが気になると思う。その辺を十分考えて整備を進めていただきたい。 

○委 員  田原町駅を降りたら南側はすぐにフェニックス・プラザの入口が理想である。

フェニックス・プラザの利用者と鉄道の乗車人員を増やすためにも、そういう工

夫が必要だと思う。そういった意見を持った市民の方もたくさんおられるので、

公開で議論する場も提供していただけるとありがたい。 

○福井市新幹線推進室  雨に濡れずにという意見はワークショップでもいただいてい

る。確かにフェニックス・プラザは重要な拠点になっているので、駅とのアクセ

スについては、シェルターなどでなるべく不便を与えないように、また、バリア

フリーへの対応を考えながら、皆様の意見をいただいて設計を進めていきたい。 

○座 長  相互乗り入れによって乗り換えがなくなる部分は出てくるが、電車の本数が

増え、鉄道と軌道の結節点ということで、田原町駅での乗り換えも出てくる。駅

舎のデザインを考えるときには、どういう導線になるのか、利用者にとって安全

で乗りやすい駅になるよう考えていただきたい。 
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鉄道部長からも話があったように、非常に難しい乗り入れだというのは重々わ

かっていた。鉄道と軌道の乗り入れで、事業者が異なり、なおかつ沿線市町や県

といった多数の行政も関わってくる。これほど難しい事業はないぐらいだと思う。

工期としては平成 28 年 1 月になるのだろうと思うので、そのあたりをにらみなが

ら、きちんとした工程を組んで進めていただきたい。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（２）終了。 

 

報告（３）新型車両について 

えちぜん鉄道伊東専務より資料説明 

<質疑応答> 

○委 員  車両の色はえち鉄カラーの一つである黄色を採用している。黄色は幸福や安

全をあらわしている。福井県は幸福度日本一といわれているので、この新型車両

が幸せいっぱいの福井の象徴になってほしいという想いを込めて黄色のデザイ

ンにしている。外観は福井の町並みや風景を活かすデザイン、レトロと先進、や

さしさを併せ持つデザインということで、福井の中で調和しながら走る、また福

井の新しい交通機関になってほしいということを主張している。また、安全性に

も配慮し、車両の側面にはＬＥＤがついており、路面区間を走るのときにドライ

バーに車両の存在を知らせ、お互いの安全の確保を図っていきたい。 

車両の内部については、現在、いろいろな低床車両に実際に乗り、改善点を洗

い出している。お客様に快適な空間を過ごしていただけるような工夫を図ってい

きたい。 

○委 員  この車両は何人乗れるのか。 

○委 員  座席数が約 60 席。立ち席を入れれば約 100 人乗車できる。 

○座 長  近は車両も都市景観形成要素の重要なポイントになるので、駅舎とも合わ

せてトータルなデザインを考えていくことも必要である。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（３）終了。 

 

報告（４）えちぜん鉄道の高架化について 

福井県都市計画課村田ＧＬより資料説明 

<質疑応答> 

○座 長  高架駅になったときのバリアフリーについてはどういう配慮をされるのか。

平成 27 年に仮線に切り替え、平成 30 年の国体にはえち鉄の高架というと、仮線

の期間は 3 年だけの供用ということで、あまり過剰にするのも難しいと思うが。 

○福井県都市計画課  福井駅、新福井駅にはエレベーター等を設ける予定である。福井

口駅は地上駅だがスロープでバリアフリーに対応したいと考えている。 

○委 員  エレベーターの他に階段もあると思うが何段ぐらいになるのか。 

○福井県都市計画課  駅は地上から6メートル以上になり、階段は50段ぐらいになる。 
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○委 員  高齢者の利用が多いので敬遠されないか心配している。便利になるようにし

ていただきたい。 

○座 長  えちぜん鉄道の利用者に対して不便をかけないようにというのが一番のポ

イントになる。そういう配慮をお願いしたい。 

○えちぜん鉄道  仮線期間中の屋根やバリアフリー、高齢者への配慮は、ハード的な施

設だけではなく、駅の運用といった我々が気遣いをしなければならないところも

ある。鉄道建設・運輸施設整備支援機構や県も含めて、仮線の間どうするか、ま

た、福井駅の駅前広場、東口がバスも含めて県内で一番大きな結節点になるので、

機能配置、導線等について、関係者と意見を出し合いながら設計を決めていこう

と話をしているところである。 

○委 員  えち鉄とＪＲのアクセスについて、一度高架駅から下に降りてまた上がるの

は非常に不便なのでどうなるのかとよく聞かれる。車から公共交通に移るときの

問題の一つに不便と言う声をよく聞くが、乗り継ぎは、アクセスの利便性を高め

ることが極めて大事だと思う。その辺はどういう手法を取られるのか。 

また、電車に自転車の乗り入れをされると思うが、スロープ等の手法について

お聞きしたい。 

○えちぜん鉄道  今まで平面だった駅が高架へ上がる中で、どういう導線になるかにつ

いて、今回非常に難しいのは、西側のＪＲと東側の当社の駅が先にでき、間に新

幹線の駅が挟まるので、区画整理事業の関係でコンコースの中心が少しずれる。

将来的にメインコンコースを通って新幹線のお客様が当社の駅に来られること

を想定して、その導線をいいものにしていくことが一番の優先順位だと考えてい

る。建物を貫く通路を検討はしているが、間に新幹線の駅があるので非常に難し

い面がある。現在、機構と県の間で検討している。 

自転車については、福井駅ではエレベーターで上へ持っていくことを想定して

いるが、エレベーターのサイズは、駅として認可がとれる寸法があり、その中で、

自転車などの持込をどうするか。あるいは、現在、福井駅には当社のレンタサイ

クルは置いていないので、レンタサイクルなどの機能をどう配置していくかなど

を、これから県、市と協議していきたい。 

○座 長  ３年間の仮線運用期間に、安全面でも快適性の面でも不便にならないように、

ここでえち鉄の利用者が減少することのないように、関係機関含めて配慮をお願

いしたい。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（４）終了。 

 

報告（５）えちぜん鉄道・福井鉄道利用転換推進部会について 

福井県交通まちづくり課三谷参事より資料説明 

<質疑応答> 

○委 員  書面決議について、環境省の事業に採択してもらうための時間的な余裕がな

かったのはわかるが、事業がわかった時点でもっと早く我々に説明するなりのプ



5 

ロセスが必要ではないか。今後こういうことがないようにお願いしたい。 

○福井県交通まちづくり課  十分な説明期間がとれなかったのは申し訳なかった。今後、

計画の内容、ＣＯ2 削減の算定方法などについて、部会を通して関係者と十分協

議していきたい。 

○座 長  この推進部会が 7 市町に鉄道事業者も入れて組織されているというのは、前

向きに考えると地域公共交通活性化再生法の改正によって出てきた地域公共交

通網形成計画の計画主体として、この部会を位置づけていくという方法も十分考

えられる。体制作りも含めてこれを契機にやっていただくと、少し拙速に組織し

たものが前向きに生きてくるのではないかと思う。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（５）終了。 

 

３ 協議事項 

 

議案（１）えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画の変更について 

福井市地域交通課田島課長・えちぜん鉄道伊東専務より資料説明 

<質疑応答> 

特に意見はなく、議案（１）は承認された。 

 

議案（２）平成２６年度えちぜん鉄道生活交通改善事業計画の変更について 

えちぜん鉄道伊東専務より資料説明 

<質疑応答> 

特に意見はなく、議案（２）は承認された。 

 

４ その他 

<質疑応答> 

○専門委員  相互乗り入れに関して、鉄道部長から、平成 28 年 1 月という話があっと

報告を受けたが、相互乗り入れについては、平成 25 年度、26 年度事業として取

り組んできた事業であり、できれば来年 4 月に相互乗り入れが営業開始して、沿

線の高校生に新入学のときから乗っていただければという想いで取り組んでき

た。安全に配慮が 優先はもちろんであるが、平成 28 年 1 月というのはまった

くの初耳である。これについては、市議会、県議会でも議論された内容であり、

このような極めて重要な案件が報告事項の議題に盛り込まれずに中部運輸局の

部長の発言でこの場に出るということに非常に違和感を感じた。 

我々も責任ある立場であるので、今後、中部運輸局、両事業者、福井市から話

を十分聞きたい。 

○委 員  私はえちぜん鉄道の会長なので、この件について、来年春の運行開始は無理

だという話を内部的に聞いていた。県はそれを了承しなかっただけではないか。 

○専門委員  我々が聞いたのは、とにかく線路を来年の 3月いっぱいに繋いで、安全に
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ついての習熟をやって営業運転をする。それがいつになるかの明言はなかったが、

そういう話を聞いていた。 

○委 員  やりたいという意欲は持っているが、先ほど鉄道部長が言ったように、ひと

つひとつ積み上げていかなければならない問題がある。それを前社長、現社長、

専務が意を尽くして県に話をしているにも関わらず、県はとにかく来年 4月まで

にやれという形で進めてきたという報告を聞いている。 

○専門委員  会長にどのような報告があったかは存じ上げないが、私は両事業者の経営

トップからそのように話を聞いた。 

○委 員  議事録を読んで私ももう一度確認をしたいが、そういうことを言ったという

報告はない。言わされたということになればまた話は別かもしれないが。とにか

く、やれないことをやれと強要することは、安全性で大きな事故に繋がることが

内在しているにもかかわらず、何の圧力かわからないが、期日だけを設定して強

要させるのは、私は間違いであり、そんなことはあってはならないことだと思う。 

○専門委員  国の立場から言わせてもらうと、主体的に事業を実施するのは事業者であ

る。利用者からは、田原町に何ができるのか、絵もないじゃないかということを

聞いている。絵がなければ何もできない。そこで私は強く思った。ここで皆さん

で同じ意見で相互乗り入れをやりましょうと。福井は国体があるじゃないですか。

そこでみんなで汗をかきましょう。 

一番困るのは事業者である。ここで事故が起きたら全国で笑いものである。そ

のことをわかっていただきたい。 

○座 長  こんなに調整の難しい相互乗り入れは全国でも初めてだと思う。関係主体が

多いということで、これまでいろいろ行き違いがあったことはチャラにして、新

しい形で取り組まないと平成 28 年 1 月も難しいかもしれないぐらいの工期だと

いうことで、皆さんで奮起して平成 28 年の早々にできるように、新しい体制で

ぜひ取り組んでいただきたい。 

 

閉会 

  



7 

 

日時 平成２６年１０月２２日（水）１４：００～１５：３５

場所 フェニックス・プラザ　４０２会議室

役　員 所　　　　　属 役　　職 氏　　名 出欠 代理出席者

座長 福井大学大学院 教授 川上　洋司 出

会長 勝山市 市長 山岸　正裕 出

副会長 福井市 市長 東村　新一 出
特命幹
中西　賢也

委員 あわら市 市長 橋本　達也 出
市民福祉部理事
塚田　倫一

坂井市 市長 坂本　憲男 出
企画情報課長
小谷　嘉郎

永平寺町 町長 河合　永充 出
副町長
平野　信二

えちぜん鉄道
沿線サポート団体連絡会

会長 和田　高枝 出

特定非営利団体
ふくい路面電車とまちづくりの会

会長 内田　佳次 出

福井商工会議所 会頭 川田　達男 出
常務理事
宮﨑　和彦

えちぜん鉄道㈱ 社長 豊北　景一 出

専門委員 国土交通省中部運輸局鉄道部 部長 梶川　真一 出

国土交通省中部運輸局福井運輸
支局

支局長 長谷川　雅巳 出

福井県総合政策部 部長 東村　健治 出

〔事務局〕

福井市　地域交通課　田島課長

福井市　新幹線推進室　渡辺室長

〔資料説明者〕

えちぜん鉄道　伊東専務

永平寺町　企画財政課　山口課長

福井県　交通まちづくり課　三谷参事

福井県　都市計画課　村田グループリーダー

平成２６年度　第１回　えちぜん鉄道活性化連携協議会　出席者名簿


