
 

 2013.1.162013.1.162013.1.162013.1.16    

第第第第 132132132132 号号号号 

☆★活動報告★☆ 

１２月２０日 つながろっさ 

１２月２６日 

えちぜん鉄道活性化連携協議会 

 １月１６日 月例会・理事会 

☆★今後の予定★☆ 

１月１９日（土）～２０日（日） 

 中部地区路面電車サミット（清水市） 

１月２５日（金） 地域公共交通セミナー(AOSSA) 

１月２９日（火）福井市地域生活交通活性化会議 

２月１６日（土）～１７日（日） 

 全国バスマップサミット（札幌市） 

２月２０日（水）月例会・理事会 

 

    

                       鉄道ダイヤのつくりかた 富井規雄 編著 

オーム社 ２６００円（税別）

題名は「鉄道ダイヤのつくりかた」だが、鉄道の混雑はなぜ起こるのか、なぜもっと増発、相乗 

り入れができないのか。といった疑問に、ダイヤ編成の観点から、線路の交差、折り返し、停車時 

間などのネックを解説している。 

鉄道会社は、ちょっと金を出せば解決できる問題点でも、内部情報はなかなか明らかにしないの 

だが、もっとこうした情報が開示され、市民とともに便利な鉄道を作っていく時代になって欲しい

ものである。電車は混むほど遅れる、遅れるほど前の電車との間が空きさらに混む。それを見越し

て遅れても回復できるほど全体の電車を遅く走らせると輸送力が落ちる。そのジレンマを解決して

いく職人技、災害時なぜ復旧した区間だけでもフル運転できないのかとか興味深い話題も多い。鉄

道のことを知らずに鉄道の不便さに怒ってばかりいる人にもぜひ読んでもらいたいのだが。                           

東海市会員  美濃部 雄人 Minobe Yujin 

ゆうじんの部屋 書籍紹介 

 

この写真の撮影に苦労した点は子供

の雄姿を撮影しようとしている親たち

の中でのポジション取りです（笑）その

親たちの雄姿を撮影したものもなかな

かよかった記憶があるのですが・・・ 

私も楽しかったですし、ROBA メンバ

ーも来場者も楽しめた良いカーフリー

デーだったと思います。 

子供が活躍するとまちが元気になりま

すね。」（文／松原光也） 

児童館の子供たちも、今日は主役 

EMW&CFD 日本アワード 2012 カーフリーデー「イベント・プロジェクト賞」！ 

●関連記事６～７ページ ●●●●ベストショットベストショットベストショットベストショット賞賞賞賞    撮影撮影撮影撮影／／／／松原松原松原松原    光也光也光也光也    

「ベストショット賞」も同時に受賞！ 



          第８回えちぜん鉄道活性化連携協議会の報告 

 

                                報告者：内田佳次 

◆開催日時：平成 24 年 12 月 26 日 16:00～17：40 

◆協議会委員 

福井大学教授 川上洋司、えちぜん鉄道サポート団体連絡会会長 和田高枝、ROBA 会

長内田佳次、福井商工会議所会頭代理 宮崎常務理事、えちぜん鉄道社長 見奈美 徹、

福井市長 東村新一代理、勝山市長 山岸正裕、あわら市長 橋本達也代理、坂井市

長 坂本憲男代理、永平寺町長 松本文雄代理 

◆専門委員 

  福井運輸支局長代理 安藤専門官、福井県総合政策部長 東村健治代理 河上課長 

◆議事 

 １、報告事項 

   ・沿線住民の認識を通じた地方鉄道の価値に関する研究 

    福大産学官連携本部三寺さんから住民アンケートによるえちぜん鉄道の存在価値 

    の研究報告があった。公的財源が投入されているが多くの住民はそれを受容して 

いる。非利用者であってもえち鉄に対する総合価値は高い結果が出た。 

   ・えちぜん鉄道の高架化について 

① 仮線で新幹線高架に乗入、地上の線路を撤去 

② 新幹線高架東側に単独高架を建設、新幹線高架から東側単独高架に切り替え 

③ 新幹線は複線で開業 

福井国体（H30 年）までには完了する計画である。 

   ・えちぜん鉄道の高架化用地の取得について 

    H24 年度 新福井駅～福井口駅間の用地を取得 

    H25 年度 福井駅～新福井駅間の用地を取得 

    H26 年度 福井口駅周辺の用地を取得 

   ・『フェニックス田原町ライン』の誕生と連絡乗車券の販売開始について 

    福鉄とえち鉄の連絡運輸運賃で数々のメリット 

    新田塚⇒市役所 380 円→270 円、福鉄市内運賃 180 円→160 円、定期券も割引 

    乗継ダイヤの調整、両社連携のツアーや交流の促進 

   ・利用者推移 

    今年度計画：318.4 万人→326.5 万人を予想、また支出も計画比 4,800 万円減 

 ２、協議事項 

   ●実績および H25 年度の考え方 

    24 年度は 432,200 千円の事業費で設備投資している。来年春には車両 6両を更新 

する。25年度は分岐器の重軌条化や橋梁補修トロリー線張替、車両更新（4両） 



などを予定しており、車両については旧京福時代の車両は無くなる。また、勝山

駅や永平寺口駅の整備も H25 年に完成する。 

 

◆参加委員の意見 

 山岸勝山市長⇒電車からバスに乗り継ぐ二次交通の充実を図るべき。市町の連携をすす 

めたいと考えている。 

 福井市⇒日新地区でコミバスの運行を開始した。八ッ島駅や福大前西福井駅を経由す 

     るルートであり、通常の福井駅を結ぶ路線でなく地域内を循環するルートとな 

っている。沿線駅へのアクセスの強化によりえち鉄の活性化に寄与したい。 

 あわら市⇒湯のまち駅での路線バスとの連携を進めている。駅舎の改修も予定している。 

永平寺町⇒永平寺町内の沿線駅間交流を進めていきたい。来年は開業 10 周年に当たるの

で記念事業も考えている。 

和田・サポート団体⇒「乗って残す」を基本として活動している。駅からのまちづくり 

を進めていく。 

 内田・ＲＯＢＡ⇒鉄道にもとめられている速達性は大切である。田原町で遅延が生じて 

いるとのことだが、大きな原因の乗降時のロス、交差点での右折車両 

とのこと。電停の拡幅は早急に実施しなければならない。右折待機車 

両の問題については当会も 5，6 年前に具体的に文書で提案している。 

早急の改修をお願いしたい。 

さらに、22 年度→23 年度の企画切符の販売数をみると減少している。 

増加策の一つとしてサイクルトレインを福井鉄道で実施すべきである。 

また、開業 10周年の話が出たが、当会は毎年 9月にカーフリーデーを 

開催している。鉄道に係るサミットも開催し、福井の地域鉄道を全国 

へアピールしている。開業 10周年事業と当会のイベントが協力できれ 

ば検討したい。 

 商工会議所⇒軌道線の環境改善が必要である。商工会議所前も電停があるが、改修が急 

がれる。 

 福井県⇒相互乗り入れは浅水⇔鷲塚針原間とすることで決定した。来年度工事着工で 27 

年度運行スタートを予定している。電停の拡幅工事は仁愛前を先行して行う。 

◆その他 

 事務局（福井市）⇒今後、当会議は副市長レベルの参加で継続したい。 

 勝山山岸市長・和田⇒副市長クラスでは情報は伝わらない。首長レベルで行うべきであ 

る。また、当会議での情報交換は勉強にもなる。 

 

                                      以上 



勤務先の同僚が昨年末、福井鉄道のイベント列車「おでんの電」に乗車したので、乗車

体験記を書いていただきました。原文のまま紹介します。 

福井鉄道への乗車が初めてで、しかも乗った車両がホームとの段差がある２００系だっ

たとは、さぞかしインパクト大きかったでしょう。次回は、ぜひ景色の見える昼間に低床

車両に乗車していただき、違いを体験していただきたいと思います。 

                                   鳥居 健    

福井鉄道の路面電車に乗って 

暮れも押し迫った、冷たい雨が降りしきる、去る 2012 年 12 月 28 日（金）に、福井駅を

出発して越前武生駅を折り返し、約 2時間コースの居酒屋電車 おでんの電に乗りました。 

私は、福井に生まれて育ち、50 年近く経ちますが、路面電車に乗ったのは、生まれて初め

てでした。その日は、高校時代の友達と、ミニ同窓会も兼ねるということでしたので居酒

屋電車 おでんの電に参加しました。友達たちもまた、私と同じで、路面電車に乗るのは

初めてでした。 

 乗り心地は、想っていた程、揺れが少なく快適なものでした。しかし何分にも夕方の 6

時台から乗っているため、辺りは真っ暗で、しかも雨が降っているのも手伝って、外は全

く見えず、どこを走っているのかわかりませんでした。わかったのは、途中、トイレ休憩

で止まる鯖江の神明駅と、折り返し地点の越前武生駅だけです。 

 乗って特に思ったことは、ホームと電車の段差が大きいため足元が悪い冬は、乗り降り

が大変だということ。特に、お年寄りや小さい子供は辛いなと感じました。我々も、アル

コールを飲んでいる千鳥足なので、下手をすれば、転びそうでした。 

一日も早く、低床式車両（ＬＲＶ）の導入が必要だと感じました。 

また、通勤、通学で利用する以外にも、私が知らないだけで、既に、実施済みかもしれ

ませんが、ハーモニーホール、サンドーム福井でのコンサートと合わせてお得なチケット

の発売があれば利用したいと思いました。 

ミニ同窓会に参加した友達も言っていましたが、夏のビア電は知っていたが、冬の居酒

屋電車は知りませんでした。 

もっとＰＲをしてくれれば、もう少し早くに利用

したのにと、二人で話をしました。 

とにかく、車社会の福井で、路面電車に乗って、

楽しいひと時が過ごせ、お得感も味わい、さらに、

二酸化炭素の排出量も少なく、地球にやさしい路面

電車にまた乗りたいと感じました。 

                                       （勝木保雄）                    

福鉄ＨＰ画像より 



福井鉄道沿線報告 ～花堂駅がリニューアルされました～  林  博 

 福鉄の新駅開設に引き続き、既存駅のリニューアルがすすめられていますが、会社の近くにあります

花堂駅のリニューアルについて沿線報告します。これで、早めに来てトイレにでも寄っていこうという

気になりますね。まえよりもすっきりしたと思ったら、売上金の盗難の被害にばかりあっている自販機

が消えていました。めっきり少なくなった公衆電話ボックスは残りました。 

 

  

旧花堂駅:遠目で見ても老朽化が激しい 旧トイレは近寄ることさえ憚(ﾊﾊﾞｶ)られた 

  

リニューアルされた花堂駅自転車置き場付き あの悲惨なトイレもどこかへ消えた？ 

  

 

ベンチ・掲示板も更新、八幡山の案内板も設置 トイレは待合室にありました 

 



ＭＷ＆ＣＦＤ日本アワード 2012 で「イベント・プロジェクト賞」を受賞 

 昨年 9 月のカーフリーデーふくい 2012 が、モビリティウィーク＆カーフリーデー日本アワード 2012

で、イベント・プロジェクト賞を受賞しました。みんなで力を合わせて取り組んだ結果が、このような

形で評価され、とてもうれしいです。 

また、カーフリーデーベストショット賞には、表紙にもある、松原光也さんの「児童館の子供たちも、

今日は主役」の写真が選ばれました。いつもたくさんの記録写真ありがとうございます。 

 



 

 

 ここにもあるように、関係者の取り組みの輪が広がっていること、クルマ中心の地方都市にあって、

公共交通への交通行動変容をいかに促すかというテーマをしっかりと持って取り組んでいることなどが

高く評価されました。このように、これまでの活動の取り組み姿勢について、自分たちがあまり明確に

意識していなかった面からも評価してもらえたことにより、今後の取り組みの中でさらに力を入れてい

く「目標」が明らかになったのではないかとおもいます。    

（文責：カーフリーデー2012ローカルコーディネーター 林  博） 



 

 

事務局事務局事務局事務局  特定非営利活動法人 

    ふくいふくいふくいふくい路面電車路面電車路面電車路面電車とまちづくりのとまちづくりのとまちづくりのとまちづくりの会会会会（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）（ＲＯＢＡ）

９１０－８０３１ 

福井市種池 1丁目１９０５－３ 

ＴＥＬ：０７７６－２５－７９６８ 

ｅ－mail ： roba@mbh.nifty.com  

ＵＲＬ：http://roba.cocolog-nifty.com/roba/home/ 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    ・・・・・・・・・・・・編集委員編集委員編集委員編集委員よりよりよりより一言一言一言一言    

内田（発行責任者） 

「内田です。あけましておめでとうございます。わた

くし３月には還暦６０歳になります。本年もこれまで

と変わらぬ姿勢でおりますので、みなさんよろしくお

願いいたします。」 

林(変集長) 

「私も３月が誕生月です。（それがどうした！）」 

作作作作／／／／漆嵜漆嵜漆嵜漆嵜    耕次耕次耕次耕次    

照ちゃんの気になる風景 part34 

 

祝２０××年 日本海鉄道パナソニック森田駅（仮称）開業！

 この場所はＪＲ北陸本線の森田駅と春江駅との中間地点。 

昔はこの付近に駅を作る計画があったとか。北陸新幹線の敦賀

延伸も決まり、並行在来線の将来が気になる昨今です。 

 個人的には東京までの所要時間短縮を売りにしている北陸

新幹線の必要性はあまり感じませんが。将来、この線路に第３

セクターの電車が走る場合、えち鉄が行なったように駅の増設

（日華化学前・八ツ島）は乗客数アップの有効な手段でしょう。

ただし、駅が新設されたとしても私自身が存在しているかが大

きな問題ではありますが・・・。 

 

撮影は１月１３日(日)午前１０時３２分頃。列車は「しら

さぎ６号」名古屋行きです。場所は福井市定正町。自宅から

徒歩１分。後方はパナソニック森田工場。 
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