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福井鉄道株式会社

福井鉄道福武線乗車実績の推移
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1,606 1,640 1,731 1,759 1,778 1,902 1,935 1,984 2,026 2,001 2,044 1,988 1,153
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※令和２年度は１２月末の数字

報告(１)

■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響によりＲ２年度は乗車数が大幅に減少

【 単位：千人 】

福井鉄道株式会社福井鉄道福武線乗車実績の前年対比
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

R1年度 R2年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

R1年度 177,794 181,628 168,951 171,455 163,385 175,426 168,497 164,222 170,127 164,402 148,351 134,072

R2年度 78,902 80,214 133,826 146,848 132,613 138,298 147,418 143,883 151,762

前年比 44% 44% 79% 86% 81% 79% 87% 88% 89%

【 単位：千人 】

■ ６月以降乗車数は徐々に回復し、現在は前年比約９割まで回復
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福井鉄道株式会社
福井鉄道福武線の乗車実績

■ 定期外利用の減少が大きく、高齢者の外出自粛等が原因と推測される

〇利用者に安心して福井鉄道をご利用いただけるように新型コロナウイルス感染症対策
を実施

取組概要

・Twitterによる混雑情報の発信

・運行車両の換気

（７７０形、８８０形…窓開放運行）

（F1000形…換気装置常時稼働運行）

・お客様向けアルコール消毒液の設置

（駅舎、車両）

・神明駅～田原町駅間での臨時急行バス運行

・列車・駅構内の一斉消毒

・感染防止対策ポスターの掲示、放送案内
（車両、駅）

・電車運転席ビニールカーテン設置

Twitterによる混雑率発信

臨時急行バス運行の様子

福井鉄道株式会社新型コロナウイルス感染症対策について
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〇新型コロナウイルスによる甚大な経営悪化を回避し、コロナの影響が続く状況でも安

定した運行を維持していくとともに、利用回復を図るため、国、県、沿線市に緊急支援をし
ていただいた。

項 目 取組概要 取組状況 負担割合

抗ウイルス
抗菌加工

全車両、拠点駅への抗ウイルス抗菌加工 車両…全客車実施済

駅…１６駅実施済

国：1/2

県：1/2

運行継続
特別支援

コロナ禍の中でも運行を継続するために運行

経費を一部支援

１１月 交付決定済 県：1/2

市：1/2

利用環境
整備支援

利用者回復に向け、公共交通における旅行

者の受入環境を整備
１２月 交付決定済

国：1/3

県：1/3

市：1/3

利用環境整備支援の実施内容
• 駅の無料WiFi環境整備
• キャッシュレス化
• 駅の多言語表記
• 駅、車両の多言語放送
• サイクルトレイン

抗ウイルス抗菌加工の様子（フクラム）

福井鉄道株式会社新型コロナウイルス感染症に関する行政支援について

福武線の運行状況
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について
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終日運休
・1月 9日（土）
・1月10日（日）

一部運休
・1月 8日（金）
・1月11日（月）
・1月12日（火）
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出動した除雪車両
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について

MCロータリーラッセル（D101）

軌陸両用除雪車

道路除雪車（グレーダー、ローダー、ダンプ）

積雪・除雪状況
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について

福井駅構内

路面軌道区間

家久駅構内 赤十字前駅構内

出典︓福井新聞

田原町構内仁愛女子高校電停
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積雪・除雪状況
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について

積雪・除雪状況
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について
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令和３年１月大雪対応の概要
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について

□概要
前回の豪雪同様、記録的な短時間降雪が発生し、福井市では１ｍを超える豪雪
（福井観測地点107cm、越前市武生観測地点64cm）

□前回の豪雪を受けて対策したこと
⇒軌陸両用除雪車の導入、 MCラッセルロータリー除雪車の大規模修繕
⇒えち鉄と相互協力協定、振替輸送協定を締結、請負工事協議会と災害時応援協定締結
⇒道路管理者の協力体制を確保（軌道除雪、踏切除雪）
⇒応急対応可能な委託業者の拡大（２社→６社）、行政の応援体制の強化（人力除雪）
⇒ポイント融雪装置、シェルターの改修・新設 など
⇒除雪状況に応じた区間運転計画、計画運休の実施
⇒利用者に対し運行情報を前日（約12時間前）から継続配信（情報提供タイムライン）
により周知（当社HP、全駅放送）

□対策による成果
前回の豪雪同様、記録的な豪雪だったにも係わらず、終日運休を大幅に短縮し、
早期に通常運行へと移行。運行再開以降、道路渋滞に伴い新たな乗客が増加 （通勤、買物等）

終日運休の日数 : 【Ｈ３０】 ４日間 ⇒ 【今回】 ２日間
一部運休の日数 ： 【Ｈ３０】１１日間 ⇒ 【今回】 ３日間

福井鉄道に関するツイート（令和3年1月10日～14日）

〇大雪の最中にも時刻通り運行出来る電車は有難い。

〇深夜にも拘わらず福井鉄道の除雪車がフルに働いてます。
県民の生活を守ろうと関係者の方々も一生懸命お仕事されてます。

〇旧8福井方面行き杉の木台（セブンイレブン付近）からスタックで鯖江のガストあたりまで渋滞して
る 。福鉄動いてるから今日は福鉄で職場の最寄りまで行こう( ˙꒳˙ )

〇今日も車は出せそうにないので 電車通勤に。えち鉄さん福鉄さん本当にありがとうございます。

〇友達助けに行った帰りに福鉄の新型軌陸車を
見かけました。寒い中夜分遅くにお疲れ様です。

〇福井城址大名町駅から福井駅に向かう枝線の除雪作業
です。 真夜中の作業大変お疲れ様です。

〇今日中に絶対走らせてやるという気迫すら感じます。

いただいた利用者のご意見
福井鉄道株式会社令和３年１月大雪について

利用された方からいただいたはがき
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福武線再建スキーム管理部会について 
 
≪令和２年度 第１回≫ 書面協議にて開催（承認書提出期限：令和２年５月１５日） 
 

１ 協議事項 （１）福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

（２）行政支援事業の進捗状況について 

（３）福井鉄道福武線の経営状況について 

 

２ 協議概要 

（１）福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

＜主要施策の令和元年度実績＞ 

① Ｐ＆Ｒ駐車場の整備等 

   ・西鯖江駅へのＰ＆Ｒ駐車場の新設を検討 

 

  ② キャッシュレス化 

・Ｒ２年度にサンドーム西駅にキャッシュレス決済が可能な自動券売機を導入 

   ・その他拠点駅についても導入検討 

 

  ③ 鉄道施設の省エネ化 

   ・８８０形（３編成）を改修し、４０％以上の使用電力量削減を見込む 

 

④ 運賃以外の収入拡大 

   ・電車のラッピング広告の実施 

   ・福井鉄道グッズのふるさと納税返礼品への登録 

 

⑤ 学校行事や地域活動、イベント等での電車利用促進 

・田原町ミューズや田原町駅広場を活用したイベント等の開催（Beat Phoenix2019 など） 

・西鯖江駅付近を会場としたイベント等の開催（第６０回さばえつつじまつりなど） 

・北府駅周辺でのイベント等の開催（北府駅ミニイベントなど） 

 

⑥ 観光・レジャーの利用促進 

  ・サイクルトレインの実施、貸切電車のセールス、恐竜博物館・えちぜん鉄道とのセット乗車券

の検討など 

 

（２）行政支援事業の進捗状況について 

＜令和元年度実績＞ 

① 設備更新 

レール・まくら木・道床等の更新工事、車両の改修などを実施 

［事業費：286,203 千円］（計画額：279,600 千円） 

（内訳：国補助金 82,922 千円、県補助金 186,400 千円、自社負担 16,881 千円） 

 

 

報告（２）
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② 維持修繕 

線路、電路及び車両の維持修繕として、電停・駅舎等の補修、車輪修繕、車両検査・修繕などを

実施 

    ［実績額］228,094 千円（計画額：150,000 千円以上） 

沿線３市維持修繕費補助金 150,000 千円 

 

＜令和２年度計画＞ 

① 設備更新 

レール・まくら木・道床等の更新工事、変電所設備新設、車両の改修などを実施 

［事業費：421,825 千円］ 

 

② 維持修繕 

線路、電路及び車両の維持修繕として、情報通信交換器の交換、車輪修繕、車両検査・修繕など

を実施 

［事業費：150,000 千円以上］ 

 

（３）福井鉄道福武線の経営状況について 

＜令和元年度福武線運輸実績＞（速報値） 

［旅客人数］ 1,988,310 人（前年比 97.3％） 

［運輸収入］ 355,797 千円（前年比 95.5％）などを報告 

 

 ３ 報告事項 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う対応について 

  ・学校の臨時休校に伴う乗車券の取扱い 

   通学定期について、払い戻しや使用有効期限の延長、使用開始日の変更等 

  ・感染症対策に関する広報周知、主要駅に利用者向けアルコール消毒液の設置、主要駅構内・全列車

車内の一斉消毒、窓開け運行等による列車内換気など 

  ・鉄道利用への影響 

   ３、４月期は、前年度に比べ鉄道利用者大幅減に伴う運賃収入約３～４割減少 

 

 

≪令和２年度 第２回≫ 令和２年１１月１９日（木）１４：００～１５：３０ 
 
１ 協議事項 （１）福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

（２）行政支援事業の進捗状況について 

（３）福井鉄道福武線の経営状況について 

 
２ 協議概要 

（１）福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の進捗状況について 

 ＜主要施策の令和２年度上半期実績＞ 

① Ｐ＆Ｒ駐車場の整備等 

・西鯖江駅へのＰ＆Ｒ駐車場の新設を検討（１０～２０台） 
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② キャッシュレス化 

・有人駅窓口にクレジットカード、電子マネー対応可能なシステムを導入 

    ・主要駅にキャッシュレス決済が可能な自動券売機導入の具体的検討 

 

  ③ 鉄道施設の省エネ化 

   ・令和２年度に８８０形（１編成）を改修 

 

④ 運賃以外の収入拡大 

   ・電車のラッピング広告の実施 

   ・福井鉄道グッズのふるさと納税返礼品への登録 

   ・福鉄電車応援グッズ、GoTo クーポンを活用した福鉄グッズ、福鉄グッズ新商品の販売 

 

⑤ 学校行事や地域活動、イベント等での電車利用促進 

・田原町ミューズや田原町駅広場を活用したイベント等の開催数は新型コロナウイルスの影響で

大幅減 

・西鯖江駅付近を会場としたイベント等の開催は新型コロナウイルスの影響で中止 

・北府駅周辺でのイベント等の開催は新型コロナウイルスの影響で中止 

 

⑥ 利用回復に向けた取組み 

  ・サイクルトレインの運行に必要な車両設備導入の事業化、貸切電車のセールス、恐竜博物館、

えちぜん鉄道とのセット乗車券の検討など 

 

⑦ 新型コロナウイルス対策 

   ・安心して福井鉄道を利用してもらえるよう新型コロナウイルス対策を実施 

    SNS による混雑情報の発信、運行車両の換気、利用者向けアルコール消毒液の設置、神明駅～田

原町駅間での臨時急行バス運行、電車運転席ビニールカーテン設置予定など 

 ・新型コロナウイルスの影響が続く状況でも安定した運行を維持していくとともに、利用回復を

図るため、県と沿線市の協力で緊急支援を実施。 

     抗ウイルス抗菌加工（車両：全客車実施済み 駅：実施駅検討中） 

負担割合：国１／２ 県１／２ 

     運行継続特別支援（運行経費の一部支援） 

      負担割合：県１／２ 市１／２ 

     利用環境整備支援（駅の無料 Wi-Fi 整備、キャッシュレス化、駅・車両の多言語放送等） 

      負担割合：国１／３ 県１／３ 市１／３ 

 

（２）行政支援事業の進捗状況について 

＜令和２年度上半期実績＞ 

① 設備更新 

レール・まくら木等の更新工事、変電所設備新設、車両の改修などを施工中 

［上半期実績額］施工中のため未確定（計画額：455,825 千円） 
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② 維持修繕 

線路、電路及び車両の維持修繕として、踏切修繕、接近表示機修理、車輪修繕、車両検査・修繕

などを実施 

［上半期実績額］97,983 千円（計画額：150,000 千円以上） 

 ※福武線維持修繕費等補助金については、再建スキーム管理部会終了後に支払いをしている。

しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、福武線の収入が大幅に減少してお

り、維持修繕等の事業にも遅れを生じていることから、再建スキーム管理部会委員に了承を

得た上で、補助金の概算払いを８月中に実施している。このため、今年度第２回の再建スキ

ーム管理部会において、その使途の確認を行った。 

 

（３）福井鉄道福武線の経営状況について 

＜令和２年度上半期の福武線運輸実績＞（速報値） 

［旅客人数］ 710,700 人（前年比 68.4％） 

［運輸収入］ 127,793 千円（前年比 67.9％）などを報告 
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福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画

主要施策進捗状況

報告（３）-１

駅 収容台数 利用料 取組み状況

越前武生 5 一部無料※ －

北 府 63 無 料 －

ｽﾎﾟｰﾂ公園 13 無 料 －

家 久 3 ⇒ 6 無 料 増 設 予 定

ｻﾝﾄﾞｰﾑ西 10 無 料 －

西鯖江 10～20 無 料 新 設 準 備

水 落 80 無 料 －

神 明 15 一部無料※ －

鳥羽中 5 無 料 －

三十八社 11 無 料 －

浅 水 42 一部免除※ －

ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ 38 一部無料※ －

江 端 25 無 料 －

ベル前 50 一部無料※ －

花 堂 22 無 料 －

〇 通勤等の更なる利用促進のため、P&R駐車場（現状382台）の新設・増設又は
無料化を推進

〇 R2年度は、西鯖江駅のP&R駐車場新設を準備、家久駅の増設予定

◆ １ Ｐ＆Ｒ駐車場 関連施策 No.4

※ 越前武生、神明…定期券利用者、ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ…定期券・回数券利用者、ベル前…定期券・回数券を提示してベル買物券3000円を購入した方
※ 浅水…定期券をお持ちの方は免除
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◆ ２ キャッシュレス化 関連施策 No.8、23

実施状況 項 目 取 組 み 状 況 写真（イメージ）

実施済

・有人窓口の
キャッシュレス
化

〇 有人駅窓口（越前武生駅、神明駅、ウェルカムセン

ター(福井駅）、田原町駅）にクレジットカード、電子マ
ネー（QUICKPay、nanaco）対応可能なシステム導
入

実施予定
・キャッシュレス決

済可能な自動券
売機

〇 主要駅（越前武生駅、北府駅、サンドーム西駅、
西鯖江駅、神明駅、赤十字前駅、福井駅、田原
町駅）にキャッシュレス決済が可能な自動券売
機導入を予定

今後検討
・モバイルチケット

導入

〇企画乗車券等のモバイルチケット化に向けた検討

〇 有人駅窓口（越前武生駅、神明駅、ウェルカム

センター（福井駅）、田原町駅）にQRコード決済
システム導入検討

〇車内QRコード決済システムの導入検討

〇 主要駅を中心にキャッシュレス決済可能な自動券売機の導入・改修を実施予定

○ 企画乗車券等のモバイルチケット化に向けた検討等

◆ ３ 鉄道施設の省エネ化 関連施策 No.17、19

項 目 取 組 概 要 写真

① 880形
省エネ改修

内容：880形3編成の省エネ改修

時期：R2（1編成）

R3（2編成）

効果：従前車両と比較し40％以上の

使用電力量削減を見込む

② LRVへの
更新予定

内容：200形をLRVに更新

効果：２００形と比較し40％以上の

使用電力量削減を見込む

〇 鉄道車両の省エネ化を推進

〇 その他、駅舎照明のLED化や変電所再編による電力系統効率化なども検討

・高効率空調に
改修

・ＬＥＤに改修

・交流モータ化
・主制御装置を

VVVF化

・回生ブレーキ導入
880形

過年度に導入したF1000形

3
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◆ ４ 運賃以外の収入拡大 関連施策 No.24

電車のラッピング広告の実施例（６編成中３編成を例示）

○ 運賃以外の収入拡大の取組み

福井鉄道グッズのふるさと納税返礼品への登録

GoToクーポンを活用した福井鉄道グッズの販売

懐かしの福鉄グッズセット福鉄フクラムNゲージ鉄道模型セット

えちぜん鉄道と福井鉄道のセット

福鉄電車応援！FUKURAMグッズセット販売

福鉄グッズ新商品の販売

１，０００円セット ２，０００円セット

エコバック Tシャツ 布マスク

■ 令和２年度 田原町ミューズの予約利用回数
（令和２年１２月末時点）

① 音楽関係 33 回

② 会議、講習会等 6 回

③ その他（イベント等） 14 回

計 53 回

１２月末時点の利用回数は、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響で減少して
いる。今後は、感染対策を徹底しなが
ら、利用回復を図っていく。

○ 田原町ミューズ（多目的スペース）や田原町駅広場を活用したイベント等の開催による

電車利用促進、にぎわいの創出

関連施策 No.35◆ ５ 学校行事や地域活動、イベント等での電車利用促進

■ 田原町ミューズ 予約利用の推移
（令和２年度は１２月末時点）

50
70

33

19

30

6

29

57

14

0

50

100

150

200

H30 R1 R2

その他イベント等

会議、講習等

音楽関係
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関連施策 No.36～37◆ ５ 学校行事や地域活動、イベント等での電車利用促進

○ 西鯖江駅付近を会場としたイベントの開催

○ 北府駅周辺でのイベント等の開催による電車の利用促進、交流人口の増加やにぎわいの創出

令和２年度上半期は、鯖江市、越前市の沿線２市において、
新型コロナウイルスの感染拡大により、イベントが軒並み中止
となっている。

◆ ６ 利用回復に向けた取組み 関連施策 No.24、44、48

取 組 み 内 容

・サイクルトレインの運行に必要な車両設備導入の事業化

・貸切電車のPR拡大

・各種鉄道イベントの開催

・恐竜博物館、えちぜん鉄道とのセット乗車券販売の検討

・福武線サポーター企業の募集（コロナ終息を見据え商工会議所、沿線企業等訪問予定）

・福鉄公式YouTubeチャンネルの公開

・福鉄電車応援！1日フリー乗車券の販売

サイクルトレイン
ヘッドマークイメージ

福鉄電車応援！
1日フリー乗車券

福鉄YouTubeチャンネル公開

7
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◆新型コロナウイルス対策追加事項（１）

〇 利用者に安心して福井鉄道をご利用いただけるように新型コロナウイルス感染症対策
を実施

取組概要

・SNSによる混雑情報の発信

・運行車両の換気

（７７０形、８８０形…窓開放運行）

（F1000形…換気装置常時稼働運行）

・お客様向けアルコール消毒液の設置

（駅舎、車両）

・神明駅～田原町駅間での臨時急行バス運行

・列車・駅構内の一斉消毒

・感染防止対策ポスターの掲示、放送案内（車
両、駅）

・電車運転席ビニールカーテン設置

Twitterによる混雑率発信

臨時急行バス運行の様子

◆ 新型コロナウイルス対策追加事項（２）

〇 新型コロナウイルスによる甚大な経営悪化を回避し、コロナの影響が続く状況でも安
定した運行を維持していくとともに、利用回復を図るため、県と沿線市が協調して緊急
支援を実施。

項 目 取組概要 取組状況 負担割合

抗ウイルス
抗菌加工

全車両、拠点駅への抗ウイルス抗菌加工 車両…全客車実施済

駅…１６駅実施済

国：1/2

県：1/2

運行継続
特別支援

コロナ禍の中でも運行を継続するために運行

経費を一部支援
１１月 交付決定済

県：1/2

市：1/2

利用環境
整備支援

利用者回復に向け、公共交通における旅行

者の受入環境を整備 １２月 交付決定済

国：1/3

県：1/3

市：1/3

利用環境整備支援の実施内容
• 駅の無料WiFi環境整備
• キャッシュレス化
• 駅の多言語表記
• 駅、車両の多言語放送
• サイクルトレイン

抗ウイルス抗菌加工の様子（フクラム）

9
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H30 R1 R2 R3 R4

■駅やバス停へのアクセス環境の向上

1 鉄道駅の新設 家久駅とサンドーム西駅間
福井鉄道
福井県

- -

2
越前武生駅以南への延伸可能性研
究

利便性向上のため、越前武生駅以南への延
伸可能性を研究

福井鉄道
福井県
越前市

　・現地調査結果をふまえ、引き続き課題解決に向け検討 　・現地調査結果をふまえ、引き続き課題解決に向け検討

3
駅前線区間の快適性及び利便性の
検証及び対応

駅前線区間の所要時間の緩和策として短絡線
整備を検討・計画・整備
駅前線区間における、現状利用者等に対する
快適性や利便性の検証が必要であり、結果に
応じて必要な対応を推進

福井鉄道
福井県
福井市

　・短絡線整備による影響や効果の検討 　・短絡線整備による影響や効果の検討

5 駐輪場の整備改修 利便性向上のための駐輪場整備及び改修
福井鉄道
福井県
沿線市

　・北府駅駐輪場の増設検討
　・北府駅駐輪場の増設に係る設計完了
　・不法駐輪自転車の撤去

6 駅待合環境の整備改修
利便性向上のため、駅トイレ等の整備及び改
修

福井鉄道
　・全駅の案内標識について多言語表記の改修検討
　・主要駅・観光拠点駅への多言語案内放送の導入検討
　・主要駅・観光拠点駅への無料WiFiサービスの導入検討

　・全駅 案内標識多言語表記改修を実施予定
　・主要駅・観光拠点駅 多言語案内放送を導入予定
　・主要駅・観光拠点駅 無料WiFiサービス提供を実施予定

7
フィーダー交通の充実
（路線バス、コミュニティバス）

交通圏内を運行する路線バス、コミュニティバ
スのルート、運行形態等の見直し

福井県
沿線市町

バス事業者
　・駅に発券システムの導入（2か所） 　・１１月に発券システム２カ所稼働

■利用者ニーズに対応した乗り継ぎ等の利便性向上

8 ＩＣカードの導入の検討
乗り継ぎ等の利便性の向上を目指し、ＩＣカード
導入を検討

福井鉄道
バス事業者

福井県
沿線市町

　・主要駅にキャッシュレス決済対応可能な自動券売機導入検討
　・車内QRコード決済システムの導入検討（外国人観光客も利用できる
    マルチ決済サービスを検討）

　・主要駅・観光拠点駅 キャッシュレス決済対応可能な自動券売機
　　導入予定
　・車内及び窓口のQRコード決済システムの導入検討（外国人観光客
　　も利用できるマルチ決済サービスを検討）

9 運賃体系の総合的再構築
バスや電車の乗り継ぎなど、利用者ニーズに
応じた運賃体系(企画乗車券等含む)の見直し

福井鉄道
バス事業者

福井県
沿線市町

　・ふるさと納税返礼品として、平日でも利用できるえち鉄・福鉄共通
　　フリーきっぷの検討

　・ふるさと納税返礼品として、平日でも利用できるえち鉄・福鉄共通
　　フリーきっぷの検討

10
利用者ニーズにあった運行ダイヤ等
の見直し

利用者ニーズに即応し、定時性を確保する運
行ダイヤや急行停車駅等の見直し、調整

福井鉄道
バス事業者

- -

■情報発信の充実

11 携帯端末への情報提供
GPSを活用した高精度の位置情報の携帯電話
を通じた提供

バス事業者
福井鉄道

　・検索サイトでの福鉄バスの運賃、経路、時刻表の検索稼働
　・検索サイト（Google）での福鉄バスの運賃、経路、時刻表の検索稼働
　・鉄道ロケーションシステム導入に向けた検討

■接客サービスの向上

12
社員のマナー・接客サービスの再度
徹底

利用者本位のサービスの向上
福井鉄道

バス事業者
　・接客専門家による接遇マナー講習会の開催
　・接客技術向上研修会の実施

　・接客専門家による接遇マナー講習会の開催予定
　・接客技術向上研修会の実施予定

令和2年度実績（12月末時点）令和2年度計画

福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画 主要施策進捗状況について

施策 実施内容 実施主体
実施スケジュール

目標１　地域の交通として利用したくなる公共交通の実現

　・パークアンドライド利用チラシ配布
　・西鯖江駅のパークアンドライド駐車場新設（10～20台）の検討
  ・家久駅のパークアンドライド駐車場増設(3台)予定

　・パークアンドライド利用チラシ作成配布
　・西鯖江駅のパークアンドライド駐車場新設の検討

4 パークアンドライド駐車場の整備等
パークアンドライド駐車場の新設、増設、舗装
及び有料駐車場の無料化

福井鉄道
福井県
沿線市

報告（３）-２
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H30 H31 R2 R3 R4

■安全で安心な公共交通の基盤づくり

13 レール・分岐器の更新 レール・分岐器の更新 福井鉄道
　・西鯖江駅～西山公園駅間のレール交換
　・家久駅、浅水駅構内分岐器の交換

　・西鯖江駅～西山公園駅間のレール交換実施中
　・家久駅、浅水駅構内分岐器の交換実施中

14 変電所設備の更新
変電所の設備更新
（受電設備、変圧設備等の交換）

福井鉄道 　・北府変電所（750KW）の新設実施 　・北府変電所（750KW）新設工事完了

15 電路設備等の更新 電車線・柱等の更新 福井鉄道
　・神明駅～三十八社駅間の電車線の更新
　・西山公園駅～神明駅間の木柱のCP柱更新

　・神明駅～三十八社駅間の電車線の更新実施中
　・西山公園駅～神明駅間の木柱のCP柱更新実施中

16 線路・電路等維持修繕の実施
レール・マクラギ等の交換、電車線・通信線等
の交換

福井鉄道 　・北府駅～家久駅間のまくら木の交換 　・スポーツ公園駅～家久駅間のまくら木の交換実施中

17 新型低床車両（ＬＲＶ）の導入 福井鉄道 　・新大型低床車両導入に向けた調整・検討 　・新大型低床車両導入に向けた検討（環境省補助活用）

18 ノンステップバスの導入 バス事業者 － -

19 車両設備の更新
低床車両について、電動機、制御装置等の交
換

福井鉄道 　・880形（1編成）の省エネ改修の実施 　・880形（1編成）の省エネ改修実施中

■安全で快適化な交通環境づくり

20 交通マナー啓発活動 交通マナーや啓発活動の実施等

福井鉄道
バス事業者

福井県
沿線市

　・踏切事故防止運動の実施（警察と合同）
　・電車接触事故防止のための自動車ドライバーへのチラシ配布
　・自動車衝突防止関係勉強会（道路、警察、鉄道）開催

　・踏切事故防止運動の実施（警察と合同）
　・電車接触事故防止のための自動車ドライバーへのチラシ配布
　・自動車衝突防止関係勉強会（道路、警察、鉄道）開催

■安定した公共交通の経営基盤を支える体制づくり

21 他鉄道事業者との車両部品等の共有化 福井鉄道
　・軌道の設備投資において、えち鉄との資材共同調達、
    工事一括発注の実施

　・軌道の設備投資において、えち鉄との資材共同調達（PCマクラギ、
　　木マクラギ）、工事一括発注（道床交換やPCマクラギ交換など４件
　　の工事を一括発注）の実施

22
検査業務のＩＴ化等維持管理の省力化、電力ス
マート化による電力使用量の削減、運行車両
数の見直し等

福井鉄道
　・老朽化や劣化・損傷が進行した施設の総点検の検討
　・変電所再編に向けた検討
　・602形廃車の検討

　・老朽化や劣化・損傷が進行した施設の総点検の検討
　・変電所再編に向けた検討
　・602形廃車の検討

23 駅管理業務の効率化
利用客サービス水準に対応した駅管理業務体
制の見直し（人員の配置、有人時間帯等）によ
るコスト削減

福井鉄道 　・主要駅にキャッシュレス決済対応可能な自動券売機を導入
　・主要駅にキャッシュレス決済対応可能な自動券売機の導入予定
　・駅務員の一部契約社員化（西鯖江駅、赤十字前駅）

24 広告収入等の拡大
駅、電停、車両を対象とした広告スペースの提
供、電車関連グッズの拡充、販売促進

福井鉄道
　・電車のラッピング広告の実施（3編成）
　・福鉄関連グッズのふるさと納税返礼品への登録

　・電車のラッピング広告の実施（6編成）
　・福鉄関連グッズのふるさと納税返礼品への登録
　・福鉄電車応援！FUKURAMグッズ、1日フリー乗車券の販売
　・GoToクーポンを活用した福鉄グッズの販売
　・福鉄公式YouTubeチャンネル公開
　・駅敷地内への自動販売機増設（販売手数料による収入増加）

25 設備更新費への支援 軌道整備、車両更新、変電所設備の更新等 福井県 　・軌道・電気・車両関係の設備更新の他、防護設備に対して支援 　・軌道・電気・車両関係の設備更新の他、防護設備に対して支援

26 新駅設置にかかる経費の補助 家久駅とサンドーム西駅間 福井県 － -

27
パークアンドライド駐車場の整備等に
かかる支援

パークアンドライド駐車場の整備等に対する支
援

福井県 　・更なるパークアンドライド駐車場整備に向けて、沿線市等関係機関と協議調整
　・更なるパークアンドライド駐車場整備に向けて、沿線市等関係機関と
　　協議調整

28
鉄道事業への再生可能エネルギー
活用の検討

回生エネルギー、太陽光発電等の活用の検討 福井県 － -

29 維持管理費への支援 線路・電路等維持管理費への支援 沿線市 　・線路、電路、車両の維持修繕に対し支援を実施 　・線路、電路、車両の維持修繕に対し支援を実施

30 沿線市による土地無償貸付
沿線市が鉄道用地を保有し、福井鉄道へ無料
貸与

沿線市 　・福武線鉄道用地の無償貸付け 　・福武線鉄道用地の無償貸付け

31 バス路線維持への行政支援 欠損補助
福井県

沿線市町
　

　・17市町のコミュニティバス等への補助（県）
　・バス6事業者の路線バスおよび車両購入補助（県）
　・路線バス等への補助（市）

　・17市町のコミュニティバス等への補助（県）
　・バス7事業者の路線バスおよび車両購入補助（県）
　・路線バス等への補助（市）
　・新型コロナウイルス感染拡大の影響下において運行経費の
　 一部を支援（県、市町）
　・路線バスへの抗ウイルス抗菌加工への補助（県）

令和2年度実績（12月末時点）令和2年度計画実施主体
実施スケジュール

目標２　安全・安心に利用できる公共交通の実現

車両更新

設備等の更新・維持等にかかる経費
の縮減

施策 実施内容

2



H30 H31 R2 R3 R4

■安定した公共交通の経営基盤を支える体制づくり

32 福井駅を中心とした居住誘導
福井駅周辺エリアでの、住宅建設やリフォーム
等への補助

福井市
　・福井駅及びその他鉄道駅を中心とする居住環境再構築区域で
　　住宅支援メニューを実施

　・福井駅及びその他鉄道駅を中心とする居住環境再構築区域で
  　各種住宅支援メニューを実施
　　　<補助実績>多世帯同居住宅取得支援事業　１件
　　　　　　　　　 　Ｕ・Ｉターン若年夫婦世帯等住宅取得支援事業　１件
                        空き家取得支援事業　１件

33 越前武生駅周辺の居住誘導
越前武生駅を含めた中心市街地地区での、新
築住宅の取得資金への利子補給等

越前市 　・居住誘導のための補助を継続して実施
　・居住誘導のための補助を継続して実施
　　　<補助実績>新婚夫婦定住化支援事業　14件
　　　　　　　　　　新住宅取得推進事業　6件

34 福井駅前への店舗誘致
福井市中央１・３丁目でのリノベーションによる
店舗等開業への経費補助

福井市 　・「熱意ある創業支援事業補助」を継続して実施 　・「熱意ある創業支援事業補助」を実施　<補助実績>　0件

35
田原町駅を拠点としたにぎわいの創
出

田原町駅周辺において、交流人口の増加やイ
ベント等によるにぎわいの創出

福井市
鉄道事業者

自治会
地元商店街等

　・福井市民文化祭および田原町商店街祭と連携した田原町フェスタ等を
　　実施予定
　※新型コロナウイルスの影響で中止の可能性あり

　・新型コロナウイルスの影響により、田原町フェスタは中止
　・福武線を利用して田原町商店街祭に来場された方にお買物券
　　（300円券）を配布する利用促進事業を実施（約200名に配布）

36
西鯖江駅を拠点としたにぎわいの創
出

つつじまつり、もみじまつり、誠市など、西鯖江
駅周辺で行われるイベントとの連携による交流
人口の増加やにぎわいの創出

鯖江市
鯖江市商工会議所
鯖江公共交通振興会

等

　※新型コロナウイルスの影響により、イベント開催は中止
　・中止したイベント
　　つつじまつり（5月）、さばえ環境フェア2020（6月）
　　さばえ食と健康・福祉フェア2020（10月）、
　　さばえものづくり博覧会2020（10月）

　・12月末現在、新型コロナウイルスの影響により、イベント開催は全て
　　中止、今後のイベント開催についても未定

37 北府駅を拠点としたにぎわいの創出
北府駅周辺において、交流人口の増加やイベ
ント等によるにぎわいを図るため、鉄道ミュー
ジアムや広場を整備

福井鉄道
越前市

　※新型コロナウイルスの影響により、イベント開催は中止又は未定の状況
　・北府駅周辺での利用促進イベント
　・ふくぶせんフェスタin北府駅
　・北府駅イルミネーション

　・新型コロナウイルスの影響により、下記イベント以外の開催は中止
　　北府駅イルミネーションを実施

■まちづくりや観光との連携

38
地域のまちづくり活動、教育活動等
に対しての公共交通利用促進

地域のまちづくり活動及び遠足等の教育活動
等に公共交通機関を利用してもらうため、公民
館等を通じ、フリーキップ等の利用セールス等
を実施

福井鉄道
バス事業者
沿線市町

　・サポーター企業募集による鉄道利用者拡大
　・沿線市シルバー会合等でフリー乗車券チラシを配布
　・沿線自治会に電車利用チラシを回覧

　・各公民館に対し利用セールス実施（11月）
　・新型コロナウイルス終息状況によりサポート企業募集を実施予定

39
公共施設（観光施設含む）との連携
による利用促進

鉄道利用者に対する沿線公共施設利用料金
の割引の検討

福井鉄道
福井県

沿線市町
　・公共施設に福武線の利用案内チラシを設置

　・公共施設に福武線の利用案内チラシを設置
　・福井deおでかけキャンペーンの新聞折り込みチラシに福鉄のお得な
　　きっぷ情報が掲載されたリンク先QRの掲載

40 鉄道文化財の保存、活用

北府駅周辺の登録有形文化財(北府駅本屋、
バス旧車庫、車両工場)と合わせ、福井鉄道の
200形車両を保存、活用し、観光の拠点として
の魅力の増進

福井鉄道
福井県
越前市

　・広場整備のための用地取得
　・北府車両工場見学会（沿線学校の児童・生徒）

　・広場整備のための用地取得に向け準備中

41
地域資源を活用したイベント・ツアー
企画

電車沿線の歴史自然等と連携したイベント・ツ
アーの開催

福井鉄道
沿線市

　・「まち歩き」企画の検討 　・鉄道駅を基点に鯖浦線(廃線)探索ツアー開催(11月)

42
ショッピングセンター・シティホテル等
との連携

ショッピングセンター、商店街等と連携した企
画の拡充、ホテルランチ（スイーツ）付1日フ
リー乗車券の販売促進や企画拡充

福井鉄道
福井県

　・エコプロモーション西武（公共交通機関利用割引（100円券））　の実施
　・エコプロモーション西武（公共交通機関利用割引（100円券））
　（R2.4～R2.8）　を実施
　・西武福井店で「FUKURAM運転＆バスのプレミアム体験福袋」を販売

43
県外観光利用者の増加を目的とした
利用促進

福井鉄道イメージキャラクターの導入の検討
福井鉄道
福井県

－ -

実施内容 実施主体
実施スケジュール

目標３　車に頼り過ぎない住みやすいまちづくりや広域観光と連携した公共交通の実現

令和2年度実績（12月末時点）令和2年度計画施策
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44 沿線観光・文化等施設情報の提供
地域のまちづくりや観光施設と連携した情報提
供

福井鉄道
沿線市町

　・「私と街とふくてつと」の改訂・発行 　・新型コロナウイルス感染拡大により広報誌発刊をR3年度に延期

45
野外学習等事業に対する運賃一部
助成

線の高校生までを対象に、電車を利用して体
験学習を行う場合に運賃補助

福井鉄道
沿線市

　・福井鉄道福武線活性化連携協議会が野外学習事業等に係る
    運賃の一部を助成

　・福井鉄道福武線活性化連携協議会が野外学習事業等に係る
    運賃の一部を助成

46 企画電車の充実 まちづくり会社等と連携した企画電車の創出
福井鉄道
沿線市

　・サイクルトレインの運行 <R2.5～>
　・貸切電車のＰＲ拡大

　・サイクルトレイン運行に必要な車両設備の導入予定
　・貸切電車のPR拡大

47 レンタサイクルの拡充
観光まちづくりを促進させるために、主要な鉄
道駅や施設への自転車の設置や継続的な維
持管理

沿線市町 　・レンタサイクル事業を継続して実施 　・レンタサイクル事業を継続して実施

48 企画乗車券の充実
観光まちづくりを促進させるために、主要な鉄
道駅や施設への自転車の設置や継続的な維
持管理

福井鉄道
　・エコプロモーション西武（公共交通機関利用割引（100円券））の実施
　・恐竜博物館セット券の発売
　　（電車一日フリーきっぷ+バス代金 +博物館入館料）

　・エコプロモーション西武（公共交通機関利用割引（100円券））を実施
　・恐竜博物館セット券の発売の検討
　　（電車一日フリーきっぷ+バス代金 +博物館入館料）
　・西武福井店で「FUKURAM運転＆バスのプレミアム体験福袋」を販売

49 観光周遊バスの運行 観光スポットを巡回するバスの運行 バス事業者 － -

50 臨時バスの運行
フェニックスまつり(福井市)、つつじまつり(鯖江
市)、武生菊人形(越前市)、越前陶芸まつり(越
前町)等での臨時バス運行

バス事業者 　・イベント時の臨時バス運行実施 　・主なイベントの中止により、臨時バスの運行無し

51 バス観光を中心としたフリーキップ
鉄道とバスを乗継いで観光しやすいように、休
日1日フリーキップ、海岸方面への2日間フリー
キップの発行

バス事業者 　・休日バス・フリーきっぷの販売 　・休日バス・フリーきっぷの販売

52 一押しバスツアーの運行 福井県内の観光地を巡るバスツアーの運行 バス事業者 － -

53 観光タクシーの運行 福井県内の観光地を巡るタクシーの運行 タクシー事業者 － -

H30 H31 R2 R3 R4

■乗る運動や利用促進

54
公共交通とまちづくりに向けた意識
啓発と利用促進

福井鉄道感謝祭、まちフェス、カーフリーデー
等の各種イベントに合わせて、公共交通とまち
づくり事業を実施

市民団体、企業、
福井鉄道、福井県

沿線市
　・カーフリーデーふくい2020の開催

　・カーフリーデーふくい2020を田原町駅広場及び田原町ミューズで開
　　催（Ｒ2.9）

55 モビリティマネジメント
小学校等で公共交通に関する出前講座の実
施、高校入学予定者へ公共交通情報の配布
等

福井鉄道
福井県
沿線市

サポート協議会

　・公共交通に関するリーフレット等を小、中学生、高校生に配布

56 カーセーブデーの推進
毎週金曜日に公共交通機関による通勤の促
進

福井鉄道
福井県
沿線市

　・企業、団体にカーセーブデー参加の呼びかけ
　・雑誌やテレビ番組を活用したカーセーブ運動のPR
　・各種イベントに出展し、公共交通機関の積極的利用を呼びかけ

　・企業、団体、行政にカーセーブデー参加の呼びかけ
　・雑誌を活用したカーセーブ運動のPR
　・各種イベントに出展し、公共交通機関等の積極的利用を呼びかけ

57 福鉄感謝祭の開催
鉄道の日（10月14日）に合わせたイベントの開
催

福井鉄道 　・第9回福武線フェスタin北府駅の開催 　・新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

58 自動車免許返納者への外出支援
65歳以上の運転免許を自主的に返納した住民
を対象に、地域のコミュニティバスの無料乗車
券等の交付

沿線市町 　・コミュニティバス無料乗車券等の交付実施 　・コミュニティバス無料乗車券等の交付実施

59
自動車免許返納者への外出支援の
拡充の検討

65歳以上の運転免許返納者に、電車利用券
配布の検討

沿線市 　・乗車券引換えを継続して実施 　・希望者に2千円分の乗車券引換券を提供（利用者数：13人）

60 通学支援補助 通学用の電車・バス定期券の購入補助
池田町

南越前町、越前町
－ -

61 法人利用の促進
沿線事業所への電車利用の働きかけ及び沿
線企業へのセールス訪問を通年実施

福井鉄道 　・沿線企業に総合的な電車利用セールスを実施 　・新型コロナウイルス終息状況を踏まえサポート企業募集を実施予定

施策 実施内容 実施主体
実施スケジュール

目標４　住民・行政・事業者が協働で利用促進する公共交通の実現

令和2年度実績（12月末時点）令和2年度計画
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■地域住民との連携

62 駅の美化運動
駅や鉄道敷きへの花植え等による美化運動の
継続

福井鉄道、福井県、
沿線市、自治会、

市民団体
　・継続した花植え、清掃活動等美化運動の実施

　・行政と連携し鉄道駅に花苗設置
　　（花苗、置き傘、待合室座布団）

63 地域イベントとの連携強化
沿線地域で開催されるイベントと公共交通利
用との連携

福井鉄道
沿線市

　・最寄り駅に急行臨時停車　　等 　・新型コロナウイルス終息状況により急行臨時停車を実施予定

64 沿線サポート団体等との連携強化
サポート団体等との連携を強化し、利用促進に
向けた取組みを実施

福井鉄道
沿線市

　・サポート団地と連携したイベントの開催
　・ 恒例企画の見直しや新たな企画の検討等

　・新型コロナウイルス感染拡大によりサポート団体と連携したイベント
に
　　ついてR２年度は開催中止

H30 H31 R2 R3 R4

利用促進
小学生向け夏休み企画、プレミアフリー乗車券
の利用促進

福井鉄道

　・夏休み企画としてフクラムペーパークラフトをプレゼント
    （小学生以下対象）
　・プレミアフリー乗車券購入者に鉄カード、クッキーをプレゼント

　・福鉄電車応援１日フリー乗車券の発売
　　福鉄公式YouTubeチャンネル公開（仮想乗車体験）

新型コロナウイルス対策
新型コロナウイルス感染拡大対策を実施し、
利用者に安心して鉄道を利用できる環境を整
備

福井鉄道 -

　・車両、駅の抗ウイルス抗菌加工実施
　・車両、駅にアルコール消毒液を配置
　・車両、駅を定期的にアルコールで拭き掃除をすることで消毒実施
　・通勤、通学ラッシュ時における車両混雑率のTwitterでの発信
　・車両換気運転の実施（770形と880形：運転台席窓開による換気
　　フクラム：換気装置を稼働し換気）
　・神明駅～田原町駅間で臨時急行バス運行
　　（7:20発の１便）（～12/28まで）

地域公共交通緊急支援
（抗ウイルス抗菌加工）

車両、駅への抗ウイルス抗菌加工の実施 福井県 -
　・全車両へ抗ウイルス抗菌加工を実施
　・電停含む１６駅に抗ウイルス抗菌加工を実施

地域公共交通運行継続特別支援
新型コロナウイルス感染拡大の影響の中でも
運行を継続するために運行経費を一部支援

福井県
沿線市

- 　・運行経費の一部を支援

地域公共交通利用環境整備支援
利用者回復に向け、公共交通における旅行者
の受入環境を整備

福井県
沿線市

-

　・全駅 案内標識多言語表記改修の実施予定
　・主要駅・観光拠点駅・全車両 多言語案内放送を導入予定
　・主要駅・観光拠点駅 無料WiFiサービス提供の実施予定
　・主要駅・観光拠点駅 キャッシュレス決済対応可能な自動券売機
　　導入予定
　・サイクルトレイン運行に必要な車両設備導入予定

その他の取組み

施策 実施内容 実施主体
実施スケジュール

令和2年度実績（12月末時点）令和2年度計画
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協議（1） 

新型コロナウイルス感染症関係 緊急要望書の提出について 

（福井鉄道福武線活性化連携協議会） 

 
 

１．実施時期 

令和３年度中に国土交通省へ要望 
 

２．福井鉄道の基本方針 

新型コロナウイルス感染症の拡大が収束していない現状において
も、列車・駅等において感染防止策を講じながら、市民生活や経済活
動を支えていくため、減便・運休の措置を行わず全便運行を継続する。 
 
３．福井鉄道の経営環境 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により利用者及び
運輸収入が激減したが、国、福井県、福井市、鯖江市、越前市の運行
支援等により安全な運行が継続できた。 

しかし、令和 3 年度においても新型コロナウイルス感染症の収束
が見通せないため、安全・安定した運行を継続するには厳しい経営状
況が想定される。 
 
４．国への要請骨子 

国において、次の事項について引き続き支援および支援拡充を行
ってもらえるよう要請する。 
 

・社会活動維持のための通常運行に対する支援 
 
・新型コロナウイルス感染症対策に対する支援 
 
・安全対策（線路、電路等設備更新等）に係る補助金の確保 等 

 

 



 

 

協議（2） 

（仮称）プレミア１日フリー乗車券割引キャンペーン事業について 

 
1. 目 的 

新型コロナウイルス感染拡大による高齢者の外出自粛等により、令和２年度
はプレミア 1 日フリー乗車券の利用者が減少していることから、乗車券の割引
を行う事で、高齢者の利用回復及び新規利用者の開拓を図る。なお、福井鉄道
が実施している感染対策も併せて周知することで、高齢者の方にも安心して利
用してもらえるようにする。 

 
2. 内 容 

（1）プレミア 1 日フリー乗車券を 100 円割引し、400 円で販売する。 
（2）実施期間は、令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日とする。 
（3）周知方法  

・各駅や車内にチラシを設置 
・福井鉄道のホームページやツイッターに掲載 
・沿線の公民館や病院、ショッピングセンター等にチラシ設置を依頼 

 
3. 福井鉄道福武線活性化連携協議会の支援 

プレミア 1 日フリー乗車券は本来 560 円のところ、これまでは連携協議会
（沿線３市の負担金が原資）から 60 円を補助して 500 円で販売していた。当
キャンペーンでは、400 円で販売することから、差額の 160 円を連携協議会か
ら補助する。ただし、補助額の上限は、野外学習支援事業、ワンコイン de 電車
乗車事業も含めて 210 万円とし、超過分は福井鉄道の負担とする。 

 
【参考】プレミアフリー１日乗車券とは 

（1）全日利用可能な１日フリー乗車券 
（2）沿線市（越前市、鯖江市、福井市）在住の 65 歳以上または自動車運転免許 

返納者が購入可能 
(3) えちぜん鉄道との相互乗入れ区間は対象外（越前武生駅⇔田原町駅に限る） 

（4）令和２年度 12 月末販売枚数：11,128 枚 
   令和元年度 12 月末販売枚数：20,179 枚 
 



（仮称）ワンコイン de 電車乗車事業について 

 
 
１．目 的 

令和 2 年 3 月 21 日に増発した下記列車ついて、福井鉄道福武線活性化連携協
議会から運賃の一部を支援することで、ワンコイン（100 円）で乗車できるよう
にし、新たな利用者の掘り起こしを図る。また、朝の通勤・通学時間帯は乗車率
が高いことから、混雑緩和にもつなげる。 

 

２．内 容 

(1)対象列車 

【下り】田原町方面行き 
8:10         8:16         8:18      8:21 

福井駅発→福井城址大名町→仁愛高校→田原町着 
 

【上り】越前武生方面行き 
7:52       7:55        7:57         8:02 

田原町発→仁愛高校→福井城址大名町→福井駅着 
 

(2)実証運行運賃 

大人:100 円 小人:50 円（通常運賃大人:160 円 小人:80 円） 

(3)実証運行期間 

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日（１年間） 

 
３．福井鉄道福武線活性化連携協議会の支援 

通常運賃が 160 円のため、連携協議会（沿線３市の負担金が原資）から 60 円
を補助する。ただし、補助額の上限は、野外学習支援事業、プレミア１日フリー
乗車券割引キャンペーン事業も含めて 210 万円とし、超過分は福井鉄道の負担
とする。 

協議（3） 


