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平成２８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２９年１月２０日（金） １３：３０～１５：００ 

場 所： 福井市企業局庁舎 ５階 大ホール 

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（勝山市長） 

 

２ 報告事項 

規約第８条台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 えちぜん鉄道の高架化について 

福井県都市計画課より資料説明（報告１資料参照） 

<質疑応答> 

○委員 例えば福井口の高架下や終点の福井駅に店舗などは入るのか？ 

○福井県都市計画課 店舗等の件については、福井駅には店舗ではなくバスチケットセ

ンターとえちぜん鉄のインフォメーションカフェというカフェを提供できる機

能をもった施設を計画している。その他に公衆用トイレや情報提供できる場所

も設ける計画をしている。他の駅は純粋な駅機能となる。 

○委員  利用者の立場から言うと、福井の駅を降りたときにコーヒーを飲む場所など

楽しいと感じる場所があると、待っていても楽しいと思う。もう少し吟味して

もらえればよいと思う。 

○委員  今回の事業で福井駅、新福井駅、福井口駅の３駅が高架化される。特に福井

駅は多くの人が集って賑わいのある駅にしたいと思う。その為には安全性はも

ちろんのこと、快適に過ごせる空間を作っていきたいと考えている。沿線の観

光案内のインフォメーションセンター、カフェサービス、バスチケットセンタ

ーを設ける。改札内の待合室の他にも改札外でも座ってすごせる席も設けるの

で、待合環境は改札内外の両方に備えた駅になるように考えている。安全性の

確保の為、視覚障害者対応の点字ブロックの設置、ホーム落下時の緊急停止ボ

タンも最新のものを備えるようにしている。高齢者向けにエスカレーター、エ

レベーターを備え、高さ１０ｍの駅に負担のかからないようにしている。トイ

レも男女の他に多目的トイレを設ける。そして力を入れているのが、駅構内の

案内サインについて工夫をしようと思っている。字が大きくシステムが明確で

老若男女、海外からの旅行者にも分かりやすいサインを設けたいと考えている。

海外旅行者向けには、インバウンド対策として英語、中国語、韓国語の表示を

行う。えち鉄ブランドの暖かい・優しいイメージの向上の為、インテリア空間
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と調和させたい。えち鉄のシンボルカラー（ブルー、イエロー、ホワイト）を

有効に活かして分かりやすいサインとするため、東京のデザイン会社と協議し

ている。えち鉄だけでなく、ＪＲ福井駅や周囲の施設との情報の受け渡し、発

信が出来る工夫をしていきたいと考えている。 

○座長  平成３０年夏ごろの完成ということは、新幹線駅の工事も入ってくる。鉄道

側の利用者の便に対して、今後、駅舎等に関しての計画変更があった場合につ

いて、報告ではなく協議として連携協議会で取り上げることは可能か？ 

○福井県都市計画課 利用者の利便性は大変重要であるので、今後東口の状況が色々と

変化していくような状況になってえち鉄利用者の導線などの問題が出てきた場

合など、協議が必要な時は連携協の場を利用して相談や報告をさせてもらうと

考えている。 

○座長  鉄道側の利便性に関わることに関しては、ぜひそういう機会をあればと思う。 

 

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 

えちぜん鉄道より資料説明（報告２資料参照） 

<質疑応答> 

○委員  相互乗入の今後の課題は？ また、感触でよいので路線全体での収支はどの

ような状況か？ 

○えちぜん鉄道 相互乗入の課題については、定時制の向上が一番の課題である。相互

乗入を始める時からダイヤ通り運行できるかが気をもんだ点であり、道路信号

や車内での現金収受などで時間がかかるなどがある。鉄道側も同様の課題はあ

るが軌道部分でその点を解消するため、県、市、警察の協力のもと色々と対策

をしているが完全に解消するのは難しいのかと思う。定時制の確保とともに、

情報提供力の向上が重要である。乗ろうと思っても遅延で電車が来ず、その情

報がないという状況である。バスはバスナビという便利なシステムがあるが、

電車は現在は問い合わせでの対応、ＨＰ、ツイッターでの情報提供を行う努力

はしているが、今後充実させていくのが課題。また、えちぜん鉄道、福井鉄道

は別の会社であるが、利用者からすれば同じ経路の中でのことなので、分かり

やすさのサービスの向上が長期的な課題である。 

次に全体的な利用者の傾向だが、全体の利用者は前年比＋３％程度、中でも通

勤定期は前年比＋１０％増加し、この状況が１２ヶ月間続いている。これは全国

の鉄道でも珍らしい通勤の伸びを示している。車からの転換という事業目的に向

け努力をしてきた結果が出てきて非常によいことだと考えている。 

通学定期に関してはマイナスに転じている。相互乗入部分で伸びているので全

体ではある程度カバーしている。沿線の高校の統廃合などがあり、その結果なの

かと考えている。 
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利用者の動向は、福井市内での短距離利用が多くなっている。一人当たりの平

均移動距離はえちぜん鉄道が発足して以来、下がっており、一人当たりの単価は

下がり傾向である。 

○座長  鉄道全体の利用者が伸びているということは、相互乗入や西口広場に福鉄が

乗入れたということだけでなく、駅前の再開発が完了したり、出かけたくなる

街づくり、中心市街地の活性化と公共交通サービスの向上が合わさった形で増

えていると捉えていけばよいと思う。通勤定期が増えているということは、え

ち鉄の位置づけが生活関連社会資本としての役割が定着・強化していっている

現われといっていいと思う。相互乗入で利用者は増えているが、田原町駅の乗

降の数は分かるか？ 

○えちぜん鉄道 手元に数は持っていないが増えている。工事期間中は落ち込んだが、

そこから回復した。連絡運輸は相互乗入だけでなく乗り継ぎもあり、田原町駅

の乗降もプラスになっている。 

 

他に意見がないことを確認し、報告２終了。 

 

 

報告３ ダイヤ改正について 

えちぜん鉄道より資料説明（報告３資料参照） 

 

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より資料説明（報告４資料参照） 

<質疑応答> 

○委員  完成イメージ図では素敵な空間ができるが、その中身はどのようなものか。

ベンチがあったり、一休みしたりできる憩いの広場となるのか？ 

○福井市新幹線推進室 北側の広場はベンチを設置し、色々なイベントにも使える広場

となる。南側は多目的待合室を設置し、色々な催しに使っていただけると考え

ている。 

○委員  屋根はなくて雨が降っては使えないということか？公園みたいなものか？ 

○福井市新幹線推進室 斜めから見た絵で分かりにくいかもしれないが、多目的待合室

の部分は屋根のある建物である。 

○委員  バス停と書いてあるが、バスとの乗継などのサービスはどの程度予定されて

いるのか？ バスベイやシェルターを設けるなど、バスとの乗り継ぎではここ

をサブターミナルとしたらどうかと提案していたが、サブターミナル的にはさ

びしい。もう少し、電車とバスの乗り継ぎがここでできるようになるとよい。

フェニックス通りの京福バス、福井鉄道バスだけでなく、すまいるバスのバス
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停との関わりについて、どのような状況か？ 

○福井市新幹線推進室 絵にあるバス停は、南側にあったバス停が移設されるものであ

る。ここでバスが転回するなどではなく、路線バスが停まるというものである。 

○福井市地域交通課 すまいるバスは田原町商店街の通りを通っている。 

○委員  すまいるバスのバス停は田原町駅から全然見えない場所にあるので、もう少

しサブターミナル的なものにしたらどうか。田原町駅で降りた人が、博物館・

美術館に行きたい、という案内が殆どない。ターミナルは利用者の頭の中に乗

換え場所だと意識させることが必要。少なくとも駅を降りた時にバス停が見え

る場所にある、あるいはそこの近くに一旦入ってとまって行くなどの工夫が欲

しいと思う。今後、検討を継続してもらいたい。 

○福井市都市戦略部 田原町駅については、駅を中心にバスを含めて結節機能を強化す

ることは重要である。現段階ではバスとの接続はまだ充分考慮されていないと

いう指摘については、今後結節の強化に努めていきたい。 

○委員  駅の前のスペースにすまいるバスが乗入れるなど、そのようなことも含めて

検討をして欲しい。 

○座長  ターミナル化で福鉄、路線バスとすまいるバスで、どういう移動ニーズがあ

るか、またニーズを生み出せるかなども検討し進めて欲しい。フェニックスプ

ラザまでのシェルターによる連携ができることは重要である。多目的待合室な

どは作っただけでなく、使い方をどうするかを色々な観点から有効な使い方を

地元の方々も含めて検討して欲しい。 

 

他に意見がないことを確認し、報告４終了。 

 

 

報告５ 坂井市駅名変更について 

えちぜん鉄道より資料説明（報告５資料参照） 

<質疑応答> 

○委員  駅名を見るとわくわくして行きたくなると思うが、駅からそれぞれの駅名に

ついた施設への交通手段が課題である。高齢者社会であるので、これから高齢

者が外へ出て駅で降りたら目的地にどうやっていけばいいかという点は福井は

まだ欠けていると思う。富山市では街をあげて高齢者が駅を降りたらその周り

でお買物ができるという利便性を考えている。越前新保駅を降りたら「あおぞ

ら君」バスがあり、エルパやワイプラザに行けるようになっている。 

○委員  駅の近隣の文化施設・公園へ来ていただくこと、またそういった施設が近く

にあるという住みやすさを目指して駅名の変更を考えている。それぞれの施設

等まで５００ｍ～１ｋｍ程度離れている。現在は３月２５日の駅名変更までに、

歩行者用の誘導サインを充実させようと考えている。西長田のゆりの里公園に

ついては、今年の夏ごろに直売所の開業や来年中にはレストランの開業などを

大きな計画を進めており、ゆりの里がフルオープンした時は西長田駅からの車
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でのアクセスは絶対必要ということで、計画をしている。残りの駅からの移動

は課題となっている。 

○委員  楽しく行ける工夫をして欲しい。駅名を変更したのは素晴らしいと思う。勝

山駅や観音町駅の名前が縁起がいいと切符を買い求める人もいる。昔からある

駅名は残したいという人もいるかもしれないが、そうでない駅は楽しい駅名に

変更してもいい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 その他 

  <意見> 

特になし 

 

閉会 
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日時 平成２９年１月２０日（金）午後１時３０分～

場所 福井市企業局庁舎　５階　大ホール

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

委員 坂井市 市長 坂本　憲男 出
総合政策部長
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
福井県警察本部交通部
交通規制課

課長 清水　一弥 出
交通管制センター室長
楠　次男

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
理事
林 博

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
計画課長
加藤　弘彦

専門委員
国土交通省中部運輸局福井運輸
支局

支局長 平谷　守 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
坪田　昭夫

専門委員 大野市産経建設部 部長 朝日　俊雄 出
建築営繕課長
森岡　幸弘

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
長谷川　雅巳

平成２８年度　第１回　えちぜん鉄道活性化連携協議会　出席者名簿

〔事務局〕

福井市 地域交通課 野村課長

　　　　　　　〃　　　　　 廣瀬主任

〔説明者〕

福井県 都市計画課 田中参事
えちぜん鉄道(株) 伊東専務
福井市 新幹線推進室 三上室長


