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『 ふ く い の 鉄 道 160年 』 こ ぼ れ 話 (6)
渡邊 誠
『私鉄の廃線跡を歩くⅢ』寺田裕一 2008 JTB
パブリッシング
『新鉄道廃線跡を歩く3北陸・信州・東海編』
今尾恵介 2010 JTBパブリッシング

第４章 第２次私鉄ブームと小浜線
― 駅名にまつわる疑問を何点か ―

〔１〕鯖浦線越前平井駅

-大正15年-

．．
．．．
～「へい」か「へいい」か ～

大正15年 (1936)10月1日に鯖浦線が東鯖江さ

そ

う

佐々生間で開業したとき、中間に神明、越前
かわさり

平井、川去、西田中の 4駅が置かれた。
このうち越前平井だが、官報によると、
「ゑ
．．．
ちぜんへいゐ」で認可が下りている(資料-1)。

資料-2 『私鉄の廃線跡を歩くⅢ(北陸･上越･近畿)編』
寺田裕一 2008年 JTBパブリッシング
へ

い

これだけ多くの書が平井とするのは、単な
る誤記・誤植ではないのではないか、何か理
由があるではないかと、探究心が沸いてくる。
大正15年10月1日付け『福井新聞』に、試
運転に添乗した記者のレポートがあり、マイ
へ

ゐ

クロフィルムで不鮮明ながらも平井とルビが
振られているように見える。
平井集落の歴史を調べた見た。
『日本歴史地名大系18・福井県の地名』(昭
和56年 平凡社)や『角川日本地名大辞典18・福
資料-1 官報 大正15年10月6日付け
国立国会図書館デジタル化資料

井県』(平成元年 角川書店)などによると、「慶
．
長国絵図」で丹生北郡に「へい村」と記され、
へ

一方、廃線跡を扱った雑誌・書籍などでは
．．
「えちぜんへい」としているものがかなりあ
．．．
る。むしろ「へいい」のほうが少ない。図書
館でちょっと手に取ってみただけでも、すぐ
．．
に「へい」が3冊や4冊は出てくる。たとえ

明治の初めに至るまでずっと越前国丹生郡平
ゐ

井村であった。明治22年 (1889) の町村制施
へ

ゐ

行で福井県丹生郡吉川村平井になり、昭和21
．．．．．．．
年(1946)の現代かなづかい施行で福井県丹生
へ

い

郡 吉川 村平井 とな った。 さらに 昭和30年
ひら い

ば以下のような書籍がそれである (資料-2)。

(1950)の市制施行で今度は福井県鯖江市平井

町に変わってしまった。
『鉄道廃線跡を歩くⅣ』宮脇俊三 1997 JTBパ
ブリッシング
『消えた轍3 ローカル私鉄廃線探訪 甲信越・
東海・北陸』寺田裕一 2006 ネコ・パブ
リッシング

このような歴史的経緯であるが、鯖浦線が
へ

ゐ

開通した大正末期では平井であり、これを昭
．．．．．．
和61年 (1986) 改定の現代仮名遣いにしたが

へ

い

ってルビを振るなら平井となるはずである。

1970年頃筆者が私鉄全線走破実行の際の

開業前に官庁へ届出て認可を受けたのは、

駅名票手書きメモをソースとした。(中略)

へい ゐ

へ

ゐ

確かに平井であったが、開業後の実態は平井

原典がおかしい場合も訂正せず、[原文]と

だったのではないか、そんな疑問が沸いてく

付記して痕跡を残した。

る。

とのことである。つまり、書類よりも現場を

実はこの件に関し、校正の段階で編集委員

優先したというわけだ。

各位とかなり論争したのだが、筆者も確たる
典拠を示すことができなかった。
今あらためて見直してみると、『新鉄
道廃線跡を歩く3北陸・信州・東海編』(今
尾恵介編 2010 JTBパブリッシング)が大きな

ヒントを与えてくれた。
同書の巻末に石野哲編「国鉄・私鉄の
廃線停車場一欄」があり、そこに「原文
．．．
．
は『ゑちぜんへいゐ』だが『えちぜんへ
．
い』 が正しい」との意が記されている
(資料-3)。ここでの原文とは「
『停車場一

欄』昭和9年版(1934.12.15現在)の内容」と
している。原文より優先した理由は、

資料-3 『新鉄道廃線跡を歩く3 北陸･信州･東海)編』 今尾恵介
編 2008年 JTBパブリッシング P215『国鉄･私鉄の廃線停車
場一覧』石野哲

写真-1 越前平井駅 昭和48年3月18日 木製の駅名標に注視

写真提供 愛知県 田中義人様

そこで今度は当時の駅名標を写した写真が
どこかにないか探してみることにした。あっ
た、あった。昭和48年(1973)撮影の写真が。
インターネットとは便利なものだ。早速、管
理者に連絡を取って転載許可をいただいたの
が写真-1と写真-2である。
筆者は編集長に遠慮して、むやみやたらと
写真を大きくしてスペースを稼ぐことはしな
い主義なのだが、今回はことの性質上、ペー

写真-2 越前平井駅に停まるモハ160 昭和48年3月18日
写真提供 愛知県 田中義人様

ジ幅いっぱいに掲載させていただくことをお
許し願いたい。
．
柱にある縦書きのホーロー製駅名板は「え
．
ちぜんへいい」の仮名遣いなので、戦後のも
のであろう。
ローマ字が何と書いてあるのか大いに気に
なるところだが、残念ながら途中で切れてし

写真-3 現在の平井駅跡 平成28年9月16日

筆者撮影

まっている。まあ読めたとしてもそんなに古

からほどなくか戦後になってからか、そこま

いものでもなさそうなので、確証にはならな

では分からない。

いだろう。

とにかく、看板をきちんと書き直しておけ

雪囲いか板が当てられた窓(戸？)の上にあ

ば後の世にこれほど大きな騒動を産むことに

る木製の駅名板を見ていただきたい。歴史的

はならなかったわけだが、小さな字を付け足

仮名遣い、しかも右横書きされていることか

すことでお茶を濁した結果が、平成の今日ま

ら見て戦前のもの、おそらく開業時からのも
．．
のであろう。そこには「ゑちぜんへゐ」とあ
．
り、あとから「い」の字を字間に小さく付け

で平井と平井が両立することになった、唯一

へ

ゐ

へい ゐ

の理由であろう。

足してあるのが読み取れるだろうか。コピー
のコピーでわかりにくいかとは思うが、見る

～ 大河ドラマ「真田丸」との意外な縁 ～

人によっては落
書きとしか考え
ないこともある
だろう。

〔2〕福武線福井市内各駅 -昭和8年-

ゐいへ ん ぜ ち ゑ
井 平 前越

福武線を紹介した雑誌・書籍は多く出版さ
れているが、開業年に関しては、
大正13年に武生新-中央 (現神明)間が開業
し、14年には中央-福井新間も開業して、

へ

ゐ

やはり、開業後しばらくの実態は平井であ

福井武生間は高速電車 (当時の汽車に比して)

ったが、あるとき官庁認可書類と異なること

で結ばれることになった。(『全国鉄道事情大

へい ゐ

に気づき、平井に改めたと結論づけて間違い

研究 北陸篇①』川島令三 平成7年 草思社 P118)

はないであろう。あるときとはいつか、開業

などととしているものがほとんどのようだ。

また、軌道線開通後の駅名に関しては、

．
だが、とにかく最初から福井新ではなかった

(鉄軌分界点)-木田四ツ辻-藤島神社前-毛屋

ということである。

町-大名町-福井駅前。(『日本鉄道地図帳6』今

軌道線の駅名と駅数

尾恵介 平成20年 新潮社 P24)

駅名と駅数について、昭和8年 (1933) 10月3

次に軌道線開通時の

の5駅(停留場)だったとするのが、言わば定説

日付『福井新聞』と同月11日付『大阪朝日

となっている。

新聞』から、駅名を拾ってみる。

福井新駅

．
まず「福井新」駅に関して見て

みる。
大正14年 (1925)8月6日付官報によると、7

福井新聞

大阪朝日新聞

木田四ツ辻

木田四ツ辻

藤島神社入口

藤島神社口
(毛矢町舊丸三工場敷地前)

月26日に延長開業した区間の終着駅は福井
．
．
新ではなく「福井市」となっている(資料-4)。

考顕寺口 (毛矢町四ツ辻) 考顕寺口 (毛矢四ツ辻)
幸橋 (舊左内町入り口)

幸橋 (舊左内町入り口)

さらに、開業から半年少々過ぎた大正15年4
．
月訂補の時刻表では、福井新となっている。

大名町四ツ辻

大名町

縣廰入口 (だるま屋前)

縣廰前

この時刻表は本書44ページに掲載した。

福井驛

福井驛前

この時代の福井市域は今よりはとても狭
く、北は越前電鉄福井口駅の手前、南はちょ

両紙で駅名に若干の相違はあるが、鉄軌分

うどこのあたりが市境であった。福井市内に

界点-足羽川間で4駅、大名町-駅前間で3駅

含まれるであろうとして申請したら、市内で
はなかったことが分かり、あわてて駅名を変

の合計7駅あることは変わらない。『大阪朝
．
日新聞』はさらに、このとき福井新駅を赤十

更した・・・そんな単純な理由でもなさそう

字支部病院前まで382m武生寄りに後退さ
せ、純延長区間1702mと合わせて2084mを
「市街線」と称している。2084mで7駅、平
均300m弱ごとに停まる勘定になる。
のちにいうヒゲ線区間で2駅あったことも
意外だが、それにもまして駅名にまでなる考
顕寺とはどのようなお寺なのだろうか。現在
の地図で見ると、公園口電停のある交差点を
西へ400mほど進むと足羽山をくぐるトンネ
ルになる。そのトンネル入り口の右脇に考顕
寺がある。戦災か震災後に引っ越ししたこと
も考えられるので、戦前昭和8年の市街地図
(『福井市史資料編別巻 地図・絵図』所収)も当たっ

てみたが、やはり同じ場所にあった。それに
しても400mも離れているのに駅名に取り上
資料-4 官報 大正15年10月6日付け
国立国会図書館デジタル化資料

げられるということは、それなりの由緒ある

こ さつ

古刹なのだろう。
『
［国立史料館本］福井県管下越前国足羽
郡寺院明細帳』(平成16年 県立図書館制作)や『福
井・地理地名地図の謎』(内池久貴 平成27年 実
業之日本社)などよると、考顕寺は初代福井藩

．
主・結城秀康の菩提寺であり、また大坂夏の
陣で真田幸村 (信繁 ) を討ち取った福井藩2代
藩主松平忠直の家臣・西尾仁左衛門宗次の菩
提寺でもある。
大手柄をたてた仁左衛門は、幸村の首を福
井に持ち帰り、西尾家の菩提寺である考顕寺
しやく

に埋め、首塚として供養した。首塚には 笏
だに い し

じ ぞ う ぼ さ つ りゆうぞう

谷石製の地蔵菩薩 立 像が安置され、これが
のちに「真田地蔵」と呼ばれるようになった。
現在この真田地蔵は福井市立郷土歴史博物
館に収蔵され、同館にはほかに仁左衛門が幸
村を討ち取った際の戦利品として持ち帰った
しよう せい かぶと

さいはい

なぎなた

資料-5 『時刻表 昭和38年4月号』日本交通公社
難読駅名「はなんど」

「六十二間 小 星 兜 」や「采配」
、「薙刀」な
ども展示されている。
なお、仁左衛門が真田幸村 (信繁 )を一騎打
ちで討ち取ったというのは、福井藩の史書
こく じ そう き

『国事叢記』に書かれている話であり、異説
も複数あることを付記しておく。
今年の大河ドラマ「真田丸」もいよいよ佳
境に入ってきたが、松平忠直や西尾仁左衛門
がどのように描かれるのか楽しみであると同
時に、たけふ菊人形以外にも、福武線と大河
ドラマにつながりがあるのは新鮮であった。

資料-6 『時刻表 昭和41年4月号』日本交通公社
「はなんどう」に変わっている

勝原は「カツハラ」と読みそうなので、難読
駅名とすることもまだ分かるが、花堂が「ハ
ナンド」であることは意外であった。

〔3〕越美北線越前花堂駅

-昭和35年-

．
．．
～「はなんど」か「はなんどう」か ～

時代は下るが昭和35年 (1960)12月、越美

福武線の花堂は、資料-4に歴史的仮名遣い
で「はなんだう」とある。国鉄は先輩格の私
鉄とは違う読みを採用したことになる。

北線が開通した。開通時から昭和40年頃ま

その一方で、同書も昭和41年頃になると、

での交通公社版時刻表では、難読駅名として

「はなんどう」に改められ、難読駅名からも

花堂と勝原が取り上げられている (資料-5)。

外している (資料-6)。最初が誤記・誤植を見
逃したのだとしても、6年間も訂正されなか

ったとは考えにくい。これはやはり国鉄は当
初「はなんど」と意識していたと判断して間
違いはなかろう。
とはいえ、時刻表以外に「はなんど」とし
ている資料が全く見つからないのである。例
えば、国土地理院2.5万分の1地形図の昭和37
．．
年4月30日発行版でも「えちぜんはなんどう」
となっている。
この件に関し、北陸地方の列車ダイヤの変

写真-4 平成23年支部制作の絵はがき 約50%に縮小

遷に造詣が深い元金沢駅長谷口昭夫氏に、本
書出版後に伺ってみた。当時の時刻表で難読
駅名とされていることは認められた上で、そ
の理由までは分からないとのことであった。
鯖浦線の例ではないが、当時の駅名標を写
した写真でもあればはっきりする。どなたか
昭和40年以前、できたら30年代のうちに越
美北線花堂の駅名標を写した写真をお持ちで
ないだろうか。

写真-5 酒井雅光氏の昭和40年私製年賀はがき

らから福井駅か金津駅か特定できないだろうか。
ダイヤは上下とも撮影可能時間帯であった。
[下り] 大阪発

〔4〕雷鳥初列車と『わだち』創刊号
-昭和39年～ 創刊号表紙写真は福井駅か金津駅か ～

福井着/発

金津着/発

富山着

12:30 15:07/15:08 15:23/15:23 17:15
[上り] 富山発 金津着/発 福井着/発 大阪着
13:35 15:22/15:22 15:38/15:39 18:20

ヘッドライトが点灯しテールランプは消灯して

『わだち』創刊号の表紙は雷鳥初列車で彩ら

いるように見えることから、この写真は先頭車で

れている。大先輩・酒井雅光氏の撮影によるもの

間違いないだろう。福井駅なら下り優等列車は

で、2002M金津(現・芦原温泉)駅とされている。

必ず1番ホームに停車したはず。とすると駅ビル

一方、同じ写真が平成23年 (2011)に支部で制
作した絵はがきにも採用されたのだが、こちらは

が背景になるはずだから、これは違う。百歩譲っ
て上り大阪行きの誤りで2番か3番ホームだったと

福井駅下り富山行となっている。弘法の筆だっ

すると、跨線橋の先に京福駅舎があったわけだ

たとしても、わずか3行の短文を校正で見落

が、これは列車の陰に隠れているのだろうか。今

とすとは考えにくい。やはり検証されたうえ

のアオッサのあたりはこんな光景？ う～ん。

で金津駅ではないと断定されたのだろう。
絵はがきは左側のライトケースが欠けるほど車

筆者は田舎者ゆえ金津駅を全く知らない。
◇ ◇

◇

両のみにトリミングされているが、創刊号ではボ

都合により次回からしばらく休載させていただ

ンネットの先にわずかながら周辺の風景が写り、

く。その間にどなたか越美北線花堂と雷鳥初列

跨線橋ももう少し広い範囲まで写っている。これ

車の謎を解き明かしていただきたい。

