
路線バスの状況

＜京福バス＞

西田中宿堂線(国) 輸送人員 53,831   人 43,248   人 42,015   人 39,785   人

天王～福井駅 町補助金 0 千円 0 千円 0 千円 658 千円

茱崎線　　(国) 輸送人員 53,757   人 26,617   人 29,274   人 26,160   人

水仙ランド～福井駅 町補助金 589 千円 726 千円 733 千円 935 千円

清水西田中線(県) 輸送人員 1,455   人 1,503   人 1,845   人 1,712   人

天王～プラント３ 町補助金 2,346 千円 2,510 千円 2,594 千円 2,647 千円

清水織田線(県) 輸送人員 807   人 598   人 692   人 559   人

織田～プラント３ 町補助金 6,881 千円 7,298 千円 7,662 千円 7,920 千円

西田中宿堂線(町) 輸送人員 2,471   人 1,004   人 952   人 1,996   人

天王～宿堂(八ツ俣) 町補助金 5,468 千円 6,107 千円 6,322 千円 6,604 千円

ほやほや西田中(県) 輸送人員 1,294   人 1,080   人 1,334   人 1,048   人

天王～プラント３ 町補助金 511 千円 356 千円 548 千円 465 千円

ほやほや織田(県) 輸送人員 2,421   人 2,392   人 2,078   人 1,856   人

織田～プラント３ 町補助金 1,237 千円 941 千円 1,136 千円 1,441 千円

ほやほや茱崎(県) 輸送人員 6,623   人 9,153   人 9,188   人 7,811   人

水仙ランド～若杉 町補助金 575 千円 785 千円 847 千円 912 千円

輸送人員 122,659   人 85,595   人 87,378   人 80,927   人

合　計 町補助金 17,607 千円 18,723 千円 19,842 千円 21,582 千円
令和２年度は県から特別支援金あり

＜福鉄バス＞

武生越前海岸線(国) 輸送人員 90,790   人 89,715   人 71,773   人 66,260   人
かれい崎～越前武生 町補助金 7,486 千円 6,374 千円 8,762 千円 9,946 千円

福浦線　 (国) 輸送人員 66,760   人 53,131   人 46,636   人 35,466   人
かれい崎～田原町 町補助金 2,188 千円 2,556 千円 3,547 千円 6,771 千円

鯖浦線　 (県)(国） 輸送人員 38,225   人 18,674   人 24,633   人 21,864   人
かれい崎～神明
かれい崎～JR北鯖江

町補助金 5,114 千円 4,558 千円 7,926 千円 6,609 千円

鯖浦線　 (県)(国） 輸送人員 31,458   人 36,464   人 49,018   人 52,915   人
織田～神明
織田～JR北鯖江

町補助金 11,753 千円 7,934 千円 10,789 千円 6,787 千円

安養寺線 (県) 輸送人員 12,320   人 10,769   人 13,438   人 7,836   人
越前岬～越前武生 町補助金 488 千円 587 千円 611 千円 1,616 千円

輸送人員 239,553   人 208,753   人 205,498   人 184,341   人

合　計 町補助金 27,029 千円 22,009 千円 31,635 千円 31,729 千円
令和２年度は県から特別支援金あり

令和元年度平成30年度 令和２年度路線名

路 線 名

ア　輸送人員と路線バス維持支援補助金

平成29年度 平成30年度 令和２年度

平成29年度

令和元年度



（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 比較増減

(H31.4～R02.3) (R02.4～R03.3) (２年度－元年度)

京福バス 291 243 △ 48

福鉄バス 8,975 6,456 △ 2,519

合　　計 9,266 6,699 △ 2,567

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 比較増減

(H31.4～R02.3) (R02.4～R03.3) (２年度－元年度)

朝日地区 10,153 13,447 3,294 R元:85人 R02:100人

宮崎地区 8,325 9,520 1,195 R元:66人 R02:64人

越前地区 14,669 12,825 △ 1,844 R元:90人 R02:72人

織田地区 9,963 9,884 △ 79 R元:83人 R02:70人

合　　計 43,110 45,676 2,566 R元:324人R02:306人

  （単位：千円）

比較増減

(2年度－元年度)

ア 京福バス 19,842 21,582 1,740

路線バス維持支援 福鉄バス 31,635 31,729 94

補助金 小計 51,477 53,311 1,834

9,266 6,699 △ 2,567

43,110 45,676 2,566

52,376 52,375 △ 1

103,853 105,686 1,833

【路線バスの維持対策】

イ　高齢者の運賃補助

　７０歳以上の高齢者と心身障がい者が、町内区間に限り１乗車１００円で乗車できるよう

      路線バス運賃補助券１枚につき４００円を京福バスと福鉄バスに補助　　　　　　

補 助 先

合計

路線バスの維持対策集計（ア＋イ＋ウ）

項　　目 令和元年度 令和２年度

地　区 名

イ　高齢者の運賃補助

ウ　通学定期券の購入補助

小計

摘　　要

ウ　通学定期券の購入補助

　　　  定期券の購入額から５千円に定期券の有効月数を乗じた額を控除した額を補助

　　　年額最高６０，０００円で定期券を購入することができる

摘　要（実人数）


