
福武線次期支援スキームについて 

■ 概要

 

 

 
    

■ 県・沿線３市の今後の負担について

 
 

・平成２０年度から実施している福井鉄道福武線鉄道事業再構築実施計画が平成２９

年度で終了し、利用者数目標２００万人を達成するなど、一定の成果があった

・しかしながら、設備の老朽化は著しく、現行スキームを超える設備更新や維持修繕

費が発生し、今後も負担が増大していく見込み

・福井鉄道の安全安心運行の継続のため、今後も引き続き支援する必要があり、県は

設備更新、沿線市は維持修繕の支援を行う。

・設備更新や大規模修繕については、県が支援

・維持修繕については、沿線３市が支援

●次期スキーム（H30～34年度）5年間
事業費 国 県 沿線３市

- - - -

22.4億円
(4.48億円/年)

9.5億円
（1.9億円/年)

12.9億円
（2.58億円/年)

-

7.5億円
（1.5億円/年)

- - 7.5億円
（1.5億円/年)

29.9億円 9.5億円 12.9億円 7.5億円

資産取得

設備更新
(大規模修繕含む)

維持修繕

合計

○現行スキーム（H20～29年度）10年間
事業費 国 県 沿線３市

12.0億円 - 8.0億円 4.0億円

31.7億円
(3.17億円/年)

12.6億円
(1.26億円/年)

19.1億円
(1.91億円/年)

-

12.0億円
（1.2億円/年)

- - 12.0億円
（1.2億円/年)

55.7億円 12.6億円 27.1億円 16.0億円

資産取得
（鉄道用地）

設備更新

維持修繕

合計

報告１



平成２９年度 第２回 福武線再建スキーム管理部会について（報告）

１ 会議内容

（１）日時・会場

平成２９年１１月８日（水）午後２時００分から午後３時１５分まで

福井鉄道株式会社 本社２階 会議室

（２）協議事項

① 鉄道事業再構築事業など再建スキームの進捗状況ついて

② 維持修繕費の使途など行政支援の執行状況について

③ 福井鉄道福武線の経営状況について

２ 協議の概要

（１）安全対策の強化（ハード）

① 設備投資の充実【行政支援：３１億円／１０年間】

計画 ６８，３５０千円 レール・分岐器の重軌条化、踏切道・踏切保安設備更新等

② 維持修繕費の充実【行政支援：１２億円／１０年間】

計画 １２０,０００千円以上 吊架線・電車線の更新、変電所設備の定期検査等

③ 国庫単独補助事業【国庫補助１／３、自社負担２／３】

計画 ８６，５９７千円 踏切遮断機新設、車両修繕等

④ その他事業

計画 １，１０８，８３７千円 路面軌道改修、停留所設備の整備、

レール・踏切道・軌道道床・まくら木の更新等

（２）営業の強化（ソフト）

継続した企画乗車券の販売、サポート団体との連携事業の取組み、相互乗入・駅前延伸、

駅ナンバリング導入等について報告された。

（３）経営状況について

上半期福武線運輸実績について（速報値）

旅客人数 １，００９，２０５人（前年比９７．９％）

運輸収入 １８６，３７６千円（前年比９６．６％）などを報告

平成２９年４月１日～９月３０日

種 別 本年 前年 前年対比 比較増減

数

量

旅

客

定期外 人 471,183 508,568 92.6％ -37,385 

定
期

通 勤 人 187,168 172,984 108.2％ 14,184 

通 学 人 350,854 349,412 100.4％ 1,442 

計 人 1,009,205 1,030,964 97.9％ -21,759 

報告２



平成 30 年 1 月 15 日 
福井鉄道株式会社

えちぜん鉄道株式会社

平成３０年春 ダイヤ改正について 

 福井鉄道およびえちぜん鉄道のダイヤを、以下の目的のため

2018年 3月 2４日から改正することとします。  

 福井鉄道においては、電停位置の変更等に伴い、区間時分を見

直し定時性の向上をはかります。また急行列車の利用状況を踏ま

え、9時台から 14時台の急行列車を時間あたり 2本から時間 1

本（相互乗入れ便）のみとします。 

 またえちぜん鉄道においては、ＪＲ福井駅から中京方面に向か

う「特急しらざぎ２号」との接続を改善します。また土曜日にお

ける朝の列車本数を増やし、勝山永平寺線から三国芦原線への接

続等利用客への利便性向上を図ります。 

報告３



1. 改正日 平成３０年３月 24 日（土）始発より 
 

2. 福井鉄道ダイヤ改正の要点 

（１）利用状況を踏まえ 9 時台から 14 時台の次の急行列車を廃止する。 

上下別 列車番号 越前武生発 運転区間 

下り列車 

945Ｋ  9：44 

越前武生発田原町行 
1045Ｋ 10：44 
1145Ｋ 11：44 
1245Ｋ 12：44 
1345Ｋ 13：44 

上下別 列車番号 田原町発 運転区間 

上り列車 

1032Ｋ 10：32 

田原町発越前武生行 
1132Ｋ 11：32 
1232Ｋ 12：32 
1332Ｋ 13：32 
1432Ｋ 14：32 

 

（２）次のとおり軌道区間の運転時分と停車時分を見直し定時制を向上させるものとす

る。 

区間 現行 改正 該当列車 

赤十字前⇔市役所前 6 分 00 秒 
8 分 00 秒 下り：全列車 
7 分 30 秒 上り：全列車 

 

駅 現行 改正 該当列車 
鳥羽中～花堂間の各駅

（浅水・ベル前除く） 
15 秒 30 秒 

下り：625～2055 列車 
上り：604～2124 列車 

田原町 
2 分 45 秒 1 分 45 秒 下り：913Ｒ以降の相直列車 
1 分 30 秒 2 分 15 秒 上り：950Ｒ以降の相直列車 

 

（３）市役所前上り電停移設に伴い田原町～市役所前間の区間時分を見直す

ものとする。なお、「市役所前」電停は「福井城址大名町」に名称を変更する。 
区間 現行 改正 該当列車 
田原町→市役所前 5 分 4 分 30 秒 上り全列車 



3. フェニックス田原町ライン（相互乗入れ便）のダイヤ改正 

 次の相直列車の越前武生～福大前西福井間の時刻を変更し定時性の向上を図

るものとする 

 
列車番号 

越前武生 田原町 福大前西福井 
発時刻 着時刻 発時刻 着時刻 

現行 651R 6：51 7：46 7：49 7：50 
改正 647R 6：47 7：46 7：49 7：50 
現行 715R 7：15 8：08 8：10 8：11 
改正 711R 7：10 8：09 8：11 8：12 

 

4. えちぜん鉄道ダイヤ改正の要点 

（１）JR 福井駅から中京方面に向かう「特急しらさぎ 2 号」（6 時 38 分発）と

接続を可能とするため、勝山永平寺線及び三国芦原線の上り始発列車の運転時刻

を繰り上げることでビジネスマン等の利便性向上を図るものとする。 

勝山永平寺線 
 列車番号 発駅 発時刻 着駅 着時刻 
現行 ５４８Ｋ 勝山 5：48 福井 6：40 
改正 ５３４Ｋ 勝山 5：35 福井 6：27 

三国芦原線 
 列車番号 発駅 発時刻 着駅 着時刻 
現行 ５５０Ｍ 三国港 5：50 福井 6：38 
改正 ５４０Ｍ 三国港 5：40 福井 6：30 

 
 

（２）朝通勤通学時間帯において、勝山永平寺線永平寺口駅～福井駅間を運転

している列車を勝山駅～福井駅間に新設、且つ、通年運転することで混雑緩和

等利用客の利便性向上を図るものとする。 

勝山永平寺線 
 列車番号 発駅 発時刻 着駅 着時刻 
現行 ６７１８Ｋ 永平寺口 7：18 福井 7：41 
改正 ６４０Ｋ 勝山 6：40 福井 7：31 

補足 
現行 6718K 列車は、一両編成で運用し土休日及び年末年始は運転休止と指定

している。新設した 640Kは通年運転するとともに平日は 2両編成で運転する。 



（３）朝通勤通学時間帯の福井口駅において、勝山永平寺線から三国芦原線へ

の乗継利用客への利便性向上を図るものとする。

列車番号 発駅 発時刻 乗継駅 着時刻 三国芦原線接続

現行 628K 勝山 6：29 福井口 7：18 7 分待ちで 721M 
改正 618K 勝山 6：18 福井口 7：07 4 分待ちで 6707M 
現行 6718K 永平寺口 7：18 福井口 7：38 18 分待ちで 749M 

改正 640K 勝山 6：40 福井口 7：27 1 分待ちで 723M 
現行 658K 勝山 6：59 福井口 7：48 8 分待ちで 749M 

（４）土休日は運転休止と指定している三国芦原線福井駅～西長田駅間の上下

4 本を土曜日も運転することで、学生に対する利便性向上を図るものとする。 

三国芦原線

列車番号 発駅 発時刻 着駅 着時刻

6707M 福井 7：08 西長田 7：35 
6811M 福井 8：12 西長田 8：39 
6738M 西長田 7：38 福井 8：08 
6900M 西長田 9：01 福井 9：31 

補足

但し、土曜日が祝日となる場合及び会社が指定した年末年始（１２月３０日

～１月３日）においては運転休止と指定する。



福井鉄道株式会社 

えちぜん鉄道株式会社 

福井鉄道・えちぜん鉄道相互乗り入れの利用状況について 

相互乗り入れ（平成２８年３月２７日（日）開始）２年目となる平成２９年４月から１２

月の利用状況は、延べ約１０８,０００人となり、昨年同時期の１．１倍となりました。 

○相互乗り入れ区間の乗車者数（田原町駅を跨いで両鉄道の区間を乗車した人数）

・期間   平成２９年４月１日（土）～１２月３１日（日） （９か月間） 

  （平成２８年４月１日（金）～１２月３１日（土） （９か月間）） 

・利用状況 

平成２９年 （前年：平成２８年） Ｈ29/Ｈ28 

一般利用者 

片道きっぷ、往復きっぷ、 

  回数券、定期券利用者 

約１０４，０００人 約９５，０００人 １．１倍 

福井鉄道・えちぜん鉄道 

共通１日フリーきっぷ利用者 
 ※切符販売数×２で計算 

約４，０００人 約７，０００人 ０．６倍 

合  計 約１０８，０００人 約１０２,０００人 １．１倍 

（月別利用者内訳）

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12 月 9 か月計 

平成 29 年 73,422人 12,220人 12,062人 10,357人 34,639人 108,061人 

平成 28 年 68,346人 11,505人 11,578人 10,089人 33,172人 101,518人 

Ｈ29／Ｈ28 1.07倍 1.06倍 1.04倍 1.03倍 1.04倍 1.06倍 

報告４ 



＜参考＞

○乗り継ぎ区間を乗車する乗車券の売り上げ枚数

・期間  平成２９年４月１日（土）～１２月３１日（日） （９か月間） 

 （平成２８年４月１日（金）～１２月３１日（土） （９か月間）） 

普通片道切符（乗り継ぎ）※枚数は両社合算の発売枚数    （枚） 

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12 月 9 か月計 
平成 29 年 9,784 1,499 1,536 1,656 4,691 14,475 

平成 28 年 10,515 1,498 1,455 1,534 4,487 15,002 

Ｈ29／Ｈ28 0.93倍 1.00倍 1.06倍 1.08倍 1.05倍 0.96倍 

普通往復切符（乗り継ぎ）※枚数は両社合算の発売枚数    （枚） 

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12 月 9 か月計 
平成 29 年 453 78 60 53 191 644 

平成 28 年 417 81 67 74 222 639 

Ｈ29／Ｈ28 1.09倍 0.96倍 0.90倍 0.72倍 0.86倍 1.01倍 

定期券（乗り継ぎ）※枚数は両社合算の有効枚数   （枚） 

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12月 9 か月計 

平成 29 年 
合 計 886 152 152 115 419 1,305 

(通学定期) 695 116 117 89 322 1,017 

(通勤定期) 191 36 35 26 97 288 

平成 28 年 
合 計 775 140 143 115 398 1,173 

(通学定期) 581 105 102 78 285 866 

(通勤定期) 194 35 41 37 113 307 

合計数 Ｈ29／Ｈ28 1.14倍 1.09倍 1.06倍 1.00倍 1.05倍 1.11倍 

回数券（乗り継ぎ）※枚数は両社合算の発売枚数 （枚） 

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12 月 9 か月計 
平成 29 年 548 87 90 125 302 850 

平成 28 年 434 72 71 105 248 682 

Ｈ29／Ｈ28 1.26倍 1.21倍 1.27倍 1.19倍 1.22倍 1.25倍 

福井鉄道・えちぜん鉄道共通１日フリーきっぷ発売枚数   （枚） 

期間 4～9 月 10 月 11 月 12 月 10～12 月 9 か月計 

平成 29 年 
合 計 1,705 244 148 160 552 2,257 

(えちぜん鉄道) 856 135 76 84 295 1,151 

(福井鉄道) 849 109 72 76 257 1,106 

平成 28 年 
合 計 2,719 311 296 176 783 3,502 

(えちぜん鉄道) 1,291 184 198 86 468 1,759 

(福井鉄道) 1,428 127 98 90 315 1,743 

合計数 Ｈ29／Ｈ28 0.63倍 0.78倍 0.50倍 0.91倍 0.70倍 0.64倍 



１． 目 的 

横断歩道から上下ホームに行き来できるよう、従来の上りホーム（繊協ビル前）をコンビニ前

に移動した。更に、「スロープ・音声案内の新設」や「上屋・ホームの拡大」等により、バリアフ

リー化に配慮したほか、お客様の利便性・安全性の向上を図った。 

平成２５年度 ： 仁愛女子高校電停の改良 

平成２６年度 ： 足羽山公園口（毛矢町）電停の改良 

平成２７年度 ： 商工会議所前（木田四ツ辻）電停の改良 

２． 事業期間 
平成２８年度～２９年度 

平成 29年 4月 ： 工事方法書認可（軌道法） 

平成 29年 3月～5月 ： 地元自治会・商店街へ事業説明 

平成 29年 7月 30日 ： 下り仮ホーム供用開始、上りホーム地下道口閉鎖 

平成 29年 7月 ： 新電停工事着手 

平成 29年 12 月 11 日 ： 新電停の供用開始 

平成 30年 1月～2月 ： 旧電停撤去、道路復旧 

３． 事業費 

約 １８０ 百万円 

４． 電停の概要 

対面式ホーム、ホーム長３５．０ｍ、ホーム幅２．０ｍ、屋根２４ｍ 

スロープ、点字ブロック、手すり、椅子９脚、電光掲示板、音声案内を新設 

市役所前電停について

報告５



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

市役所前電停の平日１日乗降人員数（平成２８年６月調査） 

上り：６０７人／日 下り：５５０人／日 合計：１,１５７人／日 

 

 

５． 電停名の変更 

  平成３０年３月２４日のダイヤ改正にあわせて「市役所前」から「福井城址大名町」に電停

名を変更する。 

  電停名の変更により、県民の利便性を確保するとともに、福井鉄道を利用する観光客に、福

井城址および周辺の歴史・観光スポットへの訪問を促したい。 

 ※変更のポイント 

  ・県民にとって電停の場所が分かりやすいこと 

  ・観光客にとって城下町福井を象徴する最も重要な歴史資源「福井城址」の玄関口がイメー

ジできること 

※これまでの電停名変更の経過 

  平成２２年３月 裁判所前  → 仁愛女子高校 

  平成２８年３月 木田四ツ辻 → 商工会議所前（木田四ツ辻） 

          公園口   → 足羽山公園口（毛矢町） 

          福井駅前  → 福井駅 

 

旧下りホーム 

旧上りホーム 

新１番ホーム 

新２番ホーム 



Gr

Co

待合所

えちぜん鉄道三国芦原線

福
井
鉄
道
福
武
線

市道中央1-583号

駅務室

(
フ

ェ
ニ

ッ
ク

ス
通

り
)

主
要

地
方

道
 
福

井
・

丸
岡

線

宿直室

WC

駐輪場

NO
.0

Co

信号HUT

主
要

地
方

道
 
福

井
・

丸
岡

線

駐輪場

芝生広場

芝生広場

駅務室待合所

正面入口

DN

平 面 図

道路横断シェルター

連絡通路シェルター

ギャラリーウォール

触知案内板

触知案内板

ス
ロ
ー
プ

ス
ロ
ー
プ

報告６

福井市新幹線推進室

2070304
タイプライターテキスト
田原町駅周辺整備及び田原町ミューズについて

2070304
多角形

2070304
線

2070304
線

2070304
多角形

2070304
多角形

2070304
多角形

2070304
タイプライターテキスト
南広場整備　1,600㎡平成30年3月上旬完成予定

2070304
長方形

2070304
長方形

2070304
タイプライターテキスト
南広場整備　約1,600㎡Ｈ30．3上旬完成予定

2070304
タイプライターテキスト
北広場整備　約1,700㎡完成済

2070304
長方形

2070304
タイプライターテキスト
シェルター整備　約80ｍＨ30．2末完成予定

2070304
長方形

2070304
線

2070304
タイプライターテキスト
田原町広場全景

2070304
長方形

2070304
タイプライターテキスト
多目的待合所整備 　約165㎡（田原町ミューズ） 完成済

2070304
タイプライターテキスト
Ｈ30.1　 予約利用開始・音楽やアートを中心とした多目的スペースとして活用Ｈ30.3末 一般開放開始予定・非予約時に、待合スペース、交流スペースとして活用

2070304
タイプライターテキスト
田原町ミューズ

2070304
タイプライターテキスト
田原町ミューズ活用例

2070304
線



福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の策定について 

１ 目的 

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に位置づけられた計画で、

地域公共交通の現状・問題点、課題の整理を踏まえて、公共交通ネットワーク全体を

一体的に形づくり、持続させることを目的に、地域全体の公共交通のあり方、住民・

交通事業者・行政の役割を定めるものとして策定します。

２ 策定経緯 

平成２９年 ５月２２日（月） 策定部会 設置

平成２９年 ７月 ５日（水） 第１回策定部会 開催

（現計画の評価、次期計画の方針等協議）

平成２９年 ９月 １日（金） 第２回策定部会 開催

（次期計画の指標、施策協議）

平成２９年１１月 １日（水） 第３回策定部会 開催

（素案協議）

平成２９年１２月 ６日（水）  パブリック・コメント実施

～１９日（火） （素案・概要版に対し、３市３町で意見募集） 

平成３０年 １月１８日（木） 福井鉄道福武線活性化連携協議会 開催

（書面協議）

３ 計画案  

別添 素案及び概要版参照

議案１



－1－ 

１．計画策定にあたって 

・平成 28 年 2 月、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」一部改正に伴い、福井市、鯖江

市、越前市、越前町の３市１町で「福井鉄道交通圏地域交通網形成計画」を策定 

・平成 30年 3月、計画期間の終了とともに、平成 34 年度末の北陸新幹線福井開業を見据え、各交通

事業者と沿線市町、県等関係機関との協働により、第２期計画として改定 

・改定に際し、福井鉄道交通圏として福井鉄道を軸とする公共交通サービスが池田町、南越前町に及

んでいることから計画の対象区域を見直し、２町を加えた３市３町で策定 

２．地域公共交通の課題と方向性 

３．地域公共交通網形成計画 

（１）持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本的な方針 

福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画【概要版】（案） 平成 30 年 3月

（１）持続可能な地域公共交通網の形成に関する基本的な方針 

・福井鉄道交通圏は、福井鉄道福武線を軸として、主要駅で接続する路線バス、コミュニティバス、タクシー等のフィーダ

ー交通による公共交通サービスにより、沿線の福井市、鯖江市、越前市だけでなく、池田町、南越前町、越前町を含む広

域的な交通圏を形成 

・平成 34 年度の北陸新幹線福井開業に向け、観光・ビジネスに対応した二次交通として、「えちぜん鉄道交通圏」や並行在

来線との連携により相乗効果を発揮し、公共交通ネットワークの維持・強化が求められている 

・各交通事業者と沿線市町の協働により、福井鉄道を軸とする広域的な交通圏において、圏域の地域特性や既存のコミュニ

ティを踏まえた公共交通ネットワークを形成し、移動の利便性が高く、車に頼り過ぎない住みやすいコンパクトなまちづ

くりを目指すとともに、交通圏を対象とする周遊性のある観光のまちづくりを目指す 

（２）地域公共交通網形成計画の区域と期間 

区 域 
福 井 鉄 道 交 通 圏 

（福井市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町） 
期 間 5年（平成 30～34年度） 

（３）地域公共交通網形成計画の目標 

地域に親しまれ共に育む公共交通 

■公共交通ネットワーク方針図

目標２ 安全・安心に利用できる 

公共交通の実現 

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 

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 

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 

・福井鉄道福武線は、交通圏を形成する主

軸として、路線バス、コミュニティバス、

タクシー等のフィーダー交通と地域公共

交通ネットワークを形成し、地域住民の

日常生活の足としての役割を担う 

・交通圏内の地域拠点を公共交通でネット

ワークすることで、車に頼り過ぎない住

みやすいまちづくりや、周遊性の高い魅

力ある広域観光のまちづくりを目指す 
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（４）地域公共交通網形成計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

○目標達成に向けた主要施策と実施主体

■地域公共交通ネットワーク、乗継利便性の向上

施 策 実施内容等 実施主体 

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

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

乗車券含む）の見直し

福井鉄道、バス事業者、

福井県、沿線市町

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

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

パークアンドライド駐車場

の整備等

利便性向上のため、駐車需要駅への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

■公共交通を活用した地域のまちづくり、観光との連携

施   策 実施内容等 実施主体 

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 

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 

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 

企画乗車券の充実 
既存の企画乗車券に加え、観光客をターゲットとしたバス・電車乗

継乗車券(周遊バス等)等の販売 
福井鉄道 

■多様な主体との協働による利用促進

施 策 実施内容等 実施主体 

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、沿線市町 

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 

自動車免許返納者への 

外出支援の拡充の検討 

65 歳以上の運転免許を自主的に返納した住民を対象に、電車利用券

配布の検討 
福井鉄道、沿線市町 

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 

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、沿線市町

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、サポート団体

（５）地域公共交通網形成計画の評価 

①計画目標の指標

指 標 現 況 値 将来目標値 

目標１ 

地域の交通として 

利用したくなる公共交通 

（指標１） 

公共交通の利用者数 
6,802千人 6,980千人 

目標２ 

安全・安心に利用できる 

公共交通の実現 

（指標２） 

故障等部内原因による鉄道の遅延障害件数 
20件 10件 

（指標３） 

交通事故等の部外原因による鉄道の遅延障害件数 
6件 6件以下 

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 

（指標４） 

鉄道とバスが接続する主要拠点駅周辺 

（半径 500ｍ圏域）の人口 

25,040人 25,500人 

（指標５） 

鉄道とバスが接続する主要拠点駅周辺 

（半径 500ｍ圏域）の生活利便施設数 

2,600施設 2,600施設以上 

（指標６） 

鉄道の 1日フリーキップ利用者数 
106,800人 114,800人 

（指標７） 

65歳以上が対象の 1日フリーキップの利用者数 
67,300人 87,100人 

（指標８） 

観光周遊バスの利用者数 
11,500人 12,700人 

（指標９） 

野外学習等運賃補助制度利用者数 
15,600人 17,100人 

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 

（指標 10） 

サポート会等の市民団体の活動回数 
29回 32回 

②計画の推進体制

・ＰＤＣＡサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：評価、Action：見直し）に基づき、福井鉄道福

武線活性連携協議会が本計画の進捗管理及び施策の評価、検証を行う。 

＜福井鉄道福武線活性化連携協議会＞ 

・地域公共交通網形成計画の策定、計画の進捗管

理、施策や指標の評価、検証 

＜福武線再建スキーム管理部会＞ 

・福武線の経営状況のチェックや指標に関する具

体的な評価・検証及び協議会への報告 

＜バス等交通推進部会＞ 

・鉄道とバス交通の連携を推進するため、関連事

業の進捗管理、評価・検証及び協議会への報告 

＜えちぜん鉄道・福井鉄道利用転換推進部会＞ 

・自動車から公共交通への転換を推進するため、

関連事業の進捗管理、評価・検証及び協議会へ

の報告 ■ＰＤＣＡサイクルの実行体制



（別添１）

平成30年1月18日

協議会名：福井鉄道福武線活性化連携協議会

①事業の結果概要
③生活交通確保維持改善計画又は
地域公共交通網形成計画等の

計画策定に向けた方針

【事業内容及び結果概要を記載】

A
・
B
・
C
評
価

【事業が適切に実施された（されている）かを記
載。適切に実施されなかった（されていない）場
合には、実施されなかった事項及び理由等記
載】

【補助申請を行う補助対象事業名、事業内容、実施時
期等を記載】

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（計画策定に係る事業）

②事業実施の適切性

　「福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画」を改定す
るため、交通圏を構成する６市町の現況及び、公共交通
の現況、問題・課題の整理、計画の達成状況の評価・検
証など必要な調査を行う。
○現況把握のための主な実施調査
①パークアンドライド利用実態調査
・福井鉄道及び並行するＪＲのパークアンドライド駐車場を
対象に利用者の居住地分布を調査
⇒（結果概要）最寄駅駐車場の利用が多く、東西方向に広
く分布。駐車場料金＋運賃の価格で利用状況にバラツキ
あり。
②えちぜん鉄道相互乗入に係る高校生通学実態調査
・相互乗入の効果が見込める沿線の３高校を対象に利用
状況を調査調査
⇒（結果概要）利便市が向上した２高校では利用率が高
く、効果を確認。
③高齢者運賃割引会員（プレミア会員）分布状況調査
・65歳以上または自動車運転免許自主返納者を対象とす
る割引会員の居住地の分布状況を調査
⇒（結果概要）定額料金のため利用区間が短いところでは
利用率が低い。駅から離れるほど利用率は低下するもの
の、バラツキがあり。
○計画の達成状況の評価・検証
・目標を達成した指標は設定した9指標のうち2指標のみ
○計画の課題と今後の主要施策
・乗継利便性の向上（ＩＣカードの導入、パーク＆ライド駐
車場の拡充等）、まちづくり・観光との連携、多様な主体と
の協働の推進

事業は適切に実施されているA

■地域公共交通調査事業（計画策定事業）
■福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画の改定
に係る調査事業
■平成２９年６月１９日～平成３０年３月３１日



（別添１－２）

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

評価対象事業名：

協議会名： 福井鉄道福武線活性化連携協議会

平成30年1月18日

地域公共交通調査事業（計画策定事業）

　「福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画」は、公共交通の将来像として『地域に親しまれ共に育む公共交通』の実
現を目指し、計画期間を平成27年度から平成29年度までとして策定した。
　今年度、現行計画を継承する第２期計画として、北陸新幹線敦賀開業を見据えて、各交通事業者と沿線市町の協働
によって、福井鉄道を軸とする広域圏における地域公共交通をネットワーク化し、まちづくりや観光等と連携させ、車に
頼り過ぎない持続可能な住みやすいまちの構築を目指して策定する。



福井鉄道福武線活性化連携協議会 

平成２０年５月３０日設置 

1 

平成29年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（全体） 

中部様式1 



1.協議会が目指す地域公共交通の姿 2 

目標２ 安全・安心に利用できる 
           公共交通の実現 

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 

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 

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 

■公共交通ネットワーク方針図 

＜公共交通の将来像＞ 

＜広域圏の特性＞ 

＜計画の区域、期間＞ 

区域 
福井鉄道交通圏 

（福井市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町） 

期間 5年（平成30年度から平成34年度） 

地域に親しまれ共に育む公共交通 

・福井鉄道福武線の沿線６市町で構成（福井市＋越前交通圏(５市町)、圏域人口：約45万人） 
・鉄道を軸に路線バス、コミュニティバス、タクシー等による公共交通ネットワークを形成 
・平成28年3月 えちぜん鉄道との相互乗入 、福井駅西口広場延伸 
・福武線の輸送人員 202万人（平成28年度） 
・平成34年度末 北陸新幹線敦賀開業（予定） 



3 2.計画の達成状況の評価に関する事項 

評価指標 H27.3 
目標

(H30.3) 
H28.3 

1.公共交通の利用者数 人/年 2,742,500 2,808,500 2,786,500 

2.交通事故の減少数 件/年 1,526 1,373 1,189 

3.故障等部内原因による鉄道の 
           遅延障害件数 

件/年 19 10 20 

4.鉄道とバスが接続する 
       主要拠点駅周辺の人口 

人/年 21,000 21,000 20,650 

5.鉄道の1日フリーキップ利用者数 人/年 109,300 114,800 106,800 

6.65歳以上が対象の 
    1日フリーキップの利用者数 

人/年 82,900 87,100 67,300 

7.観光周遊バスの利用者数 人/年 11,200 11,800 11,500 

8.野外学習等事業補助制度利用者数 人/年 16,400 17,200 15,550 

9.サポート会等の市民活動の活動回数 回/年 25 28 29 

＜計画の目標指標＞ 
・現行計画では、目標指標として以下の９指標を設定 

・改定計画では、上記の「2.交通事故の減少数」を削除し、下記の2指標を追加 

〇交通事故等の部外原因による鉄道の遅延障害件数（H28:6件） 
〇鉄道とバスが接続する主要拠点駅周辺の生活利便施設数（H28:2,600施設） 



3.目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 4 

■地域の交通として利用したくなる公共交通の実現 

・駅やバス停へのアクセス環境の向上（10施策） 
・待合環境の快適性の向上（1施策） 
・情報発信の充実（2施策） 
・接客サービスの向上（1施策） 

■安全・安心に利用できる公共交通の実現 

■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 

■住民・行政・事業者が協働で利用促進する公共交通の実現 

・安全で安心な公共交通の基盤づくり（5施策） 
・安全で快適な交通環境づくり（1施策） 
・安定した公共交通の経営基盤を 

支える体制づくり（5施策） 

・駅を核としたまちづくり（3施策） 
・まちづくりや観光との連携(10施策) 

・乗る運動や利用促進（6施策） 
・地域住民との連携（4施策） 

●えちぜん鉄道との相互乗入 
●福井駅西口広場延伸・ 
 バスターミナルの整備 等 

●新型低床車両(ＬＲＶ)導入 
●電停改良 等  

●野外活動運賃補助 
●観光周遊バスの運行 等 

●運転免許返納者外出支援 
●カーセーブデ―の推進 
●路線バス通学補助 等 



4.具体的取組みに対する評価 5 

＜計画の目標指標＞ 
指標１ 公共交通の利用者数 

・福井鉄道及びフィーダーバス利用者の合計 
・福井鉄道の利用者は増加傾向にあるが、 
 フィーダーバス利用者数が減少傾向にあり、 
 目標指標が未達成 

指標２ 交通事故件数 

・公共交通施策との相関が高くないことから、 
 目標指標から削除 
・安全な運行に関する指標として、部外原因 
 による鉄道の遅延件数を追加 

指標３ 故障等部内原因による鉄道の遅延障害件数 

指標４ 鉄道とバスが接続する主要拠点駅周辺の人口 

指標５ 鉄道の1日フリーキップ利用者数 
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（千人） 公共交通の利用者数

実績(福井鉄道) 実績(ﾌｨｰﾀﾞｰﾊﾞｽ)

微増

微減

・新型車両の故障等により件数増加 
・今後は件数の削減可能 

・交通圏全体の人口減少に伴い減少 
・今後は、立地適正化計画等との連携に期待 

・フリーキップ運賃の値上げ（500円⇒550 
 円）により、近距離利用の割安感が低下し、 
 利用者数が減少 

（第１回福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画策定部会 平成29年7月5日） 



4.具体的取組みに対する評価 6 

＜計画の目標指標＞ 
指標６ 65歳以上が対象の1日フリーキップの利用者数 

指標７ 観光周遊バスの利用者数 

・利用者は堅調に増加するも、目標に届かず 
・鉄道とバスの連携や観光施設とのコラボ企画 
 の充実により、利用者増を図る 

指標８ 野外学習等事業補助制度利用者数 

指標９ サポート会等の市民活動の活動回数 

・福井市、鯖江市、越前市の各サポート団体の 
 活動の実施により目標を達成 
・今後も活動を継続し、公共交通の利用促進を 
 図る 

・利用者数ベースでは減少傾向にあるものの、 
 利用件数は増加 
・小中学校、幼稚園等へのＰＲ不足が要因 

・H28より免許自主返納者を対象に追加 
・70歳以上の利用者は、フリーキップ運賃の値 
 上げ（400円⇒500円）により割安感が低下し、 
 利用者数が減少 
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5.自己評価から得られた課題と対応方針 7 



福井鉄道福武線活性化連携協議会 

8 

平成29年度 地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要（経緯） 

中部様式2 

平成２０年５月３０日設置 
 



1.アピールポイント 9 

■パーク＆ライド駐車場整備拡充のための
利用状況調査

■えちぜん鉄道との
相互乗入利用状況調査 

■高齢者の利用促進のための
割引乗車券利用者の居住地分布を調査

■沿線３市の65歳以上人口に
対するプレミア会員数の割合

（駅からの距離別） 

・各駐車場の利用状況と利用者へのアンケート調査 
を実施（回収率：60％） 

・利用特性として、最寄駅駐車場の利用が中心 
（駐車場料金＋運賃の価格で利用状況にバラツキ） 

・併走するＪＲ各駅の駐車場が慢性的な満車状況のた 
め、既存の駐車場の利便性の改善、駐車容量の拡大 
により新規需要の増加を図る 

■福井鉄道パーク＆ライド駐車場利用者の居住地分布状況

利用あり

14％

利用あり 72％

利用なし 86％

利用なし 28％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福井鉄道

えちぜん鉄道
利用者

利用者

・相互乗入の効果として田原町駅周辺の高校生 
 を対象として、相互乗入の利用状況を調査 

・利便性の違いから、利用状況が大きく異なる 

・利便性（ダイヤ接続）改善により、相互乗入 
利用者の増加を図る 

・会員数：7,200人 

・駅からの距離に 
より会員の割合 
は低下するもの 
の、バラツキも 
あり、積極的な 
ＰＲにより利用 
者増を図る 
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