
毎日新聞社 ｜ English ｜ まいまいクラブ サイトマップ 検索  

天気 特集 フォト 動画 地域地域地域地域 ランキング ことば 速報 RSS

Tweet  Check この記事を印刷

十和田十和田十和田十和田観観観観光電光電光電光電鉄鉄鉄鉄：存：存：存：存続続続続のののの危機危機危機危機    来来来来月上旬月上旬月上旬月上旬までにまでにまでにまでに    ３市町、財政支援３市町、財政支援３市町、財政支援３市町、財政支援にににに結結結結
論論論論    ／／／／青青青青森森森森

 来年、開業９０周年を迎える「十和田観光電鉄」（白石鉄右エ門社長、本社・十和田市）

が以前からの赤字経営に加え、新駅舎建設など大幅な設備投資を余儀なくされ、鉄道存

続の危機を迎えている。存続のために十鉄側は沿線２市１町に約５億円を超える支援を

要請しているが、新たな財政支援に難色を示す声もあり、厳しい状況だ。自治体側は１０

月上旬までには結論をまとめ、十鉄側に支援の是非について回答する見込みだ。【松沢

康】

 「十和田市駅」が入居する旧とうてつ駅ビルは現在の所有者が再開発のため、取り壊

す計画で、来年３月の退去が迫られている。同社の試算によると、１１年度から１０年間

で、仮駅舎設置、新駅舎建設、老朽化した七百変電所の機器更新など設備投資費や修

繕費が合計約７億３１００万円見込まれる。このうち、国や県の補助を除いた約５億

２０００万円の財政支援を十和田、三沢、六戸の沿線３市町に求めている。

 経営も１０年度の収支は１億１８００万円の営業収入に対し、営業費用は１億４１００万

円と赤字が続いている。貸し切りバスやホテル事業で補填（ほてん）してきたが、主たる

利用者の学生の減少や昨年１２月、全線開業した東北新幹線の駅が三沢に設置されな

かったことによる乗り換え客離れで増収が見込めず、今後１０年間で７９００万円の赤字

が見込まれるという。

 今月７日、十和田市中央公民館で十鉄主催の市民懇談会が開かれ、住民約５０人が

集まった。鉄道存続問題に対し、沿線住民も「ぜひ存続を」「廃止もやむなし」の意見が交

錯した。

 ６０代の女性は「今は車の免許があるが、高齢になることを考えると、電車は残してほし

い。１０年で５億円、年間で５０００万円とすれば、この金額なら（自治体が）出せる額では

ないか」と存続を求めた。これに対し、ある男性は「市が苦しい時に税金投入はおかし

い。毎年、赤字を垂れ流すことになるのではないか」と反対した。その一方、「結論を出す

のが早すぎる。１年間延長して結論を出せないか」と展開の早さに戸惑う意見もあった。

 仮に鉄道を廃止し、バス転換となる場合、準備や路線認可に半年近くかかる。今月１５

日には六戸町で住民懇談会が開催され、これを受けて３市町は月内か１０月上旬までに

は結論を出し、十鉄に伝えることになる。
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中中中中国国国国 [島根 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口]

四四四四国国国国 [香川 | 徳島 | 高知 | 愛媛]
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| 鹿児島]
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経産相、福島第2廃炉「不
可避」

民主、臨時国会14日延長
方針

台風12号、激甚災害指定
へ

復興増税で有力なのは

荒浜地区戻りつつある日常

金星探査機あかつき投入失敗

伊調馨7回目の優勝

吉田沙保里が９連覇達成

本社機能移転 立地したくなる国に

日本海わたる脱北 深い体制矛盾の
象徴だ

【毎日教育eタウン】 
竹中平蔵氏をはじめ、 
経済の専門家が５分前後の動画で 
経済ニュースをわかりやすく解説！

 

【毎日教育ｅタウン】 
ビジネスに役立つ資格情報満載！ 
「資格」「ビジネス」「セミナー」等 
各種講座動画を無料配信中！

 

【毎日キレイ】彼女がキレイな理由 
マイコさん 
第1回 こだわり カメラを持ち歩
き“思い出作り”に励む 初舞台「8
人の女たち」で主演 
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    ◇◇◇◇十和田十和田十和田十和田観観観観光電光電光電光電鉄鉄鉄鉄

 １９２２年９月、古間木（現三沢市）－三本木（現十和田市）間で開業。現在は三沢－十

和田市間（１１駅）１４・７キロを平日は１７往復、土日曜・祝日は１２往復運行。この１０年

で営業収入、輸送人員とも３割以上減少している。０１年度は営業収入１億７４００万円、

輸送人員７０万人だったのが、１０年度は営業収入１億１８００万円、輸送人員４５万

９０００人に減少。特に利用者の８割を中高校生が占める。少子化に伴い、利用者減少が

懸念される。

東日本大震災：声・あの日から半年 「西村とうふ店」店員・西村トシ子さん ／青森

東日本大震災：半年 「被災は海で挽回する」 再起に奔走、漁再開 ／青森

食中毒：蔦温泉旅館、宿泊客７人が発症 ／青森

原子力防災訓練：県、今年度は中止 国指針見直しめど立たず ／青森

菜種まき体験会：休耕地を菜の花畑に あす、横浜で ／青森
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青青青青森森森森    アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ

9月15日 ことば：十和田観光電鉄 ／青森

食品関連企業：「震災で影響」７割も 原発事故では５割－－公庫調べ ／
青森

ことば：Ｂ－１グランプリ ／青森

北海道・東北Ｂ－１グランプリｉｎ青森：東北をグルメで元気に １７、１８日 
／青森

大震災半年：岐路の原子力半島／３ 大間原発と漁師たち ／青森

秋季高校野球県大会：対戦相手決まる ／青森

書ちゃ食ちゃ寝：運転マナー ／青森

十和田観光電鉄：存続の危機 来月上旬までに ３市町、財政支援に結論 
／青森

9月14日 法人企業景気予測調査：景況、３期ぶりに改善－－７～９月期 ／青森

大震災半年：岐路の原子力半島／２ 函館市長、大間原発視察 ／青森

青森 アーカイブ一覧
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1時間 24時間 昨日

【毎日キレイ】恋する“からだ”づくり 
女子力アップ 
～キレイな後ろ姿をつくる～

 

【毎日キレイ】恵比寿・代官山・中目
黒で過ごす大人の夏時間 
この夏訪れたい、おいしいお店をピ
ックアップしました！ 

 

【朗報！高額ポイント当たる】 
狙え！Ｔポイント１００万ｐｔ！ 
Ｗチャンスで１００名様に 
Ｔポイント１０００ｐｔも！

 

社会がわかる、ジブンになる。シンブン、よんど
く！ 日本新聞協会

 

感動した！勇気がわいた！笑顔になれた！
HAPPY NEWS 2011 募集中

【MAINICHI WEDDING】挙式、結婚式場特集

気軽に読める電子書籍【ＷＥＢ新書】

9/17から逸翁美術館（大阪）で開催
される「絵巻―大江山酒呑童子・芦
引絵の世界」展へ100名様をご招
待

1111
大麻所持：モデルの高橋歩美容疑者を
現…

2222
東日本大震災：福島第１原発事故 第
２…

3333
公園で大麻草：容疑のブラジル国籍の
男…

4444
枝野経産相：福島第２原発 廃炉は不
可…

5555 渋谷センター街：バスケ通りと命名 地…

ランキング一覧

東海東海東海東海イズムイズムイズムイズム！！！！チャレンジセンターのチャレンジセンターのチャレンジセンターのチャレンジセンターの活動活動活動活動

対談第２回 チャレンジセンターで培う人間

「「「「なんとかしなきゃプロジェクトなんとかしなきゃプロジェクトなんとかしなきゃプロジェクトなんとかしなきゃプロジェクト」」」」

目指目指目指目指せせせせ商品化！大商品化！大商品化！大商品化！大学学学学生生生生がモノづくりがモノづくりがモノづくりがモノづくり！！！！

「嗜好「嗜好「嗜好「嗜好とととと文化」～文化」～文化」～文化」～vol.6 vol.6 vol.6 vol.6 柳柳柳柳広広広広司～司～司～司～

国国国国際森林年「誰際森林年「誰際森林年「誰際森林年「誰もができるもができるもができるもができる森林保全」森林保全」森林保全」森林保全」

プロがプロがプロがプロが解解解解説説説説！最新介護情報！！最新介護情報！！最新介護情報！！最新介護情報！

古川古川古川古川聡聡聡聡    宇宙支局長通信宇宙支局長通信宇宙支局長通信宇宙支局長通信

「共「共「共「共にににに生生生生きるきるきるきる社社社社会会会会」作文」作文」作文」作文コンテストコンテストコンテストコンテスト

大手大手大手大手7777社社社社によるによるによるによる新築新築新築新築マンションマンションマンションマンション情報！情報！情報！情報！

第第第第11111111回高校生回高校生回高校生回高校生インターネットインターネットインターネットインターネット小論文小論文小論文小論文

「「「「だいじょうぶだいじょうぶだいじょうぶだいじょうぶ」」」」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

田舎に行こう！

ご当地クイズで地域の魅力を再発見！

知って得する雑学クイズ

「スタグフレーション」とは……
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キャッシュバックでお得に光接続！

ＦＸの疑問解決！？初心者必見！


