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Ⅰ 基本的な事項

１ 計画策定の趣旨

阿佐東線は、阿佐海岸鉄道株式会社が運行する第三セクター鉄道であり、ＪＲ牟岐

線の終点である海部駅を起点に、高知県東洋町の甲浦駅までの区間（約８．５ｋｍ）

を結ぶ鉄道として、平成４年に開業した。

「モータリゼーションの進展」や「過疎化や少子化の進行」により厳しい経営状況

が続く阿佐東線であるが、地域の住民生活や経済活動などを支えるという重要な役割

を担っているという使命のもと、「安全確保」を最優先に、懸命に経営を続けている。

このような中、阿佐海岸鉄道株式会社の経営を支えていただいてきた「海陽町鉄道

経営安定基金（以下「基金」という）」は、元本の取り崩しが続き、平成２３年度末

にはほぼ枯渇するという、このような厳しい経営状況のなか、平成２３年度に「新し

い阿佐東線」の方向性を示した「新経営計画（平成２４年度～平成２８年度）：（以

下「現計画」という）」を策定し、「人件費の削減」や「利用促進策の展開」など、

新たな取り組みを進め、阿佐東線の存続に向け、全力で経営改善に努めてきた。

今後、更に「人口減少」や「超高齢化」が進む阿佐東地域において、阿佐東線は「地

域の活性化」への役割がますます増すことから、これまでの取組みに更に磨きをかけ

ながら、将来の阿佐東線が目指すべき姿と、今後５年間で取り組む施策を示す「地方

創生・経営健全化計画（平成２９年度～平成３３年度）：（以下「新計画」という）」

を策定するものである。

２ 基本理念

全国より早く「過疎化」や「高齢化」が進む阿佐東地域における「阿佐東線の取組

み」は、「阿佐東地域の活性化」のみならず「地方創生の実現」に大きく寄与するも

のであることから、今後の「地域公共交通のモデル」として取り組んでいく。
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３ 計画の構成

阿佐海岸鉄道株式会社は、徳島県、高知県、海陽町、東洋町をはじめとする沿線自

治体や銀行、農協、漁協などの民間企業が出資する「第三セクター」である。そこで、

本計画は、各自治体の「地方創生 総合戦略」に基づき、阿佐海岸鉄道株式会社の運

営指針として基本的な方向性を定めるものである。

図－１ 計画の構成
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Ⅱ 現状と課題

１ 阿佐東地域の現状と課題

阿佐東地域は、全国よりも早く「人口

減少」や「少子化」「高齢化」が進んで

おり、「国土のグランドデザイン2050」

によると、当地域では全自治体において、

人口が半分以下になると、予想されてい

るほか、「日本創成会議」の推計でも、

「消滅可能性都市」とされており、厳し

い状況が懸念されている。

出典－１：国土交通省「国土のグランドデザイン2050」

(1) 阿佐東地域の人口の推移

（美波町、牟岐町、海陽町、東洋町の人口合計）

・地域内の人口は減少傾向が続いており、平成２７年は平成２年と比較して

「約１１．４千人」、「約３３％」の減少

・地域外への人口流出が続いており、転出者が転入者を上回っている状況

図－２ 阿佐東地域人口推移 表－１ 阿佐東地域人口推移
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(2) 阿佐東地域の高齢化(６５才以上）

・地域内の高齢化率は増加傾向が続いており、平成２７年は平成２年と比較して

「約１８％」の増加

・全国（平成２７年の平均値２６．６％）より早く高齢化が進行

(3) 阿佐東地域の少子化（１５才未満）

・地域内の年少人口は、減少傾向が続いており、平成２７年は平成２年と比較し

て「約３．６千人」、「約６５％」減少

・近年、特に少子化が急速に進行

（平成２７年度の全国平均値１２．６％）

図－３ 総人口に占める６５才以上の割合

図－４ 総人口に占める１５才未満の割合 表－３ 総人口に占める１５才未満の割合

表－２ 総人口に占める６５才以上の割合
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(4) 阿佐東地域の経済指標

・地域内の総生産額は、減少傾向が続いており、

平成２０年は平成８年と比較して「約２０％」

の減少

・近年は、維持している

・地域内には、食鳥加工企業など注目すべき企業

が存在し地域経済を牽引しているが、人口減少

をはじめ、経営者の高齢化や後継者不足などに

よる地域経済の活力低下が懸念される

図－５ 阿佐東地域の総生産額

表－４ 阿佐東地域の経済指標
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(5) 阿佐東地域の観光

1) 現状

太平洋に面した阿佐東地域は、平成２６年に国定公園指定５０周年を迎えた

「室戸阿南海岸国定公園」が広がっている。黒潮が流れる海は、海中生物の

宝庫であり、サンゴ礁やウミガメなどの生き物に出会える。また、サーフィ

ンやスノーケリングなどのマリンレジャースポットとして、人気がある。

サーフィン

スキューバーダイビング

室戸世界ジオパーク

2) 課題と取り組み

・徳島県の県政運営指針である「新未来『創造』徳島行動計画」や高知県の経済

の体質強化に向けたトータルプランである「高知県産業振興計画」などに沿っ

て、最大の観光資源である海を活用した体験型観光やマリンスポーツ、イベン

ト開催など地域の資源（魅力）を発掘し、観光振興につなげることが必要。

・阿佐海岸鉄道株式会社としても、「車両自体が観光資源」となるＤＭＶ（デュ

アル・モード・ビークル）の導入を積極的に進め、「新たな人の流れ」をつく

り、観光振興に貢献していく。
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(6) 阿佐東地域における南海トラフ巨大地震などの大規模災害への備え

（南海トラフ巨大地震による津波被害が予想される一般国道55号）

出典－２：｢四国地震防災基本戦略（第1回改定版）の概要｣（抜粋）

・南海トラフ地震は、今後30年以内の発生確率が約７０％とされ、阿佐東地域に

は津波が押し寄せることが想定される。とりわけ、南海トラフ沿いで発生する

と想定される最大クラスの地震である「南海トラフ巨大地震」も危惧される状

況

・阿佐東地域における唯一の幹線道路である一般国道５５号は津波により寸断が

想定される箇所が多数存在している。山沿いを高架構造で通過し、津波による

影響を受けにくい阿佐東線は、救援救助や物資輸送などの重要な役割を担うこ

とが期待されており、地域住民にとっての「命の路（みち）」として、今後と

も継続した確保が不可欠

東日本大震災により被災した「ＪＲ気仙沼線大谷海岸駅」
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２ 阿佐東線の現状と課題

阿佐東線を運行する阿佐海岸鉄道株式会社は、平成４年の開業以来、「モータリゼ

ーションの進展」や「過疎化」により、一度も黒字を計上できていないという厳しい

経営状況が続いている。また、今後も沿線地域においては、「急激な人口減少」が予

想されており、厳しい状況が懸念される。しかしながら、「高齢化の進展」に伴い、

自家用車を運転できない高齢者等の移動手段としての阿佐東線の重要性が増大してお

り、持続可能な交通機関としての役割を果たすことが求められている。
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(1) 阿佐東線利用者数の推移

・利用者数は、地域内の人口減少や高齢化などにより、開業した平成４年度のピ

ークから減少が続いてきたが、利用促進策の取組みやＪＲ四国と取組むインバ

ウンド対策としての「ALL SHIKOKU Rail Pass」が好調であること、また、導
入を目指すＤＭＶの実証運行などにより、平成２３年度から５年連続で増加と

なっている

・阿佐東地域は高齢化が進んでいることから、利用者の大半を高齢者が占めてお

り、買い物や通院には欠かせない状況

・阿佐東線に係る住民アンケート調査（平成２０年度）では、「必要であり公的

資金等により維持すべき」と「行政における検討結果による」が５５％を占め

ており、阿佐東線に対する地域住民の期待は5割を超え、特に高齢者からの期

待は大きい

表－５ 阿佐東線利用者数の推移図－６ 阿佐東線利用者数の推移

図－７ 阿佐東線に係る住民アンケート



- 10 -

(2) 阿佐海岸鉄道株式会社の収支状況

・利用者の減少とともに、経常

収入が減少

・年間、平均約６～８千万円の

経常損失が発生している

【主な経緯】

・平成２０･２１年度

高千穂車両の導入

・平成２３年度

「ＤＭＶ実証運行」

・平成２５年度

「ＤＭＶ駅舎改築基本計画（案）」

の策定

・平成２６年度

８月２日の台風第１２号の豪雨により、宍喰駅ほか施設の浸水被害が発生し

たため、災害復旧事業より硬券切符の発売開始

図－８ 阿佐海岸鉄道株式会社の収支状況

表－６ 阿佐海岸鉄道株式会社の収支状況



- 11 -

３「新経営計画（平成２４年度～平成２８年度）」の実績

阿佐海岸鉄道株式会社は、平成４年の開業以来経常損失額（赤字）を、「基金」と

国や関係自治体からの「補助金」により支援をいただき、運営を継続している。平成

２３年度末には、新たな会社の方向性を示した「現計画」を策定し、「人件費削減」

をはじめとした「経費縮減策」と、「イベント列車の運行」をはじめとした「利用促

進策」など、徹底した経営改善を実施するとともに、関係自治体に「基金」の積み増

しをいただき、「地元住民」や「観光客」の移動手段として運行を行ってきた。

(1) 安定基金の推移

・「海陽町経営安定基金」は、長引く超低金利のため、運用利益が見込めない

状況となっており、元金の取り崩しが継続している

・平成２４年度に、積み増した基金も取り崩しが続き、平成２８年度末には、

約１億円の残金となる見込み

・平成２９年度は、車両の法定検査を予定しており、現在の基金約１億円の残

金では、経営継続が難しい状況

図－９ 基金残高の推移 表－７ 基金残高の推移
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(2) 利用促進策の実績

・ 「あさてつファンクラブ」や年間を通して実施した「各種イベント」により

マイレール意識が向上し、５年連続で乗客数が伸びている

【あさてつファンクラブ加入口数】

【イベントの様子】

寄席列車 恋活列車

遠足への利用

天の川列車

表－８ あさてつファンクラブ加入口数
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H27.7.26(日)：ふうりん列車（鉄道マニア貸切列車） H28.10～29.2：四国みぎした５５フリーきっぷ
表－９ 平成２４～２８年度 阿佐鉄イベント及び乗車・収益実績表

3月11日(金)～4月１0日(日) お花見列車 平成27年～ ― ― ― ― ― ― 2,480人 2,384人 定期 車内を桜の花とピンクを基調としたイルミネーションで装飾し、定期便にて運行

4月３日(日) 野根川さくら祭り 平成25年～ 50人
雨の為ツアー

中止
12人 6,480円 定期 シャトルバス・ゴトゴト号運行（今年も雨の為参加人数は少なかった）

4月1２日(火) 徳島県新規採用職員研修 平成26年～ 80人 90人 88人 25,520円 臨時 研修人数80名 2グループに分かれ臨時便乗車

3月27日㈰ 4月17日㈰ 5月21日㈯ えーもんあるでないで号 平成28年 283人 16,100円 牟岐線開通80周年記念ツアーイベント ・ 牟岐町ポルトにてブース出店及びお楽しみ抽選会を開催

4月28日(木）～5月8日（日） GW期間 こいのぼり列車 平成27年～ ― ― ― ― ― 1,088人 1,086人 定期 車内車窓にミニこいのぼりを設置し、定期便にて運行

6月9日（木）～6月30日（木） 山橋さんヴァルデスパネル展 平成28年 定期 宍喰駅構内にてパネル展を開催し、車輌内にはポスターを展示

6月24日（金） 体験学習(海陽中）① 平成25年～ 16人 14人 14人 車庫見学・レールスター体験乗車・車輌洗車・七夕短冊と笹の土台装飾＆川柳作成

6月6日(土）→6月12日（日） てるてる祭り 平成27年～ ― ― ― ― ― ― 43人 25,870円
会場変更の為指

定便は中止
定期＋臨時 指定時間運行時片道100円・会場あさてつブースにてテルテル坊主作り、あさてつファンクラブ会員募集

6月15日（水）～6月26日（日） てるてる坊主列車 平成27年～ ― ― ― ― ― ― 定期 てるてる祭りでブースで作成したのと、コンテストに出展していた作品を車内で展示

7月8日(金） 体験学習(海陽中）② 平成25年～ 16人 14人 14人 臨時 臨時列車乗車、那佐湾にて一時停車・車内放送体験・DMV等説明

風鈴列車 平成11年～ 定期 ASA－101しおかぜ 車内で向日葵の下に風鈴40個が揺れ、車窓スダレには沿線の小学生の俳句を展示

天の川列車 平成22年～ 定期 ASA－301たかちほ 車内は天の川を模した2000個のLEDが幻想的に光り、車窓スダレには中学生の俳句

7月1日(金)～7月31日（日) 七夕期間 平成28年 定期 宍喰駅構内と天の川列車に笹を設置し、短冊を用意し、セルフで取り付け

7月16日（土） 花火列車 平成4年～ 256人 23人
台風の為順延・

花火無し
346人 定期＋臨時 宍喰祇園祭に合わせ、臨時列車を運行し運休時間を無くした

8月 8月6日（土）今年は1回のみ 自然体験ツアー・夏 平成17年～
44人/2回

（大22 小22）
17,160円

68人/3回
（大33 小35）

25,930円
16/1回      （大

8 小8）
34,320円 定期

竹ヶ島マリンジャムにてシーカヤック・シュノーケリング体験
28年度より、シーカヤックと磯遊びを取り入れ、採れた貝などはお土産になった

9月20日（日） 宝探し列車 平成27年～ ― ― ― ― ― ― 54人 20,250円 ― ― 臨時 海部・宍喰・甲浦駅を巡り、それぞれのヒントを元に答えを出して、プレゼントゲット！

9月21日(水）～H29.3月末 きゅうりタウン構想記念きっぷ 平成28年 定期 きゅうり塾開講一周年を記念して、期間中宍喰発海部ゆきの切符を記念きっぷにし、定期便にて販売

10月6日（木） 宍喰小学校 阿佐東線避難訓練 平成28年 73人 20,000円 臨時 乗車中に地震による津波警報を受けたと想定した避難訓練を実施

― ― ― ― ― ―
徳島

ブース売上
21,860円 ― ―

― ― ― ― ― ―
高松

ブース売上
9,600円 ― ―

10月8日（土） ― ― ― ― ― ―
高知

ブース売上
18,610円

徳島
ブース売上

6,350円

10月9日（日） 宍喰伊勢えび祭り 平成24年～ ツアー 40人 鉄道施設見学会 台風の為中止 JTBツアー実施
ワープツアー

68人
ブース売上
17,390円

ワープツアー
34人

ブース売上
7,680円

臨時 怪盗マジシャンｔａｋａマジックショー・あさてつ抽選会・ワープツアー（伊勢えび汁配布）・音楽列車

10月1日（土）～31日（月） こどもギャラリー列車 図画82点 図画90点 図画61点 定期 牟岐町・海陽町・東洋町の児童に列車の図画を描いてもらい展示（車内・駅構内）

10月12日（水） 一日車掌 25人 海部西保育所 36人 海陽保育者 11人 銀杏保育所 定期 任命式後、駅帽とタスキを付け笛を吹いて「出発進行」・車内放送も体験します。

10月5日（水）～26日（水） 鉄道の日体験乗車 273人 8施設 222人 8施設 229人 8施設 定期 海陽町・東洋町の保育所8件を招待（遠足などに活用）

10月20日（木） 職場体験（宍喰中） 平成25年～ 2人 2人 1人 定期 洗車、レールスター試乗、車内アナウンス体験、駅長室掃除

11月5日（土）～11月6日（日） エクストリームチャレンジ 平成19年～ 202人 150人 81人 18,000円 定期＋臨時 臨時列車を出し、乗車対応のみ

11月6日（日） 商工産業祭 平成6年～ ブース売上 8,520円 ブース売上 3,020円 ブースにて、記念切符・ストラップ・ステッカー・ハンカチ販売・段ボール列車で記念撮影

11月19日(土）20日（日） 阿南市 活竹祭 平成26年～ ― ― ― ― ― ― ブース売上 1,670円 ブース売上 6,100円 ブースにて、記念切符・ストラップ・ステッカー・ハンカチ販売・段ボール列車で記念撮影

12月1日(火) 海陽中学校 遠足 平成27年～ ― ― ― ― ― ― 56人 ― ― 臨時 臨時列車にて、地震・津波災害時避難訓練実施、車両車庫にて見学・作業体験等実施

12月15日（木）～H29.1月15日(日) イルミネーション列車 平成21年～ 定期 ＬＥＤを使った冬のイルミネーションを、車内、宍喰駅玄関、ホームへの階段に設置

12月1日（木）～12月13日(火) クリスマスツリー飾りつけ 平成22年～
宍喰保育所
甲浦保育所

50人
宍喰保育所
甲浦保育所

94人
宍喰保育所
甲浦保育所

1日宍喰駅（宍喰保育所）・未定甲浦駅（甲浦保育所） 手作りのオーナメントを飾りつけ・Xmasソング披露・阿佐鉄サンタ
よりプレゼント

12月14日(水） 宍喰中学校　阿佐等避難訓練 平成28年～ 24人 20,000円 臨時 乗車中に地震による津波警報を受けたと想定した避難訓練を実施

12月25日（日） サンタ列車 平成22年～ 130人/2日 134人/1日 41,040円 80人/1日 24,700円 臨時 午前・午後の臨時便にて開催、車内にて、子供にお菓子のつかみ取りと宍喰中学音楽部のXmasソング演奏

1月15日(日） 阿佐海岸鉄道なごみ列車の旅 平成28年 36人 臨時
徳島発ワープツアー 昼食伊勢海老膳・きゅうりとぽんかん詰め放題・臨時便はなごみ列車（ドリンクお菓子セット）＆イ

ルミ

1月31日（日） 恋活列車 平成25年～ 50人 20,000円 42人 20,000円 43人 20,000円 ― ― 臨時 阿南de愛隊・コンカーレ海陽と連帯、車内ピンクを主としたＬＥＤ装飾・カップル発表・ビンゴ大会

2月19日（日） 海部川風流マラソン 平成20年～ 140人 49,920円 145人 41,320円 129人 133人
ブース売上
36,340円

121人
ブース売上

6,100円
定期＋臨時 臨時便にて応援する児童等乗車・まぜのおかにてブース出店 阿佐鉄を紹介した番組をPCにて放送と、グッズ販売

2月26日（日） なごみ列車 平成21年度～ 67人 30,480円 27人 7,200円 40人 14,900円 臨時 午前・午後の臨時便にて開催、のんびり走る列車内でコーヒーなどのドリンクと今年は駄菓子セット付きで景色を満喫

3月13日（日） あさてつ寄席列車 平成24年度～ 31人 16,480円 43人 22,020円 8人 4,320円 臨時 午前・午後の2回開催、桂七福さんによる落語

3月20日（日） 自然体験ツアー・春 平成18年度～ 14人/1回 5,460円
42人/2回        （室

戸 大15 小14竹ヶ

島 大7 小6）

17,480円 10人/1回 4,320円 定期 竹ヶ島マリンジャム・水床湾クルーズ（今年はマリンジャムが改装中の為中止）

11月

12月

1月

2月

3月

5月

高松・徳島・高知運転所にて開催される鉄道まつりにて、ブース出店（切符・グッズ販売・段ボール列車）

平成7年～

7月
7月1日(金)～8月31日（水) 4,625人 4,765人 5,137人

合計約100枚

9月

10月

徳島運転所へのみ出店

JR鉄道まつり 平成27年～

6月

46作品展示

 平成２４～２８年度　阿佐鉄イベント及び乗車・収益実績表

日 時 イベント 開始年
参加人数・収益

運行状況 備       考
Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度

4月
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(3) 経費削減策の実績

・従業員の｢身を切る｣改革として、「賞与の削減（4.0⇒2.0ヶ月）」と「定期昇

給の一部停止」による「人件費の削減」により、「コスト意識が改善」され直

営工事の拡大などの成果があった

・「車両法定検査」や平成２６年度に発生した台風の豪雨による「浸水被害の復

旧工事」に国費を活用できたため、経費の縮減が図れた

(4) 「新経営計画（平成２４年度～平成２８年度 ）」のまとめ

・ ＪＲ北海道の「ＤＭＶの取組み」が休止されたことに伴う「ＤＭＶ導入」、

また少子化による「定期（通学客）」の減少により、一部、未達成の取組みが

あるが、一方で「直営工事」などに主体的に取り組んだ結果、経常損失額を計

画の約４２０百万円から、実績では、約３４０百万円まで圧縮した

表－１０ 経常損失額

経常損失額 (百万円）
平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 合　計

計　画 76.5 96.9 69.6 67.0 110.1 420.1
実　績 63.3 79.2 56.6 65.5 75.6 340.2
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４ 阿佐東線の役割を再検証

阿佐東線は、

・「超高齢化」が進む阿佐東地域において、

「地域住民の移動手段」としての役割が大きくなっていること

・四国においてもインバウンドが好調であり、

観光客の移動手段としての役割も大きくなっていること

・切迫する「南海トラフ巨大地震」など、大規模災害発生時における

「交通機能の維持」の役割を求められていること

・車両自体が観光資源であるＤＭＶの運行により、「新たな人の流れ」をつくり、

阿佐東地域の活性化への貢献が期待されていること

など、「阿佐東地域の顔」として、また、「阿佐東地域の交通ハブ機能」として

の使命を背負っている。
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Ⅲ 次期経営計画 （平成２９年度～平成３３年度 ）

１ 基本方針

現在、国においては、「東京一極集中の是正」と「地方創生」の取組みを加速させ

ており、「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」においても、「地域特性に応じた

戦略の推進」として、将来における一定の人口減少に対応し、住民生活に必要不可欠

な行政サービス等の効率的・効果的な供給体制を構築することが重要とされている。

また、平成２７年２月に策定した「交通政策基本計画」においても、基本方針の一

つ「豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」として、人口急減、超高齢化等

の社会の構造変化に的確に対応し、利便性、快適性、効率性を兼ね備えた新たな交通

サービスの提供を目標に掲げている。

阿佐東線は、「過疎化」や「少子化の進行」による利用者数の減少、及び経営を支

えてきた「基金」の枯渇などといった厳しい環境へ対応するため、「現計画」では、

「シビルミニマム」としての役割を維持しながら、「あさてつファンクラブ」や「鉄

道関連イベント」の充実による「収益の増加」と、「人件費の削減」や直営作業を拡

大することによる「維持修繕費の見直し」など、身を切る改革に取り組み「経費の縮

減」に努めてきた。

「新計画」では、これまでの取組みを継承するとともに、平成２７年１０月、国の

ＤＭＶ技術評価委員会中間とりまとめにおいて｢技術的には特に問題なし｣とされ、実

用化の段階に入ったＤＭＶの導入を加速していく。ＤＭＶは、線路と道路の両方を走

れることから「車両自体が観光資源」となるほか、大規模災害発生時の交通機能の維

持に有効であることから、「本格的な営業運行」を世界で初めて目指すこととし、持

続可能な交通体系の構築はもちろん、「阿佐東線」を核とした「新たな人の流れ」と

「賑わいを創出」し、阿佐東地域の活性化に繋げていく。
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２ 具体的な取組み

現計画で取り組んできた「経費削減策」や「利用促進策」などを継続的に実施する

とともに、「地方創生の実現」に大きく寄与する「ＤＭＶの実用化」を核とした経営

改善策を実施する。

(1) 安全な運行と利便性を確保するための取組み

1) 輸送の安全確保

輸送の安全の確保は、鉄道事業者が守るべき使命であり、全てに優先する

最重要課題であることから、引き続き、社員一丸となって安全水準の維持・

向上に取組む

・社員の安全意識の高揚と異常時における対応能力向上のための訓練の実施

・安全推進運動を推進するためのヒヤリハット運動の実施

・災害発生へ備える防災訓練等の実施

・外部研修へ参加し、知識・技能の向上、改善提案など社内モチベーション

向上・維持に取り組む

2) 施設の更新維持

土木、建築、電気設備などの「長寿命化計画」を策定し、計画的に施設

更新を実施し、「輸送の安全確保」と「安定輸送」に取り組む

安 全 第 一
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(2) 利用促進策

1) 阿佐東線連絡協議会と連携した利用促進策

○レンタサイクル事業

宍喰駅、甲浦駅において、レンタサイクル事業を実施する

○阿佐東線活性化事業

各種利用促進策を実施する

・「鉄道の日」事業

・なごみ列車の実施

・あさてつ祭りの実施

・ポイント制度回数券事業

・「シルバーパスポート」割引制度

・利用促進啓発活動

四国みぎした５５フリーきっぷ

ＪＲ四国（徳島－海部間・後免－高知間）、高知県東部交通（甲浦－奈

半利－安芸間）、及び土佐くろしお鉄道（奈半利－後免間）と連携して、

フリーきっぷの販売を行う

ＤＭＶわくわくイベント

ＤＭＶ車両を活用したイベントの開催や、ＤＭＶ運行後のバスモードの

活用策の検討にあたっての参考材料とする

レンタサイクル

200円
大3台 小2台

あります
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2) 会社独自の取組み

○イベント列車の運行

イベント列車を運行し、マイレール意識の醸成に繋げる

・天の川列車

・地元学校の遠足への活用

・サンタ列車

・イルミネーション列車

○既存の地域イベントとの連携

地元のイベントにブースを出店し、阿佐東線のＰＲを実施する

・商工産業祭

・宍喰伊勢えび祭り

・鉄道ふれあい祭り

○あさてつファンクラブ

地元が中心となって立ち上げたファンクラブの会員数をさらに拡大し、旅

客収入の増加につなげるとともに、マイレール意識の醸成を図る

・目標口数：１，４００口

ネーミングライツ事業

トンネル施設などに命名権を設定し公募することにより、収入増につなげ

るとともに、マイレール意識の醸成を図る

○運転免許返納者への割引制度

運転免許を返納した方の移動手段として鉄道を利用しやすくし、また、交

通安全にも寄与する割引制度を実施する

（平成２９年１月１日より実施）
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(3) 経費削減策

1) 人件費の見直し

○従業員の賞与削減の継続

・年間賞与 ４．０ヶ月 ⇒ ２．０ヶ月 に削減

・５年間で２２百万円の削減

○従業員の定期昇給一部停止の継続

・「年齢給」と「職務給」の定期昇給の停止

・５年間で２百万円の削減

2) 人件費以外の見直し

○維持修繕費の見直し

・直営工事の拡大は、既に実施済みであり、今後も継続して実施する

施設の「長寿命化計画」の策定

・土木、建築、電気設備などの「長寿命化計画」を策定し、計画的に施設

更新を実施し、ライフサイクルコストの軽減に努める

○国費の充当

・策定した「長寿命化計画」に基づき、施設更新を実施する際には、国費

を活用することにより、経費を削減する

3) ＤＭＶ導入による直接効果（平成３２～３３年度）

○燃料経費の削減

・現行の鉄道車両と比較して、燃料経費が削減できる

・３百万円 × ２カ年（平成３２・３３年度）の削減

○ツアー造成による収益増

・「海陽町、東洋町周辺を周遊するツアー」と

「室戸方面を周遊するツアー」を創設し実施する

・２百万円 × ２カ年（平成３２・３３年度）の収益増
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(4) ＤＭＶの導入

平成２９年２月３日の第２回「阿佐東線ＤＭＶ導入協議会」において決定され

た方針に基づき実施

1) 運行区間

○鉄道部

・「阿波海南駅」－「甲浦駅」間とする

○道路部

・「周遊観光」や「イベント利用」などの「観光用途」での運行を目指す

2) 車両の製作台数

・３台

3) 導入スケジュール

・2020年の「東京オリンピック・パラリンピック」までの運行を目指す

図－１０ ＤＭＶ導入スケジュール
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4) 導入の直接効果（一部再掲）

○燃料経費の削減

・現行の鉄道車両と比較して、燃料経費が削減できる

・３百万円/年 × ２カ年(平成３２・３３年度） の削減

○ツアー造成による収益増

・「海陽町、東洋町周辺を周遊するツアー」と「室戸方面を周遊するツアー」

を創設し、実施する

・２百万円/年 × ２カ年(平成３２･３３年度） の収益増

○シームレスな交通体系を構築

・鉄道が無い地域への乗り入れが可能

・バスと鉄道の乗り換えが不要

5) 導入の間接効果

○阿佐東地域への経済波及効果

・「車両自体が観光資源」となるＤＭＶの「世界初」の本格的営業運行によ

り、国内はもとより国外からの観光客も見込まれるため、飲食や宿泊、お

土産として消費することで、地域への経済波及効果が期待される
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３ 収支の見通しと数値目標

(1) 平成２９年度から５年間の収支見通し

1) 通常経営ベース (百万円）

2) 経営改善取組み後 (百万円)

(2) 平成２９年度から５年間の経営改善額

現計画（５６百万円）を上回る「６１百万円」の経営改善を実施する

(3) 行政からの支援

「基金」について、３５３百万円を積み立てることが必要

（現計画(平成２４～２８年度)に比べ、６７百万円圧縮）

(4) 数値目標

「安全第一」を最優先の目標とすると共に、各種利用促進策の展開と

ＤＭＶの導入により、乗客数の増加を目指す

・平成２９年度 ⇒ 平成３３年度 「事故ゼロ」を目指す

・乗客数 平成２８年度：４４.４千人/年 ⇒ 平成３２年度：５０.０千人/年

表－１１ 収支見通し（通常経営ベース）

表－１２ 収支見通し（経営改善取組み後）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 合計

営業収益 8.8 9.8 8.8 8.8 8.8 45.0

営業外収益 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5

営業費用 122.7 87.1 86.5 87.9 162.9 547.1

経常損失額 112.6 76.0 76.4 77.8 152.8 495.6

特別利益(基金繰越) 80.0

特別利益(基金積立) 33.0 76.0 76.0 78.0 151.0 414.0

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 合計

営業収益 9.6 10.6 9.6 16.7 16.7 63.2

営業外収益 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5

営業費用 118.3 82.3 81.6 85.3 135.6 503.1

経常損失額 107.4 70.4 70.7 67.3 117.6 433.4

特別利益(基金繰越) 80.0

特別利益(基金積立) 27.0 70.0 71.0 67.0 118.0 353.0


