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第６章 計画の基本方針及び目標 
 

６.１ 計画の基本理念及び基本方針 

（１） 計画の基本理念 

 

地域に利用され続ける交通ネットワークの形成 

～城端線・氷見線沿線地域の自立的な発展を目指して～ 
 

（２） 計画の基本方針 

 

【基本方針１】 日常生活の足として利用される利便性の高い公共交通の実現 

～ 生活利用の視点から ～ 

ＪＲ城端線・氷見線を始めとする沿線地域の公共交通は、通学・通勤利用者を中心に、従来から沿

線住民の日常生活の足として多くの方に利用されています。日常生活における移動手段として、地域

生活者にとって利便性の高い、満足度の高い公共交通網の形成を目指します。 

 

【基本方針２】 沿線地域の発展に繋がる交通ネットワークの形成 

～ 広域交流の視点から ～ 

北陸新幹線新高岡駅によって首都圏から多くのビジネス目的や観光目的の利用者が訪れており、令

和５年度末の北陸新幹線敦賀開業により関西圏からの更なる交流拡大が期待され、沿線地域の公共交

通は、この広域交流の裾野を広げるツールとしての役割を担っています。ビジネス目的や観光目的な

ど、多くの方に、分かりやすく利用しやすい交通ネットワークの形成を目指します。 

 

【基本方針３】 人口減少社会を見据えた、公共交通を中心としたライフスタイルの定着 

～ 将来のまちづくりを見据えて ～ 

少子高齢化、人口減少が進む中、都市機能の配置や再開発など、まちづくりを進める上で公共交通

との連携は欠かせない視点となります。都市と居住エリア、沿線地域間を結ぶ移動しやすい公共交通

ネットワークを確立することで、自動車依存からの脱却を図り、城端線・氷見線のＬＲＴ化など新た

な交通体系の可能性も検討しながら公共交通を中心としたライフスタイルの定着を目指します。 
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図 地域公共交通計画の目指す交通網のイメージ 

  

城端線・氷見線に関する施策 

◆運行本数増便の検討 

◆ＬＲＴ化など持続可能な交通体系の検討 

◆直通化に向けた検討 

◆決済方法の電子化や予約・決済・割引シ

ステムの検討 

◆利用向上につながる車両の検討 

鉄軌道に関する施策 

◆あいの風とやま鉄道、万葉線との接続性

の向上 

◆北陸新幹線との接続性の向上 

◆観光列車等とのタイアップ 

バス等に関する施策 

◆利用者ニーズや沿線のまちづくりに合わ

せたバス等の運行方法の改善 

◆広域バスネットワークと他の交通モード

との連携強化 

◆観光路線バスの維持・拡充 

◆決済方法の電子化や予約・決済・割引シ

ステムの検討 

◆利用向上につながる車両の検討 

交流拡大に関する施策 

◆主要ターミナルの機能強化・魅力向上 

◆観光周遊ルートの作成 

◆沿線でのイベントとの連携 

◆観光用フリーWi-Fi スポット設置 

あいの風とやま鉄道、万葉線
との接続性の向上 

新幹線との接続性
の向上 

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の推進 

◆安心・安全性のＰＲ 

◆公共交通案内の作成、ＰＲ 

◆公共交通利用者へのインセンティブ 

まちづくりとの連携・マイレール意

識醸成に関する施策 
◆まちづくりとの連携 

◆公共交通への愛着の醸成 

◆利用者マナーの向上 

◆花のある景観づくり 
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６.２ 計画の目標及び指標 

（１） 計画の目標 

 

【目標１】 地域の暮らしを支え利便性の高い公共交通網の形成 

「基本方針１ 日常生活の足として利用される利便性の高い公共交通の実現」に向け、城端線での

増便試行運行やバスの運行方法の改善、交通モード間の乗継ぎの改善などによる地域生活者の利便性

を高める取組み等を実施し、地域の暮らしを支え利便性の高い公共交通網の形成を図ります。 

 

【目標２】 広域交流を促進し地域の発展につながる公共交通網の形成 

「基本方針２ 沿線地域の発展に繋がる交通ネットワークの形成」の実現に向け、北陸新幹線等と

の乗継ぎの改善や公共交通案内の充実などによる来訪者の利便性を高める取組みや、観光周遊ルート

の作成や沿線イベント等との連携などによる来訪者の沿線地域での回遊・滞留を促進する取組み等を

実施し、広域交流を促進し地域の発展につながる公共交通網の形成を図ります。 

 

【目標３】 まちづくりと連動した持続可能な公共交通網の形成 

「基本方針３ 人口減少社会を見据えた、公共交通を中心としたライフスタイルの定着」の実現に

向け、モビリティマネジメントや公共交通に親しむことのできる機会づくりなどによる沿線住民等の

意識変容を促す取組みや、沿線のまちづくりやターミナル周辺地域の魅力づくりと連携した取組み等

を実施し、カーボンニュートラルを推進するとともに、持続可能な公共交通網の形成を図ります。 
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（２） 計画の数値目標 

地域公共交通計画を推進するため、以下の目標を定めます。 

 

【指標１】 城端線・氷見線の 1 日あたり乗車人員 
 

現状値  目標値 

11,217 人/日 
城端線：6,722 人/日 

氷見線：4,495 人/日 

（集計：令和元年度） 

※参考値   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） 

 

 

11,217 人/日 以上 
（集計：令和８年度） 

 
【目標値の考え方】 

・今後、沿線４市の人口減少率が更に高まることが予測される中にあっても、城端線・氷見線の乗車人

員は、現状の 11,217 人/日以上を目指します。 

※高岡駅の乗車人員は、高岡駅を除く城端線と氷見線の乗車人員数により両線に按分しました。 

 

【指標２】 地域幹線バスの年間輸送人員 
 

現状値  目標値 

706,420 人/年 

（集計：令和元年度） 

※参考値  577,652 人/年 

（集計：令和２年度） 

 

 

706,420 人/年 以上 
（集計：令和８年度） 

 
【目標値の考え方】 

・今後、沿線４市の人口減少率が更に高まることが予測される中にあっても、地域幹線バスの年間輸送

人員は、現状の 706,420 人/年以上を目指します。 

※地域幹線バスは、沿線２市以上をまたがる系統を対象としました（対象系統：高岡脇、守山経由氷

見、新高岡守山経由氷見、伏木経由氷見、仏生寺経由氷見、庄川町）。 
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【指標３】 城端線・氷見線の定期外利用者数割合 
 

現状値  目標値 

城端線：21.7％ 
氷見線：15.2％ 

（集計：令和元年度） 

※参考値  城端線：15.3％ 
氷見線：10.0％ 

（集計：令和２年度） 

 

 

城端線：26％ 
氷見線：20％ 
（集計：令和８年度） 

 
【目標値設定の考え方】 

・城端線・氷見線の定期外利用者数割合の増加を目指します。 

・沿線人口が減少傾向にある中で、通勤・通学等の定期利用者数を維持していくことは容易ではありま

せん。定期利用者数が、人口減少と同様の割合で減少すると仮定し、その減少分を、観光利用や沿

線でのイベント開催、公共交通の利用啓発等の取組みのほか、鉄道沿線地域での民間開発等の要因

も勘案し、定期外利用者を増加させることでカバーします。 

 

【指標４】 公共交通利用圏域内の人口カバー率 
 

現状値  目標値 

74.1％ 
（対象人口：平成 27 年国勢調査 

公共交通利用圏域：令和３年４月時） 

 

 

77％ 
（対象人口：令和２年国勢調査 

公共交通利用圏域：令和８年４月時） 
 

【目標値の考え方】 

・誰もが地域内を円滑に移動できる交通体系を目指し、鉄軌道駅・バス停から一定の利便性のある圏

域内に含まれる沿線人口の割合を高めます（公共交通利用圏域は、鉄道駅から半径１km、軌道駅か

ら半径 500ｍ、バス停から半径 300ｍ、デマンド型交通は対象エリアと設定します。）。 

・現在、公共交通の利便性が高い地域でのまちづくりやターミナル周辺地域の魅力づくりが行われていま

す。鉄軌道駅から離れたエリアにおいても、バス路線の再編など、住民ニーズに応じた交通サービスの

提供に取組み、公共交通利用圏域内の居住人口カバー率を高めます。 

 

【指標５】 城端線・氷見線とその他鉄道やバスとの乗継ぎ満足度 
 

現状値  目標値 

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 2.9 
氷見線：平均評価 2.8 

（集計：令和８年調査） 
 

【目標値の考え方】 

・沿線住民へのアンケート調査により、「城端線・氷見線と鉄道・バス等との乗継ぎ」に関する満足度の改

善を図ります（満足度は５段階評価）。 

・城端線・氷見線とその他の鉄道、路線バス、高速バス等との乗り継ぎについて改善を図り、交通ネットワ

ーク網の充実を図ることで、評価点のさらなる改善を目指します。 
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【指標６】 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 
 

現状値  目標値 

城端線：18.5％ 
氷見線： 9.6％ 

（集計：令和３年調査） 

 

 

城端線：26.9％ 
氷見線：13.8％ 
（集計：令和８年調査） 

 
【目標値の考え方】 

・沿線住民へのアンケート調査により、過去１年間で利用した交通手段における「城端線・氷見線の利用

割合」の上昇を目指します。（※過去１年間に１度でも城端線・氷見線を利用した人の割合） 

・観光周遊ルートの作成、沿線でのイベントとの連携等により、これまで利用機会のなかった沿線住民

に、城端線・氷見線を利用してもらうきっかけを作ります。 

・新幹線利用者の新高岡駅への移動利便性を高め、ビジネスや観光目的など、日常生活以外の場に

おける、城端線・氷見線の利用機会を高めます。 

※新型コロナウイルスの影響により令和３年の調査結果は著しく低い結果となりましたが、施策を講じるこ

とで、前回（平成 27 年）のアンケート調査結果（城端線：26.9％、氷見線：13.8％）の水準までの回復

を図ります。 

 

【指標７】 城端線・氷見線沿線の観光施設入込数 
 

現状値  目標値 

425 万人/年 

（集計：令和元年） 

※参考値   281 万人/年 

（集計：令和２年） 

 

 

470 万人/年 
（集計：令和８年） 

 
【目標値の考え方】 

・城端線・氷見線沿線の観光施設入込数の増加を目指します。 

・公共交通の利便性を高める取組みや沿線地域での回遊・滞留を促進する取組み等を実施することに

より、広域交流を促進し地域の発展につなげます。 

※コロナ禍前の令和元年までの実績値及び沿線市の観光関連計画の目標値を基に当該指標の目標

値を設定 

 

【指標８】 高齢者の運転免許自主返納者数 
 

現状値  目標値 

1,495 人/年 

（集計：令和３年） 

 

 

1,900 人/年 
（集計：令和８年） 

 
【目標値の考え方】 

・認知機能や身体機能の低下によって運転に不安を感じる高齢者等が、運転しなくても安心して暮らせ

る環境づくりが大切であり、他の交通手段との乗継ぎの改善等の利便性向上に向けた施策の実施や、

運転免許返納者への公共交通利用割引等のサービスにより、公共交通利用を中心としたライフスタイ

ルへの転換を促していくことで、高齢者の運転免許自主返納者の更なる増加を目指します。 
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６.３ 関係者の役割 

以下に掲げる地域の公共交通に関わる各主体の役割に基づき、関係者相互に連携しながら目標の達

成に向けた取組を進めます。 

 

（１） 交通事業者の役割 

・公共交通サービスの提供・改善 

・利用者ニーズの把握 

・情報提供・発信 

 

（２） 市民・地域・企業等の役割 

・公共交通サービスの積極的な利用と他者への働きかけ 

・公共交通の維持や活性化への主体的な関与 

・利用促進イベント等への参加 

・公共交通に対する意見・要望の伝達 

 

（３） 行政の役割 

・計画推進のための調整 

・市民・地域・企業等に対する利用促進の働きかけ 

・市民ニーズの把握 

・交通事業者に対するサービス向上のための支援 

・市民・地域・企業等・交通事業者への情報提供・発信 

 

 

  


