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福井県

令和４年度事業計画について
（令和４年６月３日現在）

越美北線観光利用促進協議会

資料１
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越美北線の利用状況

（乗車人数資料提供：JR西日本）

越美北線乗車人数の推移 （単位：人）

年度

乗車人数

年間総数 1日平均
H22（利用ピーク時）

を基準とした
増減率

平成12 456,554 1,251 －

平成13 376,247 1,031 －

平成14 346,675 950 －

平成15 344,743 942 －

平成16 325,856 893 －

平成17 321,759 882 －

平成18 302,884 831 －

平成19 321,850 879 －

平成20 336,759 923 －

平成21 338,164 926 －

平成22 355,161 973 －

平成23 348,253 952 △1.9％

平成24 344,631 944 △3.0％

平成25 347,512 952 △2.2％

平成26 336,378 922 △5.3％

平成27 336,578 920 △5.2％

平成28 337,369 922 △5.0％

平成29 339,640 931 △4.4％

平成30 340,485 932 △4.1％

令和1 336,307 918 △5.3％

令和2 243,773 668 △31.4％

R4.10
博物館
開館

R6.春
新幹線
開業

乗車人数は減少傾向にあるが、今後、

・一乗谷朝倉氏遺跡博物館開館（令和４年１０月）
・北陸新幹線福井・敦賀開業 （令和６年春）

など、観光客の利用増の契機が到来

出典:「越美北線・広域路線バス利用促進計画」
(令和4年4月 越美北線の乗合バスに乗る運動を進める会) 1
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「越美北線の観光利用促進に関する連携協定」締結後の経過

〇連携協定の締結

令和３年３月５日

「越美北線の観光利用促進に関する連携協定」締結

「越美北線観光利用促進協議会」設置

〇協議の経過

令和３年６月～令和４年３月

幹事会における観光利用促進策の検討（５回開催）

【幹事会構成メンバー】
県 交流文化部副部長（幹事長）、新幹線開業課長、観光誘客課長、文化課長
福井市 おもてなし観光推進課長
大野市 観光交流課長、交通住宅まちづくり課長
ＪＲ西日本 福井営業支店長

⇒ ４者でアイデアを出し合い、観光利用促進策（案）をとりまとめ

2

・県、福井市、大野市における令和４年度当初予算計上

・県において、沿線市が実施するイベント列車の運行や車両・駅舎の装飾に係る補助事業
「ＪＲローカル線利用促進特別対策事業」を創設

【補助率】県１／２、沿線市１／２ 【上限額】イベント列車等：１００万円／市
車両・駅舎装飾：５００万円／市



- 4 -

令和４年度観光利用促進事業の構成

協定に定める「連携事項」（第２条）

連携事項１ 観光資源としての越美北線の魅力向上

連携事項２ 地域に所在する観光資源の磨き上げおよび周遊滞在促進

連携事項３ 国内外への情報発信による誘客促進

（１）「御乗印」の販売、駅発着まち歩き・体験プラン
・越前東郷駅・一乗谷駅［福井市］、越前大野駅・九頭竜湖駅［大野市］

（２）広域観光推進（地域内外の自治体や団体と連携）
・幻の越美線（越美北線－長良川鉄道）をつなぐバスツアー［大野市］

（１）車両のラッピング
・戦国風１両 ［県・ＪＲ］※
・笏谷ブルー１両 ［福井市・ＪＲ］

（２）駅舎の装飾
・一乗谷駅 ［県・ＪＲ］※
・越前東郷駅 ［福井市・ＪＲ］

・九頭竜湖駅 ［大野市・ＪＲ］

（３）ＡＲガイドアプリの制作
・福井駅～一乗谷駅 ［県・ＪＲ］※

（４）イベント列車の運行
・戦国列車 ［県・ＪＲ］※
・酒蔵めぐり列車 ［福井市・ＪＲ］

・サイクルトレイン、ナイトクルーズ ［大野市・ＪＲ］

3

（１）協議会としての一体的情報発信（ＳＮＳ、車内ポスター、ＪＲ広報誌等の媒体を活用）［４者］

（２）越美北線を利用した旅行商品の造成（福井県観光開発プロジェクトチームと連携）［ＪＲ］

※ 令和４年１０月
一乗谷朝倉氏遺跡博物館の開館に合わせた施策
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連携事項１ 観光資源としての越美北線の魅力向上 4

令和４年１０月 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の開館に合わせた施策

・ベースカラーは戦国を想起させる「黒色、金色、赤色」
・乱世を駆け抜けた武将たちのシルエットをダイナミックに配置

（１）車両ラッピングデザイン

○車両１両のラッピング
○一乗谷駅舎の装飾 を実施し、開館に合わせて「戦国列車」を運行 ［県・ＪＲ］

○ＡＲガイドアプリの制作

（２）一乗谷駅舎装飾デザイン ・木材をふんだんに使用し、戦国当時の武家屋敷や町屋を想起させるデザインで装飾

〔参考〕現状の写真

木工造作家紋
漆塗り調
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5

・一乗谷朝倉氏遺跡博物館と遺跡、越前大野城をセット見学
・車内で戦国時代の住人（演者）がサプライズ登場

［行程例］福井駅＝＝一乗谷駅＝＝一乗谷朝倉氏遺跡博物館＝＝復原町並
＝＝一乗谷駅＝＝越前大野駅＝＝越前大野城・朝倉義景墓所＝＝越前大野駅＝＝福井駅

（３）ＡＲガイドアプリの制作（福井駅～一乗谷駅） 10月～公開

『旅のお供ＡＲ』主要コンテンツ①

・福井駅で「お供キャラ」（武将など）をセレクトし、「いっしょに旅ができる」体験
・スマホをかざすとお供キャラがＡＲで登場、記念撮影やスペシャルコメント

『越美北線（えつほく）みんなのＡＲＴＶ』

・スマホをかざすと、多くのサムネイルが車内空間に出現（車両の進行位置に合わせて出現するサムネイルも変化）
・面白そうなものをクリックすると、地元の有名人等による約30秒のメッセージ動画

主要コンテンツ②

越美北線の歴史！

ようこそ
一乗谷へ！

沿線スポット
ここが面白い！

よう来なったの！

（４）戦国を体感できるイベント列車「戦国列車」運行
8月～販売、10月～運行（年間 30本程度）
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「酒蔵めぐり列車」［福井市］ 11月運行

・越前東郷や越前大野の沿線酒蔵をめぐり、日本酒三昧
・地元食材のお食事や地酒を車内で紹介し、地酒の魅力を堪能

［行程例］福井駅＝＝越前東郷駅＝＝酒蔵見学
＝＝越前東郷駅＝＝越前大野駅＝＝酒蔵見学＝＝越前大野駅＝＝福井駅

「サイクルトレイン」［大野市］ 9月運行予定

・自転車を車内に手軽に持ち込み、自転車×散歩×電車旅を満喫
・越前大野の里山や福井の文化遺産を巡る絶景コースを散策

［行程例］福井駅＝＝越前大野駅＝＝（自転車）越前大野城、阪谷地区（伏石、ねこ林、道の駅 荒島の郷）
＝＝越前大野駅＝＝福井駅

越前大野駅＝＝越前東郷駅＝＝（自転車）東郷町並、一乗谷朝倉氏遺跡
＝＝越前東郷駅＝＝越前大野駅

「ナイトクルーズ列車」［大野市］ 10月運行予定

・六呂師高原の美しい星空も鑑賞でき、夜間運行ならではの楽しみが
詰まったツアー

［行程例］福井駅＝＝越前大野駅＝＝六呂師高原＝＝星空観望（星空ハンモック）＝＝越前大野駅＝＝福井駅

イベント列車の運行 事業想定：各1本程度運行、定員各20名程度

○沿線の観光素材を活かし、ワクワクする鉄道の旅を提供
○降車先だけでなく車内も楽しく演出（アテンダント乗車、記念品配布など）

連携事項１ 観光資源としての越美北線の魅力向上 6
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車両のラッピング

○車両のラッピングにより、「乗りたくなる」機運を創出

・車両１両を笏谷ブルーでラッピング（「一乗谷DISCOVERY PROJECT」のデザインを復刻）［福井市・ＪＲ］

7

駅舎の装飾

○地域の特色に応じて装飾し、駅自体とその周辺を見どころスポット化

・越前東郷駅は地域に縁のあるテーマで装飾 ［福井市・ＪＲ］

・九頭竜湖駅は恐竜化石をテーマとしたデザインで装飾 ［大野市・ＪＲ］

・併せて、沿線地域における四季を通じた車窓景観づくりに取り組み、乗車中の楽しみを向上

九頭竜湖駅越前東郷駅
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御乗印コレクション
R3. 7～ 越前大野駅・九頭竜湖駅配布開始
R3.10～ 一乗谷駅配布開始
R4.10～ 越前東郷駅配布開始（予定）

（１）楽しい“しかけ”がいっぱい！ 駅発着まち歩き・体験プラン R3～一部実施済

○個人旅行者向けに、沿線の観光資源を活かした駅発着の
案内ガイド付きまち歩き・体験を充実 ［福井市・大野市］

連携事項２ 地域に所在する観光資源の磨き上げ・周遊滞在促進

一乗谷駅発着
戦国宝探し・和傘スカイ など

越前大野駅発着
まちなか散策
（春季の七間朝市
・冬季のひなまつり） など

8

九頭竜湖駅発着
九頭竜紅葉まつり・ホロッサの化石
発掘体験 など

越前東郷駅発着
サイクリングツアー など
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（２）広域観光推進（地域内外の自治体や団体と連携）

○観光路線バス実証事業により、鉄道間をバスでつないで「ループ化」

・越美北線の越前大野駅とえちぜん鉄道の勝山駅、平泉寺とを結ぶ
観光路線バスの実証運行支援

9

〇幻の越美線（越美北線－長良川鉄道）をつなぐバスツアーの実施 ［越美北線と乗合バスに乗る運動を進める会］

・主に中京圏をターゲットにした新たな周遊ルートの提案
・本当はつながるはずだった長良川鉄道（旧越美南線）と越美北線に沿って
流れる長良川、九頭竜川の絶景が楽しめるバスツアー

○Ｍａａｓを活用した公共交通機関と入場券がセットになった割引切符の設定 ［ＪＲ］

［大野・勝山・永平寺観光推進エリア創出計画実行委員会］

○駅から観光地を結ぶ連絡バスの運行

・一乗谷朝倉氏遺跡と大本山永平寺を結ぶ連絡バスを運行 ［福井市］

バスでつなぎループ化
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（１）協議会としての一体的情報発信 R3～一部実施済

○ＳＮＳによる発信
・越美北線に関する行事をFacebookやTwitterで発信 ［福井市・大野市］

・越美北線を被写体にした「映える」写真をInstagramに掲載 ［福井市・大野市］

・「＃越美北線」のキーワードで、乗りたくなる情報を投稿 ［福井市・大野市］

〇ポスターによる広報
・観光ポスターの越美北線車内への掲出 ［大野市］

・イベントのポスターに越美北線の写真を採用 ［福井市］

〇広報誌による発信
・観光用季刊誌や鉄道車内用情報誌により越美北線沿線を特集 ［ＪＲ］

〇観光組織との連携による発信
・観光ポータルサイトで越美北線の記事を特集 ［福井市］

連携事項３ 国内外への情報発信による誘客促進 10

（２）越美北線を利用した旅行商品の造成 ［ＪＲ］

○福井県観光開発プロジェクトチームと連携し、越美北線を利用した旅行商品を造成

・越美北線観光利用促進協議会で掘り起こされた観光素材を旅行商品に組込み

・旅行会社の販路を活かして、首都圏や関西圏でも販売
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〔参考〕既に取り組んでいる観光利用促進策

（４）越美北線写真コンテストの開催 ［大野市］

○「まいおおのフォトコンテスト」をインスタグラムを活用して開催中
○入賞作品の写真展を越美北線車両内にて開催を検討（R4～）

（１）駅を活用したイベントの実施
〇人気アニメのパネルを設置したコンテンツツーリズムの実施 ［大野市］

〇露天市とワークショップイベントの同時開催 ［福井市］

（３）福井駅発車メロディ「悠久の一乗谷」 ［福井市］

○福井駅発車メロディとして葉加瀬太郎氏作曲の「悠久の一乗谷」を使用

（２）酒蔵周遊「ふくい酒蔵ある記」

○酒蔵をめぐり、銘酒ラベル集めやスタンプラリー（景品付き）が楽しめる事業

11

［福井・永平寺周遊滞在型観光推進委員会、大野・勝山・永平寺観光推進エリア創出計画実行委員会］
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（５）越美北線で行く「戦国列車」モニターツアー ［県］

〇車内の催しと、一乗谷朝倉氏遺跡でのイベント観覧や越前大野城下町でのまち歩きを楽しめるツアー

＜実績＞・ツアー実施日 令和３年１０月２４日
・定員 ３０人
・ツアー参加人数 ３０人（乗車率１００％）

12:50 JR福井駅発＝13:07 JR一乗谷駅着＝一乗谷朝倉氏遺跡へ移動（1時間20分 遺跡見学、イベント観覧）

＝15:11 JR一乗谷駅発＝15:51 JR越前大野駅着＝越前大野城下町散策（40分 朝倉義景墓所見学・ガイドと町あるき）

＝17:09 JR越前大野駅発＝18:03 JR福井駅着

12

（６）越美北線を利用した旅行商品の造成 ［ＪＲ］

○クラブツーリズム株式会社
「北陸5つの列車でめぐる旅」

＜実績＞・ツアー実施日 令和３年１０月２８日
令和３年１１月４日、１１日、２５日
令和３年１２月２日、９日

・定員 ３０人
・ツアー参加人数 ７５人

○株式会社阪急交通社
「近江・越前・若狭の絶品グルメと体に優しい紅葉巡り」

＜実績＞・ツアー実施日 令和３年１０月２２日～１１月１９日
・定員 ２０人
・ツアー参加人数 １５４人


