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１．全体計画 
高速鉄道３号線（七隈線）は、西南部地域の慢性的な交通渋滞を緩和し、効率的で利

便性の高い公共交通体系の確立を図るとともに、均衡あるまちづくりを推進するために計

画された。 

平成１７年２月３日に橋本～天神南間を開業し、残る都心部区間について、交通対策特別

委員会を中心に総合的な調査・検討を行い、天神南～博多駅ルートの事業化に向け取り組

みを進めることとなった。 

なお、天神南～中洲川端～ウォーターフロント及び薬院～博多駅の２ルートについては、

将来的なまちづくりの進展などを見据えて、長期的視点に立った検討を行うこととなった。 

 

▼地下鉄路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．開業区間の現状 
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▼七隈線及び全線の利用状況（１日あたりの輸送人員） 
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３．延伸事業の進捗状況等 

 

１）全体スケジュール 

 七隈線延伸事業については、平成２３年度（２０１１年度）から事業化へ向けた取り組みを

開始し、鉄道事業許可や工事施行認可を取得し、平成２５年度（２０１３年度）に土木本体工

事に着手した。 

 現在は、令和４年度（２０２２年度）の開業に向け、安全を最優先に土木本体工事および軌

道工事を推進しているほか、車両製作に着手しており、また駅舎等の施設関連工事につい

ても順次、発注・契約を行い、着手に向けた準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○延伸区間   天神南～博多 

○建設キロ   約１．４ｋｍ（営業キロ約１．６ｋｍ） 

○建設費    約５８７億円 

○利用人数   延伸区間で約８．２万人／日（需要定着後） 
うち、新規利用者数※：約２．３万人／日 
※マイカーなどから乗り換えて新たに地下鉄を利用する人数 

○開業予定   令和４年度 

（参考）事業概要 

◆全体スケジュール 
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２）土木本体工事および軌道工事の進捗状況 

下図の全工区において土木本体工事を進めるとともに、中間駅(仮称)西工区の区間

では軌道工事も併せて実施している。 

また、令和２年１１月１７日～２６日に書面にて、「福岡市地下鉄七隈線建設技術

専門委員会」(以下、「技術専門委員会」という)を開催し、工事の進捗状況を報告す

るとともに、土木工事における技術的な意見や助言を伺いながら工事を進めている。 

今後とも、適宜、「技術専門委員会」を開催するなど、安全を第一に工事に取り組ん

でいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【中間駅(仮称)西・東工区の状況】 

   土木本体工事については、シールド掘進や駅舎部の構築がすべて完了し、現在は、

駅出入口の構築などを進めている。 

また、軌道工事については、天神南駅から中間駅（仮称）の間でレール組立などを

実施している。 

 

【博多駅(仮称)工区の状況】 

   ナトム区間では、３連トンネル部（左右坑）の掘削を進めている。 

また、アンダーピニング区間では、住吉通りや博多口駅前広場の地下で、駅舎部の 

構築（地下４～５階）工事を実施している。 
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３）その他工事・車両製作の状況 

駅建築工事や設備工事などの施設関連工事については、令和２年度から順次、発注・

契約しており、工事着手に向けた準備を進めるとともに、令和２年１０月１６日の福

岡市地下鉄デザイン委員会（以下、「デザイン委員会」という）では、駅デザインの検

討状況を報告した。  

車両製作については、令和元年１０月に台車に関する契約を、同年１２月に車両本

体の契約を行っており、令和２年度から製作に着手している。 

また、車両の設備やデザインについては、既存の 3000 系車両の基本コンセプトは

引き継ぎ、優れた部分を活用しつつ、お客様ニーズや社会情勢などに対応する新たな

変更を加え、ユニバーサル都市・福岡にふさわしい車両を目指していくこととしてお

り、令和２年１０月１６日に開催したデザイン委員会での議論も踏まえながら詳細な

検討を行っている。 

 

４）情報発信 

年１回発行する概要パンフレットにおいて、七隈線延伸事業の概要や工事進捗状況

等を広報するとともに、空港線博多駅及び七隈線天神南駅の情報発信コーナーにおい

て、壁面装飾、液晶ディスプレイ等により、駅の利用者をはじめとした多くの方に事

業の効果や進捗状況などを伝えている。 

また、七隈線延伸事業を広く、わかりやすく伝えるため、交通局ホームページ内に

延伸事業のページを設けて様々な情報を提供しているほか、工事の進捗状況や交通規

制状況等の情報についても、概ね四半期に１回発行する工事だより等を通じて、積極

的に情報の発信を行っている。 

今後も、これらのツールなどを活用しながら、積極的に七隈線延伸事業の効果や進

捗状況などを発信していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

５）地下鉄七隈線延伸区間開業に伴う料金制度について 

（１）これまでの検討経緯 

 延伸区間開業後、空港・箱崎線と七隈線は、博多駅での改札内の乗継ぎと、これま

で空港・箱崎線と結節点がなかったことから特例として行ってきた天神駅・天神南駅

間での改札外の乗継ぎ※との２か所で結節することになる。 

 この天神駅・天神南駅間の改札外の乗継ぎについては、開業以来、多くの方々に利

用されてきたことに加え、これを廃止し、博多駅での乗継ぎのみとすると、一部の利

用者にとっては乗車距離が伸び、実質的な値上げとなるため、これを存続する方向で

検討を進めることとしていた。 

この場合、空港・箱崎線と七隈線が２か所で結節することで、同一駅間であっても

複数の経路が生じることとなるため、実際の乗車距離に応じて設定するとの原則に則

ると、乗車料金は、経由地によって異なる二重の料金となり、料金や乗継ぎの制度を

いたずらに複雑化し、特に、観光客や来街者など、福岡市地下鉄に不慣れな利用者に

とって、分かりにくいものになってしまう。 

そこで、利用頻度が高く、固定的な利用となる定期料金については、原則どおり、

利用者が選択した経由地に基づく乗車距離に応じた料金とする一方で、日頃、あまり

地下鉄を利用しない方も使われる普通料金・ＩＣカード料金については、二重料金を

避け、同一駅間であれば、経由地によって乗車距離が異なる場合であっても同一料金

とすることを基本とし、以下の内容で、国との協議を行ってきた。 

※乗継距離約 550ｍ、乗継時間 120 分 

【 前回の特別委員会報告の主旨 】 

 [ 定期料金 ] 

・利用者が選択した経由地に基づく乗車距離に応じた料金を定める。 

[ 普通料金・ＩＣカード料金 ] 

①発駅・着駅が「空港線・箱崎線」及び「七隈線」にまたがる場合は、実際の乗

車経路にかかわらず、最短距離で料金を定める。（下図－①） 

②発駅・着駅がいずれも「空港線・箱崎線」のみ又は「七隈線」のみにある場合

は、当該路線のみを乗車したとみなして、料金を定める。（下図－②） 

▼乗車経路による料金（普通料金・ＩＣカード料金）の適用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発駅・着駅がいずれも「空港線」にあるため、
空港線のみを乗車したものとみなす。 

ルート A（  ）：7.7ｋｍ（3 区）300 円 
ルート B（  ）：6.8ｋｍ（2 区）260 円 

実際は、ルート A 又はルート B どちらの経路で
乗車しても料金はルート A の 300 円を適用 

発駅・着駅が「空港線」及び「七隈線」にまた
がるため、最短距離で乗車したものとみなす。 

ルート A（  ）：8.4ｋｍ（3 区）300 円  
ルート B（  ）：12.5ｋｍ（4 区）340 円 

実際は、ルート A 又はルート B どちらの経路で
乗車しても料金はルート A の 300 円を適用 

① 西新駅～別府駅を利用する場合 

② 大濠公園駅～福岡空港駅を利用する場合 
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（２）前記制度（案）に対する国との協議結果 

前記制度（案）について、所管する国土交通省と協議を行ったところ、左図－②の

場合など経路によっては、実際の乗車距離に応じて定めている現在の認可運賃を超え

るため、鉄道事業法に基づく上限運賃変更認可申請を要する可能性があるとの指摘を

受けた。なお、上限運賃変更認可申請にあたっては、運輸審議会への諮問が同法に定

められている。また、経路の特定ができるにも関わらず距離に応じた運賃としない点、

普通券と定期券の取り扱いに差を設ける点について指摘を受けた。 

このため、上記の指摘を踏まえ、料金制度の根幹となる公平性の確保との観点で、

あらためて運賃制度について検討を行うこととした。 

なお、前記制度（案）と同様の事例については、過去、認可を受けた事例が数例確

認されたものの、古いものに限られ、かつ、その導入経緯が不明確であるほか、その

うちの一部の事業者では、これを解消する方向で取組が進められているとの事情もあ

る。 

 

（３）新たな料金制度（案） 

 前記制度（案）については、国が指摘する「経路の特定ができるにもかかわらず、

距離に応じた運賃としない」ことにより、あえて天神駅・天神南駅間を経由し、安い

料金を選択したい利用者にとって、その選択肢がないこととなり、利用者に不利益な

取り扱いとなることとなる。 

 また、そもそも、経路が特定でき、経路により距離の異なる複数の経由地が存在す

るこうした事例で、同一駅間を同一料金としようとすると、どのように工夫しても、

乗車料金は、実際の乗車距離に応じて設定するとの原則が徹底されず、同じ乗車距離

であっても異なる料金となる場合が多数発生し、料金制度の根幹である公平性の点で

課題が残り、利用者の多くに理解が得られないものとなってしまう。 

このため、これまで特例的に実施してきた天神駅・天神南駅間における改札外の乗

継制度を見直すことで、複数の経由地を存在させず、同一距離・同一料金の実現を図

ることを基本として、新たな料金制度を構築するものとする。 
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【 新たな料金制度（案） 】 

現行の天神駅・天神南駅間における改札外の乗継ぎを廃止し、空港・箱崎線と七隈

線を乗り継ぐ場合の乗継駅を博多駅のみとしたうえで、原則どおり、乗車距離に応じ

た料金を設定するものとする。 

ただし、定期料金については、博多駅経由の定期以外に、別途、天神駅・天神南駅

間の乗継ぎのみを認める定期など、現行の天神駅・天神南駅間の乗継ぎと同額となる

割引料金の設定について検討するものとする。 

また、普通券・ＩＣカードについても、天神駅・天神南駅間で乗り継ぐ場合におけ

る一定の負担緩和策を検討する。 

なお、現行の天神駅・天神南駅間における改札外の乗継利用者は、そのほとんどが

七隈線各駅と博多駅や福岡空港との間の利用となっており、七隈線が博多駅と結節す

ることで、この利用自体が大幅に減少するものと見込んでいる。 

 
▼乗車経路による料金の適用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乗継駅を博多駅のみとし、乗車距離に応じた料金を適
用。ただし、天神駅で降車したのち、天神南駅で乗車
する定期を保有する場合、2 区間の合算から、割引額を
設定することで、乗車距離に応じた料金を適用。 

ルート A（  ）：12.5ｋｍ（4 区） 
普通料金・ＩＣカード料金：   340 円 
定期料金        ：13,080 円 

 ルート B（  ）：－ 
  定期料金        ：11,850 円（3 区相当） 

西新 →天神 3.9ｋｍ（2 区） 10,220 円 
天神南→別府 4.5ｋｍ（2 区） 10,220 円 

             計      :   20,440 円 
                 割引      ：▲ 8,590 円 

○ 西新駅～別府駅を利用する場合 
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４．今後の取り組み 
○安全を最優先とした着実な工事等の推進 

土木本体工事および軌道工事とともに、令和３年度から本格的に工事に着手する施

設関連工事についても、安全対策に万全を期しながら着実に工事を進めていく。また、

車両についても、令和３年度の搬入開始を目指し、引き続き製作を行っていく。 

 

○駅デザイン等の検討  

駅デザインについては、引き続き検討を進め、魅力的な空間の実現をめざす。特に

中間駅(仮称)においては、駅周辺の魅力あるまちづくりや賑わいづくりに資する駅に

なるよう検討を進めていく。 

車両デザインについては、ユニバーサルデザインや利用者の使い勝手に配慮しなが

ら、詳細な仕様やデザインの検討を行っていく。 

 

○駅名等の検討 

市民、来街者にわかりやすく、かつ、親しみやすいものとなるよう、駅名および駅シン

ボルマークについて、検討を進めていく。 

 

○開業に向けた取り組み 

既設線区間での試運転開始を令和３年度中に予定しており、今後、調整を行って

いく。また、機会をとらえ各種イベント等を開催し、開業に向けた気運醸成を図っ

ていく。 

国体道路北側と中間駅（仮称）とのアクセス強化については、地域の動向を注視しつ

つ、関係局と連携しながら検討を行っている。 


