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公共交通とは

・鉄道事業者
・一般乗合旅客自動車運送事業者
・一般乗用旅客自動車運送事業者
・自家用有償旅客運送（交通空白輸送）

など

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
第２条第２項

南砺市で言えば

① JR城端線
② 民間路線バス … 加越能バス、西日本ジェイアールバス
③ タクシー
④ なんバス（南砺市営バス）

→ ②
→ ①

→ ③
→ ④



城端線について

JR城端線

・高岡駅～城端駅を運行
・平成27年春、北陸新幹線

開業に併せて新高岡駅が
開業

・1日17往復運行
（平均1時間に1本程度）

平成27～30年度
4往復8便の増便試行により
現在は21往復で運行中



城端線の現状 出典：富山県統計年鑑

城端線全体の１日平均利用者数
（高岡駅・新高岡駅を除く）

福野・福光・城端の各駅の
1日平均利用者数

南砺市における平成29年度城端線関係の費用負担

合計：約2,430万円
〔内訳〕 ・城端線増便試行等負担金 約1,850万円

・駅の乗車券簡易委託販売・改札委託
（市負担分） 約580万円

など



城端線の利用促進



民間路線バスについて

民間路線バス

・加越能バスが6路線
・西日本JRバスが1路線

計7路線
・主に市内主要道路を運行
・高齢者の利用が多い

合計：約3,970万円

南砺市における平成29年度
民間路線バス関係の費用負担
(南砺金沢線運行委託を含む)



市の業務委託によるバス運行



観光を重視した公共交通も！
南砺金沢線

城端さくら線

世界遺産バス

レンタカー

なんとめぐーるレンタカー など



なんバス(市営バス)について

・市内全域で21路線運行
・運賃は1乗車200円
・年間利用者数は約12万人
・５社に運行業務委託

・ノンステップバス4台が運行中
・昨年からシルバーパスを発行

高齢者に優しい市営バス運行



シルバーパスについて
平成２８年４月から発行
〔対象者〕

市内に住所を有する
70歳以上の高齢者

〔利用可能なバス〕
なんバス全路線全区間
民間路線バスの市内区間
（民間路線バス利用券が必要）

〔利用可能期間・料金〕
5,000円で購入日から1年間
乗り放題

発行開始から２年間で
延べ４３０名の方が
シルバーパスを利用！！

シルバーパスで世界遺産バスを利用

市営バス 民間路線バス



シルバーパスの利用促進

・各地域の区長会等で制度をPR

・対象者が多く集まる温泉施設や
病院などにチラシを設置

・民間路線バスの対象区間を記載

・運転免許自主返納者の支援に活用



なんバスの利用状況（1）
年間利用者数1位
→城端さくら線

26,366人(便平均3.0人)

年間利用者数2位
→福光・福野循環線

14,723人(便平均5.0人)

年間利用者数3位
→井波福光線

15,304人(便平均4.5人)

福野

福光

城端

井口

井波

なんバスの利用は
・毎日乗車する小・中・高生
・定期的に乗車する高齢者

が大半を占めている！

福野小学校

南砺福光高校

南砺中央病院

南砺市民病院



なんバスの利用状況（２）

年間利用者数19位
→村内線（豆谷）94人

年間利用者数20位
→小来栖線 41人

年間利用者数21位
→田向線 37人

平

上平

利賀



なんバスの利用状況（３）

城端井波線
・平日 → 2.48人/便
・休日 → 1.15人/便

(平日比46%)

福野

福光

城端

井口

井波

時々あるご要望…

土日祝日もなんバスを
運行してほしい！

南砺中央病院

南砺市民病院

・城端井波線(4月～3月)

・井波福光線(8月～3月)

休日の実証実験運行を実施

井波福光線
・平日 → 4.14人/便
・休日 → 1.22人/便

(平日比29%)

平成27年度



なんバスは交通空白輸送
なんバスは「交通空白輸送」

どういうことか？

公共交通を考えるうえで重要なのは「鉄道」

鉄道がない地域において、民間バス会社が一定の利用を
見込める地域を運行するのが「民間路線バス」

民間路線バスも運行しない地域において、
通院や通学など住民の移動手段確保のため
に運行するのが「なんバス」

「利用が多くない地域」を
「１乗車２００円」で運行

収支が合わない
公共交通！



どのくらい収支が合わないか
平成29年度バス事業特別会計のうち
市営バスの運行管理にかかる収支

〔支出・人件費〕約6,830万円

差し引き約7,830万円の赤字

赤字分の多くは
市の一般会計からの
繰入金にて対応

〔実車走行キロ〕約70万km

〔利用料収入〕 約1,670万円

〔支出・人件費以外〕約2,670万円

〔支出合計〕 約9,500万円

（車両購入費などは除く）



市内の公共交通の現実（１）
平成30年度南砺市総合計画市民意識調査より

Q.なんバスを使いやすいと
感じますか??

・使いやすいと感じる 2.3%
・どちらかといえば使いやすい

と感じる 7.5%

・わからない 58.3%

Q.最近1年間になんバスを
よく利用しましたか??

・よく利用した 1.5%
・あまり利用しなかった 98.5%

Q.民間バスを使いやすいと
感じますか??

・使いやすいと感じる 1.7%
・どちらかといえば使いやすい

と感じる 5.8%

・どちらかといえば使いやすい
と感じない 9.0%

・使いやすいと感じない 22.4%

・わからない 61.1%

Q.最近1年間に民間バスを
よく利用しましたか??

・よく利用した 1.8%
・あまり利用しなかった 98.2%

・どちらかといえば使いやすい
と感じない 9.3%

・使いやすいと感じない 22.6%



市内の公共交通の現実（２）
平成30年度南砺市総合計画市民意識調査より

Q.JR城端線を使いやすいと
感じますか??

・使いやすいと感じる 4.3%
・どちらかといえば使いやすい

と感じる 11.5%

・どちらかといえば使いやすい
と感じない 14.8%

・使いやすいと感じない 31.2%

・わからない 38.2%

Q.最近1年間にJR城端線を
よく利用しましたか??

・よく利用した 5.2%
・あまり利用しなかった 94.8%

Q.タクシーを使いやすいと
感じますか??

・使いやすいと感じる 5.8%
・どちらかといえば使いやすい

と感じる 14.9%

・どちらかといえば使いやすい
と感じない 8.2%

・使いやすいと感じない 11.9%

・わからない 59.2%

Q.最近1年間にタクシーを
よく利用しましたか??

・よく利用した 3.9%
・あまり利用しなかった 96.1%



使える公共交通

北日本新聞 平成３０年５月３１日

市営バス時刻表及び路線の情報を
「標準的なバス情報フォーマット」で作成

･他の公共交通機関との乗り継ぎ検索
･施設名称から最寄りのバス停を検索
･乗り継ぎ可能な複数のルートを提案
･運行曜日情報から翌日のルートも提案

想像以上に
便利です！



最後に

城端線・民間路線バス
タクシー・なんバスを
有機的に結びつけ、
公共交通全体の利便性
向上・利用者増加を
目指す必要がある！

平成30年度南砺市総合計画市民意識調査より

公共交通を使いやすいと感じる市民の割合 30.9%

あなたが市長なら、南砺市の公共交通を
どのようにしますか??


