
 

えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画・概要（案）   資料２
  

◇ これまでの経緯 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

を次のとおり定めた。  県及び沿線市町は、平成１４年１月２２日の知事・沿線市町村長会議での合意に基づき、それぞ

れの役割分担に基づいて、えちぜん鉄道の支援を行ってきた。  基本理念と基本目標、課題整理から得られた施策のポイントを図解すると次のとおり。 

 県は、平成１４年度から運転再開に必要な工事、鉄道事業に必要な資産の取得、長期的な設備投

資に対する補助等を実施してきたが、「１１年目以降の設備投資については、県と市町村が必要に

応じて協議を行う」とされており、平成２４年度以降の設備投資については未定となっている。 

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

基本目標

施策の
ポイント

安心・安全を支える鉄道
施設づくり

鉄道利用環境の向上
行政サービス供給のツー
ル

鉄道利用サービスの向上

信頼できる運行を支える
鉄道施設づくり

駅へのアクセス向上
観光・地域活性化施策と
の連携

運行・運賃の改善による
利用の開拓

安定した経営基盤を支え
る施設設備への移行

駅を核としたまちづくり 乗る運動・利用促進 情報発信の連携・強化

 次世代につながる
  生活関連社会資本づくり

鉄道でつながる　人・まち・くらし

 人をつなぐ
  笑顔のサービスづくり

 まちとまちをつなぐ
  交流づくり

 くらしをつなぐ
  鉄道のある まちづくり

 

 また、沿線市町は、運行開始した平成１５年度から会社の運営に伴う欠損補填を行ってきており、

平成１５年１２月２６日に、「沿線市町村は１０年間の欠損補填はもとより、それ以降の欠損につ

いても引き続き補填していく」ことで合意している。 

 平成２３年度は、欠損補填としては９年目であり、１０年間の期間には１年の猶予があるが、平

成２４年度以降の設備投資のあり方と合わせて、欠損補填のあり方についても検討を行い、新たな

支援スキームとして位置づけすることとした。 

◎基本方針 
 

◇ 利用目標  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る。  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

促進策による効果を見込み次のとおりとする。 

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る。 ・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、駅へ

のアクセス向上策等により、通学定期

は横ばいから微減とする。 
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 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る。 

 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*」と位

置づけて、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に必要な支援策を講ずるもの

とする。 

・通勤利用者については、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の施策によ

り、増客を目指す。 
◎計画期間 

・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。 

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」とする。 

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、適時計画を見直すものとする。  

 
◎目  標 

 以上により 

◇ 基本理念と基本目標 
「平成３３年度の利用者目標を３３３万人」とする。 

 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する。 

「鉄道でつながる 人・まち・くらし」 

1 

＊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。 



 

2 

　施策のポイント　 　主な施策メニュー　ｋ 　施　策　例　ｋ

・ 安全上問題があり早期の根本的対策必要 （車両、継電連動装置、橋梁、軌道、法面）
・ 計画的に安全劣化を防ぐ必要有り （踏切遮断機,踏切制御装置,CP柱化、通信ケーブル）

・ 新たな安全確保のための施設整備 （ホームの安全確保）
・ 幹線道路等との立体交差化 （福井・福井口間の高架化）

・ ファシリティマネジメント手法による運営・維持 （予防保守による長寿命化、ライフサイクルコストの把握）
・ ＩＣカードシステム導入の検討 （電子乗車券、電子マネー、利用者を識別したサービス提供等）

・ 駅施設の整備改善 （トイレ、自転車駐車場、パーク＆ライド駐車場）
・ バリアフリー化 （トイレ、スロープ）
・ 待合環境改善 （待合室、ホーム屋根）
・ 省エネ対応 （照明、空調）

・ フィーダー交通 （路線バス　コミュニティバス等）
・ 周辺道路等の改善 （踏切改良、除雪体制の整備）

・ 駅周辺の整備 （駅前広場等）
・ 駅周辺への都市機能集約 （病院、学校、商業施設、金融機関等）
・ 駅周辺の土地利用 （住宅地の形成）

・ 公共施設の再配置 （図書館、集会場等）
・ サービス供給の拠点化 （高齢者サービス、子育て支援等）

・ 駅・車内での観光情報発信 （観光案内施設、アテンダントサービス）
・ えちぜん鉄道限定の観光企画 （観光施設、代理店、関係機関との連携）
・ 地域色を活かした企画 （物産交流市）
・ 企画列車の運行 （イベント列車の運行）

・ 自治体による利用促進 （職員の通勤、出張、催事等）
・ 企業に対する利用働きかけ （エコ通勤協定、顕彰制度等）
・ サポート会の活動 （活動体制の維持継続）
・ サポーターズクラブの活用 （入会促進、サービス強化、会員向け情報発信の強化）
・ 乗るきっかけ・習慣づくり

・ 利用に関する情報発信 （割引運賃制度、パーク＆ライド駐車場の状況）

・ 駅の日常生活拠点化 （移動販売店舗の誘致等）
・ 駅・車内でのサービス強化 （コンシェルジュサービス、レンタルロッカーの設置）
・ 交通用具の貸し出し （レンタサイクル、マイサイクル等）

・ 運行形態の改善 （始発・終発の見直し、快速列車の運行）

・ 他交通機関との接続向上
(ＪＲ、福井鉄道、路線バス、高速バス等との接続向上、福井
鉄道への乗り入れの検討）

・ 企画きっぷ （1日フリーきっぷの多様化・用途拡大）

・
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活用、ホームページ、ブログ、
Twitter,Facebook,等の活用）

・ 駅・車内での情報発信 （駅等へのポスター掲出促進、車内モニターの活用）
・ 沿線地域等の情報共同発信 （イベント情報等）

（遠足等での利用支援、定期の利用促進、高齢者の免許返
納促進）

駅へのアクセス向上

駅を核としたまちづくり

行政サービス供給のツール

観光・地域活性化施策との連
携

乗る運動・利用促進

安心・安全を支える鉄道施設
づくり

信頼できる運行を支える鉄道
施設づくり

安定した経営基盤を支える施
設設備への移行

鉄道利用環境の向上

鉄道利用サービスの向上

運行・運賃の改善による利用
の開拓

情報発信の連携・強化

 

 次に掲げる、主な施策メニュー、施策例等をもとに、利用者増効果や経費などを勘案して、第５

回協議会までに取りまとめる。 

◇ 事業の枠組み 

 

 

 

  設備投資に対する支援は、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する。 

 福　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

 

 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する。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である。 

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

必要な経費に限定する。具体的には、線路保存費、電路保存費と諸税実績額とする。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

ととする。 

  資産取得交渉が妥結せず、交渉を継続している土地に対する賃借料補助である。交渉が妥結し

た際に取得費は別途計上する。 

 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

援のあり方を協議する。 

 「社会資本の維持に必要な経費」は沿線市町が支援する。また、「資産取得等」「設備投資」につ

いては、当初１０年間に引き続き、県が支援する。この他、国の支援が得られる設備投資等は、一

定の事業者負担を前提に、県が支援する。 

 「利用促進策」は、原則として沿線市町が支援するが、必要に応じ県補助金等の活用を図る。 

  「事業の枠組み」をもとに、第５回協議会までに具体的利用促進策を取りまとめる。 

◎目標達成に向けた行政支援及び事業の枠組み 

【社会資本の維持に必要な経費】（２１．９億円） 

【資産取得等】（２．４億円） 

【設備投資】（１９．７億円） 

◇ 支援のあり方（案） 

【利用促進策】（－） 

◇ 必要な行政支援 

 

 

 

 

 

 


