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福井鉄道福武線地域公共交通総合連携計画より抜粋
目標を達成するために行う施策、実施主体及びスケジュール

事業実施・継続 事業内容検討（実施年度未定）

Ⅰ　旅客鉄道事業の経営の改善に関する事項

１　安全対策の強化

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

上部工・下部工の改良 福井鉄道、福井県

レール、マクラギ交換 福井鉄道、福井県

架線柱の交換 福井鉄道、福井県

道床交換 福井鉄道、福井県

重軌条化 福井鉄道、福井県

分岐器重軌条化 福井鉄道、福井県

継電連動装置の改良 福井鉄道、福井県

通信ケーブルの改良 福井鉄道、福井県

線路・電路等維持修繕の実施 福井鉄道、沿線３市

２　営業の強化と利便性向上（ソフト面）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

企画乗車券の充実 福井鉄道

高齢者割引制度の導入 福井鉄道

運賃体系の見直し 福井鉄道

沿線サポート団体等との連携強化 福井鉄道、サポート団体

地域イベントとの連携強化 福井鉄道、沿線３市

カー・セーブデーの推進 福井鉄道、福井県

法人利用の促進 福井鉄道

終電の繰り下げ 福井鉄道

急行運行の見直し 福井鉄道

社員のマナー、接客サービスの再度徹底 福井鉄道

駅舎改築 福井鉄道、福井県

無人駅情報案内装置整備 福井鉄道、福井県

車両基地の改良 福井鉄道、福井県

車両の更新 福井鉄道、福井県

方策

橋梁関係
（日野川橋梁）

土木関係

電気関係

維持修繕の充実

方策

運賃全般の見直し

設
備
更
新
の
充
実

地域との連携

利便性向上

サービス向上

施策実施スケジュール

実施主体

備考

施策実施スケジュール

項目 実施主体

項目 備考
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３　利便性向上（ハード面）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

西武生駅～家久駅間 福井鉄道、福井県

三十八社駅～浅水駅間 福井鉄道、福井県

ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ駅～江端駅間 福井鉄道、福井県

家久駅～上鯖江駅間 福井鉄道、福井県

ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ駅48台 福井鉄道、福井県

家久駅暫定20台 福井鉄道、福井県

新駅(西武生～家久駅間)20台 福井鉄道、福井県

西武生駅70台 福井鉄道、福井県

地域連携 商業施設50台 福井鉄道、サポート団体

西武生駅、神明駅20台 福井鉄道

花堂駅、江端駅30台 福井鉄道

上鯖江駅、三十八社駅10台 福井鉄道

駅の新設

その他福
鉄自社整

備

方策
施策実施スケジュール

備考項目 実施主体

行政支援

P&R駐車場の
新設・増設
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Ⅱ　市町村その他の者による支援の内容

１　沿線３市による鉄道用地の取得、保有

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

沿線３市

沿線３市

２　県および沿線３市による設備更新、維持修繕費用に対する支援

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

福井県

沿線３市

３　利用促進策への支援

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

新駅設置にかかる経費の補助 福井県

道路事業等によるP&R駐車場の整備 福井県

県有施設の駐車場を活用したP&R駐車場 福井県

野外学習等事業に対し運賃一部助成 沿線３市

カー・セーブデーの推進 福井県

駅の美化運動 福井鉄道、沿線３市、サポート団体

乗る運動 福井鉄道、沿線３市、サポート団体

駅の有人化等 福井鉄道、サポート団体

Ⅲ　旅客鉄道事業の事業構造の変更の内容

１　重要な資産の譲渡

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

沿線市による土地保有 沿線３市

沿線市による土地無償貸付 沿線３市

維持修繕費への支援

備考

施策実施スケジュール
実施主体方策 備考

備考

項目 実施主体
施策実施スケジュール

備考

実施主体

実施主体項目

施策実施スケジュール
方策

意識醸成

方策
施策実施スケジュール

重要な資産の譲渡

方策

新駅設置、P&R駐車場新
設増設にかかる支援

設備更新費への支援

遠足等の利用促進支援

沿線３市による土地無償貸付

沿線３市による土地保有

地域の
マイレール運動等
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Ⅳ　その他鉄道事業再構築事業実施のために必要な事項（重大な関係事項）

１　他の鉄道との接続の検討

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２　ＩＣカード導入の検討

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

Ⅴ　その他鉄道事業再構築事業実施のために必要な事項（関連する事業）

１　他の公共交通機関等との結節強化

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

バスの接続改善 バス事業者、沿線３市

駐輪場整備 福井鉄道、沿線３市

レンタサイクルの拡充 福井鉄道、沿線３市

２　まちづくり・観光との連携

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

沿線観光・文化等施設情報の提供 福井鉄道、沿線３市

３　住民・行政との協働

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

モビリティ・マネジメント 福井鉄道、福井県、沿線３市、サポート団体

方策

方策

バスとの連携

えちぜん鉄道への乗り入れの検討

ＪＲ福井駅への延伸の検討

施策実施スケジュール
項目

備考実施主体項目

備考実施主体
施策実施スケジュール

項目

施策実施スケジュール

実施主体

実施主体
施策実施スケジュール

備考

施策実施スケジュール
備考実施主体

備考

利用転換推進

自転車の利用促進

方策

観光・文化等施設

方策

方策

ＩＣカード導入の検討
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資料２ 

 

 

 

 

 

 福武線沿線の福井市、鯖江市および越前市域の小学生以下の児童等を対象に、福

武線利用により野外学習等を行う事業に対し運賃の一部助成を行い、利用促進に繋げ

るとともに、公共交通機関への関心を高め、地域における公共交通機関の果たす役割

や重要性を学習していただくことを目的としています。 

 

 

 

 

✿対象団体 

福井市、鯖江市および越前市域に所在する、保育園、幼稚園、小学校、児童館、子

ども会、その他の児童などにより構成される団体（ただし、児童は５人以上） 

 

✿対象事業 

１ 福武線を利用し、自然、歴史および伝統などの体験または見学を行う事業 

２ 福武線を利用し、保育園、幼稚園または小学校が交流を行う事業 

３ 福武線を利用し、観光地および公共施設等で体験学習を行う事業 

 

✿補助額 

上記対象事業における児童および引率者の鉄道運賃の２分の１ 

 

 

✻お申し込み・お問い合わせは、住所地の市役所担当課まで 

⇒福井市 交通政策室  TEL 0776-20-5138 

⇒鯖江市 商工政策課  TEL 0778-53-2230 

⇒越前市 政策推進課公共交通対策室  TEL 0778-22-3016 

 

事業実施前に 利用申込書（様式第１号） を、 

終了後に 補助金請求書（様式第２号） を、それぞれご提出ください。 

    （補助金は事業終了後の振込みとなります。） 

 

✻福井鉄道に対して、別途団体利用の申し込みが必要となります。 

    ⇒福井鉄道 鉄道部   TEL 0778-21-0706 

ご利用の 1 週間前までにお申し込みください。 

 

 福井鉄道福武線活性化連携協議会 
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運賃、補助金の計算について 

 

✻料金区別 

大人 １２歳以上（中学生以上） 

小人 ６歳以上１２歳未満（小学生以上） 

幼児 ６歳未満（大人１人につき幼児２人まで無料。３人目から小人料金） 

例 大人１人、幼児３人・・・大人１人、小人１人料金要 

大人２人、幼児３人・・・大人２人料金要 

 

福武線の団体割引制度 

２５人以上９９人まで    ２割引 

１００人以上２９９人まで  ３割引 

３００人以上         ４割引 

 

 

 

✻補助金の計算例 

 

その１ 鯖江市内（神明・鳥羽地区）の小学校１年生８０人（引率者４名）が、 

西山公園に野外学習に行く場合 【神明、鳥羽中駅 ～ 西山公園駅】 
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一人あたりの運賃 ※団体割引適用 

大人 ２２０円×２（往復）×０．８＝３５０円 （10 円未満四捨五入） 

小人 １１０円×２（往復）×０．８＝１８０円 （10 円未満四捨五入） 

 

大人 ４人×３５０円＝ １，４００円 

小人８０人×１８０円＝１４，４００円    計１５，８００円 

 

補助金額  １５，８００円×１/２＝７，９００円 

 

 

その２ 福井市内の保育園児２０人（引率者２名）が、 

西山公園に野外学習に行く場合 【福井市内 ～ 西山公園駅】 

 

幼児２０人のうち、４人まで無料（大人２人×２） 

 

大人  ２人×３６０円×２（往復）＝１，４４０円 

小人 １６人×１８０円×２（往復）＝５，７６０円    計７，２００円 

 

補助金額  ７，２００円×１/２＝３，６００円 
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