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平成２７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２８年１月２１日（木） １４：２５～１５：４２ 

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： 別紙資料のとおり 

 

開会 

 

１ 会長挨拶 

 

２ 報告事項 

 

えちぜん鉄道交通圏地域公共交通網形成計画について 

  福井市地域交通課野村課長（事務局）より、「えちぜん鉄道交通圏地域公共交通網形成計

画」について、9月に協議会委員の承認を得て国に提出したことを報告 

 

報告（１）えちぜん鉄道の高架化について 

福井県都市計画課田中参事より資料説明（報告１資料参照） 

<質疑応答> 

○座長  仮線切り替えによる利用者の変化で気づいた点はあるか。 

○委員  物珍しさもあり 10 日間で約 5,000 人の方が利用された。 

○えちぜん鉄道  高齢者が多いので仮駅もバリアフリーの要件を満たして作っている

が、工事中で導線が難しく、ご不便をおかけしていることはある。 

○委員  福井駅のイメージパースではえちぜん鉄道のカラーである青や黄色がなく違

和感がある。 

○福井県都市計画課  色の調整については、現場で工夫していく中で調整していきた

い。 

○座長  仮線なのでバリアフリーなどに限界はあると思うが、この仮線運行での経験

を本線での運行に活かしていただきたい。 

 

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（報告２資料参照） 

<質疑応答> 

○委員  福大前西福井駅の低床ホームはどこに整備するのか。また、運行パターンの 6

時から 9 時台の相互乗り入れ便の運行は田原町駅までなのか。 

○えちぜん鉄道  低床ホームは既存ホームの西側、三国方に整備する。6時から 9時台
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の相互乗り入れ便は福大前西福井駅まで行き、帰りは越前武生駅まで行く。 

○委員  相互乗り入れが予定より 1年遅れたが、現在、低床ホームの工事中であり、3

月上旬までに工事を完成させ、中部運輸局の監査を受けた後、1週間ほど習熟運

転を行い、3 月 27 日から運行を開始したいと考えている。 

1 時間当たり上下 1 便の増便や鷲塚針原－越前武生間が 20 分短縮になり利便

性が高まる。特に丹南方面から福井市街の高校、大学への通学が非常に便利にな

るので、その点をしっかりアピールして利用者を増やしていきたい。 

○専門委員  ぜひ関係各社が連携していただき今年度中の運行を期待している。鉄道

から軌道に入るので、運行が乱れた場合の連絡や車両の問題などいろいろなこ

とを想定し、しっかり調整していただいて、利用者の利便性向上に努めてほし

い。 

○委員  路面電車と右折車両の事故が絶えない。道路交通法では路面電車の運行を妨

げてはならないという規定があるが、運転免許更新のときなどに福井での走り

方をしっかり守っていただくように、何か取組みをしたほうがいいのではない

か。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（２）終了。 

 

報告（３）まつもと町屋駅の新設について 

えちぜん鉄道伊東専務より資料説明（報告３資料参照） 

福井市地域交通課野村課長（事務局）より、福井大学・えちぜん鉄道・福井市共同で 11

月に新駅の半径 500ｍ圏内の住民に対して、利用調査のアンケートを実施したことを報告。 

<質疑応答> 

○座長  開業して 2 ヶ月弱の時点で、新駅の 500ｍ圏の約 2300 世帯にポスティングで

アンケートを配布し、約 740 人、33％の方から回答があった。現在、結果を分

析中である。開業後 2 ヶ月弱での調査なので、まだ事前の意向調査どおりの利

用には至っていないが、今後のことを考えると、新たな代替交通手段として利

用していく可能性は非常に高いと感じている。月 1 回程度の利用者をみると、

約 3 分の 1 ずつは西別院駅、福井口駅からの転換だが、利用者にとっては駅が

近くなったことでサービスが向上しているし、残り3分の1は新規利用であり、

事前の想定どおりの効果は見えていると思う。アンケートは利用促進のための

周知の意味もあるので、回答者に調査結果を返して利用促進の一助にしたい。 

○委員  定期や定期外の利用者数はどれぐらいなのか。利用者数も需要予測に近く、

アンケートの回収率もよく、成功例だと思う。 

○えちぜん鉄道  まだ正確な数字は出ていないが、定期が 1 割ぐらい。もう少しする

と定期が増えていくと考えている。事前にアンケートを実施し、地元の自治会

とも話をして、意見の対立もあったが、それを 1 つずつクリアしていった結果

であり、構想から 4～5年かかっているが、その間の協議なども周知活動になっ

ていたと思う。 
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○座長  この地区には大きな県営住宅もあるが、バスが 1 系統走っているだけで、市

街地の中では公共交通不便地域であった。その場所をきちんと駅勢圏の中に収

めたということで、住民の生活の足を公共交通として提供するという意味でも

非常によかったと思う。 

 

他に意見がないことを確認し、報告（３）終了。 

 

報告（４）田原町周辺整備について 

福井市新幹線推進室田島室長より資料説明（報告４資料参照） 

<質疑応答> 

○座長  地元としっかり連携しながら進めていて、プロセスもしっかりしているし、

公共施設整備をきっかけとして周辺地区のまちづくりとの連携を図るというの

は、鉄道の利用促進にもつながり、まちへの貢献度も高まり非常にいいと思う。 

 

 

４ その他 

  <その他意見> 

  えちぜん鉄道伊東専務より権現堂踏切の改修について報告（その他資料参照） 

○えちぜん鉄道  えちぜん鉄道の路線には、遮断機がない 3 種踏切、遮断機も警報機

もない 4 種踏切がまだ多く残っている。こういう踏切で事故が起こりがちで、

踏切の安全確保向上をやりたいということで行政と協議してきた。踏切の管理

責任は一義的には鉄道事業者にあるが、経営の体力等を行政側でも考慮してほ

しいというお願いをしている。当社の取締役会でも踏切をどうして行くかとい

う議論は何回もしており、今後、危険な箇所を緊急的に改修していこうと考え

ている。まず第 1 番目が権現堂踏切。福井大前西福井駅のすぐ近くの福井市内

中心部の家屋の密集地で、警報機は付いているので、今年度、全額当社負担で

遮断機をつける。相互乗り入れで便数も増えるので、安全性の向上を図りたい。 

今後、鉄道事業者、道路事業者で協議して、それぞれの責任と負担を決めなが

ら、安全性を向上していきたい。 

 

○専門委員  これからの少子高齢化の時代に増えるのは訪日外国人。去年は 1,340 万

人だったが、今年は 1,970 万人と増えている。ここをターゲットにしていけば

もっと活性化すると思う。また、外国人のリピーターは約 6 割と聞いている。

東京・大阪よりも地方に来て日本の文化を知りたい。そういうことが流行って

いるそうでチャンスだと思う。 近は観光地に来たらＳＮＳで発信するので、

どこで人気が爆発するかわからないので、そういうことも視野に入れながら活

動すれば、ますます沿線が活性化すると思うので、よろしくお願いしたい。 

 

閉会 
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日時 平成２８年１月２１日（木）１４時２５分～１５時４２分

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
都市戦略部理事
堀内　正人

委員 あわら市 市長 橋本　達也 出
市民福祉部理事
塚田　倫一

委員 坂井市 市長 坂本　憲男 出
企画情報課長
小谷　嘉郎

委員 永平寺町 町長 河合　永充 出
副町長
平野　信二

委員
えちぜん鉄道
沿線サポート団体連絡会

会長 和田　高枝 出

委員
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

委員 福井商工会議所 会頭 川田　達男 出
地域振興部長
寺川　直輝

委員 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

専門委員
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

専門委員 福井県総合政策部 部長 山田　賢一 出
総合政策部企画幹
堂阪　司

専門委員 大野市産経建設部 部長 朝日　俊雄 出
建設整備課長
金松　健一

専門委員 公益社団法人福井県バス協会 会長 天谷　幸弘 出
専務理事
野本　章夫

〔事務局〕

福井市　地域交通課　野村課長

　　　　　　　　〃　　　　大島主任

〔説明者〕

福井県　都市計画課　田中参事

えちぜん鉄道㈱　伊東専務

福井市　新幹線推進室　田島室長

平成２７年度　第１回　えちぜん鉄道活性化連携協議会　出席者名簿


