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４－３ えちぜん鉄道交通圏地域公共交通網形成計画 

（１）基本方針 

えちぜん鉄道は嶺北の骨格を形成する鉄道として、「地域の発展と日々のくらしを支える生活

関連社会資本」として位置づけられており、沿線都市のまちづくりを進めるうえで大きな役割

を担ってきました。

しかしながら、過去、経験したことがない人口減少時代の到来が、これまでのまちづくりや

公共交通のあり方に大きな転換を迫り、土地利用のコンパクト化や公共交通によるネットワー

クの形成が極めて重要になっています。

本計画の策定及び実施にあたっては、これまでの地域の成り立ちや社会基盤整備の状況を十

分に踏まえ，沿線都市の地域拠点(核)をえちぜん鉄道で結ぶ「多核連携によるネットワーク型の

コンパクトシティ」を目指します。

その形成に当たっては，沿線都市が既存のコミュニティや地域特性を踏まえた上で、各種の

都市機能を駅周辺に集積することに努力し、それらの地域拠点を公共交通でつなぐことを基本

方針とします。

また、沿線都市が、えちぜん鉄道や広域幹線バスを骨格とする幹線交通網から日常生活に密

着した地域のコミュニィティバス網に至る，階層性を持った公共交通ネットワークを形成する

ことで、拠点間の円滑な移動が確保されます。

これらの「拠点化」と「ネットワーク化」を推進することにより、えちぜん鉄道交通圏は、

距離的には広域であっても、スムーズな移動の確保によりコンパクトなエリアとして機能し，

市民生活の質の向上や観光客の利便性を著しく高めることができます。

≪都市機能の集積による拠点化と公共交通ネットワークのイメージ≫ 
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◎イメージⅠ：市民生活の質を高めるまちづくり 

通勤通学、通院、買物の移動を便利で快適に

するため、えちぜん鉄道(幹線)とバス（路線バ

ス・コミュニティバス）によるフィーダー（支

線）交通を連携させ、移動の利便性が高い住み

やすいまちづくりを進めます。

また、待合環境の改善にも取組み、乗継ぎや

待ち時間の抵抗感を軽減することで、車と比べ

ても鉄道やバスが選択されるような公共交通

圏域を形成します。 

◎イメージⅡ：観光客の利便性を高めるまちづくり 

えちぜん鉄道沿線には、足羽河原の桜並木

（福井市）や東尋坊（坂井市）をはじめとす

る四季折々の自然が楽しめる観光スポットや、

恐竜博物館（勝山市）・あわら温泉（あわら

市）・大本山永平寺（永平寺町）・越前大野城

（大野市）をはじめとする観光施設が点在し

ています。これらの観光施設を鉄道やバスで

つなぎ、周遊性の高い広域観光ゾーンを形成

します。

（２）計画の期間 

H23

えち鉄を「生活関連社会資本」
と位置づけた10年間の新スキーム

えちぜん鉄道
地域公共交通総合連携計画策定

えちぜん鉄道交通圏
地域公共交通網形成計画策定

3月 H35

9月 H26

H13

H15

H12
2000

H22

トピックス
H30

H20

H32

えちぜん鉄道株式会社発足後の
10年間の支援スキーム

えちぜん鉄道活性化連携協議会発足

H14
2002

H24
2012 2021

H33H27
2015

リーマンショック

福井国体

新幹線金沢開業

東日本大震災

東京オリンピック

新幹線敦賀開業

えちぜん鉄道設立 活性化再生法改正

京福電鉄２度目の事故

電車営業停止

支援スキーム

支援スキーム

連携協議会

形成計画

連携計画

「平成２７年度から平成３３年度までの７年間」
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（３）計画の区域 

計画区域は、えちぜん鉄道交通圏

とします。

えちぜん鉄道交通圏とは、えちぜ

ん鉄道と京福バス路線網を有機的に

結合することで都市の発展が期待で

きる交通領域で、福井市、勝山市、

あわら市、坂井市、永平寺町、大野

市に及ぶエリアとします。

（４）計画の目標（目指すべき将来像） 

えちぜん鉄道は「地域の発展と日々のくらしを支える生活関連社会資本」として沿線都市の

まちづくりに大きな役割を担ってきたところですが、今後は、移動の快適性を向上させ、市民

や観光客の満足度を高め、車と比べても「選ばれる移動手段」にならなければなりません。

そのため、路線バスや地域密着型のコミュニィティバス等とも連携し、圏域全体をスピーデ

ィに、納得のいく料金で移動できる地域公共交通網になることを目指します。

目指すべき公共交通の将来像：車と比べても『選ばれる移動手段』になる 

○ 地域の人々や企業から信頼される 安心・安全な公共交通

○ 便利で魅力的で乗りたくなる みんなに愛される公共交通 

○ 鉄道と路線バスの連携が図られ 誰もが使いやすい公共交通 

○ 低炭素型社会への転換を図る 地球環境にやさしい公共交通 

図－ 計画の区域 

安全・安心 

渋滞しない 

鉄道とバスが連携 

アテンダントが乗車 

魅力的で地球にやさしい 
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（５）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ますが、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。 

（６）目標達成に向けた取組み 

目指すべき将来像の実現に向けて取り組むべき施策を４つにまとめ、それぞれにおいて実施

すべき具体的な取組みは以下のとおりです。 

「平成３３年度の利用者目標３３３万人」

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。 

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移行 （２施策） 

①次世代につながる生活関連社会資本づくり

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、公共交通を地域

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、「くらしをつなぐ公共交通のあ

るまちづくり」を進めます。

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） 

②くらしをつなぐ公共交通のあるまちづくり

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・事業者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。

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） 

③まちとまちをつなぐ交流づくり

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。

Ｊ 鉄道利用サービスの向上 （５施策） 

Ｋ 運賃・運行の改善による利用の開拓 （３施策） 

Ｌ 情報発信の連携・強化 （６施策） 

④人をつなぐ笑顔のサービスづくり

福井駅西口バスターミナルに新バス

ロケーションシステム導入

夏休み限定、サマーキッズ定期券

の検討

広域でバスの位置がわかるバス

ナビゲーションシステム導入

現在、計画推進のための指標（案）の検討中

次ページ参照



現状 目標

・車と比較したえちぜん鉄道の交通事故発生率
　(嶺北県内比較)

・車と比較した京福バスの交通事故発生率
　(嶺北県内比較)

・えちぜん鉄道利用の満足度(３年毎のアンケート調査)
　(ダイヤ、駅舎の待合環境、バス、JRとの接続等)

　－

・えちぜん鉄道の年間利用者数

・えちぜん鉄道交通圏内を運行するバスの年間利用人数
　(えちぜん鉄道交通圏内９４系統)

・えちぜん鉄道交通圏内を運行するバスの乗車密度
　(OD調査による集計)

・えちぜん鉄道駅に接続するバス路線数

・えちぜん鉄道駅に接続するバス路線の運行本数

・(仮称)えち鉄・京福バス　サマーキッド定期券
　の売上げ枚数

　－

・えちてつサポーターズクラブ会員数

・えちぜん鉄道交通圏の自動車免許返納率
　(６市町の平均)

・えち鉄とバスを乗り継ぐ遠足等の団体利用件数
　(団体割引申し込み件数)

・主要拠点駅周辺における生活関連施設等の立地件数
　（福井、松岡、勝山、あわら湯のまち、三国駅)

①スーパー、コンビニ、食品・生活雑貨を扱う個店等の商業関連施設
②銀行、郵便局、ＡＴＭ等の金融関連施設
③病院、医院、整骨院、理髪店等の保健医療関連施設
④学校、図書館、公民館等の公共関連施設
⑤その他日常生活に必要となる生活関連施設

計画推進のための指標(案)

めざすべき将来像
（目標）

【目標１】
地域の人々や企業から信
頼される安心・安全な公
共交通

【目標２】
便利で魅力的で乗りたく
なるみんなに愛される公
共交通

【目標４】
低炭素型社会への転換を
図る地球環境にやさしい
公共交通

【目標３】
鉄道と路線バスの連携が
図られ誰もが使いやすい
公共交通

※駅周辺における生活関連施設等…駅より半径500ｍ内にある下記施設

指　　標
(現段階での候補)

目標数値など
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４－５ 計画推進体制 

この計画に掲載した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、京福バスが協働し、社会情勢の変化に応じた評価・改善の仕組みを定めます。 

（１）ＰＤＣＡサイクルの実行 

本計画で掲げた目標を達成するために、コンパク

トで住みやすいまちづくりに向けた新たな取組みの

計画（Plan）を策定し、計画された取組みを継続的

に実施する（Do）、実施した取組みについて検証お

よび評価し（Check）、問題点があれば見直しを検討

する（Action）、このような PDCA サイクルを実行

していきます。継続的に連携協議会では、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。

（２）ＰＤＣＡサイクルの実施体制 

PDCA のサイクルの実行は、妥当性・有効性・効率性・持続性等の視点を踏まえ、えちぜ

ん鉄道活性化連携協議会が推進していきます。

えちぜん鉄道交通圏地域公共交通網形成計画に関連する鉄道やバス等の指標は、連携協議

会の「支援管理部会」と「バス交通推進部会」が情報共有し、定期的に評価・検証を行い、

連携協議会に報告します。

また、福井県公共交通利用転換事業計画に関連する指標については、「えちぜん鉄道・福井

鉄道利用転換推進部会」(事務局福井県)において評価・検証を行い、連携協議会に報告します。 

図-PDCA サイクルの実施体制のイメージ

図- PDCA サイクルのイメージ



参考-36 

参参考考資資料料４４  ええちちぜぜんん鉄鉄道道活活性性化化連連携携協協議議会会規規約約  

（目的） 

第１条 えちぜん鉄道活性化連携協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交通の 

活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第 

１項の規定に基づき、地域公共交通総合連携計画地域公共交通網形成計画（以下「連携計画形成

計画」という。）の作成に 

関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整を行うため設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を福井県福井市大手３丁目１０番１号福井市役所庁舎内に置く。 

（事業） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 連携計画形成計画の策定及び変更の協議に関すること。 

(2) 連携計画形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) 連携計画形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第４条 協議会は、別表１に掲げる委員及び専門委員をもって組織する。 

（役員の定数及び選任） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 １人 

(2) 副会長 1人 

(3) 監事 ２人 

２ 会長は、勝山市長をもって充てる。 

３ 副会長は福井市長をもって充てる。 

４ 監事は、委員の中からこれを選任する。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期 

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 
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（会議） 

第８条 協議会の会議（以下｢会議｣という。）は、必要に応じて、会長が招集する。 

２ 会議に座長を置き、会議の議長となる。 

３ 座長は、会長が委員の中からこれを指名する。 

４ 座長が会議に出席できないときは、あらかじめ座長から指名された者が議長に当たる。 

５ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

６ 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることが 

できることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理 

の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

７ 会議の議決は、出席委員の３分の２以上で決する。 

８ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議 

事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

９ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又 

は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

１０ 前９項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重し 

なければならない。 

 

（幹事会・部会） 

第１０条 協議会には、必要に応じ幹事会、部会等を置くことができる。 

 

（事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、福井市都市戦略部地域交通課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（財産の取得及び移管） 

第１３条 協議会は、幹線鉄道等活性化事業費補助を受けて実施する事業（以下「補助事 

業」という。）により取得した財産について、あらかじめ補助事業の開始前に、当該財産 

の管理を行う者及び補助事業に要する費用の負担を行う者と協議して、当該財産の移管 

について定めるものとする。 
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（財務に関する事項） 

第１４条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定 

める。 

 

（協議会が解散した場合の措置） 

第１５条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会 

長であった者がこれを決算する。 

 

（委任） 

第１６条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別 

に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２２年１０月４日から施行する。 

２ この規約の一部改正は、平成２４年６月１５日から施行する。 

３ この規約の一部改正は、平成  年 月  日から施行する。 
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別表１ 

条   項 委   員 

法第 6 条第 2 項第 1 号 福井市長 東村 新一 

法第 6 条第 2 項第 1 号 勝山市長 山岸 正裕 

法第 6 条第 2 項第 1 号 あわら市長 橋本 達也 

法第 6 条第 2 項第 1 号 坂井市長 坂本 憲男 

法第 6 条第 2 項第 1 号 永平寺町長 
松本 文雄(H22.10.4～H26.3.11)

河合 永充(H26.3.12～) 

法第 6 条第 2 項第 2 号 
えちぜん鉄道株式会社 
代表取締役社長 

見奈美 徹（H22.10.4～H25.6.13）

豊北 景一（H25.6.14～） 

法第 6 条第 2 項第 3 号 
国立大学法人 
福井大学大学院 教授 川上 洋司 

法第 6 条第 2 項第 3 号 
えちぜん鉄道 
沿線サポート団体連絡会 会長 和田 高枝 

法第 6 条第 2 項第 3 号 
特定非営利活動法人 
ふくい路面電車とまちづくりの会 会長 内田 佳次 

法第 6 条第 2 項第 3 号 福井商工会議所 会頭 川田 達男 

 

専門委員 国土交通省中部運輸局鉄道部長 
大野 義明（H22.10.4～H24.3.31）

湯田 豊人（H24.4.1～） 

梶川 真一（H26.4.1～） 

専門委員 
国土交通省 
中部運輸局福井運輸支局長 

辻  俊雄（H22.10.4～H23.3.31）

原  良康（H23.4.1～H24.3.31） 

牟田 光良（H24.4.1～H25.3.31） 
中原  拓（H25.4.1～H26.3.31） 

長谷川 雅巳（H26.4.1～） 

専門委員 福井県総合政策部長 
森近 悦治（H22.10.4～H23.3.31）

東村 健治（H23.4.1～） 

専門委員 大野市産経建設部長 佐子 重夫 

専門委員 
公益社団法人 
福井県バス協会 会長 

天谷 幸弘 
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