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平成２３年度 第１回 福井鉄道福武線活性化連携協議会 議事録 

 

日 時： 平成２３年１０月７日（金) １０：００～１１：３０ 

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： 議案書、資料等のとおり 

 

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（議案書Ｐ１～５） 

部会長より概要説明後、事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

特に意見が無いことを確認し、報告（１）終了。 

 

報告（２）えちぜん鉄道への乗り入れの検討状況について（議案書Ｐ６、７） 

事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

○委 員   越前市民からは、相互乗り入れへの期待度が高いという声があります。実

現に向けて多難ではあると思っていますが、一つ要望としてあるのは、三国

線への乗り入れが主とお聞きしていますが、勝山線への乗り入れというのも

考えているのでしょうか。特に越前市民からは、勝山へ短時間で行けるよう

にとの声もあります。勝山へ乗り入れる構想はこの中に含まれているのでし

ょうか。もし検討しているのであれば、状況を教えていただけますか。 

○委 員   相互乗り入れに関しては、県が事務局をしておりますのでお答えさせてい

ただきます。各方面から相互乗り入れに関して期待度が高いとお聞きしてお

り、ありがたいと思っています。相互乗り入れは、田原町駅で三国芦原線と

福武線をつなげば、南北軸の行き来が非常によくなり、利便性が高まって利

用者増に繋がる有効な施策であると我々は考えておりまして、関係者の皆さ

んと実現に向けて検討・協議を行っているところです。 

       ご質問の勝山線への乗り入れにつきまして、現在の勝山線というのは、勝

山から来て福井口駅からＪＲ福井駅の東口に乗り入れております。そして三

国芦原線は福井口駅で勝山線に結節をしております。越前市・鯖江市から来

られる方が勝山方面へ行きたい場合は、どうしても田原町駅そして福井口駅

で乗継が必要になり、直通電車というのは物理的に難しいと思いますので、



 2

ご理解いただきたいと思います。今検討している乗り入れというのは、三国

芦原線と福武線との直通、それによって越前市方面から芦原、三国方面へ行

くことができるようになり、南北軸の強化になる、といったことを考えてお

りますのでご理解をお願いいたします。 

○委 員   先ほど説明にもありましたように、両鉄道の割引運賃制度を相互乗り入れ

に先行してやっていこうということで、えちぜん鉄道と具体的な話を詰めて

いるところです。その中で、例えば、両鉄道共通のフリー切符がありますが、

もう少し利便性を高めていけるような、より使いやすい企画切符ができない

かということも一緒に考えています。 

○座 長   通しの割引運賃を先行的に実施するとありますが、線路がつながっていな

くても、運賃の割引やダイヤの調整が早く進めば利用者の利便性が高まって

利用促進にもつながる可能性があると思いますが、来年度から実施するとか、

ある程度の見通しがついているのでしょうか。 

○委 員   えちぜん鉄道は発券のシステムが入っているのですが、福井鉄道もこれか

ら発券システムを導入して、両鉄道通しの切符を購入できるよう準備を進め

ているところです。運賃をどうするか、乗継をどうする、といった話をえち

ぜん鉄道と話をしています。来年の４月には実施をしたいということで現在

調整を進めているところです。 

       線路がつながっていなくても、次につなげるための準備ということで考え

ており、こういうことができるのなら線路をつなげてほしい、というご要望

も出てくると思っていますので、早く実施していきたいと思っています。 

○座 長   その際に、今話しのあった越前市から勝山方面へ行きたいという声も取り

入れながら、割引等々も検討していくということですか。 

○委 員   現時点では三国芦原線との連絡をベースに検討を進めてきたのですが、勝

山方面へのご要望が多ければ、割引運賃を適用できるかどうかということも、

今後、えちぜん鉄道と相談していきたいと思っています。 

 

○座 長   第４回の相互乗り入れに関する事業検討会議の中で、収支見込の検討と利

用促進策についても検討していくとありましたが、年間 10 万人の利用者増と

いうのが現実的に厳しい内容じゃないのかと思いますが、その辺はどのよう

にお考えでしょうか。 

○委 員   具体的に相互乗り入れだけを目的とした市場調査をやっているわけではあ

りませんが、平成 17 年のパーソントリップ調査を元に、両鉄道を跨いで移動

している人がどの程度いて、その方々がどれぐらい鉄道利用に転換する可能

性があるのか。そういったことを調査した結果、10 万人の方が転換するであ

ろうという数字が出ましたが、10 万人はそんなに無理なものではないだろう

と思っています。ただ、線路をつないだらすぐにそれだけの人数が利用する

ということはありませんので、今おっしゃった利用促進策をどうしていくの
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か、というのが一番大事かなと思っています。 

       具体的には、福井鉄道沿線でしたら、ベルや赤十字病院に行くのに使って

ください、えちぜん鉄道沿線の学生さんでしたら、福井商業に行くのに使っ

てくださいなど、具体的なアプローチをしっかりしていくということです。 

○座 長   そういう意味で言うと、過去の協議会の中でサポート団体の方から意見が

あったと思いますが、えちぜん鉄道沿線に行く取り組みもしていきたいとい

う話もありました。えちぜん鉄道沿線へ行くことも含めた利用促進策につい

ても考えていくべきと感じます。 

○委 員   三国へ行くようなハイキングコースをつくっていただくとか、勝山から来

ていただくなど、市の間でお互いに行き来していただくという地道な活動も

大事だと思っています。一方では、企業の方でも両鉄道間をまたいで車で移

動されている方もいらっしゃいますので、その方にこういう鉄道の利用の仕

方もありますよ、とお知らせすることも必要なことだと思っています。 

○座 長   その意味で、この協議会ももう少し視野を広げながらいろいろと検討して

いく必要があると思います。 

 

その他、特に意見が無いことを確認し、報告（２）終了。 

 

３ 議題 

議案（１）平成２２年度事業報告について（議案書Ｐ８～１０） 

議案（２）平成２２年度決算について（議案書Ｐ１１、１２） 

事務局より議案（１）、（２）について一括説明 

監事より会計監査報告 

＜質疑応答＞ 

特に意見は無く、議案は承認された。 

 

議案（３）平成２３年度事業計画の一部変更について（議案書Ｐ１３、１４） 

事務局より説明 

＜質疑応答＞ 

特に意見は無く、議案は承認された。 

 

議案（４）平成２３年度予算の補正について（議案書Ｐ１５） 

事務局より説明 

北府駅の改築イメージ図について説明 

＜質疑応答＞ 

特に意見は無く、議案は承認された。 

 

４ その他 
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福井市、鯖江市、越前市のサポート団体代表より、今年度の活動内容について資料に

基づき説明 

 

福井市福井鉄道福武線サポート団体協議会（資料Ｐ９） 

・ 「福武線に乗って出かけよう」をキャッチフレーズにして、電車を利用して

沿線の地元行事などへの参加を促す利用促進を実施している。10 月 16 日に清

明地区城山登山大会、そして来年 2 月には泰澄寺の例大祭への参加を計画し

ている。 

・ 今年度は花堂駅、江端駅、浅水駅、三十八社駅に周辺案内看板が設置される

ので、地元の観光情報などを提供していく。 

・ 清明駅、泰澄の里駅の２つの新駅開業記念セミナーを、ＮＰＯ団体と共同開

催で実施。車に乗る機会を減らして、新駅をどのように活用できるか考える

良い機会になった。 

 

福井鉄道福武線利用促進鯖江市民会議（資料Ｐ１４） 

・ 乗る運動として、鯖江市内で開催されている誠市やご縁市、つつじまつりな

どのイベントと連携した利用促進活動を行ってきた。11 月にはもみじまつり

の時にウォーキングイベントを行う予定である。 

・ 利用啓発活動としては、各イベント会場で、のぼり旗「乗ろう、守ろう、み

んなの福武線」を立て、ＰＲチラシやポケットティッシュを配布、パネル掲

示等を実施している。 

・ ３市サポート団体合同の事業として、9月 17 日に「交通まちづくりの新展開」

と題した講演会を、ＮＰＯ団体と共同開催し意識啓発を行った。 

 

越前市・福武線を応援する連絡協議会（資料Ｐ１７） 

・ 加盟団体である「たけふ歩こう会」が中心で、電車に乗ってウォーキングを

行う取り組みも定着してきたが、今年度は連絡協議会が主体で合同事業を計

画した。10 月 15 日には、えちぜん鉄道に乗り継いで三国へ行き、三国町内か

ら東尋坊を巡るウォーキング大会を行うことになっている。 

・ 「北府駅を愛する会」が、駅名の「きたご」にちなみ、毎月５の付く日にイ

ベントを行っている。今年度に北府駅の改修が行われるが、北府駅を、近江

鉄道のような鉄道ミュージアムとしてはどうかと要望している。駅舎改築に

合わせ、北府駅に人を集めるだけでなく、電車の利用促進にどう結び付ける

かが課題だと思っている。 

・ 会員拡大、組織強化策として、地元高校ＰＴＡが加盟することになった。高

校の生徒を中心にした利用促進の取り組みも今後行っていく。 

 

○座 長   サポート団体の取り組みは、福武線の利用促進につながると同時に、福武
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線の社会的な価値も高まるような活動も行われており、非常に努力されてい

るなと思います。この件にご意見、他にご要望等はありますか。 

○委 員   私の地域には「花と緑の会」がありまして、江端駅に花を植えたいのです

が、一面が砂利になっています。花を植えられるようにご検討いただけます

か。 

 

○座 長   最後に、上半期を終えての福武線の状況や今後の取り組みについてお話い

ただけますか。 

○委 員   22 年度はたくさんのご利用をいただき、対前年比 5.6％増という数十年ぶ

りの大きな伸びとなりました。今年度につきましては、3 月の東日本大震災

を受け、外出をするということを一時的に控える方も多かったと思いますし、

色々なイベントも中止あるいは規模を縮小して開催されました。その影響か、

前半の方が以前に比べれば大きな伸びはありませんでしたが、ただ、それで

も着実に数字が伸びているのは、間違いなく皆さんのご支援のおかげで、ベ

ースの力がついてきたのかなと感じております。先ほどお話のあったウォー

キングなどのご利用や、一般の方のお出かけも徐々にされるようになってき

たと思います。まだこれから 180 万人に向けて、私どもとしては頑張って目

標を達成したいと思っています。引き続きご支援をよろしくお願いいたしま

す。 

 

その他質疑・意見は無く、閉会。 



 6

 

日時 平成２３年１０月７日（金）１０：００～１１：３０

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規制課 課長 円道　紀彦 出

福井県総合政策部 企画幹 山内　和芳 出 小川参事

福井県土木部道路保全課 課長 杉原　忠弘 出 橋本主任

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 齋藤　晉 出

監事
越前市・福武線を応援する
連絡協議会

会長 大柳　登 出

会長 福井市 市長 東村　新一 出 滝波都市戦略部長

副会長 鯖江市 市長 牧野　百男 出 中村商工政策課長

副会長 越前市 市長 奈良　俊幸 出 舘公共交通対策室長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国土交通省中部運輸局鉄道部 部長 大野　義明 欠

〔連携計画策定市〕 〔事務局〕

　福井市 事務局長 安本福井市交通政策室長

　鯖江市 大谷福井市交通政策室副課長

　越前市 農中福井市交通政策室主任

妹尾福井市交通政策室主査

川崎鯖江市商工政策課主事

西野越前市政策推進課主幹

平成２３年度　第１回　福井鉄道福武線活性化連携協議会　出席者名簿


