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 ここから始まる物語・・・

趣意書

 北陸新幹線が２０１５年春に金沢までいよいよ開業します。

今までの中部圏、関西圏からの、マイカーや大型観光バスが主力の流れから、

新幹線・鉄道を利用した個人やグループが、首都圏から北陸に大量に訪れるこ

とが期待されます。新しいステージの幕開けです。

 私たち JR 支線や地方鉄道(ローカル線)沿線を生活基盤としている市町村は、
今日までその存続のための運動や利用促進、活性化を中心に様々な活動を展開

してきました。加えて当面の課題は、新幹線及び並行在来線との接続、ダイヤ

の再編成、そして新しい客層の誘客活動などが山積しています。

私たちには、首都圏の皆さんを魅了する観光資源が満ち溢れています。光輝

く日本海、立山連峰、白山連峰の大自然、黒四ダム、宇奈月温泉、氷見の寒ブ

リ、白えび、ホタルイカ、高岡瑞龍寺、世界遺産合掌集落、金沢と能登和倉温

泉、千里浜海岸、加賀温泉、永平寺、越前ガニ、これらの魅力を首都圏に発信

する絶好のチャンスでもあります。

 もう一つ私たちには、とびっきり貴重な財産があります。それは「終着駅」

です。この固有名詞は他の通過駅が真似したくても出来ない財産です。

 私たち「終着駅」を持つ市町村は、鉄道を利用して旅する新しい時代の幕開

けにあたり、「終着駅」を二次交通(バスやレンタカー)の「始発駅」として活か
し、より魅力あるものにすることが、ローカル線の活性化に繋がるひとつの方

策と確信します。

 当サミットを契機として、「終着駅」の魅力及び「終着駅」の果たすべき役割

の確認、並びに参加市町村の情報交換など、今後の事業展開に大きく寄与する

ものと期待します。そして、この取り組みが日本各地の「終着駅」に反響を呼

び起こし、全国規模に発展することを願っております。

 そのためにも、今回を第１回と称し継続的な開催を目指します。

また、サブタイトルを「ここから始まる物語・・・」としました。行き止まり

の駅ではなく、ここから何かが始まる「始発駅」でありたいとの願いを込めて。

各位のご賛同とご協力を切にお願い申し上げます。
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開催要項 

開催日 平成２５年１１月３０日(土) ～ １２月 １日(日) 

場 所 富山県南砺市城端１０４６ TEL０７６３－６２－５０５０
    南砺市城端伝統芸能会館「じょうはな座」

主 催 第１回 終着駅サミット in 城端 実行委員会

共 催 南砺の城端線を活かす会 NPOなんと元気
となみ野公共交通創造市民会議

後 援 南砺市 富山県 国土交通省北陸信越運輸局 富山市 射水市

氷見市 黒部市 立山町 城端・氷見線活性化推進協議会

南砺市商工会 南砺市観光協会 射水商工会議所 氷見商工会議所 

黒部商工会議所 砺波商工会議所 立山舟橋商工会

富山地方鉄道 富山ライトレール 万葉線

北日本新聞社 富山新聞社 北陸中日新聞 読売新聞社 

朝日新聞富山総局 毎日新聞社富山支局 共同通信社富山支局

富山県市町村新聞社

富山放送局 北日本放送 富山テレビ放送

チューリップテレビ となみ衛星通信テレビ FMとなみ
協 賛 城端地域自治振興会連絡協議会

目 的 「終着駅」を持つ市町村、関係機関及び市民団体が一堂に会し北陸新

幹線の開業を目前にした今、並行在来線及び新幹線新駅との接続問題

を始めとする諸課題、沿線ローカル線の活性化、そして「終着駅」を

キーワードとした観光戦略、「終着駅」を起点とした新しい観光ルート

の開発などをテーマとして、サミットを開催する。

    また、「終着駅」を主題にしたエッセイを鉄道専門雑誌や各市町村のホ

ームページなどで公募し、入選作を表彰することにより、「終着駅」の

魅力と当サミットを全国に発信する。



日 程 ※一部変更となることがあります。

１１月３０日(土) １日目
     福井・金沢方面から サンダーバード７号 高岡着 １１：４５

     新潟・富山方面から はくたか４号    高岡着 １１：３５

     城端線 高岡発 １１：５５  「終着駅」城端着 １２：４８

※ 城端特製 幕の内弁当 事前申し込み可能 １，０００円

※ 送迎バスにて会場へ移動します 

受付 １２：３０より 各鉄道ポスター、パネル展示

開会 １３：３０開会宣言

        １歓迎あいさつ 南砺市長 田中幹夫        

        ２基調講演 和歌山電鉄㈱ 専務取締役 礒野省吾

         「夢のある終着駅」

        ３ゲスト講演 鉄道アーティスト 小倉沙耶

         「私と終着駅の旅」

        ４講  演 富山市政策監 斉藤大作

         「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」

～ＬＲＴ化による地域鉄道の再生と岩瀬地区のまちづくり～

５歓迎アトラクション 城端庵唄保存会 

    ６討論会 南砺市長 氷見市長ほか

         コーデイネーター富山国際大学現代社会学部長 高橋光幸

         「終着駅を活かした まちづくり」

        ７参加団体代表挨拶

        ８「終着駅」エッセイ 入選 発表 表彰

        ９サミット宣言

10記念撮影
        １７：２０ 閉会宣言

     全体交流会 １７：３０ 開会

           １８：３０ 終了           

     宿舎へバス移動 桜ケ池クアガーデン 五箇山荘 へ 分散移動

     交流懇親会 １９：００～ 終了後 宿泊



    １２月 １日(日) ２日目
      ８：３０ 宿舎発 バス 世界遺産 相倉合掌集落 見学

     １０：００ 越中小京都 城端まちなみ 散策 (２，０００円) 
           昼食 城端別院 善徳寺にて お斎御膳 ( 予 定 ) 
     １３：１５ 城端発 にて 高岡着 １４：０５

           金沢・福井方面 １４：１５ しらさぎ１２号

           富山・新潟方面 １４：３８ はくたか１７号

     午後 オプションツアー （ 追加料金はありません ）

       井 波 コース  井波別院瑞泉寺 井波彫刻など  散策

       福 光 コース  福光美術館 棟方志功記念館など 散策

参加費

 サミット参加費   無    料

 全体交流会費   ３，０００円 ( サミット資料、記念品含む ) 
 宿 泊 費  別添宿泊案内 ( 交流懇親会費 朝食含む ) 
２日目参 加 費   ２，０００円 ( 昼食 移動費用 午後も含む ) 
１日目弁 当 代   １，０００円 ( 高岡駅にてお渡し ) 

実行委員会 事務局

 〒932-0231 富山県南砺市山見 1739-2 アスモ２階 NPOなんと元気
 電話 ０７６３－８２－５０６８

参加依頼団体 別紙 「終着駅サミット 参加依頼団体」参照



終着駅サミット　参加依頼団体

No 駅名 県 会社名 線名 現市町村名 役職 市長 商工会 観光協会

1 城端 富山県 ＪＲ西日本 城端線 南砺市 南砺市長 田中  幹夫 南砺市商工会 南砺市観光協会

2 氷見 富山県 ＪＲ西日本 氷見線 氷見市 氷見市長 本川祐治郎 氷見商工会議所 氷見市観光協会

3 越の潟 富山県 万葉線㈱ 新湊港線 射水市 射水市長 夏野  元志 射水商工会議所 射水市観光協会

4 岩瀬浜 富山県 富山ライトレール㈱ 富山港線 富山市 富山市長 森     雅志 富山商工会議所 富山市観光協会

5 立山 富山県 富山地方鉄道㈱ 立山線 立山町 立山町長 舟橋  貴之 立山舟橋商工会 立山町観光協会

6 宇奈月温泉 富山県 富山地方鉄道㈱ 本線 黒部市 黒部市長 堀内  康男 黒部商工会議所 宇奈月温泉旅館協同組合

7 鶴来 石川県 北陸鉄道㈱ 石川線 白山市 白山市長 作野  広昭 鶴来商工会

8 野町 石川県 北陸鉄道㈱ 石川線 金沢市 金沢市長 山野　之義 金沢商工会議所

9 内灘 石川県 北陸鉄道㈱ 浅野川線 内灘町 内灘町長 川口  克則 内灘町商工会

10 穴水 石川県 のと鉄道㈱ 七尾線 穴水町 穴水町長 石川  宣雄 穴水町商工会

11 勝山 福井県 えちぜん鉄道㈱ 勝山永平寺線 勝山市 勝山市長 山岸  正裕 勝山商工会議所

12 三国港 福井県 えちぜん鉄道㈱ 三国芦原線 坂井市 坂井市長 坂本  憲男 坂井市商工会

13 九頭竜湖 福井県 ＪＲ西日本 越美北線（九頭竜線) 大野市 大野市長 岡田  髙大 大野商工会議所

14 北濃 岐阜県 長良川鉄道 越美南線 郡上市 郡上市長 日置  敏明 郡上市商工会

15 弥彦 新潟県 ＪＲ東日本 弥彦線 弥彦村 弥彦村長 大谷  良孝 弥彦村商工会


