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第第３３章章  ええちちぜぜんん鉄鉄道道公公共共交交通通活活性性化化総総合合連連携携計計画画  

３－１ 上位・関連計画におけるえちぜん鉄道の位置づけ 

えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画の策定にあたっては、総合計画や都市計画マス

タープラン、都市交通戦略など、沿線市町の上位計画や関連計画での総合交通体系における

えちぜん鉄道の位置づけとの整合を図り、その実現に向けた効果的な施策を体系化していく

ことが重要となります。 

（１）都市計画マスタープラン（各沿線市町）における位置づけ 

都市計画マスタープランは、各自治体の都市づくりの指針として、目指すべき都市の将来

像とその実現に向けた取組みの方向性を分野別・地域別の観点から整理するものです。 
各沿線市町の都市計画マスタープランでは、えちぜん鉄道は以下のように位置づけられて

います。 
沿線市町の都市計画マスタープランにおけるえちぜん鉄道の位置づけ 

福井市 

（H22.3） 

◇既存ストックを活用した福井型公共交通ネットワークの実現 

・JR 福井駅を中心とした公共交通幹線軸（南北２方向・東西４方向）を基本として鉄道やバス

などの利便性を高め、

主要な鉄道駅やバス停において地域拠点や乗り継ぎ拠点を形成

えちぜん鉄道と福井鉄道との

相互乗り入れによる高頻度運行等の検討

併せて拠点となる駅やバス停などへのアクセスを向上します。また、地

域との連携を強化するために、

します。 

◇公共交通の骨格づくりの基本となる既存の鉄軌道の積極的な活用 

・市街地の都市機能集積区間における鉄道の利便性向上に向けて、

を行います。 

勝山市 

（H23.3） 

◇人にやさしく生活を支える交通環境づくり 

・高齢化の進展や地球温暖化などの環境問題に対応した歩いて暮らせるまちの形成に向けて、

図ります。 

◇えちぜん鉄道の利用促進 

・ 等を図るため、鉄道事業者と連

携しながら、えちぜん鉄道の利用を促進し、更なる活用を検討します。特に勝山駅については、

交通結節点としての機能強化を図る駅前広場の整備、国の登録有形文化財である駅舎の活用を

図ります。 

え

ちぜん鉄道や路線バス、コミュニティバス等の利用を促進し、地域の実情に応じたきめ細かな

生活交通環境の整備を

高齢者や通勤・通学者に対する移動性の確保、環境負荷の軽減

あわら市 

（H18.11） 

◇公共交通の利便性向上 

・ から、今後も公共交通の必要性が増すことから、Ｐ＆Ｒ

など利用しやすい環境を整備するとともに、利便性や接続性を向上させ、誰もが円滑に移動で

きる環境づくりを進めます。 

◇あわら湯のまち駅の環境整備 

・あわら湯のまち駅周辺は、

とともに、 として多目的な

機能を導入・強化します。 

環境負荷の軽減や高齢化社会への対応

通勤や通学、買い物、通院など誰もが移動しやすい交通結節機能を

強化する 温泉街ならではの情報発信や市民の交流、にぎわいの拠点

坂井市 

（H20.6） 

◇便利でより多くの人が利用できる公共交通網の形成 

・ は、沿線市町や鉄道事業者と共

同し、運行本数の増便や加速性の高い新型低床車両の導入、すれ違いが可能な施設整備を検討

し、サービス水準の向上を図ります。 

◇公共交通機関を円滑に乗り継ぐことができる環境整備 

・鉄道及びバスの利用を促進するため、

図るとともに

保します。 

◇地域で支え、地域を活気づける取組みの展開 

・ するため、各種キャンペーンや

企画列車運行の支援、普及・啓発活動の推進等を図ります。 

坂井市と福井市を結ぶ地域住民の身近な足であるえちぜん鉄道

駅へのアクセス道路の整備充実、駅周辺における駐車場

や駐輪場の確保やバリアフリー化を 、三国駅や西長田駅を中心としてコミュニテ

ィバスとの連携を確

人と地球にやさしい公共交通に対する市民の理解・利用を促進

永平寺町 

（H22.3） 

◇公共交通を活かした町域の一体的発展と町民生活を支える都市連携軸の確立 

・えちぜん鉄道は、 として位置

づけるとともに、九頭竜川と併走し

ります。 

◇鉄道駅の利便性向上・機能拡充 

・ と

ともに、最寄り駅のバリアフリー化や

行います。 

都市内の連携や人と環境にやさしい公共交通の利用を促進する軸

車窓からは永平寺の特徴的な景観を楽しめる移動景観軸と

しての活用を図

永平寺口駅における駅前広場やアクセス道路・駐車場・駐輪場の整備、観光案内機能の導入

地域住民による身近な交流・情報発信の場としての活用

に対する支援を
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（２）都市交通戦略（福井市、Ｈ21.2）における位置づけ 

既存ストックを活用しながら地域にふさわしい交通サービスの確保と利便性向上を進め、

過度に車に依存した交通環境からの脱却と、環境負荷の小さい公共交通への転換を目指して

策定されたもので、福井都市圏における都市交通政策の基本方針ならびに公共交通の目標像

が以下のように位置づけられています。 

福井都市圏における都市交通政策の基本方針 

① 福井都市圏における広域総合交通体系の構築 

福井都市圏の道路網や鉄道網は福井市を中心として形成されています。福井都市圏にお

ける中心都市として、都市圏交通の核となるよう、広域的な視点から位置づけた総合交通

体系を構築します。 

 

② 公共交通を中心とする交通施策への転換 

増加する自動車交通に対応するため、これまで道路整備を中心とする交通施策を展開し

てきました。この結果、クルマに過度に依存した交通環境になり、都市交通体系のバラン

スが崩れ、都市構造へも影響が出ています。 

このため、日常生活における生活圏、中心市街地のにぎわい再生、安心して生活できる

交通環境の創出、環境負荷の軽減に向けて、クルマに過度に依存した現在の交通状況から

脱却するため、公共交通を中心とする交通施策に転換します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：第３回福井都市圏パーソントリップ調査 

 
 

③ 地域バランスのとれた交通環境の構築 

交通空白地帯などの特にクルマがないと不便な地域においては、シビルミニマムとして

の交通サービスを確保するなど、地域特性に応じた交通環境を構築します。 
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福井都市圏における公共交通の目標像 

 

 

① ６方向の公共交通幹線軸の強化 

・コンパクトな市街地形成を誘導する公共

交通幹線軸の強化（サービスの向上） 

・６方向の公共交通幹線軸の先導的な構築 

・核となる中心市街地での都市機能の集積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域特性にふさわしい交通サービスの確保 

・地域特性に応じた公共交通のサービス確保とクルマとの適切な分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市域を構成する４つの

地域を６つの公共交通

幹線軸（南北：２方向、

東西：４方向）と拠点

でつなぎ、市域全域を

カバーする交通ネット

ワークを形成

② 軸と地域を結ぶ拠点の形成 

・生活サービスと公共交通の需

要創出を図る地域拠点の形成 

・移動のシームレス化を図る乗

継拠点の形成 

既存ストックを活かした福井型公共交通ネットワーク 
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３－２ 地域社会におけるえちぜん鉄道の基本的な役割 

えちぜん鉄道は、前述のとおり沿線市町の上位・関連計画において、地域社会の発展を支

える公共交通網の軸や拠点を形成する社会基盤であると位置づけられており、それらの機能

を活用・強化するまちづくりの方向性が示されています。また、地域住民の通勤・通学や買

い物、通院等の日常的な暮らしを支える地球環境にもやさしい交通機関として、その機能や

利便性を更に高めて利用促進を図ることとしています。 

『これまで(10年間)の総括』で確認したとおり、費用便益分析の結果は「1.89」で、費用
以上の便益を生み出しており、また、開業後の利用者等の意識変化として、公共交通の大切

さや、えちぜん鉄道の必要性に対する評価も高まるなど、地域の重要な社会基盤としての認

識も定着しつつあります。 

さらに、えちぜん鉄道によってネットワーク化される沿線市町は、従来から通勤・通学の

人の流れの面でも相互に強い結びつきが認められ、低炭素社会の実現に向けて社会全体の変

革が求められている今日にあっては、沿線市町間の移動にエネルギー効率の良い鉄道を利用

することは、ますます重要性を増すと考えられます。 

このような理由から、総合連携計画の策定にあたり、えちぜん鉄道を地域の発展と日々の

くらしを支える『生活関連社会資本(※)』と捉えて、その自立性を高めるとともに、永く次

世代に引き継ぐための施策を総合的に展開することとします。 

 

沿線市町の上位・関連計画におけるえちぜん鉄道の位置づけ 

◇地域社会の発展を支える都市構造上の骨格軸や拠点を形成する社会基盤 

◇地域住民の通勤・通学や買い物、通院等の日常的な暮らしを支える地球環境にもやさしい

交通機関 

 

これまでの 10 年間の総括のまとめ 沿線市町間の通勤・通学の人の流れ

◇開業後の意識変化として、公共交通

の大切さや将来もえちぜん鉄道は

必要といった声が多く、継続した事

業経営が望まれている。 

 

低炭素社会の実現に向けた社会的要請

◇自動車に過度に依存した交通環境

を変革するために、エネルギー効率

の良い鉄道への利用転換等を促進

することが望まれている。 

 

◇各沿線市町からその他の沿線市町

への流出人口が全流出人口に占め

る割合は概ね 5割を超えており、坂
井市及び永平寺町は 9 割を超えて
いる。 

◇坂井市から福井市への流出、永平寺

町から福井市への流出の傾向が特

に顕著であり、その割合はいずれも

７割を超えている。 

（具体的なデータは P6参照） 
 

地域社会におけるえちぜん鉄道 

地域の発展と日々のくらしを支える『生活関連社会資本(※)』 

え
ち
ぜ
ん
鉄
道
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
な
ど 

※ 生活関連社会資本：地域住民の通勤・通学や買い物、通院などの日常生活を支える社会

基盤であるという考え方。 
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３－３ 総合連携計画 

（１）基本方針 

今日の地方行政は、少子高齢化の進展に伴う社会構造の変化への対応や地球温暖化に伴う

環境保全対策が大きな課題となっています。 
こうした状況の中、地方鉄道は子供や高齢者を始めとする地域住民の生活を支え、人々の

交流を促すものとして、また低炭素社会を目指したエネルギー効率のよい交通機関として、

ますます重要性を増すものと思われます。 
えちぜん鉄道は、本県の代表的な地方鉄道として、沿線各市町の総合計画や都市計画マス

タープランのなかで、地域社会の発展に不可欠な社会基盤として位置づけられており、まち

づくりを進めるうえで、大きな役割を担っています。 
このため、この連携計画では、えちぜん鉄道を地域の発展を支える「生活関連社会資本*」

と捉えて、会社の経営自立性を高めつつ、沿線市町が責任を持って永く次世代に引き継ぐた

め、関係機関が連携して必要な支援策を講ずるものです。 
 

 
＊生活関連社会資本 

地域住民の通勤・通学や買い物、通院などの日常生活を支える社会基盤であるという考え方。 

この考え方は、地方都市においては、鉄道事業は純民間の採算ベースでは事業存続が困難であること。 

また鉄道事業は、外部経済効果が高く観光や地域全体の振興の基盤となる事業であることから、公的セク 

ターが積極的に基盤として利活用を図る必要があるとの考え方に立脚するものです。 

 

（２）計画区域 

福井市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町のえちぜん鉄道沿線 

 

（３）計画期間 

連携計画の計画期間は、長期的な鉄道の運行を担保するため、 

「平成２４年度から平成３３年度までの１０年間」 
 

 
とします。なお、計画期間中であっても、社会情勢等が大きく変化した場合は、適時計画を
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見直すものとします。 
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（４）目  標 

◇基本理念 

基本方針に基づいて、平成 33年度の目標年次に、鉄道が果たすべき社会的役割を明確にす
るため、基本理念を次のとおりとします。 
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「鉄道でつながる 人・まち・くらし」 

また生活関連社会資本づくり、まちづくり、交流人口、利用者サービスの視点などから基

本目標を次のとおり定めました。 
 

 
基本理念

設備投資の基本目標 利用促進の基本目標 利用促進の基本目標 サービス向上の基本目標

鉄道でつながる　人・まち・くらし

基本目標
 次世代につながる
　生活関連社会資本づくり

 くらしをつなぐ
  鉄道のある まちづくり

 まちとまちをつなぐ
  交流づくり

 人をつなぐ
  笑顔のサービスづくり

 

 

 

 

図-・基本理念と基本目標の体系図 
 

 

 

◇利用目標 

えちぜん鉄道の沿線市町の人口は、少子高齢化の進展により、平成 22 年度の 434 千人か
ら、平成 33 年度には 414 千人程度まで減少すると推計されるが、利用目標については、各
種の利用促進策により次のとおりとします。 

 

 
「平成３３年度の利用者目標３３３万人」 



第３章 えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画 

- 52 - 

 

 



第３章 えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画 

 

利用促進施策による利用者数増加の見込み 

えちぜん鉄道の沿線市町の人口は、少子高齢化の進展により、平成 22年度の 434
千人から平成 33年度には 414千人程度まで減少（H33/H22=95.4%）すると推計さ
れますが、年間目標利用者数については、各種の利用促進施策を重層的に展開する

ことにより、利用者数の変動を見込み、全体として 6％程度の利用者数の増加を見
込みます。 

 

① 15歳～18歳人口は減少が予測されるが、鉄道利用環境の向上や駅へのアクセス
向上策等により、通学定期は横ばいから微減を見込む。 

② 通勤利用者については、現状で沿線市町間での結びつきが強く、えちぜん鉄道

利用への転換が期待できる住民が相当程度潜在していると考えられるため、鉄

道利用環境の向上や駅を核としたまちづくり、鉄道利用サービスの向上等によ

り、3割程度の増客を目指す。 

③ 非日常型に関しては、乗る運動・利用促進の展開や、観光・地域活性化施策、

運行・運賃の改善による利用開拓等により増客を見込む。 
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（５）目標達成に向けた行政支援及び事業の枠組み 

◇必要な行政支援 
えちぜん鉄道の今後の支援については、えちぜん鉄道が民間活力を最大限に活かして、鉄

道経営者としての自立性を高めることを目指すものとします。目標達成のため、今後 10年間
でえちぜん鉄道に対し以下の行政支援が必要となります。 

 

①社会資本の維持に必要な経費 …… ２１．９億円 

経営支援については、これまでの経営結果の欠損全体ではなく、鉄道という社会資本の維

持に必要な経費に限定します。具体的には、線路保存費、電路保存費と諸税課税額とします。

これ以外の経費である車両保存費、運転費、運輸費、一般管理費等は、鉄道事業営業収益等

によって賄うこととします。 

● 社会資本の維持に必要な経費（沿線市町の支援対象）の見込み 

線路・電路保存費 13.35 億円 

諸税課税額 8.55 億円 

合 計 21.9 億円 

※諸税課税額は、実際には変動する可能性があります。 
 

②鉄道運行に必要な資産取得等…… ２．４億円 

資産取得交渉が妥結せず、交渉を継続している土地の賃借料に対する補助です。交渉が妥

結した際に取得費は別途計上します。 
 
 

③安全な鉄道運行に必要な設備投資…… １９．７億円(国庫補助を含む) 

設備投資に対する補助は、10年間のうちに早期の根本的対策が必要な安全設備投資とします。 

● 安全な鉄道運行に必要な設備投資（県の支援対象）の見込み 

性 質 項 目 事業費 

車  両 

継電連動装置 

橋りょう 

早期の根本的対策が 

必要な安全設備投資 

法面対策 

19.7 億円 
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◇支援の役割分担 
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 福

 
 
 
必要な行政支援のうち、「社会資本の維持に必要な経費」は沿線市町が支援します。 
「鉄道運行に必要な資産取得等」、「安全な鉄道運行に必要な設備投資」については、当初

10年間に引き続き県が支援します。なお、上記の設備投資額の範囲内で、国の支援が得られ
る設備投資等は、えちぜん鉄道の一定の負担を前提に、県が支援します。 
ただし、新たな利用者を獲得して目標を達成するためには、設備投資等による環境整備だ

けでは不十分であり、ソフト施策等による利用促進策についても更に充実して取り組んでい

く必要があります。 
この利用促進策については、原則として沿線市町が実施・支援しますが、必要に応じ県補

助金等の活用を図ります。 
この他、大規模災害等により、収入減、経費増加、施設復旧経費等が発生した場合は、必要

に応じ別途支援のあり方を協議します。 

　井　県

 沿線
市町(村)

□　運転再開に必要な工事費
□　資産取得等の運転
　　　・開業資金以外の初期投資
□　設備投資補助

□　運転・開業資金
□　欠損補助

□　資産取得
□　早期の根本的対策が必要な
     安全設備投資

□　社会資本の維持に
　　　　必要な経費の支援

Ｈ14～H23 Ｈ24～H33

図-・県及び沿線市町による支援の基本的枠組み
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３－４ 目標を達成するために行う社会資本整備、利用促進策 

（１）利用促進の基本的な考え方と施策のポイント 

これまで（10年間）の総括やアンケート結果を受けて課題を抽出・整理し、以下の利用者
別の基本的な考え方で施策のポイントを整理して、個別の利用促進策を組み立てます。 課題の抽出 課題の整理 基本目標 施策のポイント

≪これまでの(10年間の)総括から≫

計画的な鉄道施設・設備の安全性向上 計画的な設備投資の継続 Ａ 安全・安心を支える鉄道施設づくり

安全で清潔・快適な駅施設の整備と管理 次世代につながる生活関連社会資本づくり Ｂ 信頼できる運行を支える鉄道施設づくり

鉄道運行経費増加の抑制 Ｃ 安定した経営基盤を支える施設設備への移行

駅及び駅周辺の集客力向上

地域が一体となった利用促進の取り組み 地域住民の生活と発展を支える社会基盤としての活用 Ｄ 鉄道利用環境の向上

くらしをつなぐ鉄道のあるまちづくり Ｅ 駅へのアクセス向上

Ｆ 駅を核としたまちづくり

住民・行政・えちぜん鉄道が一体となった利用促進 Ｇ 行政サービス供給のツール

≪利用者アンケートから≫ まちとまちをつなぐ交流づくり Ｈ 観光・地域活性化施策との連携

ホーム・トイレ等駅設備の改善 Ｉ 乗る運動・利用促進

朝・夕のラッシュ時の対応

他交通機関との接続向上 安全・安心で快適な鉄道サービスの提供 Ｊ 鉄道利用サービスの向上

駅員・アテンダントのサービス継続と向上 人をつなぐ笑顔のサービスづくり Ｋ 運賃・運行の改善による利用の開拓

Ｌ 情報発信の連携・強化

２．

１．

３．

４．

 

 

 

 

 

 

 

この際、以下のような観点に留意します。 

１．通学利用者の減少を抑制 

＜15 歳～18 歳人口が減少しますが、通学利用への減少を抑制します。＞ 

・学生が待合時間を有効に使えるよう、快適な待合室や通信環境などの駅施設を整備します。 
・自宅と駅、駅から学校へのアクセスを確保するため、自転車の貸し出しや、バス・他鉄

道との接続向上を図ります。 

２．通勤利用を増やす 

＜沿線人口が減少するなかで、通勤利用者は潜在需要として期待されます。＞ 

・待合時間の有効活用のため、快適な待合室や通信環境などの駅施設を整備します。 
・自宅と駅、駅から事業所等へのアクセスを確保するため、自転車の貸し出しや、バス・

他鉄道との接続向上を図ります。特に冬季は、パーク＆ライド駐車場の除雪を効果的に

実施し、積雪時における電車通勤の利点を前面に押し出し利用転換を図ります。 
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・通勤利用の取り込みを進めるため、早朝や深夜などの需要にあわせた運行を検討します。 
・中長期的には、駅周辺への事業所・住宅地の形成を誘導します。また、沿線の土地利用

状況や開発に連動して、新駅の設置や駅の適正配置を検討するなど、えちぜん鉄道によ

って職と住が繋がるまちづくりを推進します。 

３．非日常利用の利用開拓を図る 

＜観光利用など非日常利用において増客を図ります。＞ 

・主要駅の整備による観光拠点の形成（あわら湯のまち駅、三国港駅、勝山駅は整備済み。

永平寺口駅は整備実施中）や、広域観光の推進、地域の特色を前面に押し出した観光企

画を推進し観光客の誘致を進めます。 
・運行情報や乗り換え案内、沿線の施設や観光情報など、生活に密着した交通として、ま

た観光利用に役立つ情報を積極的に提供発信します。 
・沿線にある公共施設の利活用促進や、中長期的には駅周辺で、医療や文化・商業・行政

サービスなどが受けられる環境の整備を通じて、沿線住民の生活を支える生活交通とし

ての利用増加を図ります。 
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（２）まちづくりや観光振興の核としての駅舎等整備 

駅は、えちぜん鉄道が「生活関連社会資本」として地域住民の日常生活を支え、また観光

や地域全体の振興の基盤となるうえで、重要な拠点です。 
今後、まちづくりや観光振興の核として、駅舎の建て替え、駅広場の整備等の大規模な設備

投資を行う場合においては、各市町が主体となって取り組むことを基本とします。 

 

 

・駅舎の建替え、駅広場の整備等の大規模な設備投資は、社会資本整備一括交付金等を活

用して、市町が中心となって取り組むことを基本として、えちぜん鉄道と調整します。 

・鉄道敷地内又は隣接して独立したトイレ、自転車駐輪所等の便益施設を整備する場合は、

市町が整備することを基本として、えちぜん鉄道と調整します。 

・鉄道敷地内の既存施設にバリアフリー機能や駅を中心とした地域住民活動に必要な機能

等の公益的機能を追加する場合は、えちぜん鉄道と調整します。 
 
 
上記の基本的な考え方を踏まえ、利用促進に向けたリーディングプロジェクトとして、勝

山市の勝山駅周辺及び永平寺町の永平寺口駅周辺において、『まちづくり交付金』及び『社会

資本整備総合交付金』を活用しながら、「駅周辺のまちづくり」や「交流・サポート活動」、

「サービス企画」等を複合した取組みが進められています。 
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勝山駅周辺整備の概要 

勝山駅周辺～中心市街地に至る地区について、平成 21年度～平成 25年度を計画期間とし
て、以下の目標に対応した総合的な事業を展開している。 

 

大目標：歴史的なまち並みや伝統行事が息づくまちなかを活性化し、にぎわいのある中心

市街地の創出 

    目標１：自然遺産、歴史・文化遺産、産業遺産を活かし、広域的な観光と結びつ

け、中心市街地の再生を図る中で、来街者をまちなかに誘導し、にぎわ

いを創出する。 

    目標２：歩いて暮らせるまちづくりを推進し、生活文化を活かしたまちなか居住

の推進を図る。 

 

勝山駅周辺については、勝山駅へのアクセス路である県道につながる駅前ロータリーを整

備し、広場の休憩施設に国内最古級の電気機関車「テキ 6」と貨車「ト 68」を動く状態で展
示した。なお、ロータリーを含めた広場面積は 2,450㎡であり、バスやタクシー乗り場、送
迎車用スペースを設けている。また、文化庁の指定する登録有形文化財の勝山駅の駅舎内部

にも電車資料スペースを設け、電車博物館的な駅前空間を創出することを計画している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

貨車「ト６８」の展示

電気機関車「テキ６」と  

駅前ロータリー 
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永平寺口駅周辺整備の概要 

永平寺口駅周辺～永平寺門前町に至る地区について、平成 21年度～平成 25年度を計画期
間として、以下の目標に対応した総合的な事業を展開している。 

大目標：大本山永平寺の玄関口にふさわしい、笑顔が満ち溢れる表舞台づくり 

    目標１:人々が集い、活動する観光交流拠点づくり 

    目標２:安全で快適な公共交通環境づくり 

    目標３:まちの賑わいを生む仕掛けづくり 

道路関係として、駅前広場整備（1,000㎡）及び廃線敷を活かした(仮称)永平寺遊歩道の
整備を行う。また、駅前広場内の公衆トイレや観光案内サイン、レンガ造りの変電所跡（旧

京都電灯㈱古市変電所跡）を活用した観光交流センターの整備や、洋風の外観を見せる歴史

的木造建築物である駅舎（大正 3年建築、旧京都電灯㈱越前電気鉄道東古市駅）の移築を計
画している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史的木造建築物である駅舎 レンガ造りの変電所跡 
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（３）平成 24 年度からの新たな利用者獲得の方策 

この連携計画で掲げる「平成 33 年度の利用者目標 333 万人」を達成するため、特に通勤
利用の拡大に向けた取り組みが焦眉の問題であることから、平成 24年度から以下のとおり重
点的に取り組みます。 

 

・えちぜん鉄道の各駅から、周辺事業所への通勤利用を念頭においた二次交通サービス

の充実を図ります。(個別施策番号 8)（西 
長田２５千、日新地区８千、開発２５千の計５８千を期待） 

・福井市内の事業所に対し、沿線市町が連携して、通勤方法の公共交通への転換を促し

ます。(個別施策番号 23) 
 

・鉄道による高速交通ネットワーク構築を図るため、沿線市町とえちぜん鉄道で協議し

て快速運行便の設定を検討します。(個別施策番号 35)（ 
高速…で新幹線開業を示唆では？） 

・えちぜん鉄道と福井鉄道が結節する田原町駅において、ダイヤ・連絡乗車券・連絡運

賃の設定等による乗継ぎ利便性向上を図ります。(個別施策番号 36) 
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（４）社会資本整備、利用促進の個別施策 

計画期間が満了する平成 33 年度に利用目標 333 万人の実現を図るため、各実施主体は国
や県、各議会、地域住民、株主等の理解を得ながら次に掲げる、生活関連社会資本づくり、

利用促進施策の総合的推進を図り、平成２２年度利用実績（315万 2千人）に対し 18万人の
増加を目指すものとします。 

 
 

①次世代につながる生活関連社会資本づくり 

計画的な鉄道施設・設備の安全性向上や、安全で清潔・快適な駅施設の整理と管理、鉄道

運行経費増加の抑制の課題に対し、計画的な設備投資の継続を図るため、次世代につながる

生活関連社会資本づくりを進めます。具体的には以下のような施策を展開します。 

 

◇次世代につながる生活関連社会資本づくり（４施策）  
 Ａ 安心・安全を支える鉄道施設づくり （１施策） 
 Ｂ 信頼できる運行を支える鉄道施設づくり （１施策） 
 Ｃ 安定した経営基盤を支える施設設備への移行 （２施策） 
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施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

A 安心・安全を支える鉄道施設づくり

1
早期の抜本的対策が必要な

設備投資
設備投資

軌道整備、橋梁整備、法面整

備、車両更新

えちぜん鉄道、福

井県

B 信頼できる運行を支える鉄道施設づくり

2 幹線道路等との立体交差化 福井駅付近連続立体交差事業 福井・福井口間の高架化 福井県

3
ファシリティマネジメント手法に

よる運営・維持

予防保守による

ライフサイクルコ

ち

線市町

4 ＩＣカードシステム導入検討

地域共通プラッ

の電子マネー・
検討

沿線市町

ち

C 安定した経営基盤を支える施設設備への

 
 
 
 
 

移行

長寿命化

ストの把握

木造駅舎のペンキまたは防腐

剤塗布、破損窓枠修繕、駅名表
示板の更新等

え

トフォームとして

ＩＣカードの導入

電子乗車券

電子マネー
利用者を識別したサービス提供

え

ぜん鉄道、沿

・福井県・

ぜん鉄道

 
 
 
 
 
 
 
 電子乗車券のイメージ 予防保守による長寿命化のイメージ設備投資（軌道整備）のイメージ 

（ペンキ塗布） 
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②くらしをつなぐ鉄道のあるまちづくり 

駅及び駅周辺の集客力向上、駅へのアクセス向上の課題の課題に対し、えちぜん鉄道を地

域住民の生活と発展を支える社会基盤として活用するため、「くらしをつなぐ鉄道のあるまち

づくり」を進めます。具体的には以下のような施策を展開します。 

 
◇くらしをつなぐ鉄道のあるまちづくり（10 施策） 75,000人/年の増客を期待  

 Ｄ 鉄道利用環境の向上 （３施策） 
 Ｅ 駅へのアクセス向上 （２施策） 
 Ｆ 駅を核としたまちづくり （５施策） 
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施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

D 鉄道利用環境の向上

5 駅施設の整備改善 トイレ整備 水洗化　バリアフリー化
えちぜん鉄道、沿
線市町

ホーム・構内の整備、改善
段差解消　手摺設置　点字ブ
ロック整備

待合環境の整備
待合室整備　ホーム屋根設
置

付帯施設の整備 自転車駐輪場　Ｐ＆Ｒ駐車場

6
社会資本整備総合交付金
による勝山駅整備

トイレ整備 グレードアップ　身障者対応 勝山市

ホーム・構内の整備、改善
段差解消　スロープ　手摺設
置

待合環境の整備 待合室　売店　ギャラリー

付帯施設の整備 自転車駐輪場

【以下H23年度内に供用開始】

社会資本整備総合交付金
による勝山駅周辺整備

駅前広場の整備
ロータリー化によるバス・タク
シーとの接続向上

勝山市・福井県

バス待合環境の整備 掲示板・上屋の設置

鉄道関連展示施設の整備
電気機関車（テキ６）動態展
示施設設置

駅周辺の歩行者空間改善 歩道整備　踏切拡幅

7
社会資本整備総合交付金
による永平寺口駅整備

駅舎整備
駅位置の変更・新駅舎整備
旧駅舎の活用

永平寺町・福井
県

ホーム・構内の整備、改善
駅位置変更に伴う新ホームの
整備

社会資本整備総合交付金
による永平寺口駅周辺整備

駅前広場の整備
ロータリー化によるバス乗降
場整備
公衆トイレ整備

永平寺町・福井
県

バス待合環境の整備 上屋設置

観光・案内施設の整備
既存建物の活用による観光
交流センター整備
観光案内サインの整備
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 施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

E 駅へのアクセス向上

8 フィーダー交通の整備・充実
コミュニティバス・路線バスとの

接続

ダイヤ調整等による接続改善

結節箇所の増、ルート見直し

利用促進PR

沿線市町、えちぜ

ん鉄道

9 周辺道路等の改善 除雪・排雪体制の整備

Ｐ＆Ｒ駐車場の除雪

並行道路の除雪
交差道路の除排雪の調整

沿線市町・福井県・

えちぜん鉄道

F 駅を核としたまちづくり

10 【再掲6】

社会資本整備総合交付金による勝山駅整備

社会資本整備総合交付金による勝山駅周辺整備

11 【再掲7】

社会資本整備総合交付金による永平寺口駅整備

社会資本整備総合交付金による永平寺口駅周辺整備

12 福井駅西口駅前交通広場整備 駅前交通広場の整備
バス・タクシー乗降場整備による

鉄道との交通結節機能の向上
福井市

13 駅周辺への都市機能集約
駅周辺の各種都市機能の立地

を促進

病院　学校　商業施設　金融機

関等の立地促進
沿線市町・福井県

14 駅周辺の土地利用
駅周辺に良好な市街地形成を

誘導
住宅地・事業用地の形成を誘導 沿線市町・福井県

勝山駅 駅前ロータリー整備（完成済） 

永平寺口駅 駅前広場整備のイメージ 

フィーダー交通の整備・充実のイメージ 駅施設の整備改善（駐輪場整備のイメージ）
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③まちとまちをつなぐ交流づくり 

地域が一体となった利用促進の取り組みに対し、住民・行政えちぜん鉄道が一体となった

利用促進を図るため、「まちとまちをつなぐ交流づくり」を進めます。具体的には以下のよう

な施策を展開します。 

 
◇まちとまちをつなぐ交流づくり（14 施策） 90,000人/年増客を期待 

 Ｇ 行政サービス提供のツール （３施策） 
 Ｈ 観光・地域活性化施策との連携 （３施策） 
 Ｉ 乗る運動・利用促進 （８施策）  
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施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

G 行政サービス供給のツール

15 既存公共施設の利活用 既存施設の活用
駅周辺に立地する公共施設
の利用推進

沿線市町・福井
県

16 既存施設の複合化
行政出先機関の統廃合時に
は、駅周辺にある施設への移
転・集約を検討

沿線市町・福井
県

17 サービス供給の拠点化
サービスセンター　児童館
保育園　高齢者日帰りデー
サービス等

新設や移転時には駅周辺へ
の配置を検討

沿線市町・福井
県

H 観光・地域活性化施策との連携

18
えちぜん鉄道限定の観光企
画

えちぜん鉄道を活用した観光
ルート、旅行企画の設定

観光地とのタイアップ企画
宿泊施設･観光施設と連携し
たサービス企画

えちぜん鉄道

19 地域色を活かした企画

広域連携による観光の推進
目的別情報発信
オリジナルグッズの作成・販
売
沿線特産品の販売促進

自転車用観光地巡りマップ
オリジナル乗車券
駅周辺の新鮮野菜販売
沿線特産品の交流販売・コラ
ボメニュー開発

えちぜん鉄道、沿
線市町・福井県

20 企画列車の運行 企画列車の運行
ハロウィーン列車（実施中）等
の運行

えちぜん鉄道

企画列車の運行 

（七夕電車の飾り付け） 
（旧永平寺線跡地ウォーキング） 

企画列車の運行 

地域色を活かした企画 

（恐竜弁当販売） 
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施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

I 乗る運動・利用促進

21 自治体による利用促進

通勤・出張時の電車利用

行事・イベント時の電車利用促

進

自治体職員の通勤及び出張時

のえちぜん鉄道利用の強化

行事等には電車利用での参加

を推進

沿線市町・福井県

22 カー・セーブ運動の推進
カー・セーブデー（毎週金曜日）

の実施

運賃割引

参加企業の拡大

福井県、沿線市

町・えちぜん鉄道

23 沿線事業所への利用働きかけ
沿線事業所等への電車利用の

働きかけ

沿線事業所等へ電車通勤の働

きかけ

社用移動時のえちぜん鉄道利

用推進

えちぜん鉄道、沿

線市町

24
こどもが電車に乗るきっかけづ

くり

遠足等でのえちぜん鉄道利用

推進

遠足時の運賃を補助

各学校へのルート・最寄施設等

の情報提供

沿線市町

25
通勤・通学でのえちぜん鉄道

利用促進
通学、通勤利用の促進

えちぜん鉄道を利用した通勤・

通学のＰＲ、啓発等
沿線市町

26 利用促進イベントの開催 （例）お客様感謝イベントの開催

電車の利用ＰＲ

沿線特産品の販売

えちぜん鉄道支援の広報等

えちぜん鉄道

27 サポーターズクラブの強化

入会の推進

協賛企業の拡大

会員による利用の拡大

会員向け情報発信の強化（ＤＭ

会報誌）

特典の拡大強化（セット券　協賛

店サービス）

会員向け企画の実施

えちぜん鉄道（え

ちてつサポーター

ズクラブ）

28 サポート会の活動

利用啓発活動

駅舎・沿線等の環境向上活動

イベント・ツアーの開催

菜の花播種　寄せ植えコンテス

ト（あわら市）等

サポート会で電車に乗って行く

ツアーの実施

各サポート会、沿

線市町

サポート会の活動 サポート会の活動 

（プランターへの花植え） 

サポート会の活動 

（駅ホーム横の花壇） （大関駅のイルミネーション） 

カーセーブデー啓発のチラシ 

サポーターズクラブの活用 

サポーターズクラブの活用

（会員特典）
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④人をつなぐ笑顔のサービスづくり 

朝・夕のラッシュ時の対応、他交通機関との接続向上、駅員・アテンダントのサービス継

続と向上の課題に対し、安全・安心で快適な鉄道サービスの提供行うため、「人をつなぐ笑顔

のサービスづくり」を進めます。具体的には以下のような施策を展開します。 

 
◇人をつなぐ笑顔のサービスづくり（14 施策） 15,000人/年増客を期待 
 Ｊ 鉄道利用サービスの向上 （５施策） 
 Ｋ 情報発信の連携強化 （３施策） 
 Ｌ 情報発信の連携・強化 （６施策） 
 
 

 

施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

J 鉄道利用サービスの向上

29 駅の生活総合ステーション化
主要駅に商業・行政･サービス
機能を併設

コンビニ、移動販売の誘致
切符、チケット等の取扱い

生活関連サービス

えちぜん鉄道、沿
線市町

30 無線LAN環境の整備
ノートパソコン・スマートフォンの
通信設備設置

えちぜん鉄道

31
自転車を活かしたサービスの

充実
レンタサイクルの利用拡大 レンタル用自転車の更新

えちぜん鉄道、沿

線市町

32 マイサイクルの利用促進 通勤・通学の利用拡大
えちぜん鉄道、沿

線市町

33 サイクルトレインの利用促進
自転車関連イベントとのタイアッ

プ

えちぜん鉄道、福

井県・沿線市町

K 運賃・運行の改善による利用の開拓

34 沿線事業所での利用拡大

環境政策との連携による、通

勤、業務利用（出張や小口貨
物）促進策の展開

Ｐ＆Ｒ駐車場の活用

事業所をルートに入れたフィー
ダー交通展開

えちぜん鉄道、沿

線市町

35 列車運行の改善

運行時間帯、JRダイヤ改正時に

おける接続確保
所要時間の改善

始発・終発時刻の改善

快速列車の運行等

えちぜん鉄道、沿

線市町

36 他交通機関との接続向上 福井鉄道への乗り入れ検討

ダイヤ調整

乗継運賃
乗り入れ等の検討

えちぜん鉄道、福

井県・沿線市町

自転車を活かしたサービスの充実 

（レンタル自転車） 

自転車を活かしたサービス

の充実（マ サ ク ラ ）
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施策のポイント 実施項目 実施内容等 実施主体 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

L 情報発信の連携・強化

37 駅・車内での観光情報発信 主要駅に観光案内窓口設置 土日限定等で開設
沿線市町、えちぜ

ん鉄道

38
アテンダントによる車内での観光

案内
観光シーズン中心に えちぜん鉄道

39
駅・車内での地域情報・行政

情報の提供
駅・車内でのポスターの掲出 イベント情報等を提供 沿線市町・福井県

40
電車に設置されているモニター
の利用

動画による情報発信 沿線市町・福井県

41 沿線共同での情報発信

沿線市町と県が共同で沿線イベ

ントや観光情報・地域情報等を
発信

市町・県の広報媒体やホーム

ページの活用

沿線市町・福井

県、えちぜん鉄道

42
双方向・ダイレクトコミュニケー

ションの促進

スマートフォン向けアプリの開発

Facebook等の活用

乗り換え情報や駅周辺の観光

情報を提供

えちぜん鉄道・沿

線市町

駅・車内での観光情報発信 

（アテンダントによる観光案内） 

双方向・ダイレクトコミュニケーションの促進 

（フェイスブック等の活用） 
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３－５ 費用便益比（Ｂ/Ｃ）分析 [平成14年度から平成33年度までの20年間] 

えちぜん鉄道の平成 14年度から平成 23年度の社会便益については、費用便益比 1.89でし
た。平成 24年度から平成 33年度までの行政支援の内容を加えて、平成 14年度から平成 33
年度までの 20年間における費用と便益を次のとおり算出しました。 

費用便益比分析　平成14年度～平成33年度 （自家用車みなし）

時間短縮
便益

交通事故軽減
便益

移動運賃軽減
便益

二酸化炭素
抑制
便益

道路渋滞緩和
便益

合計

127.41 億円 11.03 億円 9.86 億円 0.80 億円 55.54 億円 204.63 億円

合計

108.72 億円価値 7.88 億円 53.79 億円 47.05 億円

その他の整備投資 欠損補助等

価値

②　費用 事業再開の設備投資

①　便益

 

この結果、費用と便益の比率である「費用便益比（ＣＢＲ）」は次のとおりとなります。 

 

平成３３年度までの費用便益比 B／C＝１．８８  
（ 1.88 = 204.63 ÷ 108.72 ） 

 
 
 

 
今後の10年間のスキームを加味した費用・便益の算出結果
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３－６ 計画推進体制 

この連携計画に掲載した、生活関連社会資本づくり、利用促進の各施策をスパイラルアッ

プ的に推進するため、地方自治体とえちぜん鉄道が協働して、定期的に計画、実行、点検・

評価、改善のサイクルを実施します。連携協議会では、点検・評価の結果を受けて、見直し

や修正が必要であれば、適時修正を行い計画期間中の推進を図ります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


