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４章 上位計画・関連計画の整理 

１)  上位・関連計画における公共交通の位置づけ（概要） 

・第２次白山市総合計画、都市計画マスタープラン及び関連計画において、下記に示すよ

うに公共交通ネットワークの強化及び各交通機関の利便性向上及び利用促進が掲げら

れています。 

 

①第 2 次白山市総合

計画における公共

交通施策 

 

【公共交通ネットワークの強化】北陸新幹線やＪＲ北陸本線の二次

交通の利便性向上、隣接自治体との連携による広域的な公共交通

網の構築と利用促進 

【鉄道の利便性向上と利用促進】北陸本線の利便性の維持・向上の働

きかけ、（仮称）西松任駅建設、石川線の路線維持のための支援、

利用促進、駅機能の強化 

【生活バスの利便性向上と利用促進】利用しやすく効率的な運行体

系の確立、運行事業者に対する支援、路線の維持・充実、利用促進

及び運賃体系の見直しの検討  

②白山市都市計画マ

スタープランにお

ける公共交通施策

（現在改定作業中） 

【ＪＲ北陸本線】さらなる利便性向上及び啓発による利用者増加、在

来線新駅の整備に向けた調査の推進 

【石川線】利便性の向上及び利用促進に向けた活動の展開 

【路線バス】維持可能と判断される路線の維持・運行及びコミュニテ

ィバスとの連携強化 

【コミュニティバス】交通結節点・主要施設への運行本数の確保、ニ

ーズに合わせたルート設定による市民福祉の向上、利便性の確保

とその PR による利用者増加、運行の効率化、環境対応型車両の

導入推進 

③その他関連施策に

おける公共交通関

連施策 

【白山市総合戦略】在来線新駅の整備、公共交通の利便性の向上（コ

ミュニティバス、路線バス、北陸鉄道石川線） 

【共生のまち 白山プラン（第３期白山市障害者計画）】障害のある

人の実情に応じた移動手段の検討、路線バスなどの経路、時刻の

表示、告知などのわかりやすさ向上 

【第３次白山市環境基本計画】マイカーから公共交通への転換の促

進 など 
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２)  上位計画における公共交通の位置づけ 

(１) 第２次白山市総合計画（H29.3） 

白山市における最上位計画であり、平成 29年度から平成 38

年度までの 10年間を目標年次にしています。 

将来都市像を「健康で笑顔あふれる元気都市 白山～次世代

への贈り物 白山の恵みと人集い、活力あふれるまち～」とし、

公共交通については、第４章「市民の暮らしを支える快適で笑

顔あふれる安全なまちづくり」の「公共交通の充実による生活

の足の確保」で方向性が位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康で笑顔あふれる元気都市 白山 
～次世代への贈り物 白山の恵みと人集い、活力あふれるまち～ 

目標１：誰もが健康でいきいきと暮らし続けられるまちづくり 

目標２：地域ぐるみで豊かな心と体を育み健康で活躍できるまちづくり 

目標３：人と地域の交流で笑顔が生まれる市民主体のまちづくり 

目標４：市民の暮らしを支える快適で笑顔あふれる安全なまちづくり 

目標５：賑わいと活力がみなぎる元気なまちづくり 

目標６：自然・歴史・文化と人が交わり元気に輝くまちづくり 

目標７：市民の信頼に応えるまちづくり 

【将来都市像】 

【まちづくりの目標】 

１．公共交通ネットワークの強化 

地域公共交通協議会を設立し、「白山市地域公共交通網形成計画」や「地域公共交通網再編実施計画」

を策定に向けて取り組みます。 

また、北陸新幹線やＪＲ北陸本線の二次交通の利便性向上を図り、目的地まで容易に移動できるよう近

隣自治体と連携した、広域的な公共交通網の構築及び利用促進を図るとともに、コミュニティバスの相互

乗り入れについて協議します。 

２．鉄道の利便性向上と利用促進 

ＪＲ北陸本線については、第３セクター化に向け、運行事業者に対して利便性の維持・向上を働きかけ

るとともに、（仮称）西松任駅の建設に取り組みます。 

このほか、北陸鉄道石川線については、路線を維持するための支援を継続するとともに、公共交通の利

用促進と鶴来駅周辺での市街地への誘導を図るための道路整備と併せ、運行事業者をはじめとした関係

機関と協議し、駅機能の強化を図ります。 

３．生活バスの利便性向上と利用促進 

利用者のニーズを把握し、利用しやすく、効率的な運行体系の確立に努めるとともに、運行事業者に対

する支援を継続し、路線の維持・充実を図ります。 

また、運賃収入を確保するため、利用促進を図るとともに、コミュニティバスについては、運賃体系の

見直しを検討します。 

【公共交通に関する内容】（抜粋） 



 

80 

(２) 都市計画区域マスタープラン（H27.10） 

石川県における都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する計画であり、都市

計画区域における概ね 20 年後の都市の姿の基本的な方向を定めています。 

都市づくりの基本理念や土地利用、道路・公園などの都市施設の方針とともに、交通

施設として公共交通の方向性が位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交通体系の整備の方針）  

交通ネットワークは、安定した物流確保や交流促進など様々な都市活動の基盤となるが、過度に自動車

に依存した交通体系では、交通事故の増加や慢性的な渋滞による二酸化炭素排出量の増加など、都市環境

の悪化につながることが想定される。さらに、高齢化の進行により移動手段が制約される交通弱者の増加

が想定される。  

このため、雪や災害に強い道路ネットワークを充実するとともに、歩行者に配慮した道路環境づくりや

交通機関相互の連携による利便性向上、公共交通機関などのさらなる充実によるマイカーからの転換を

促進することで、住民の移動手段の確保や環境にやさしい交通体系の確立を図る。さらに、ユニバーサル

デザインを積極的に導入し、誰もが安心して利用できる交通環境の実現を目指す。  

また、北陸新幹線の金沢開業や今後の金沢・敦賀間開業の効果を都市全体に波及させる観点から、ＪＲ

北陸本線や北陸鉄道石川線などの交通ネットワークのさらなる充実を図る。  

  

（都市高速鉄道等）  

ＪＲ北陸本線は、北陸新幹線との連携を担うとともに、地域の生活に直結した交通手段であり、通勤・

通学の足として大きな役割を担っているため、ＪＲ北陸本線の新駅整備やバリアフリー化などを促進し、

利便性向上に努める。  

また、北陸鉄道石川線は、鶴来地域や白山麓地域の住民の生活密着路線であり、今後とも利便性の向上

により利用促進を図る。  

さらに、新駅周辺においては、駅を核としたコンパクト＋ネットワークの新たなまちづくりを行う。 

 

【公共交通に関する内容】（抜粋） 



 

81 

(３) 都市計画マスタープラン（H22.3）→（H32.3） 

白山市における都市計画関連の方針であり、白山市の行政区

域全域を対象とした概ね 10 年後の平成 32 年を目標人口とし

ています。 

公共交通については、「都市施設整備の方針」の中で、鉄道

（ＪＲ北陸本線、北陸鉄道石川線、北陸新幹線）及びバス交通

（路線バス、コミュニティバス）の方針が位置付けられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（鉄道） 

①ＪＲ北陸本線 

ＪＲ北陸本線は、首都圏・近畿圏との移動を支える大動脈であり、普段の生活では通勤・通学の足とし

て大きな役割を担っています。このため、鉄道事業者とともにさらなる利便性の向上に努め、鉄道の利点

について広く啓発し、鉄道利用者の増加に努めます。 

ＪＲ松任駅の南北駅前広場は、市の表玄関としての顔づくりと交通アクセス拠点として整備を推進する

とともに、橋上駅や自由通路の整備などによる機能の充実とバリアフリー化を図ります。 

在来線新駅の整備については、利用者の利便性向上や周辺土地への効果など諸状況を勘案し、引き続き

実現に向けた調査を推進します。 

②北陸鉄道石川線 

鶴来地域や白山ろく地域の住民の生活密着路線である北陸鉄道石川線は、施設や設備の老朽化が進むと

ともに、単線であるため運行本数に限界があります。さらに、利用者の減少により一部区間が運行廃止と

なり、周辺への影響も少なくありません。このため、今後も引き続き利便性の向上に努めるとともに、利

用促進を図ることを目的とした沿線町内会や各種団体、鉄道利用者、行政などからなる会議を組織し、活

性化に向けた活動を展開します。 

 

（バス交通） 

①路線バス 

維持可能と判断される路線を確実に運行し、バス交通全般における主体的役割としての維持に努めると

ともに、補完機能として運行するコミュニティバスとの連携を強化し、機能分担を図ります。 

②コミュニティバス 

コミュニティバスは、路線バスの補完機能として運行し、交通結節点・主要施設への運行本数の確保や、

地域ニーズに合わせたルート設定を行い、市民福祉の向上に努めます。 

また、地域住民の足となるべく公共交通を維持していくため、利便性の確保とそのＰＲに積極的に取り

組み、利用者の増加に努め、併せて運行の効率化を図ります。 

環境負荷の軽減による自然環境の保全のために、車両更新時には環境対応型車両の導入を推進します。 

【公共交通に関する内容】（抜粋） 

白山市都市計画マスタープラン

平成 22 年 3 月

Ｈ Ａ Ｋ Ｕ Ｓ Ａ Ｎ 　 Ｃ Ｉ Ｔ ＹＨ Ａ Ｋ Ｕ Ｓ Ａ Ｎ 　 Ｃ Ｉ Ｔ Ｙ

白山市
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【都市計画マスタープランにおける公共交通の位置づけ】 

基本方針２ 都市・人・施設の連携による均衡あるまちづくり 

《公共交通》だれもが市内を快適に移動でき、市内外の交流と連携を図るため、駅などの

交通結節点や商業地、公共施設へのバス路線網などの公共交通サービスの充実と利用

促進を図ります。 

 

自然と都市の共生 

人の営みを支える元気都市 
人が集い、活力あふれ、持続可能な 

発展を続ける都市を目指して 

健康で笑顔あふれる 

元気都市 白山 
～次世代への贈り物  

白山の恵みと人集い、活力あふれるまち

～ 

健康 笑顔 元気 

健康・福祉 

誰もが健康でいきいきと暮らし 

続けられるまちづくり 

教育・スポーツ 

地域ぐるみで豊かな心と体を育み 

健康で活躍できるまちづくり 

市民生活 

人と地域の交流で笑顔が生まれる 

市民主体のまちづくり 

都市基盤 

市民の暮らしを支える快適で 

笑顔あふれる安全なまちづくり 

産業 

賑わいと活力がみなぎる元気な 

まちづくり 

観光・文化 

自然・歴史・文化と人が交わり 

元気に輝くまちづくり 

行財政 

市民の信頼に応えるまちづくり 

 

基本方針１ 快適な生活を支える、効

率的で持続可能なまちづくり 

（土地利用、市街地整備、都市施設の

維持管理） 

基本方針３ 住みたくなる・来たくな

る、人にやさしいまちづくり 

（定住、都市施設整備（公園等）、景

観形成） 

基本方針４ 活力あふれる、躍動

するまちづくり 

（産業振興、地域資源の活用） 

基本方針５ 豊かな自然と共生

する、安全なまちづくり 

（環境保全、防災） 

基本方針２ 都市・人・施設の連携

による均衡あるまちづくり 

（公共交通、都市施設整備（道路

等）） 

【基本方針】 【まちづくりの目標】 

【第 2次総合計画における将来都市像】 【都市計画ＭＰにおける将来都市像】 

【基本理念】 
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【都市計画マスタープランにおける将来都市構造】 

 

広域連携軸 

白山市と県外を結ぶ広域的なネ

ットワークや主要な交通結節点

へのネットワークを『広域連携

軸』として位置付け、交流促進や

防災に関する重要な軸として、機

能の維持・充実に努めます。 

地域間交流軸 

白山市と近隣市町を結ぶネッ

トワークや市内の主要な幹線

道路などを『地域間交流軸』と

して位置付け、近隣市町との連

携を強め、白山市の一体化と交

流を促進する重要な軸として、

新たな整備や機能の充実に努

めます。 
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(４) 白山市総合戦略（H27.10策定、H30.3改訂） 

これまでのまちづくりにおける基本的な考え方や国が示す

政策５原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視）を

踏まえ、具体的かつ実効性のある施策・事業を展開することに

より、「まち」「ひと」「しごと」を創生することで、人口減少

や少子高齢化の進行による地域経済や地域社会の縮小を克服

し、本市の持続的発展（Sustainable Development）の実現を

目指す計画です。 

平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を目標年次にし

ており、４つの基本目標を掲げ、それぞれに成果指標を設定し

ています。 

公共交通に関しては、『平野部と白山ろく地域の安全・安心なくらしを守りつなぐ「都

市・地域」創生戦略』の中で「①公共交通の利便性の向上と利用促進」にて位置付けら

れ、在来線新駅の整備や公共交通の利便性向上などが位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人集い 活力あふれる 白山市 
～持続的発展（Sustainable Development）を目指して～ 

目標１：商工業の集積と農林水産資源を活かした「仕事・雇用」創生戦略 

目標２：白山から日本海の豊かな自然と歴史・文化を活かした「観光・交流」創生戦略 

目標３：安心して子どもを産み育てられる「子育て・教育」創生戦略 

目標４：平野部と白山ろく地域の安全・安心なくらしを守りつなぐ「都市・地域」創生戦略 

【計画テーマ】 

【基本目標】 

①公共交通の利便性の向上と利用促進 

市民の生活の足である公共交通のさらなる利便性の向上と利用促進を図り、持続可能な

運行を確立する。  

○在来線新駅の整備   

○公共交通の利便性の向上（コミュニティバス、路線バス、北陸鉄道石川線）  

○アクセス機能強化のための道路整備  

【公共交通に関する内容】（抜粋） 
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３)  関連計画における公共交通の位置づけ 

(１) 白山市人口ビジョン（H27.10） 

各地方公共団体における人口の現状を分析し、人口に関する

市民の認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来

展望を提示する計画であり、平成 27年度から平成 72年度まで

を目標年次にしています。 

本市の人口の将来展望は、国全体の「出生率の向上」の取り

組みや、「市外への転出抑制」「市外からの若年世帯を中心とし

た移住促進」を積極的に推進し、その効果を想定した推計を行

った結果、2060 年では 99,514 人となり、白山市としては、10

万人の確保を目指すこととしています。 
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(２) 共生のまち 白山プラン（第３期白山市障害者計画） 

お互いを尊重し、だれもが安心して暮らせる「共生のまち」の実現に向けた施策を着

実に進めるため、「第３期白山市障害者計画」、「第５期白山市障害福祉計画」「第１期白

山市障害児福祉計画」を一つにまとめ、「共生のまち 白山プラン」を平成 30 年３月に

策定しました。この中で、障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進のための

施策として、公共交通のバリアフリー化に関する施策が位置づけられています。 

 

 

 第５部 分野別の共生と合理的配慮 

  第１章 生活環境における共生 

   ３ 障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 

    ② 公共交通のバリアフリー化を推進します。 

通常の公共交通機関を利用することが困難な障害のある人の

地域の実情に応じた移動手段について検討します。 

路線バスなどの経路、時刻の表示、告知などが障害の特性に

配慮したわかりやすいものになるよう、バス運営事業者に働

きかけます。 

移動に困っている障害のある人に対し、全ての市民が声かけ

を自発的に行い、「合理的配慮の提供」を行う機運を高めます。 

 

 

【公共交通に関する内容】（抜粋） 
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白山や手取川をはじめとする、本市の誇るべき環境の保全と創造、地球温暖化の対策

や循環型社会の形成など、分野ごとの環境の課題に的確に対応するとともに、「白山市

総合計画」で目指す【豊かな自然と共生する自立と循環の都市（まち）】の実現に向け

て、市民・事業者・市のすべての主体が協働して、環境の保全と創造に取り組むことを

目的としています。 

その中で、「大気環境の保全」「温室効果ガスの削減」の２項目において、マイカーか

ら徒歩や公共交通機関などへの転換が位置づけられています。 

 

 

基本方針２ 快適で住みよい生活環境を実現しよう 

  施策６ 大気環境の保全 

 【取組】 

項目 市民 事業者 市 

マイカーから徒歩や公共交通機関などへの転換による大気

環境の保全・改善の推進 
○ ○ ○ 

 

基本方針３ 地球温暖化問題に地域で取り組もう 

  施策６ 温室効果ガスの削減 

 【取組】 

項目 市民 事業者 市 

マイカーから徒歩や公共交通機関などへの転換 ○ ○ ○ 

 

 

 

 

【公共交通に関する内容】（抜粋） 


