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平成２４年度 第４回 福井鉄道福武線活性化連携協議会 議事録 

 

日 時： 平成２５年３月２８日（木）９：００～１０：１５ 

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 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２回福武線再建スキーム管理部会について（資料Ｐ１～４） 

部会長より概要説明後、事務局より報告 

<質疑応答> 

特に意見がないことを確認し、報告（１）終了。 

 

報告（２）海外製車両の導入について（資料Ｐ５） 

福井鉄道より報告 

<質疑応答> 

○委 員   土佐電鉄で使われていたとのことだが、既に何年使われていて、将来何年ぐ

らい使用できるのですか。 

○委 員   ここ何年間かは使用していなかったと聞いています。製造は 1965 年でかなり

年数が経っていますが、土佐電鉄で相当な改良を加えているので、路面軌道を

走ることについては問題ないと確認しています。また、今回の導入に関しては、

事前に関係機関に確認もして、走行に問題はないと考えています。 

今後どれぐらい使用できるかについては、せっかく大きな費用をかけて導入

させていただきますので、できるだけ長い期間運用させていただいて、利用促

進に結び付けていきたいと考えています。 

 

その他、特に意見がないことを確認し、報告（２）終了。 

 

報告（３）平成２４年度事業の進捗状況について（資料Ｐ６～１５） 

報告（４）平成２４年度決算見込みについて（資料Ｐ１６） 

事務局より報告（３）（４）について一括報告 

<質疑応答> 

特に意見がないことを確認し、報告（３）（４）終了。 
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３ 協議事項 

 

議案（１）平成２５年度事業計画について（資料Ｐ１７～１８） 

議案（２）平成２５年度予算について（資料Ｐ１９） 

 事務局より議案（１）（２）について一括説明 

<質疑応答> 

○座 長   平成 24 年度の輸送人員目標は 187 万 7,000 人となっているが、今年度のだ

いたいの実績見込みはわかりますか。 

○委 員   平成 23 年度の実績が約 176 万人で、平成 24 年度の２月末実績が平成 23 年

度より 2,000 人強プラスになっているという状況なので、今年度の目標には届

かないと思います。再構築事業を始めて５年が経過したという中で、平成 29

年度に乗車人員 200 万人という目標を変える必要はないと考えていますが、今

後、どのような利用促進を行って、どの程度の人数を確保していくかについて

は、若干見直すべき必要もあるのではないかとも感じます。 

今回、えちぜん鉄道との相互乗り入れ、海外製車両導入、新型車両導入と新

しい事業が相次いでスタートしますので、事務局とも相談して、具体的な数字

を今後どうするかについては、改めて協議会に諮りたいと考えています。 

○座 長   来年度の目標についても、次回の協議会で諮る可能性があるということでよ

ろしいですね。 

○委 員   平成29年度に200万人という目標は変える必要はないと考えておりますが、

それぞれの年度の目標については、平成 20 年度に立てた計画ですので、５年

を経過したということで、一部修正をしていきたいと考えています。 

 

 その他、特に意見はなく、議案（１）（２）は承認された。 

 

議案（３）福井鉄道福武線地域公共交通総合連携計画の変更について（資料Ｐ２０～２３） 

 事務局より議案（３）について説明 

 福井市都市戦略部新幹線推進室より「福井鉄道駅前線延伸について」説明 

<質疑応答> 

○委 員   新たに設けられる電停から福井駅までは何ｍぐらいあるのか。その間、雨や

雪に濡れないように配慮した構造になっているのかどうか。所要時間が増える

ことに対する緩和策として、大名町交差点の短絡線の整備が検討課題に挙げら

れていますが、例えば、構造的にどのようなものを想定され、 終的に所要時

間の増加はどの程度に抑えられるのか、現時点でどのように想定しているのか

を教えてください。 

○福井市新幹線推進室  現在の電停からの距離は約 150ｍです。アーケードについては、

現在、かヾみや前交差点までアーケードがありまして、そのアーケードをどう

するかについてはまだ決まっていません。ただ、新しくできる電停については、
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屋根でＪＲ福井駅から繋がれていますし、電車の利用者は雨に濡れることなく

乗り換え等できます。現在の計画では、現状の駅前電停は残しつつ、新しい電

停も設置するという考え方です。 

短絡線については、現在、市役所前電停でスイッチバックして駅前電停へ行

き、また市役所前電停へ戻るのに、約 12 分の所要時間が生じています。駅前線

の延伸によって長くなる分について、短絡線で時間のロスをカバーするという

考え方で、田原町駅発の電車については短絡線によって増える時間をカバーす

るというものです。越前武生駅発の電車については、現在のように市役所前電

停へ入る時間が純粋に短縮されるので、駅前へ行く時間は短縮されると考えて

います。 

○座 長   資料の 21 ページ（５）に「駅前電停を西武付近に移設すれば」と書いてあ

るが、今の説明では現在の電停はそのままという説明だったのですが。 

○福井市新幹線推進室  資料の「駅前電停を西武付近に移設すれば」という表現について

ですが、今の駅前電停はそのまま残って、新しい電停をＪＲ福井駅西口交通広

場の中に作ります。そうなると、電停間が非常に近くなりますので、現在の駅

前電停を西武あたりへ移設したほうが、歩行者の回遊性や駅間の感覚のバラン

スも取れたものになるということで、このように書かせていただいていますが、

西武前への電停の移設については、今後、検討していくということになります。

現在の延伸案としては、現在の駅前電停をそのまま残し、新しい電停を福井駅

西口交通広場に作るというものです。 

○委 員   駅前線延伸問題については、県警としても参加させていただいています．混

雑の件については、資料では特に問題なしとなっていますが、我々が調査した

ところでは、多少なりとも影響はあるのではないかと考えていますので、これ

については、安全の確保ということもありますので、道路の拡幅や駅前の横断

歩道の短縮などを、今後、検討していただきたいと思います。 

○委 員   短絡線についても平成 28 年度までにやるということですか。 

○委 員   短絡線については、現在、福井県を中心にして、技術上の問題、安全対策の

問題等を検討していますので、できるだけ時期に間に合うような対策をどう取

っていくかを今詰めている 中です。平成 28 年度に必ず完成するということ

ではないですが、なるべく間に合うように考えてきたいと思います。 

○委 員   短絡線の延伸については、大名町交差点ということで県道に位置しますので、

規制等については県警と十分に協議しながら進めていきたいと思います。 

○委 員   越前市民、鯖江市民も電車を降りてから福井駅へ向かうことが多いと思いま

すので、先ほどお願いしたとおり雨対策等をよろしくお願いします。 

○委 員   県としても沿線市と一緒に進めてきた事業でして、ようやくこういう形で連

携協議会へお話ができる段になったと非常に喜んでいます。相互乗り入れにつ

いても先日申し上げたとおりでして、今議会で承認いただき、予算化もなりま

したので、予定通り進めさせていただきたいと思っていますし、駅前線延伸、

短絡線問題についても、今回ここでお諮りしたとおり、計画通りに進めていき
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たいと考えています。 

○委 員   福井市としては、駅前線延伸の件も含めて資料を提出している側になります

ので、このようにやっていきたいということなんですが、ただいまアーケード

等の話もございました。資料の 23 ページをご覧いただくと、電車が入ってく

るところは屋根付の形になっていまして、これとバスターミナル部分の屋根と

の連携というのが基本的な考え方です。延伸の線路部分については、真っ直ぐ

に入れるのがいいのか、左へ曲げたほうがいいのかということもありましたが、

当初、西口再開発ビルがこのような屋根付広場という公共エリア的な領域では

なく、建物だけを建てるという想定のときには、真っ直ぐ入るということが十

分考えられたのですが、今回、いろいろと西口再開発ビルを検討していく中で、

屋根付広場という公共的なエリアを作っていこうということになりました。そ

うすると屋根付広場と駅前広場との連携のあり方もひとつの大きなポイント

となりまして、その点から今回お示ししたような形の電車のあり方が望ましい

だろうというご意見が多かったということもあり、こういう形にさせていただ

きました。福井鉄道とＪＲとの連携も十分視野に入っておりますので、極力連

携が取れるようなことを考えていきたいと思っています。 

 

 その他、特に意見はなく、議案（３）は承認された。 

 

議案（４）ＬＲＴ整備計画の変更について（資料Ｐ２４～４１） 

 村田委員より議案（４）について説明 

<質疑応答> 

特に意見はなく、議案（４）は承認された。 

 

議案（５）平成２５年度福井鉄道生活交通改善事業計画の提出について（資料Ｐ４２～４３） 

 事務局より議案（５）について説明 

<質疑応答> 

特に意見はなく、議案（５）は承認された。また、今後、国と協議を進める過程で、軽微

な語句の修正や加筆等について座長及び事務局に一任することの了承を得た。 

 

４ その他 

○委 員   市役所前電停については、地下から急勾配の階段を上る必要があるので、横

断歩道から車道を渡って電停に入る方も多いと聞いています。市役所前電停を

改良される予定があるのか。さらに、車が田原町方面から来て右折する場合に、

大きな交差点であるのに２車線しかなく、右折する車が非常に渋滞するという

ことで、交通の妨げになっていると思いますが、市役所前電停を今後改良され

る予定があるのかどうかをお伺いします。 

○委 員    電停については、旧基準の 75cm 幅しかないということで、非常に乗り降り

に不便をしているという問い合わせがあります。今ご指摘のあった市役所前電
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停については、今回の相互乗り入れ、駅前線の延伸に合わせて、福井県、福井

市と電停の拡幅や位置をどのようにしていったらいいか等を相談させていた

だいている状況です。ご指摘の点については何らかの改善をしていきたいと考

えています。今年度は、福井市内の中では一番乗降の多い仁愛女子校前電停を

先行して福井県にお願いして拡幅していただけるということで話を進めてい

ます。一度に全部というわけにはいきませんが、ひとつひとつ地道に、皆様の

ご支援をいただきながらやっていきたいと思っています。 

○委 員   越前市では北府駅を公共交通機関の駅というだけでなく、まちづくりの拠点

という位置づけをして、福井鉄道、県と力を合わせて整備を行っています。来

年度に北府駅の車両基地を国・県で新たに整備していただくわけですが、その

際に古い風情の外観を残せるように、越前市で予算化をし、福井鉄道と取り組

みをすることになっています。 

そこで、お願いとして申し上げておきますので、県のほうでも検討いただけ

ればありがたいのですが、新型車両を導入しますと、200 形の古い車両を廃棄

するということですが、200 形も鉄道マニアの方からすると、すばらしい財産

だと聞いています。せっかくいいものを取り入れたにもかかわらず、福井鉄道

が持っているすばらしい財産を、単に廃棄することになってしまうと非常に残

念だと考えています。北府駅は敷地も広いですので、今後、新型車両を導入す

るにあたって、200 形をどう保存するか、展示等も含め検討できないものか、

ご検討いただければありがたいと思います。 

○委 員   200 形については、50 数年前、あれだけの技術も持った電車は他ではなかな

か導入できなかったということで、当時の技術の粋を集めたような電車だと聞

いています。ただ、今回の計画の中では、老朽化で走らせられないので入れ替

えさせてほしいということで予算措置されたという形ですので、原則廃棄とな

ります。走らせられれば逆にいらないでしょということになってしまうので。

そこをこれからどうするか、国・県・沿線市の皆様と相談しながら考えていき

たいと思います。 

 

閉会
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日時 平成２５年３月２８日（木）９：００～１０：１５

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部
交通規制課

課長 北村　直洋 出
大越 交通管制セン
ター室長

福井県総合政策部 部長 東村　健治 出

福井県土木部道路保全課 課長 宮下　真治 出 橋本 道路保全課主任

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 欠

監事
越前市・福武線を応援する
連絡協議会

副会長 角　裕幸 出

会長 福井市 市長 東村　新一 出

副会長 鯖江市 市長 牧野　百男 出

副会長 越前市 市長 奈良　俊幸 出

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 国土交通省中部運輸局鉄道部 部長 湯田　豊人 欠

〔連携計画策定市〕 〔事務局〕

　福井市 事務局長 大谷 福井市地域交通課長

　鯖江市 農中 福井市地域交通課主任

　越前市 青山 福井市地域交通課主査

中村 鯖江市商工政策課長

酒井 鯖江市商工政策課長補佐

藤原 越前市政策推進課公共交通対策室長

須磨 越前市政策推進課主幹

資料説明 向坂 福井市新幹線推進室長

平成２４年度　第４回　福井鉄道福武線活性化連携協議会　出席者名簿


