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とりまとめ 

 
平 成 2 7 年 8 月 ２ ８ 日 
与党 整備新幹線建設推進ﾌ゚ﾛｼ゙ｪｸﾄﾁーﾑ 
福井駅先行開業等検討委員会 

       

○福井駅先行開業等検討の根拠 

 
本年１月１４日の政府・与党整備新幹線検討委員会の「整備新幹線の取扱い

について」において、金沢－福井間に関し、「在来線との乗換利便性を確保し、

十分な開業効果をできる限り早期に発揮する観点から、別途与党において、整

備が先行している福井駅の早期活用等について、今夏までに検討を行う」こと

とされた。 
併せて、同日の与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて、「以下

の事項については、今後、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおい

て検討を行うこととする。なお、１．については、遅くとも本年夏までに結論

を得ることとする。 
１．北陸新幹線（金沢・敦賀間）について、在来線との乗換利便性を確保し、

十分な開業効果を出来るだけ早期に発揮する方策  
① 整備が先行している福井駅の先行開業について検討する。  
② 敦賀駅における乗り換え利便の問題の解消策について検討する。  
２．未着工区間の取扱い」 
とされた。 
 
○検討委員会設置と経過概要 

 
これらを受けて本年３月１１日、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチー

ム「福井駅先行開業等検討委員会」（名簿別添１、開催状況別添２）を設け、計

１４回開催したほか、検討委員長を中心とする研究会も１２回に及んだ。 
その間、福井・石川両県知事、内閣官房ＩＴ戦略室、総務省自治財政局、文

化庁文化財部、国土交通省各局（鉄道局、都市局、水管理・国土保全局）、鉄道

建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）、ＪＲ西日本、ＪＲ東日

本、民間有識者等の出席を得て、福井駅先行開業に係る技術的課題等について、

詳細な検討を重ねてきた。 
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また、福井駅、南福井駅等の現場は、検討委員長等が視察を実施した。更に、

本年４月、内閣総理大臣が福井駅周辺を視察した際にも、検討委員３名が同行

視察している。 
 
 

Ⅰ．福井駅先行開業について  

１．用地取得加速化に関して 

 
○福井、石川県知事の協力言明、及び要員増強 

 

用地取得に関し、当委員会において、福井、石川両県知事から、新幹線効果

の早期発現に向け、用地取得に最大限協力する旨、言明があった。  
 ※用地取得加速化のための体制強化 
    福井県   ２９名  ⇒  ５２名 
    石川県   １９名  ⇒  ５３名 
 

○用地取得加速化に向けた両県、機構の連携確認、及び難航予測箇所の取り組

み 

 

両県知事の協力言明を受けて福井県、石川県、機構との打合せ会を開催し、

相互に要望事項を述べ合うとともに、両県・沿線市町・機構が「三位一体」の

連携で用地取得を加速させることを確認した。 
これにより、例えば難航が予想されていた加賀市内の病院の移転先・時期に

目途がついた。 
 
○埋蔵文化財調査の迅速化に係る対応 

 

埋蔵文化財調査の迅速化について、検討委員会において文化庁から見解を聴

取した。文化庁からは、公共事業等を迅速に進めるに際して埋文調査に当たる

地方公共団体の人員に限りがある場合、民間調査機関に委託することの有効性

について言明があり、両県は民間委託を試行する方針である。なお、福井県は

急を要する箇所では冬季もテントを仮設して調査を続行するとしている。 
 
○用地取得した区間から順次工事着手 
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長野開業の際も取得が大きくずれ込んだ箇所もあり、全体の用地取得を単に

待つことなく、取得した区間から先行して工事を進めれば、用地取得が全体工

期の２年短縮を制約するとは一概に言えない。（すなわち用地取得は、福井駅先

行開業のいわゆるクリティカルポイントではない。） 
 

２．土木工事に関して 

 
○高架橋等の土木工事期間―順調な場合２年半（半年短縮） 

 
用地取得を要する高架橋など典型的な工事区間の土木工事の期間については、

委員会開始時には、３年間を要するとの説明が機構側からあったが、議論の結

果、うち半年はバッファーであり、順調なら土木工事の標準期間は２年半であ

ることが判明した。                     （△半年） 
国交省鉄道局は「経験則上」として、用地取得に遅れを生じる地点があるこ

とを理由に慎重な姿勢だが、前記の通り用地取得に遅速があることは当然で、

速やかに取得できた箇所から工事に着手し、比較的遅れた箇所は要員等リソー

スの集中投入や後述するプレキャスト工法等の導入により、全体工期の短縮は

可能である。 
 
○プレキャスト工法の活用による短縮 

 

加えて、民間有識者（金沢大学・桝谷教授）より、プレキャスト工法（注）

を採用すれば、工期が更に半分程度になり、所要人員も半分程度に抑制され、

安全性及び工事精度も高まるとの提案があった。    （△１年～１年半） 
（注）梁やスラブ（床）など従来コンクリートを現場打ちしていたものにつ

いて、工場で事前に作成し、運び込んで組み立てる工法。（概要別添３） 
 
○ハーフ・プレキャスト工法の実績と効用 
 
プレキャスト工法は、高速道路などの分野では既に多用されている確立され

た工法であり、鉄道建設分野でも近年用例が増加し、新幹線においては九州新

幹線、東北新幹線、北陸新幹線の一部で工期短縮のため用いられた実績がある。 
工法導入に一定の追加的費用は生じ得るが、これは構造物を作る比較におい

ての価格の増加であり、現場で専門職等の人員を多く要しないことや近接した
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工場で作ることによる資材輸送距離短縮などに伴う経費減により削減される要

素もあるため、総体として最大２割程度のコストの増加にとどまると見込まれ

る。 
そもそも、金沢―福井間すべてに同工法を使用する必要はなく、全体工期を

遅らせかねない難工事等部分に集中的に使用すれば、福井駅先行開業を実現で

きると考えられる。 
以上は、比較的狭い箇所でも活用できるハーフ・プレキャスト工法の実績と

効用である。 
 
○フル・プレキャスト工法の活用可能性 

 

加えて、より大型の部材を用いるフル・プレキャスト工法を活用できれば、

更に工期が短縮できるため、施行スペースに余裕があればこちらも検討すべき

との提案もあった。フル・プレキャスト工法とハーフ・プレキャスト工法の併

用も可能であるとされた。 
 
○国土強靭化とプレキャスト工法 

 
プレキャスト工法の活用は、工場内で製造される部材の精度が高く、即ち、

耐用年数が延びることから、昨今指摘されているインフラの老朽化対策に有効

であり、国土強靱化にも資するものと考えられる。 
プレキャスト工法については、機構側も検討する余地はあるとしており、早

急に詳細な検討が求められる。（高架橋へのプレキャスト工法の一種である

REED 工法については、既に九州新幹線及び東北新幹線で橋脚に使用した例が
あり、新幹線の高速運行にも耐えることが実証済であることから、北陸新幹線

の金沢―福井間でも使用できる旨、機構より明言があった。） 
 

 

３．九頭竜川橋に関して 

 

○上部工にプレキャスト工法を適用 

 

仮に出水期に工事を停止する現在の工程を前提としても、上部工にプレキャ

スト工法を適用すれば、２渇水期（２０１７年１０月～２０１８年６月及び２

０１８年１０月～２０１９年６月）を１渇水期で終わらせることが可能と考え
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られ、１年短縮できる。加えて、同工法の更なる活用で、更なる工期の短縮も

可能と考えられる。                     （△１年強） 
 

○通年施工の実施について 

 

別途、九頭竜川橋の現在の工程では、３回の出水期（２０１６～１８年の各

６月中旬～１０月中旬）で工事を停止する予定となっているが、これを通年施

工すれば、４ヶ月×３回分＝１年間の短縮が可能となる。 
実際、通年施工の実施例は、過去２０年間で（直轄管理区間。なお、港湾区

域及び北海道を除く。）１１件あるとの説明が水管理・国土保全局よりなされた。

また同局は、通年施工にあたっての代替措置の方法についてケースごとに過去

の実施例を６つに分類しつつ、このうち九頭竜川橋については現場条件にもよ

るが、「工事用仮設橋の橋面を十分に高くし、橋脚の径間長を広げて施工する方

法」及び「河床掘削により、現況と同等以上の流下能力を確保する方法」であ

れば代替措置を検討する余地があるとした。 
特に、北陸地方では融雪期の水量が多く、出水期の設定されている時期に匹

敵すると指摘もあり、通年施工は工夫次第であって十分可能と考える。 
この通年施行においても、上部工へのプレキャスト工法は併用可能ではない

かと考えられ、更なる工期短縮が見込まれる。        （△１年強） 
 
○昼夜施工等による短縮 

 
これらいずれかに加えて、機構が認めたように、下記の対応により約半年弱

程度の工期短縮が可能であり、施行業者を含め早急な検討を求めたい。    
 ・上部工完成時の渇水期（２０１８年１０月中旬～２０１９年６月中旬）に

おいて、工事用桟橋を撤去する作業は、その後の作業と同時並行で行える

ため、短縮可能。                （△１．５カ月程度） 
 ・下部工、上部工について、昼夜施工により工期短縮可能。 

 （△２ヶ月程度）（※） 
 ・橋面工について、分割施工が可能であり、昼夜施工した場合は２ヶ月短縮

可能                      （△２ヶ月程度）（※） 
（※）夜間作業について施工業者の鉄建建設の了解は未了であるが、昼夜施

工により短縮は可能であると機構が認めたもの。 
 

○九頭竜橋工期短縮まとめ 
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以上により、九頭竜川橋においては、出水期に工事を停止する現在の工程を

前提とするケースと、通年施行をするケース、いずれのケースでも、プレキャ

スト工法、昼夜施行等を組み合わせ、全体として△１年半程度の工期短縮が可

能ではないかと考えられる。             （計△１年半程度） 
 

 

４．手取川橋に関して 

九頭竜川橋と同様に、通年施行、プレキャスト工法の活用、昼夜施行等の手

法を活用することで、手取川橋についても、九頭竜川橋と同じく２０２０年度

先行開業を実現し得る工期短縮が可能と考える。     （計△1年半程度） 
特に、長野―金沢間開業時における庄川橋については、手取川橋と同等の長

さ（庄川５９８ｍ、手取川５５８ｍ）にもかかわらず、工期は３年４ヶ月であ

った（施行業者 HP 上。今回改めて、機構が確認したところ 3 年６ヶ月であっ
たとのこと）。一方、現在機構が想定している手取川橋の工期は４年８ヶ月であ

り、１年以上も短く作っている。（その際の工法として、１渇水期分工期を短縮

するために、河川内側径間を支保工施工後に仮支柱、仮斜材で受け代える「斜

吊り工法」を採用している。）庄川橋の工夫も参考に手取川橋も工期短縮すべき

である。 
 

５．福井駅部に関して 

 

○福井駅折り返し新幹線留置線―坂井市・あわら市境に適地 

 

ＪＲ西日本は、福井駅折り返しのため、付近に新幹線の留置線が必要とした。

ＪＲ貨物と共用する南福井駅に留置線を設けることも検討されたが、ＪＲ西日

本は南福井駅において営業を続行しながら新幹線高架建設を行うにあたり、在

来線の線路及び架線の振替工事を敦賀３年前倒しに間に合わせるのが限度であ

り、新幹線留置線の設置箇所としては適当でないとした。また、必ずしも福井

駅の南方にある必要はなく、北方でも運行可能とした。  
これらを受けて議論した結果、機構及び福井県は、福井駅北方の坂井市・あ

わら市境に用地が確保可能としたため、この地点で新幹線留置線を整備するこ

とが適当と考える。 
 
○新幹線留置線の数、及び費用 
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費用につき、機構より新幹線新留置線２線の用地を借りて建屋を整備すれば

約８０億円を要するとの概算が示されたが、積算根拠などを精査して圧縮をす

る余地があるとみられる。仮にこの概算に則ったとしても、用地を買い取って

敦賀開業以降も存置すれば、撤去費用が不要なため、約７０億円に圧縮される

ことが判明した。 
ただし、ＪＲ西日本からは、新幹線留置線２線により１時間当たり１本の新

幹線が運行できるが、この場合、大阪等から来る在来線特急１時間当たり２・

３本の輸送量を福井駅でさばくことは困難との指摘があった。 
この点、関西・中京圏と北陸圏との間の円滑な流動性を図る観点から、金沢

―福井間は三セクに経営移管するが、前倒しの２年間の特例として、ＪＲ西日

本が実態上は特急を走らせ、会計上は三セクが委託費をＪＲ西日本に支払うと

いう、「三セク代行」を行うことにより、大阪からの運送量に対応することは可

能であるとの提案が、委員側からなされた。 
これに対し、ＪＲ西日本は、輸送量を確保するために、むしろ１時間２本の

新幹線を金沢―福井間に運行したく、そのため新幹線留置線を４線整備するこ

とが望ましいとの意向を強く示す一方、三セク代行については、JRの基本的な

考えとコスト等の課題を述べるにとどまった。。当委員会としては、この両案

（１時間１本の新幹線＋三セク代行案、及び１時間２本の新幹線案）を共に俎

上に載せて、予算編成過程で詳細を詰めるべきと考える。 
なお新幹線留置線４線を整備する場合、撤去を前提とすれば概算で約１３０

億円かかるが、存置であれば約１００億円の整備費で足りることが機構から示

された。 
新幹線留置線を存置すれば、天候不順時や災害の際の対応力を向上させるた

め、敦賀開業後も有用である。上記のように費用も少く済むため、当委員会と

しては、留置線の撤去はせず、そのまま存置し活用すべきであると考える。 
 
○在来線特急の留置線は新設不要 

 
なお、当初ＪＲ西日本は、福井開業時には金沢―福井間の並行在来線化に伴い

在来線特急の折り返し留置線も福井駅付近に最大１０線必要としたが、委員会

での議論の結果、南福井駅、敦賀駅、金沢駅への分散留置で対応が可能とされ、

新たな在来線留置線は不要となった。（ただし、福井駅で在来線が折り返すため

の渡り線新設や信号設備改修は必要。） 
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○えちぜん鉄道高架事業との調整 

 
えちぜん鉄道高架事業との調整については、えちぜん鉄道は、福井駅部に既

に完成している新幹線高架（８００ｍ）の上に仮線を設けて本年秋から仮線運

行を始めるが、新幹線高架と並行するえちぜん鉄道高架事業の工期短縮に努め

るとともに、その完成後の新幹線高架の延伸の工期短縮にも努めるべきである。

即ち、えちぜん鉄道と新幹線の各高架事業について、その双方の工期の極力短

縮により２年間の工期短縮を目指すべきであろう。 
福井駅部は作業用地が狭いなどの事情があることから、まさに前記プレキャ

スト工法（とりわけハーフ・プレキャスト工法）を導入して大幅な工期短縮効

果を発揮すべき個所であると考える。（機構も、北陸新幹線の富山駅から 1㎞辺
りの場所でプレキャストの一種である PCU工法を活用した例があり、この転用
が福井駅部でできないか検討中としている。） 
なお、仮に双方の高架事業が重複する場合は、その時点で、えちぜん鉄道の

仮線運行を止めて短期間、えちぜん鉄道福井駅―福井口駅間（約３キロ）をバ

ス代行とし、新幹線高架を加速する方策もあり得る。福井県は当委員会におい

て、新幹線効果が早期発現されるならば、バス代行もやむを得ず、本件はクリ

ティカルポイントではない、と言明している。 
ただし、えちぜん鉄道は、利便性などの観点からバス代行は最後の切札とし

てほしい旨、希望しており、バス代行はなるべく避けるよう、プレキャスト工

法の活用を含め、双方の高架事業の工期短縮に全力を挙げるべきである。 
 
 

６．運行管理ＩＴシステムに関して 

 

○システム改修費が過大ではないかとの指摘 

 
当委員会の検討が始まる前には、福井駅先行開業を行うと運行管理ＩＴシス

テムの改修が福井開業時と敦賀開業時に２度、費用も２倍必要になる、という

説も仄聞された。しかし、当委員会においては、天候不順時等に折り返し運転

も普通に行われており、敦賀までのシステムを作る中で福井折り返し機能も織

り込んではどうか、少なくとも重複する部分はあり、費用が２倍かかるという

のは誇張ではないかといった指摘があった。 
更にＩＴシステム改修費に関しては、従来、多額に過ぎるのではないかとの

見方が絶えず、用途が新幹線の運行管理に限られ汎用性が乏しいとはいえ、競
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争原理が働いていないことが懸念され、機構のチェック機能も十分とは見られ

ず、積算等を含めて「ブラックボックス」と言われてもやむを得ないのではな

いかといった指摘があった。 
 
○想定より低い改修費（但し、更に要チェック） 

 
こうした観点から鋭意議論をした結果、当該ＩＴシステムについては、機構、

ＪＲ西日本、ＪＲ東日本から、①改修費は駅数（車両基地、留置線等を含む）

に比例すること、②長野―金沢間のシステム改修費を参考にすると、１駅換算

約３０億円（＝３１７億円÷１０駅分）の計算になること、③福井駅先行開業

においては、３駅（留置線設置、福井駅折り返し、留置線撤去）×約３０億円

＝約９０億円となることが示された。これに対し当委員会では、既述のように、

留置線を撤去せず、そのまま存置し活用すべきとの認識であり、これにより本

件でも２駅分、概算で約６０億円となる。 
また、契約の状況としては、最初に北陸新幹線の運行を始めたＪＲ東日本が

ＩＴシステム「コスモスシステム」を管理しており、これを使ってＪＲ西日本

と共同運行している。このためＪＲ東日本が機構から委託を受けて、システム

の基本的な部分は日立と１者契約していることが判明した。民民契約ではある

ものの、税金が投入されていることから、本件についてはチェック機能を厳正

にする必要がある。   
しかし、現状では、機構ＣＩＯ（Chief  Information  Officer：最高情報責
任者）は機構内部で使用するＩＴシステムしかチェックしておらず、また当該

システムは国交省ＣＩＯ及び政府ＣＩＯのチェック機能範囲内にも無いことが

判明したため、内閣官房ＩＴ室、鉄道局、機構に対し、政府ＣＩＯの傘の中で、

新幹線運行管理ＩＴシステムにも十分なチェック機能が働くよう体制整備をす

るよう求めたところである。 
   
 

７．軌道・電気等工事及び検査・訓練運転に関して 

 
機構・鉄道局は、土木工事終了後の最後の工程において、軌道・電気・機械

工事に１年９カ月、検査・訓練運転に１年３カ月、計３年を要するとした。 
しかし、現在１５キロ単位で工事基地を設けている工区を、細分化して同時

並行的に工事を進めること等により、軌道・電気・機械工事を短縮することが

可能と考えられる。 
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そもそも、金沢―福井間は金沢―敦賀間の約半分強であるところ、短距離区

間において集中的に検査することで、検査期間短縮ができるのではないかとも

考えられる。また、走行試験に２冬必要であるとしているが、積雪量の異なる

軽井沢―長野間では冬季確認試験を行っていない。雪の量・質が違うとするが、

いずれも雪の多い地域であるため検査期間短縮は可能ではないかと疑問が残る。 
実際、長野―金沢間の富山駅においては、軌道・電気・機械工事及び検査・

訓練を、２年半で実施しており、これと同様の工期短縮は可能であると考える。 
      （△半年） 

 
 

８．追加的費用・財源と追加的効果 

 
（１） 追加的費用 

 

○ 当委員会検討前には、福井駅先行開業に伴う追加的費用について、ＩＴ

システム改修に敦賀開業と同等の数百億がかかり、別途白山車両基地並み

の大型の車両基地がもう一つ必要などと、追加的費用が１千億にも届かん

とするような話も聞こえてきた。 
しかし、委員会での議論の結果、追加的費用は以下のように約１３０億

円～約１６０億円＋αというレベルに精査することが出来た。 
プレキャスト工法の局地的採用など、工期短縮のために加わる費用もあ

るかと思われるが、そのようなリソース投入は難工事部分など局地的に行

えばよく、少なくとも当初の大玉と言われていたＩＴシステム及び新幹線

留置線について、大きく精査出来たことは、成果であろう。  
 

＜新幹線留置線２線＞ ＜新幹線留置線４線＞ 
福井駅部折返し関連施設   約７０億円     約１００億円 
ＩＴシステム改修費     約６０億円       同左 
  
   計         約１３０億円     約１６０億円 
 
（注）いずれも存置ベース 
 

   ◎ 現在着工中の北陸新幹線（金沢―敦賀間）の総工事費は、総額１兆

１，６００億円とされており、上記金額はいずれもこの北陸新幹線の



11 
 

工事費の約１％に過ぎない。 
 
 
（２） 財源 

 

○ 今回の福井駅先行開業は、北陸新幹線（金沢―敦賀間）の全体工期は維

持する中で、一部前倒し開業を行うものであり、現在のスキームは変更し

ないことが適切であると考える。 
○ そこで、追加的費用については、基本的に現在の財源スキームの中で、

以下により「メリハリ」で捻出すべきである。即ち、上記のように追加的

費用は総工事費の数％のレベルであり、以下のコスト縮減（メリ）により、

（３）のような追加的効果を生む福井駅先行開業のための費用（ハリ）を

生み出すことは十分に可能であり、社会的意義があると考える。 
 
・機構の談合事件以降の入札改革によるコスト縮減        
・低金利による利払負担の軽減や消費税率引上げ（８→１０％）延期によ  

る税負担の軽減 
  ・システム整備費等に係る随意契約の適正化によるコスト削減   等 
   
  ○ 約１３０億円～約１６０億円も現時点での機構による概算であり、そ 

のまま受け入れるのではなく、見積もりの適正性、調達方法、コスト縮減 
策等を検討し、できる限りの圧縮を図る。その際、内閣官房ＩＴ室、会計 
検査院など関係機関とも連携を図ることとする。 
 

   
（３） 追加的効果 

 
○ 福井県知事より、北陸経済連合会の試算に基づき、１年の前倒しにより、

地方創生の効果として８００億円が見込まれ、機械的に試算すれば、２年

前倒しにより、追加的効果は１６００億円となる旨、当委員会で発言があ

った。 
 
 

Ⅱ．敦賀駅及び福井駅における乗り換え利便性の向上 
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１．敦賀駅の乗り換え利便性について 

 
○ 敦賀駅の新幹線駅は、在来線駅から平行距離約２００ｍ離れた上に高低差

約２０m 強という遠い位置に整備される計画となっている。ルートの物理的
制約上、この遠い両駅間の位置は仕方ないにしても、乗り換えの利便性向上

の工夫は不可欠である。この点、両駅間の乗り換えによる移動負担を軽減さ

せる方法として、機構より以下２つの案が提示された。 
  （１）連絡通路での乗換え（ムービングウォーク等の整備） 
   ・ムービングウォーク（動く歩道）やエスカレーターの整備により移動

負担を軽減 
（２）上下乗換（在来特急用ホームの新設） 

   ・新幹線駅の新幹線用ホームの下に、在来特急用のホームを新設し、エ

レベーター等による上下乗換えとすることにより、特急と新幹線乗換

えの移動距離を短くする。（上下に約２０m強、うち在来線ホームとコ
ンコース約５m、コンコースと新幹線ホーム約１５ｍ） 

○ この両案については、（２）案でも、特急以外の在来線（小浜線、快速等）

が停まる在来線駅と新幹線駅間の平行移動との問題が残ることもあり、平行

移動と上下移動双方を解決すべく、片方だけではなく、両案を実施するよう

当委員会として求める。 
○ 敦賀駅の（１）案・（２）案の検討については、結論が出るまでまだ時間が

掛かるとのことであるので、政府・与党において詳細を検討して頂きたい。 
 

２．福井駅における乗り換え 

 
○ 福井駅での新幹線駅と在来線駅の乗換えについては、機構より、今のとこ

ろ地上まで降りて行って頂く形を考えているとの話があった。これに対し、

当委員会において在来線駅に現在ある中二階をそのまま新幹線駅につなぐこ

とはできないのかとの指摘があり、機構よりそれは可能である、との返答が

あったため、その方向で進めるよう、当委員会として求める。 
 
 

Ⅲ．まとめ 
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以上のとおり、本年３月以降累次の当委員会での集中的な検討により、技術

的及び財政的に、２年前倒しによる２０２０年度の福井駅先行開業の可能性は

あると考えられる。 
即ち、Ⅰ．に詳細に説明したように、技術的には、工期を半分程度に短縮し

得るプレキャスト工法の採用等により、九頭竜川橋・手取川橋を含む土木工事

の△約１年半程度の短縮、そして、軌道・電気等工事～検査・訓練については、

富山駅で実際に行った急速実施（通常３年のところを２年半で実施）を金沢－

福井間でも、特にボトルネックになる部分について集中的に実施すること（△

半年）等により、２年の工期短縮は可能ではなかろうか。 

 また、財政的には、当初、全体で１千億円にも届きそうな話に拡大する中、

大玉と言われたＩＴシステム及び新幹線留置線について、計約１３０億円～約

１６０億円に大きく精査することができた。（プレキャスト工法活用に一定の追

加的費用はかかる可能性もあるが、その適用は全体工期を遅らせかねない難工

事部分など限定的に行えばよい。）これであれば、現在着工中の金沢―敦賀間の

工事費総額１兆１，６００億円の数％のレベルであり、基本的に、入札改革、

消費税引き上げ延期、利払費にかかる低金利などの反映等による「コスト縮減」

（メリ）によって先行開業費用（ハリ）を賄うことは十分に可能ではないかと

思われ、そうすべきであると考えられる。 

 併せて、Ⅱ．のように平行移動２００ｍ、上下移動２０ｍ強という敦賀駅の

新幹線駅と在来線駅間の乗り換え利便を、福井駅の乗り換えと共に、向上させ

る工夫が求められる。 

 一方、これらについて専門家による検証等も更に必要と思われることから、

当委員会として地方創生、成長戦略、国土強靭化の実現に向けた政府の努力を

促し、既に設置されている整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループに

おいて、当委員会の委員長、委員長代理及び委員長補佐を同席させつつ、来年

度（平成２８年度）予算編成過程で一刻も早く福井県に新幹線を開通させるよ

う詳細検討を行うことを要請する。その際、国交省をはじめ政府側にも、検討

に当たり真摯に取り組み最大限尽力することを要請する。 
 


