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第５章 公共交通を取り巻く課題 

５.１ 上位・関連計画の整理 

沿線４市における上位・関連計画を整理します。城端線・氷見線に関連する主な施策及び計画の目

標指標は次のとおり位置づけられています。 

 

（１） 総合計画 

① 高岡市総合計画基本構想（高岡市総合計画第４次基本計画） 

◆計画期間：基本構想 平成 29年度～令和８年度 ／ 第４次基本計画 令和４年度～令和８年度 

◆まちの将来像：「豊かな自然と歴史・文化につつまれ 人と人がつながる 市民創造都市 高岡」 

◆施策の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 氷見市総合計画（第９次氷見市総合計画基本計画） 

◆計画期間：基本構想 令和４年度～令和 13年度 ／ 前期基本計画 令和４年度～令和８年度 

◆目指す都市像：「人 自然 食 文化で未来を拓く交流都市 ひみ」 

◆施策の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【住みたいまち － 第３節 快適で住みやすい都市環境の整備 －】 

○地域交通網の確保 

－ 地域交通の維持・確保 

・関連自治体との広域的な地域公共交通計画に基づき、交通拠点を結ぶ公共交通の活性化を図り

ます。ＪＲ城端線・氷見線について、ＬＲＴ化等による将来的な直通化や持続可能な交通体系

の調査・検討を連携して行っていきます。 

・まちの玄関口であるＪＲ氷見駅前施設において、適切な維持管理に努めるとともに、周囲の交

通安全確保や利便性向上に資するよう施設整備を進めます。 

・生活バス路線を維持・確保していくため、将来的な地域交通の在り方についての基礎調査を行

い、氷見市地域公共交通計画を策定し、ＮＰＯバスや路線バスの支援を継続します。 

【交通ネットワークを活かし、県西部の中核的役割を果たしている】 

○新高岡駅周辺から中心市街地までの一体化 

・都心エリアとして一体的に賑わいが創出されるよう、城端線の増便やバス路線の強化によるア

クセス機能の向上を図るとともに、民間主導による開発を促進し、都心軸の沿道サービス施設

や業務施設の集積を図り、歩いて楽しいまちづくりを推進します。 

○公共交通機関の機能充実 

・大都市圏・飛越能地域を結ぶ広域交流軸の強化、広域交流拠点としての環境充実を図り、都市

の成長を高める広域交通体系の活用を促進します。 

・城端線・氷見線について、県や沿線市とともに安全で持続可能な公共交通の実現に向けて、直

通化を含めたＬＲＴ化などの検討を進めます。 

・中心市街地と高岡駅、新高岡駅を結ぶ都心軸や都心エリアと周辺地域とをつなぐ拠点間連携軸

など鉄軌道や路線バスによる公共交通体系を維持しながら、地域の年齢構成や地理的特性に応

じた市民協働型地域交通システムの導入を推進し、コンパクト・アンド・ネットワークのまち

づくりを推進します。相互の結節性を活かして、広域的な拠点としての交通ネットワークの充

実を図ります。 
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③ 砺波市総合計画（第２次砺波市総合計画 基本計画（後期）） 

◆計画期間：平成 29 年度～令和８年度 ／基本計画（後期）令和４年度～令和８年度 

◆市の将来像：～ 庄川と散居が織りなす花と緑のまち ～ 

            「もっと元気 ほっと安心 ずっと幸せ“やっぱり砺波”」 

◆施策の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第２次南砺市総合計画（南砺まちづくりビジョン） 

◆計画期間：基本構想 令和２年度～令和 11年度 ／ 前期基本計画 令和２年度～令和７年度 

◆将来像：「誰ひとり取り残さない誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ」 

◆施策の主な内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

【働きたいまち － 第４節 戦略的な観光の振興 － 】 

○戦略的な観光振興 

－ 広域・滞在型観光の推進 

・北陸新幹線敦賀延伸などにより、新しい観光需要が期待できることから、既存の移動手段の

利用促進や利便性の向上を図り、観光客の回遊性を高めます。 

【みらいに活力をつなげるまちづくり】 

○主要施策：生活基盤の充実  個別施策：公共交通ネットワークの充実・強化 

・城端・氷見線のＬＲＴ化等新しい交通体系について、実現方法及びその可能性も含めて検討を

進めます。 

・市民が利用しやすい公共交通網の整備促進を図るとともに、県や関係自治体、その他関係団体

等と連携し、ＪＲ城端線、北陸新幹線及びあいの風とやま鉄道の利用促進を図ります。 

・持続可能な交通網の形成に向け、市営バス路線の適正化を進めるとともに、デマンドタクシー

のエリア拡大を検討し、市民ニーズに合った公共交通体系の充実を図ります。 

・公共交通のキャッシュレス化を進めるとともに、県や民間交通事業者と連携しながらＭａａＳ

の導入など、シームレスな公共交通利用の促進に取り組みます。 

○主要施策：観光の振興    個別施策：観光情報発信・受入体制の充実 

・イベント等に合わせたＪＲ城端線臨時列車の運行や砺波と金沢を結ぶバスの利便性の向上につ

いて、関係機関や交通事業者に働きかけるとともに、県や観光事業者との連携を図り、観光タ

クシーやコンベンションタクシーなど二次交通の充実に努めます。 

・ＪＲ城端線利用者に市内イベントなどで使用できる割引券を配布することにより、公共交通を

利用した誘客を促進するほか、観光列車「べるもんた」を活用し観光ガイドの案内や観光ＰＲ

を行います。 

【心豊かな暮らしができるまち 「暮らしやすさの実感の向上」】 

○誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実 

－ 公共交通の利便性の向上 

・なんバスで暮らそう事業 

○地域の活力を支える産業の発展 

－ インバウンドで稼げる観光の育成 

・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業 

・南砺金沢線活用誘客促進事業 

・コンベンション支援等事業 
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（２） 地方版総合戦略 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、各市では地方版総合戦略が策定され、まち・

ひと・しごとに関連した公共交通に関する施策と重要業績評価指標（KPI）が位置づけられています。 

 

① 第２期高岡市総合戦略 「みらい・たかおか」 

◆計画期間：令和２年度～令和６年度 

◆基本目標と具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第２期「氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」 

◆計画期間：令和２年度～令和６年度 

◆基本戦略と具体的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 砺波市総合計画（第２次砺波市総合計画 基本計画（後期）） 【再掲】 

・第２次砺波市総合計画 基本計画（後期）を砺波市版総合戦略として位置付け 

④ 第２次南砺市総合計画 【再掲】 

・第２次南砺市総合計画を南砺市版総合戦略として位置付け  

【基本目標①（ひとの創生）『多様なひとが住みたい感じるまちをつくる』】 

○まちなかにおける安全・安心な生活環境の整備と居住の促進 

・まちなか居住の推進 

【基本目標③（しごとの創生）『魅力的なしごとに挑戦できるまちをつくる』】 

○産学官金の連携強化による新事業創出と創業・事業者間交流の促進 

・中心市街地・観光地における開業の支援 など 

○魅力的な観光地域づくりと広域観光の推進 

・広域観光の推進 

・観光地の魅力の向上と発信 

・ＭＩＣＥ（コンベンション等）及びインバウンドの誘致促進 

・観光関連産業の活性化 

【基本目標④（まちの創生）『誰もが自分らしく活躍し、地域が輝き続ける創造的なまちをつくる』】 

○コンパクト・アンド・ネットワークの推進による快適な生活と持続可能な都市経営の確保 

・市街地間交通ネットワークの連携強化による「多極ネットワーク型」の都市づくり など 

○広域連携による活力ある経済・生活圏の形成 

・地域連携による経済・生活圏の形成 

【基本戦略Ⅰ 住みたい街】 

○持続可能な地域社会の体制・仕組みの確立 

・交通弱者の移動手段確保 

・Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた技術活用 など 

【基本戦略Ⅱ 働きたい街】 

○氷見市内での経済活動規模拡大 

・まちなかの賑わいの創出 など 

○氷見ならではの魅力・強みを生かした観光振興 

・地域資源を活かした滞在型観光の推進 

・インバウンドの誘致 
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（３） 都市計画マスタープラン 

① 高岡市都市計画マスタープラン 

◆計画期間：平成 30 年～令和 17 年 

◆目指す将来像：豊かな自然と歴史・文化につつまれ 人と人とがつながる 市民創造都市 高岡 

◆将来都市構造：コンパクト・アンド・ネットワークのまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

◆都市整備方針（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 氷見市都市計画マスタープラン 

◆計画期間：平成 31 年度（令和元年度）～令和 20年度 

◆将来像：『里海・里山とまちなかが連携した、魅力と活力ある交流都市ひみ』 

◆整備方針（公共交通ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造の考え方イメージ 

○中心市街地と周辺市街地が連携して躍動する都市づくり 

・中心市街地を含む都心エリアにおける高次都市機能の集積 

・周辺市街地における身近な生活サービス機能の集積 

・徒歩と公共交通で暮らせる都市構造への転換 

・市街地縁辺部や集落地における生活利便性の維持 

・市街地を取り巻く優良農地や自然環境の保全・活用 

○広域間と拠点間の交通ネットワークが充実した都市づくり 

・大都市圏に連絡する広域連携ネットワークの強化・充実 

・拠点間連携の骨格を担う道路ネットワークの形成 

・公共交通による都心・都市交通軸の充実・強化 

・地域特性に応じた公共交通サービスの充実 

・地域内・地織問の交流を支える移動システムと

して、地域・交通事業者・行政が連携・協働と

役割分担のもと、流域に広がる集落と市街地を

結ぶ支線交通ネットワーク、市街地の利便性を

高める循環系交通ネットワークの確立、公共交

通困難地域と市街地を結ぶ交通機能の充実な

ど、様々な交通システムを組み合わせた、氷見

市独自の交通ネットワークを構築します。 

・既存施設の多機能・複合化の検討と合わせ、各

種交通機関の乗り換えや交流の核となる交通結

節点の充実を図ります。 

・市民が自ら公共交通を“使って支える”意識の

啓発や地域ごとの利用促進を進めるとともに、

多様な交通機関の維持・活性化に向けた交通ま

ちづくりを推進します。 
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③ 砺波市都市計画マスタープラン 

◆計画期間：平成 21 年～令和 10 年 

◆まちづくりの将来像：「庄川と散居に広がる 健康フラワー都市」 

◆都市整備の方針（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造 

 

 

 

 

④ 南砺市都市計画マスタープラン 

◆計画期間：平成 21 年～令和 10 年 

◆将来都市像：「豊かな自然と文化と人を繋ぐ 多核ネットワーク都市」 

◆将来都市構造 

・既存の４つの市街地を拠点とし、ここに都市機能を集約させ、これらの市街地を密接に連絡す

ることにより、本市として一体感のある都市構造の構築を図ります。 

◆都市整備方針（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造イメージ 

○土地利用方針 

・環境問題や高齢化等の課題に対応しながら、本

市の特性を発揮していくため、拡散を抑えたコ

ンパクトな市街地形成を目指し、計画的な土地

利用を進めるため整備誘導を図ります。 

○交通体系の整備方針 

・本市の新たな枠組みを受けて、道路網および鉄

道・バス等の公共交通網の強化を図ることによ

り、総合的な交通体系を構築します。 

○土地利用区分 

①都市計画区域は１つとし、丘陵山間地も含めた

範囲を想定します 

②コンパクトなまちづくりの推進 

③土地区画整理事業と併せて用途地域の見直し 

④農村は無秩序な開発を抑制する規制や誘導を推

進し、散居景観の保全 

⑤自然環境の保全や自然と共生した山村集落の形成 

○交通体系の整備方針 

①東海北陸自動車道の全線四車線化及び能越自動

車道の早期完成 

②北陸自動車道新ＩＣの早期実現 

③国道 359 号砺波東バイパスの早期整備 

④長期未着手の都市計画道路の見直し 

⑤北陸新幹線の早期完成 

⑥北陸新幹線への連絡などＪＲ城端線の利便性向上 

⑦散居村にふさわしい公共交通の導入 
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（４） 立地適正化計画 

① 高岡市立地適正化計画 

◆計画期間：平成 30 年～令和 17 年 

◆市が目指す都市構造のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆実現へ向けた具体的な施策（ストーリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 氷見市立地適正化計画 

◆計画期間：平成 31 年度（令和元年度）～令和 20年度 

◆市が目指す都市構造のイメージ：「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくり 

◆まちづくりの方針（ターゲット） 

 

  

方針１ 公共施設の集約・再編と公民連携による公共空地の利活用 

方針２ 中心市街地への子育て世代の定住促進 

方針３ 利便性向上による路線・市街地循環バス利用者の増加 

【集める】 －都市機能とそれを支える居住人口を集める － 

○高岡駅前東地区整備基本構想の推進（まちなか居住と都市機能の集約） 

○公共施設の再編（統廃合、公有財産の有効活用） 

○空き家・空き地（都市のスポンジ化）対策の推進 

（空き家・空き地情報バンクの活用、リノベーションまちづくりの推進等） 

○防災まちづくり事業（密集市街地や狭小道路・敷地の改善） 

○居住誘導区域内での居住支援（子育て世帯、移住・定住者） 

【繋ぐ】 －拠点内を徒歩で、拠点間を公共交通で繋ぐ － 

○歩いて楽しいまちづくりの推進（ストリート構想の推進） 

○都心交通軸の強化・都市交通軸の維持 

（ＪＲ城端線・氷見線の直通化検討、万葉線の延伸に向けた取組支援） 

○公共交通の利用促進（モビリティマネジメントの推進、ＩＣカードの導入） 

○市民協働型の地域公共交通システム（地域タクシー等）の導入・強化 

【増やす】 －集積と連携から新たな民間投資や交流人口を呼び込む － 

○まちのコンテンツづくり（リノベーションまちづくりの推進、商店街や観光地における開業支援） 

○高岡駅前東地区整備基本構想の推進（民間活力による事業開発への開発支援） 

○本社機能の拡充、又は市内へ移転する企業への支援 
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（５） 公共交通関連計画 

① 高岡市総合交通戦略（改訂版） 

◆計画期間：平成 26 年度～令和５年度 

◆戦略の理念：「公共交通からまちを変える アクティブ

交流拠点都市 高岡を目指して」 

◆基本方針（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

図 広域交通体系のイメージ       

 

② 砺波市地域公共交通計画 

◆計画期間：令和４年度～令和８年度 

◆全体目標：「元気」・「安心」・「幸せ」を結ぶ、「持続可能」な地域公共交通の実現 

◆基本方針・目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○都市の成長を高める広域交通体系の構築  

・広域交通体系の利便性向上を図り、北陸新幹線敦賀

開業に向けては、関西方面からの誘客など観光に軸

足を置いた広域交流の取り組みにより、経済活動の

更なる活発化を図る。 

基本方針１ ずっと住み続けられる地域社会を支える「安心」な地域づくり 

目標１ 住む場所を選ぶことなく移動できる公共交通手段の確保 

目標２ 利用者目線による分かりやすい情報提供 

基本方針２ 住みやすさ・育てやすさを後押しする「幸せ」な暮らしづくり 

目標３ 多分野の連携による子供や子育て世代の暮らしを支える交通体系の整備 

基本方針３ 地域の活力と交流を創出し、都市の魅力を高める「元気」なまちづくり 

目標４ 利便性の高い地域公共交通ネットワークの維持 

目標５ 地域内外をつなぎ、生活の質を高める地域公共交通ネットワークの形成 

共通方針 市民・交通事業者・行政が一体となった「持続可能」な地域公共交通ネットワークの

構築 

目標６ 持続可能な公共交通を実現する仕組みづくり 
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③ 南砺市地域公共交通網形成計画 

◆計画期間：平成 31 年度（令和元年度）～令和５年度 

◆全体目標：多核型地方都市における公共交通先進地域を目指す 

◆目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目標１ 地域拠点を中心としたコンパクトアンドネットワークを構築する 

1-1 基幹路線（ＪＲ城端線・都市間基幹バス・一般バス路線）のより一層の利用者増を目指した利

便性の向上と利用促進活動を進める。 

1-2 市営バスは、基幹路線を補完して地域拠点・病院・各集落を結ぶ重要な路線として引き続き運

行し、必要に応じて改良を進める。 

1-3 基幹路線と市営バスによる連携ネットワークの構築に向けて、路線およびダイヤのより一層の

整合を図る。 

1-4 基幹路線と市営バスではカバーできない交通ニーズに対応する新たなシステムを検討し、必要

に応じて実証実験を行う。 

目標２ 公共交通情報提供の先進モデルを目指す 

2-1 高齢者を含めたあらゆる市民および来訪者にわかりやすい情報提供を行う。 

2-2 バス情報標準フォーマットデータを活用して、さらに便利な情報システムを構築する。 

2-3 端末機器等を持たない市民に向けた紙レベルでのきめ細かい情報提供も行う。 

目標３ 広域的な交通と観光における拠点化を進める 

3-1 拠点となる駅・バス停を交通ハブ（モビリティセンター）として充実を図る。 

3-2 金沢・高岡・白川郷・高山などの広域観光の拠点の１つとなるネットワークの充実を図る。 
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５.２ 現行計画の評価 

（１） 施策の進捗状況 

現行計画に位置付けた施策・事業の進捗状況を整理します。 

 

① 城端線・氷見線運行関連施策 

城端線・氷見線運行関連施策・事業（計４事業）は、概ね継続的に実施されています。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

1 
利用向上につなが
る車両の検討 

■ラッピング列車を活用したイメ
ージアップ 

・ラッピング列車の運行 
・ラッピング車両の導入 

継続的に実施 

■車内環境の快適性向上の検
討 

－ 未実施 

2 
新幹線開業後の運
行本数増便の検討 

■増便試行の継続実施と効果
検証 

・城端線増便試行検証・次年度
検討 

・城端氷見線利用実態調査（乗
降者数調査） 

・「城端線・氷見線」に関する市
民アンケート調査実施（満足度
調査） 

継続的に実施 

■効果検証に基づく運行本数増
便の検討 

3 
交通 IC カード利用
拡大に向けた課題
整理 

■交通ICカードシステム利用可
能エリア拡大検討調査 

・アンケート調査の実施 
・アンケート結果の検証 
・先進事例の研究 
・交通 IC カード導入に向けた検
討 

継続的に実施 

4 
城端・氷見線の直
通化に向けた検討 

■課題整理の結果を踏まえた課
題の解決調整、直通化に向け
た検討調査（直通化概算整
備費の検証、ダイヤシミュレー
ション、運行経費等） 

・直通化の需要予測調査 
・関係者との協議 
・LRT 化を見据えた直通化検討
調査 

・富山大学との連携調査 

継続的に実施 

 

② 交通機関に関する施策（主に鉄軌道） 

交通機関に関する施策（主に鉄軌道）・事業（計３事業）は、概ね継続的に実施されています。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

5 

あいの風とやま鉄
道、万葉線との接
続性の向上 
【地域交通】 

■あいの風とやま鉄道及び万葉
線との接続を考慮したダイヤ
の検討 

・JR西日本、あいの風とやま鉄
道ダイヤ改正における対応 

継続的に実施 

6 
北陸新幹線との接
続性の向上 
【広域交通】 

■新幹線との接続を考慮した城
端線ダイヤの検討 

・JR西日本、あいの風とやま鉄
道ダイヤ改正における対応 

継続的に実施 

7 
観光列車等とのタ
イアップ 
【観光交通】 

■ベル・モンターニュ・エ・メール
号での乗客サービスの提供 

・べるもんた車内での食事提供
サービス（富山湾鮨ほか地酒セ
ットなど、継続） 

継続的に実施 

■観光客おもてなし企画の検討 
・「べるもんた」車内での、飲食サ
ービスの提供、沿線４市の観光
ガイドによる観光案内ＰＲ 

継続的に実施 

■あいの風とやま鉄道観光列車
（H30予定）とのタイアップ企画
の検討 

・クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」とのタイ
アップ企画の実施 

単発的に実施 

■関連グッズの検討 
・べるもんた関連ノベルティグッ
ズ作成・配布（南砺市観光協
会） 

継続的に実施 
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③ 交通機関に関する施策（バス） 

全ての交通機関に関する施策（バス）・事業（計３事業）は、継続的に実施されています。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

8 

利用者ニーズに合
わせたバスの運行
ルート、ダイヤの検
討 
【地域生活路線】 

■運行ルートやダイヤの検討 
・加越能バスダイヤ改正 
・南砺市営バスの路線、ダイヤ
見直し 

継続的に実施 

■沿線のまちづくりや都市機能
の集積と連動したバス路線網
の検討 

・瑞龍寺線シャトルバスの運行 継続的に実施 

9 
広域バスネットワー
クとの連携強化 
【広域生活路線】 

■複数の自治体や県域をまたぐ
広域生活路線バスネットワー
クとの連携強化 

・南砺金沢線バスダイヤ検討 
・南砺金沢線の一部の便につい
て JR 城端駅経由へ運行経路
変更 

継続的に実施 

10 
観光路線バスの運
行 
【観光路線】 

■既存観光路線バスの利用促
進 

・世界遺産バス、高岡・氷見・和
倉温泉 特急バスの運行 

・高岡・氷見・和倉温泉 特急バ
スひみ番屋街クーポン配布 

・世界遺産バス・高岡・氷見・和
倉温泉 特急バス・高山ー白川
郷ー高岡線の乗車料金割引キ
ャンペーンの実施 

・周遊プランの造成 

継続的に実施 

■主要駅発着の観光路線の検
討 

・世界遺産バスルート見直し、停
留所新設、ダイヤ改正 

・高速バス「高岡～白川郷～高
山線」の運行開始 

継続的に実施 

 

④ 交流拡大に関する施策 

交流拡大に関する施策・事業（計５事業）は、概ね継続的に実施されています。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

11 終着駅の魅力向上 

■氷見駅、城端駅について、終
着駅としての拠点性向上、目
的地としての魅力向上等の方
策検討 

・城端駅舎での観光案内機能強
化・レンタサイクル、コインロッカ
ーのサービス開始 

・城端駅転車台跡地整備、花き
植栽 

・氷見駅におけるまちなか回遊
促進モビリティ「ヒミカ」の導入 

・氷見線利用者へのレンタサイク
ルまたは「ヒミカ」利用券進呈 

継続的に実施 

12 
駅施設整備及び駅
周辺整備 

■駅施設、付属施設、駅前広
場、アクセス経路の整備 

・砺波駅前広場イメージアップ事業 
・城端駅情報・交通拠点化周辺整
備事業 

・高岡駅：ホーム案内看板の更新 
・東野尻駅等待合所の建替 
・福光駅東口駅前広場整備事業 
・福光駅こ線橋の自由通路化 
・高岡駅、新高岡駅へのデジタル
サイネージの設置 

継続的に実施 
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事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

13 
観光周遊ルートの
作成 

■公共交通利用を前提とした観
光モデルプランの作成 

・旅行商品の企画 
・首都圏・中京、関西でのＰＲキ
ャンペーンの充実 

・北陸新幹線新高岡駅商品開
発ＰＴ旅行商品造成 

・高岡・氷見・和倉温泉 特急バ
ススイーツチケット付きフリーき
っぷの販売 

継続的に実施 

■訪日外国人旅行者向けの情
報提供、情報発信の充実 

・観光や交通に関するチャットボ
ット（問い合わせに自動でチャッ
トにより回答するサービス）を開
設（英語対応） 

継続的に実施 

14 
沿線でのイベントと
の連携 

■城端線・氷見線を利用したイ
ベントの開催促進、支援 

・JR 城端線を使ったイベントツアー 
・「べるもんた」の日 みんなで観
光列車「べるもんた」に手を振ろ
う！事業 

・なんと食彩まつり連携事業「城
端線にのって城端へ GO‼」事
業 

・氷見線でＧｏ！ミステリーナイト
ウォーク”よるの動物＆植物探
検ツアー 

・城端線利用者への「日本海高岡
なべ祭り」でのなべ券付与事業 

継続的に実施 ■アニメ等地元資源を活用した
イベントの共催、開催支援 

■万葉線との連携イベントの共
催 

・城端線や万葉線等公共交通を
利用した県内観光ツアー 

単発的に実施 

15 
観光用フリーWi-Fi
スポット設置 

■Wi-Fi 設備の設置 
・氷見駅、高岡駅、新高岡駅、
油田駅、砺波駅、福野駅、福
光駅、城端駅で運用 

継続的に実施 
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⑤ モビリティマネジメントに関する施策 

モビリティマネジメントに関する施策・事業（計３事業）は、概ね継続的に実施されています。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

16 
モビリティマネジメン
トの PR 

■自動車通勤者に対する情報
提供やアンケートの実施・公
共交通のお試し利用の実施 

・「城端線・氷見線」に関する市
民アンケート調査実施 

・沿線企業へのモビリティ・マネジ
メント手法を活用した企業アン
ケートの実施 

継続的に実施 

■自動車運転免許返納者への
公共交通利用割引の適用等
サービスの導入・拡充検討 

・免許返納時、軌道、バス、タク
シー等の利用券を配布 

単発的に実施 

17 

公共交通案内の作
成、PR 
（紙ベース、ホーム
ページ等） 

■バスと連携した時刻表の作成 ・スタンプラリー企画と合わせた
観光マップ作成（４市） 

単発的に実施 
■沿線公共交通マップの作成 

■駅施設のバリアフリー対応に
関する情報提供 

・JR 西日本 HP（JR おでかけネッ
ト）での掲載 

継続的に実施 

■バス時刻表、乗換え案内のイ
ンターネット検索システムへの
反映 

・バスロケーションシステムの運
用 

・大手検索サイトを活用した情報
発信 

継続的に実施 

■多言語対応の交通・観光案
内板、パンフレット作成 

・観光パンフレットの作成（日・
英・繁・簡等） 

継続的に実施 

18 
公共 交通利 用者
へのインセンティブ 

■異なる交通機関利用時に併
用できる共通乗車券、定期券
の導入検討 

・「氷見線でＧｏ！百縁笑店街で
お買い物！」事業 

・城端線で出かけよう事業 
・氷見線利用者への市街地周
遊バス乗り継ぎ助成 

・氷見線利用者への「道の駅雨
晴」誘客キャンペーン 

継続的に実施 

■児童、生徒らの体験学習時の
利用支援 

・城端線で体験学習事業 単発的に実施 

■公共交通利用促進運動等実
施事業所への補助方策検討 

・城端線を利用した会員交流会
への補助 

単発的に実施 

■児童、生徒向けのホリデーパ
ス、1 日乗車券等 

・中学生往復半額ホリデーパス
（あいの風とやま鉄道） 

継続的に実施 
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⑥ 地域連携・マイレール意識醸成に関する施策 

地域連携・マイレール意識醸成に関する施策・事業（計５事業）は、概ね継続的に実施されてい

ます。 

 

事業 取組み内容 主な取組状況 進捗状況 

19 駅施設の有効活用 
■まちづくり拠点としての駅舎、

駅周辺施設の整備検討 

・砺波駅コミュニティプラザ内の
観光案内所において、各種観
光案内のほか物産販売を実施 

・城端駅舎に南砺市観光協会が
入居 

・城端駅での観光案内のほか、
レンタサイクル、コインロッカーの
サービス開始 

継続的に実施 

20 
城端線、氷見線グ
ッズ作成 

■オリジナルグッズの作成等に
よる親しみやすさの向上 

・城端線ノベルティ作成 
・べるもんた関連ノベルティグッ
ズ作成・配布 

・城端線ペーパークラフトの作成 
・城端線利用啓発に向けたオリ
ジナル絵本「のろうよ！じょうは
なせん」の作成 

継続的に実施 

■グッズ販売による収益改善 

21 
利用者マナーの向
上 

■利用者マナー向上の車内ア
ナウンス、広告等 

・高岡・城端鉄道少年団の乗車
マナー啓発活動 

・民間団体によるマナー向上運
動の実施 

継続的に実施 

■学校を通じた利用者マナー向
上啓発 

・利用マナー啓発チラシ作成、
沿線高校への配布 

単発的に実施 

22 駅への愛着醸成 

■地元ボランティアによる環境
美化活動 

・高岡・城端鉄道少年団の清掃
活動等 

・西日本鉄道 OB 会高岡支部と
連携した花植え・美化活動 

・氷見・雨晴駅及びハットリくん列
車清掃事業 

継続的に実施 

■駅や鉄道に親しむイベントの
開催等、駅周辺に集まる機会
の創出 

・砺波駅での「にぎわい市」の開
催（月１回の）など 

・高岡駅での高岡なべ祭りの開
催など 

継続的に実施 

23 花のある景観づくり 

■城端・氷見線の各駅への花植
の実施 

・高岡・城端鉄道少年団の清掃
活動等 

・西日本鉄道 OB 会高岡支部と
連携した花植え・美化活動 

・城端駅転車台跡地へ花き植栽 

継続的に実施 

■車窓からの眺望が楽しめる景
観づくり 

・歓迎花文字による車窓からの
景観づくり事業 

継続的に実施 
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（２） 数値目標の達成状況 

５つの数値目標の達成に向け、諸施策・事業を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染拡大

の影響等を受け、総じて目標を達成できない見込みとなりました。 

指標１については、令和元年度までは増加傾向かつ目標達成見込みでしたが、新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受け、目標を達成できない見込みとなりました。 

指標２については、令和元年度までは横ばい傾向かつ目標未達成見込みであり、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響を受けさらに指標が悪化し、目標を達成できない見込みとなりました。 

指標３については、加越能バスの路線統廃合があった一方で、各市における代替路線の確保に向け

た取組を実施した結果、指標は改善するものの目標を達成できませんでした。 

指標４については、城端線・氷見線とその他の公共交通との継続的なダイヤ調整を実施した結果、

城端線で指標が改善（目標は未達成）し、氷見線で目標を達成することとなりました。 

指標５については、沿線市民の公共交通利用習慣の希薄化が進むほか、新型コロナウイルス感染拡

大の影響もあり、指標が悪化し目標を達成できませんでした。 

 

指標 現状値 評価値 目標値 達成状況 

指標１ 
城端線・氷見線の１日
あたり乗車人員 

10,840 人/日 

城端線：6,387人/日 

氷見線：4,453人/日 
（集計：平成27年度） 

9,529 人/日 

城端線：5,515人/日 

氷見線：4,014人/日 
（集計：令和２年度） 

10,840 人/日 
（集計：令和３年度） 

未達成 
（見込み） 

指標２ 
定期外利用者数割合 

城端線：21.9％ 

氷見線：16.9％ 
（集計：平成27年度） 

城端線：15.3％ 

氷見線：10.0％ 
（集計：令和２年度） 

城端線：26％ 

氷見線：21％ 
（集計：令和３年度） 

未達成 
（見込み） 

指標３ 
公共交通利用圏域内
の人口カバー率 

71.7％ 
（対象人口：平成22年国勢調査 

公共交通圏域：平成28年4月時） 

74.1％ 
（対象人口：平成27年国勢調査 

公共交通圏域：令和３年4月時） 

75％ 
（対象人口：平成27年国勢調査 

公共交通圏域：令和３年4月時） 
未達成 

指標４ 
城端線・氷見線とその
他鉄道やバスとの乗継
ぎ満足度 

城端線：平均評価2.4 

氷見線：平均評価2.2 
（集計：平成27年調査） 

城端線：平均評価2.6 

氷見線：平均評価2.5 
（集計：令和３年調査） 

一定の改善 

城端線：平均評価2.7 

氷見線：平均評価2.5 
（集計：令和３年調査） 

一部達成 

指標５ 
過去１年に利用した交
通手段における城端
線・氷見線利用割合 

城端線：26.9％ 

氷見線：13.8％ 
（集計：平成27年調査） 

城端線：18.5％ 

氷見線： 9.6％ 
（集計：令和３年調査） 

約５％の向上 

城端線：32％ 

氷見線：20％ 
（集計：令和３年調査） 

未達成 
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５.３ 課題の整理 

（１） 地域公共交通網の共通課題 

① 沿線人口の減少に伴う公共交通需要減少の懸念 

モータリゼーションの進展により、利用交通手段における自家用車の割合は増加する一方、鉄道・

電車の割合は減少しています。また、城端線・氷見線の沿線４市の総人口は 1985 年をピークに減少

傾向が続いており、将来的にも減少傾向が続くものと見込まれていることから、将来的に公共交通

需要が減少することが懸念されます。そのため、公共交通の果たす役割を再認識するとともに、持

続可能な公共交通の実現に向けて自家用車から公共交通への転換を推進する必要があります。 

② 新型コロナウイルス収束後の需要回復の懸念 

城端線・氷見線の利用者数は、北陸新幹線の開業後から令和元年度までは横ばい傾向が続いてい

ましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け減少に転じています。また、

高岡以南の路線バスや地域内交通（公営バス・福祉有償運送等）の減少傾向も続いています。さら

に、新型コロナウイルス感染症収束後に公共交通の利用回数が減少すると回答した市民割合が高く、

新型コロナウイルス収束後に公共交通需要が充分に回復できないことが懸念されることから、公共

交通利用の安全・安心のＰＲとともに、利用促進を図る必要があります。 

③ 高齢者等の移動手段の確保 

沿線４市の高齢化率は上昇傾向が続いており、将来的にも上昇傾向が続くものと見込まれていま

す。また、市民アンケート結果によると、高齢者による自動車運転免許証の返納の動きの活発化を

受け、自動車運転免許証の返納者を含む自動車を利用できない高齢者等に対する移動手段の確保の

必要性が沿線市民から求められつつあることから、将来にわたる公共交通サービスの維持・改善が

必要となります。 

④ 公共交通相互の乗継ぎの改善 

城端線・氷見線ともに「鉄道・バス等との乗継」に対する満足度は改善するものの低水準にあり

ます。また、他の交通手段においても「城端線・氷見線との乗継」に対する満足度も低水準である

ことから、引き続き公共交通相互の乗継ぎの改善が必要となります。 
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（２） 城端線・氷見線の課題 

① 城端線・氷見線間のアクセス改善 

市民アンケート結果から、高岡駅を跨がって両線を利用する利用者数は、城端線・氷見線の一日

あたり利用者数の 10％程度となっています。新幹線新高岡駅を拠点とした首都圏方面と沿線地域の

交流人口が拡大する中で、新高岡駅から砺波・南砺方面のみならず、氷見・伏木方面へのアクセス

改善を図ることは、新幹線開業効果を沿線地域に最大限に波及させるためにも、重要な課題となり

ます。 

② 北陸新幹線との乗継ぎの改善 

城端線・氷見線は、これまでの通勤・通学の日常利用に加え、北陸新幹線の開業により新たに新

幹線を介した広域交流の裾野を広げる役割を担っています。一方で「北陸新幹線との乗継ぎ」に関

する利用者の満足度は改善するものの依然として低水準であり、「運行本数」に関する利用者の満足

度も低水準であることから、新幹線新高岡駅の利用拡大を図るためにも運行本数の確保を含めた新

幹線との乗継ぎ利便性の向上を図っていく必要があります。 

③ 持続可能な交通体系の確保 

線区の維持が厳しい状況において、将来にわたり城端線・氷見線を持続可能な公共交通としてい

くため、沿線市のまちづくりとの整合、利用者の利便性向上、観光振興による活性化など様々な観

点から、新しい交通体系の検討を進める必要があります。 

 

（３） バス交通等の課題 

① バスダイヤと利用者ニーズの不一致 

公共交通利用の観点で、バスのダイヤや終発時間などに関する不満が大きいため、ニーズに合わ

せた改善が必要となります。 

② バスネットワークの活性化 

複数の自治体をまたがる生活路線として利用可能な広域バス路線は、概ね鉄道網と並行したルー

トを運行しており、鉄道網を補完する役割を有しています。また、地域内を運行する地域生活路線

（路線バス、公営バス、ＮＰＯバス等）は、地域住民のきめ細やかな移動を支える役割を有してい

ます。このため、鉄道と相互に支え合うバスネットワークの活性化に向けた検討が必要となります。 

③ 観光目線での公共交通網の整備・サービスの提供 

観光列車べるもんたが運行されるなど、公共交通利用を前提とした観光モデルに注目が集まって

います。鉄道、バスを乗り継ぐ観光周遊ルートの作成など、公共交通網の整備が求められるほか、

観光案内サインやパンフレット、公共交通マップの作成、インターネットの乗換え検索システムの

サービスなど、情報提供・情報発信に関する積極的な取組みが必要となります。 
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（４） 交通施設、駅周辺の課題 

① 駅舎のバリアフリー化など利用環境の改善 

「駅施設の快適さ」に対する満足度は改善するものの低水準であり、バリアフリー化や老朽化の

対策など、駅舎の利用環境の改善を図ることが必要となります。 

② 駅周辺の駐車場ニーズに対する対策 

「駅周辺の自動車駐車場」に対する満足度は低水準であり、自動車以外の駅への交通手段の確保

に加え、実情に合わせた駐車場整備の検討や既にある駐車場の周知等の対策が必要となります。 

③ 運行状況、乗換え案内等の情報提供の充実 

「情報提供」に対する満足度は改善し市民による一定の評価が得られましたが、情報提供に対す

る関心の高さに対応するため、運行状況や乗換え案内等の情報提供のさらなる充実が求められます。 

④ 観光客の利用を考慮した駅施設等の環境整備 

駅から観光地へのルート案内や乗換え案内、待ち時間に利用できる土産物施設や観光情報発信ツ

ールなど、観光客の利用を考慮した駅施設等の環境整備が求められます。 

⑤ ターミナル周辺の利便性向上 

「自宅や目的地が駅から遠いこと」が自動車等から公共交通利用に転換できない理由のひとつと

なっています。沿線各市で集約型まちづくりが進められる中で、ターミナル周辺への都市機能や居

住機能の集積を促進する必要があります。 

 

 

（５） 利用者増加への課題 

① 公共交通利用習慣の低下 

過去１年間に公共交通を利用しない割合が上昇しており、沿線市民の公共交通利用習慣が低下し

ているものと考えられます。このため、公共交通の利用者数増加に向け、乗車機会や目的地の創出、

情報提供等の公共交通の利用を促すような施策を検討する必要があります。また、カーボンニュー

トラル実現のための生活習慣の見直しや、公共交通が持つ多様な社会便益について啓発していく必

要があります。 

② 通勤・通学など日常利用者にとっての利便性向上 

沿線地域の公共交通利用者の多くは通勤・通学目的の日常生活利用者です。朝夕の通勤・通学時

間帯など、日常利用者が多い時間帯での利便性の高いダイヤ、乗り継ぎなどを検討していく必要が

あります。 

③ 観光需要と公共交通需要の喚起 

城端線・氷見線沿線には歴史や文化を反映した観光地、観光施設が数多く立地している一方で、

五箇山合掌造り集落やひみ番屋街等、集客力があるものの鉄道駅から離れている観光地も存在しま

す。このため、公共交通によるアクセスの充実とともに決済方法の改善等による観光需要と公共交

通需要を喚起するための対策が必要となります。 

④ 利用者マナー向上、駅美化、沿線の景観づくりなど、愛着の醸成 

利用者マナーの向上や駅の環境美化活動、駅周辺の花の植栽など、地元駅に対する愛着の造成を

図る取り組みを行うことで、公共交通の利用意識の改善を図っていくことが必要となります。 


