射水みなとまちづくり方策の進捗状況及び今後の予定
地区

導入機能

交通機能

導入施設

駐車場

概

辺の代替駐車場として整備

水上交通機

遊覧船・乗り場

能

今後の方向性

現況と今後の取組み予定

 周辺の活用状況に合わせループ内整備（交流厚生

 路線バス、コミュニティバスの海王丸パーク乗り入れに伴う乗降場
の整備
 ループ内に駐車場の整備
●海王丸パーク駐車場入り口他の案内看板の整備
＜今後の予定＞
●海王丸パーク周辺の案内看板の整備(継続)

富山新港管理局

 H28.4 下条川を活用したベイエリアと小杉地区を結ぶ新航路の運
航開始
●H29 川の駅発、新湊弁財天着の運航を開始
●下条川千本桜ポケットパーク整備（R1.5 完成）
＜今後の予定＞
●下条川を活用したベイエリアと小杉地区を結ぶ航路を継続して実施

港湾・観光課

 コミュ二ティバス、万葉線などを利用した「とやま一日周遊乗り放
題きっぷ」の実施
（H27.10.10～H28.2.28 までの土・日・祝日運行） 【実績 492 人】
（H28.10.15～H29.2.26 までの土・日・祝日運行） 【実績 560 人】
（H29.7.15～H30.2.25 までの土・日・祝日運行） 【実績 906 人】
（H30.4.1～H31.3.31 までの土・日・祝日運行） 【実績 1,536 人】
（H31.4.1～R2.3.31 までの土・日・祝日運行）
【実績 1,240 人：R1.11 月末現在】
 路線バス、コミュニティバスの海王丸パーク乗り入れに伴う乗降場
の整備
●新高岡駅と海王丸パークを結ぶ路線バスの運行（1 日６往復）
（H27.3～ H30.3 末廃止）
●新幹線利用者に万葉線全線 100 円利用券（片道）を発行し、ベイエ
リアへの利便性の向上を図る。（H28.8～）
利用実績(H28 年度：1,164 人、H29 年度：2,048 人、
H30 年度：2,364 人、R1 年度：11 月末現在 883 人)
●射水ベイエリア周遊バス実証運行実施
（H28.8.13～H28.10.29 までの土・日・祝日運行） 【実績 376 人】
（H29.7.15～H29.11.12 までの土・日・祝日運行） 【実績 532 人】
※H30 年度は過去２年間の実証運行の検証のため休止
●H29.11～ぶりかにバスの海王丸パークへの乗入れ開始
●県全体を網羅したバスロケーションシステムの導入（R1.11.18～）
＜今後の予定＞
●旧新湊庁舎跡地に公共交通ターミナルや観光情報案内窓口を備
えた複合交流施設を整備（R.2.4 月下旬竣工予定）

生活安全課

 最近の寄港実績
H26.6.26～27 ぱしふぃっく びいなす ワンナイトクルーズ
H26.10.18
〃
日本一周富山新港寄港

富山県港湾課

要

 周辺の活用状況に合わせ内川周

 富山新港周辺及び内川周辺の水
上交通としての機能を担う。

用地）

 交通手段としての検討
 ベイエリア～内川の観光船または海上タクシーを
２次交通とする。

交通機能

公共交通

 コミュニティバスの利便性向上
とともに、新幹線駅とも結ぶ。

 ニーズ調査行う。（新湊と堀岡・海老江結ぶ）
 富山駅（北口）～ベイエリアの特急路線バスの定
期運行

ベ
イ
エ
リ
ア
西
地
区

海上交通機

海王岸壁を活用

能

した機能強化と
旅客船ターミナ

 クルーズ船及び旅客船航路を誘
致

【資料１】

 和倉・奥能登・佐渡へのジェットフォイルや旅客
船航路を誘致
 ワンナイト等クルーズ誘致で実績づくり
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担当課

港湾・観光課

都市計画課

政策推進課
港湾・観光課

富山県観光振興室
港湾・観光課

H30.5.12
〃
〃
H30.6.20～22 にっぽん丸 隠岐クルーズ(富山新港発着)
R1.9.9～11 ぱしふぃっく びいなす 函館クルーズ(富山新港発着)
●クルーズ船寄港誘致
国内外の船会社・旅行会社を富山県に招へいし、海王丸パーク
（海王岸壁）、内川観光船観光、富山湾鮨等を紹介した。
（H27:ポナン社（仏）、アザマラ社（米））
（H28:郵船クルーズ㈱、ウインドスター・クルーズ社（米））
（H30:ザ・リッツカールトンヨットコレクション社（米））
（R1:シーボーン社（米）、ポナン社（仏）、アザマラ社（米））
＜今後の予定＞
● R2.9.10～12 ぱしふぃっく びいなす 秋の山陰境港クルーズ（富山新港発着）
● R2.9.12～13 ぱしふぃっく びいなす 金沢ワンナイトクルーズ（富山新港発）
 引き続き客船誘致活動を進める。

ル・航路誘致

集客機能

物販施設

 来訪者に魚介類やお土産などを
販売する施設。朝市・夕市等の開
催

 海王丸パーク施設連絡会・県と調整し、民間事業
者進出を促す。
 魚市場見学通路の開設を機に、市場内で夕市など
即売場を開設

集客機能

飲食施設等
（オープンカフ
ェ含む）

 団体観光客の立ち寄りにも対応し  海王丸パーク施設連絡会・県と調整し、民間事業
た飲食サービスを提供する施設

者進出を促す

 帆船海王丸、新湊大橋などの景観  総帆展帆の日を盛り上げる企画の推進
や海辺の雰囲気を楽しめる施設

 環日本海諸国の料理・アルコールを提供する施設

 環日本海諸国の映画・演劇・生

 環日本海諸国の映画・演劇・生活・文化などを体

活・文化などを体験や料理・アル
コールを提供する施設
 環日本海の視点に立った展示・普

験する施設

 棚辺水産の加工販売所「しろえび壱番屋」オープン（H27.1）
 貴婦人館オープン（H28.9）
●新湊かに小屋オープン（H30.1.16）
＜今後予定＞
 引き続き関係各所と調整を行い、民間事業者の進出を促す。

農林水産課

 日本海交流センター内の展示物を更新
 貴婦人館オープン（H28.9）
●新湊かに小屋オープン（H30.1.16）
●Ｂ－ＣＵＢＥオープン(H30.5.1)
や
●食処海み屋オープン(H30.9.29)
●海王丸クルーカフェオープン(R1.6.1)

富山県港湾課

●海王丸船上結婚式を

HP 等で広報する。 【実績：通算 8 件】
（H25：3 件、H26：3 件、H27：1 件、H28：1 件、H29：0 件、H30：0 件、
R１：0 件）
●幸せのベル結婚式を HP 等で広報する。 【実績：通算 6 件】
（H29：2 件: 6 月,11 月、H30：3 件:9 月,11 月,11 月、R1：1 件:10 月）
＜今後の予定＞
 海王丸船上結婚式の継続的な実施
●幸せのベル結婚式の継続的な実施

(公財)海王丸財団

 パワーバレンタインウィークの実施（H25 年度～）
＜今後の予定＞
 パワーバレンタインウィークの継続的な実施

(公財)海王丸財団

 ベイエリアではないが、道の駅新湊において若手漁師がミニ水族
館を開設し、新湊漁港に水揚げされた魚やシロエビ・ワタリガニの
稚蟹を展示し、観光客に好評を得ている。
 着地型観光商品（昼セリ見学＆ランチ）の実施

農林水産課

港湾・観光課

(公財)海王丸財団
港湾・観光課

う

 環日本海の視点に立った展示・普及・研究及び対
岸諸国や沿岸自治体との交流拠点

及・研究及び対岸諸国や沿岸自治
体を照会するなど日本海交流セ
ンターの展示を充実させる。
集客機能

集客機能

結婚式場

施設相互利用

 結婚式場の誘致

 海王丸と関連施設が協定結び相
互利用促進

集客機能

漁業と連携した
施設

 蓄養技術を活用した釣堀や新湊
漁港に水揚げされる魚を紹介す
る施設

 結婚式場の誘致

 海王丸と関連施設が協定結び相互利用促進
 「夕べの集い」コンサート等の企画
 蓄養技術を活用した釣堀や新湊漁港に水揚げされ
る魚を紹介する水族館
 市場に見学通路ができたのでＰＲし、大いに利用
してもらう。
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港湾・観光課

港湾・観光課

港湾・観光課

＜今後の予定＞
 着地型観光商品の拡充
宿泊滞在機

宿泊・温浴施設

能

 市域に不足している来訪者の宿
泊滞在施設
 海王丸、新湊大橋などの景観を活

 H25 からこれまで、約 40 社に企業訪問を実施
 H30 から宿泊施設の立地に特化した助成制度を創設し、誘致活動
に努めた結果、小杉駅北に㈱スーパーホテルの進出が決定した。
＜今後の予定＞
 引き続き宿泊施設の誘致活動を進める。

商工企業立地課

 平成 27 年３月に取得した「みなと交流館」を７月から「いみず観光
情報館」としてリニューアルオープン
●H29 指定管理者制度を導入し、開館日・時間を拡大
●H29 民間通信事業者と連携・協力しながらベイエリアの美しいロケ
ーションを世界に発信するライブカメラを設置ＨＰで発信
●海王丸パーク TOYAMA Free Wi-Fi 整備（H31.4）
●海王丸パーク「緑のパーゴラ中央休憩所」にタッチパネルモニター
を整備（R1.5）
●主要観光施設（新湊漁港、東橋、道の駅新湊、川の駅新湊）への
いみず Free Wi-Fi 整備（R1.7）
＜今後の予定＞
●街歩きに特化した観光アプリの開発（R2 年度）

富山県港湾課

 民間で供給されており、今後も民間活力を導入

＜今後の予定＞
 民間での供給状況を確認しながら、継続して民間活力を導入す
る。

地域福祉課

 県の事業後の利用状況を見ながら検討

＜今後の予定＞
 県の事業後の利用状況を見ながら検討する。

都市計画課

 安全で快適な水辺空間としての釣り場

 他港事例を調査・研究
＜今後の予定＞
 調査・研究を継続

富山県港湾課

帆船海王丸ライトアップ開始（Ｈ26.12～）
 恋人の聖地モニュメントのライトアップの開始（H27.8～）
 「世界で最も美しい湾クラブ」加盟記念モニュメントにライトアップ設
置（H28.3）
 第 35 回全国豊かな海づくり大会御製碑設置（H28.3）
●海王丸パークトイレ整備（H29.12）
●海王丸パーク展望広場整備（H30.4）
●海王丸パーク緑のパーゴラ中央休憩所改修、テーブル・カウンター
の設置、トイレの増設及び洋式化（R1.5）
●海王丸パーク展望広場への園路(斜路)整備（R1.9）
●「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会 in 富山開催記念植樹及び
記念碑設置（R1.10）

富山県港湾課

 市域に不足している来訪者の宿泊滞在施設
 海王丸パーク施設連絡会・県と調整し、民間事業
者進出を促す。

かした温浴施設
情報提供機

情報提供施設

能

 ベイエリア全体の情報提供を行
い、来訪者の誘導を行う。
 サテライトスタジオの誘致

居住機能

高齢者向け住宅

 高齢者を対象とした集合住宅や

 地域放送局による情報発信
 みなと交流館取得と有効活用
 wi-fi 対応の検討

ケアハウス
 今後も民間活力導入
レクリエー

緑地・公園

ション機能
レクリエー

 憩いの空間となる緑地や公園を
各所に配置

釣り場

ション機能

 安全で快適な水辺空間としての
釣り場

レクリエー

海王丸パークの

ション機能

機能充実

 レクリエーション施設（ラジコ
ン・スケボー）拡充整備し、全天

 レクリエーション施設に多目的広場を整備し、全
天候対応化を図る

候対応化を図るとともに、夜景観  ドッグランなど（東にもドックラン・ＰＧを）
光を推進する。

遊休地利用

適切な管理とイ
ベント時の活用

 イルミネーションの充実、夜景観光の推進

●

 周辺の景観と臨時的な駐車場利用  当面環境整備を行い、民間・県・住民と連携協力
に配慮した適切な管理の実施と市

港湾・観光課

富山県観光振興室
政策推進課
港湾・観光課

港湾・観光課

富山新港管理局
富山県観光振興室
(公財)海王丸財団
港湾・観光課

富山新港管理局

し利活用

港湾・観光課

民による花壇整備などの活用
緑地機能

海辺の森形成

 地被－疎林－自然林といった変
化にとんだ緑地を整備し、夕日を

 地被－疎林－自然林といった変化にとんだ緑地を
整備し、夕日を望む芝生広場と森林浴・散策がで
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●海王丸パークと新湊大橋あいの風プロムナード西側エレベーター

富山新港管理局

を結ぶ遊歩道の整備

港湾・観光課

望む芝生広場と森林浴・散策がで

きる森を形成
 バードパークは大切。周辺整備を（散策道路）（土

きる森を形成

盛りのところ）
連絡機能

万葉線の延伸

 ベイエリア西地区における万葉
線の利便性向上を図る、路線の延

 ベイエリア西地区における万葉線の利便性向上を
図る、路線の延伸

伸

地区

導入機能

健康機能

導入施設

元気の森公園の
拡充

健康癒し機

宿泊・温浴施設

能

概

要

 海洋深層水を活用した健康づく
環日本海諸国の特徴あるマッサ

ソピア）

担当課

富山新港管理局
港湾・観光課

港湾・観光課

 環日本海諸国の特徴あるマッサージやサウナの体

海を使った取り

 引き続き継続する

 富山マラソンや射水海王丸マラソンの実施
 新湊大橋車道部のイベント活用（ウォーキング大
会実施）
 全国大会規模のヨットレース等の誘致

イ

生活安全課
港湾・観光課

港湾・観光課

験施設（船員の利用を促す）
組み

ベ

 パークゴルフ場の増設（H27.11 竣工）
(18 ホール整備、合計 36 ホール)
●トイレ、四阿、駐車場の整備（H29.6 完成）
＜今後の予定＞
●休憩施設新築 (R2 完成予定)

 海洋深層水を活用した健康づくりを行う入浴施
設、海洋エステなどの癒し施設 （滑川市でタラ

能
健康機能

 緑化の推進（花を植える）

りを行う入浴施設、海洋エステ、
ージやサウナなども検討

健康癒し機

現況と今後の取組み予定

今後の方向性

 地域の緑の核となる公園整備。市  パークゴルフ場の増設（１８ホール）
民の日常的な健康づくりに寄与

＜今後の予定＞
 海王丸パーク周辺への観光客の誘客と賑わいづくり等のため、万
葉線の延伸他周辺を回遊するための方策について調査研究

 富山新港東埋立地内でのフットボールセンター整
備

エ
リ
ア
東
地
区

 富山湾岸サイクリング
2015（H27.4.19）、2016（H28.7.24）、2017（H29.4.23）、
2018（H30.4.29）、2019（H31.4.14）開催
 国内最大規模のヨットレース「タモリカップ富山大会」
2015（H27.7.18～19）、2016（H28.7.17）、2017（H29.7.16）、
2018（H30.7.15）開催
 新旧海王丸 W 総帆展帆（H27.8.6～10）
 第 35 回全国豊かな海づくり大会開催（H27.10.24～25）
●富山新港開港 50 周年記念事業
海上見学会開催（H30.7.14）
国際物流ターミナル見学会開催（H30.7.15）
新湊大橋のてっぺんを歩こう！開催（H30.9.23）
 射水市世界一挑戦塾
「ますの押し寿司を並べた世界最長ギネス記録」達成 437.02m
（H27.11.14）
「竹とんぼを一斉に飛ばした人数」のギネス世界記録達成 410 人
（H28.7.24）
 富山あいのかぜジェントルライド 2017（H29.8.26-27）、
2018（H30.8.25-26）、2019（R１.8.24-25）開催
 富山マラソン
2015（H27.11.1）、2016（H28.10.30）、2017（H29.10.29）、
2018（H30.10.28）、2019（R1.10.27）開催
●ONE FES2019 -IMIZU MUSIC FESTIVAL-開催(R1.5.12)
●日台観光サミットにおいてエクスカーション実施(R1.5.23-24)
●極東杯国際ヨットレース開催(R1.9.12-16)
●「世界で最も美しい湾クラブ世界総会」 in 富山 海王丸パークイベント開催
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富山県観光振興室

生涯学習・スポーツ課
港湾・観光課

(R1.10.19)
＜今後の予定＞
●極東杯国際ヨットレース開催(R2.9 月中旬)
●富山マラソン 2020（R2.11.1）開催
●富山湾岸サイクリング 2020（R2.4.12）開催
●ONE FES2020 -IMIZU MUSIC FESTIVAL（R2.4.25）開催
●（仮称）射水フットボールセンター整備（R４完成予定）
研究機関と

海洋水産技術研

の連携強化

究・活用施設

 養殖技術を活用した魚介類販売
や加工品開発

 研究を継続し、ＰＲ・販路拡大・商業化を目指す。  ６次産業として射水市内でサクラマスの完全養殖を行い、ます寿司
 都内にある富山・射水ゆかりの店にメニュー化

（稚魚のオーナー制度などによ
る活用）
集客機能

緑地機能

多目的広場など

海辺の森形成

 多目的広場、ドックラン、フット  多目的広場、ドックラン、フットサル場として利
サル場として利用に変更

用に変更

（集客機能を持たせることに）

（集客機能を持たせることに）

 地被－疎林－自然林といった変

 地被－疎林－自然林といった変化にとんだ緑地を

化にとんだ緑地を整備し、良好な

整備し、良好な景観の緑地や散策ができる明るい

景観の緑地や散策ができる明る

雰囲気の森、四季の変化を感じさせる森を形成。

い雰囲気の森、四季の変化を感じ

新湊大橋からの眺望を意識した花壇や噴水などに

させる森を形成。新湊大橋からの

よる癒しの空間を形成。

農林水産課

など様々な製品として PR、販路拡大を目指して活動（H27～）
＜今後の予定＞
 引き続き活動を実施していく。

港湾・観光課

 県外船舶オーナーを対象とした新たな交流体験ツアー、レンタルボ
ートの実施
●新湊マリーナのライトアップ開始（H29.5～）
●新湊マリーナ拡張整備
陸上保管施設 57 隻、水上保管施設 37 隻増設（H28.7）
新クラブハウス完成、大型艇用 50t クレーン新設（H29.5）
陸上保管施設 146 隻増設（H30.8）
＜今後の予定＞
 宿泊施設や合宿施設等の誘致活動を進める。
 引き続き自家用船舶オーナー誘致に向けた取組を実施

富山県港湾課

●パークゴルフ場の周囲に散策できる園路を整備（H29

富山新港管理局

完成）

富山県観光振興室
富山新港管理局
港湾・観光課

港湾・観光課

眺望を意識した花壇や噴水など
による癒しの空間を形成。
眺望機能

眺望点

 夕日と海と新湊大橋を静かに眺

 あいの風プロムナードとともにＰＲ

められる眺望点の整備・ＰＲ

宿泊機能

宿泊施設（体験
型）

 漁業体験やマリンレジャーが楽

 ベイエリア西地区から移記

しめる体験型宿泊施設（コテー
ジ・別荘）

集客機能

誘客・飲食施設
オープンカフェ

 マリンカフェ等による誘客・飲食  マリンカフェ等による誘客・飲食施設
施設

（ベイエリア東地区にも宿泊施設・飲食店・物販

（ベイエリア東地区にも宿泊施

施設など集客機能を持たせる）

設・飲食店・物販施設など集客機
能を持たせる）

5

 あいの風プロムナード東側ＥＶ棟展望ホールに立山連峰シール等
を貼付した。
 ５～１０月のあいの風プロムナード利用時間を１時間延長[午前６
時～午後８時→午後９時]（H28.5～）
 富山湾が「マリンチック街道」に選定され、新湊マリーナや海王丸
パークがモデルコースに組み込まれる。（H31.3）

富山新港管理局

●H25

からこれまで、約 40 社に企業訪問を実施
●H30 から宿泊施設の立地に特化した助成制度を創設し、誘致活動
に努めた結果、小杉駅北に㈱スーパーホテルの進出が決定した。
＜今後の予定＞
引き続き宿泊施設の誘致活動を進める。

商工企業立地課

 マリンカフェ「Sａｚａｎ」オープン(H27.7.10)
 ローソン射水海竜町店オープン（H28.11）

富山県港湾課

港湾・観光課

港湾・観光課

港湾・観光課

地区

導入機能

集客機能

導入施設

内川の景観整備
など

連絡機能

概

要

現況と今後の取組み予定

今後の方向性

 勤労青少年ホーム跡地に駐車場を整備（H25）
する街並み形成
備内川の底浚いによる環境整備
 内川の船舶の係留にかかる意見交換会開催（H31.2）
（「建築住民協定」の促進、防波  富山県景観条例を活用した「景観づくり住民協定」  新湊地区不法係留船対策協議会を設立し、第１回協議会を開催
堤を利用した自転車道、漁船・プ
の促進
（R1.11.8）
レジャーボートのすみわけ）
 板壁の修復
＜今後の予定＞
 内川マリーナの整備（漁船・プレジャーボートの  景観保全に対する意識高揚を図り、地域住民が主体となった魅力
すみわけ）
あるまちづくりを推進する。
 休憩施設の整備（勤労青少年ホーム跡地）
 新湊地区不法係留船対策協議会において合意形成を図りながら、
新湊地区における不法係留対策に係る計画（県）を策定し、対策を
推進する。

 日本のみなとまちらしさを創出

 日本のみなとまちらしさを創出する街並み形成整

 旧荷捌き所撤去

内川周辺基盤整

 旧漁港の眺望ＰＲ

 旧漁港の眺望ＰＲ

備など

 内川周遊基盤整備（浮桟橋設置し  内川周遊基盤整備（浮桟橋設置し周遊性確保）

担当課

富山県港湾課
都市計画課
政策推進課
港湾・観光課

港湾・観光課

周遊性確保）
集客機能

遊覧船事業の拡
大

集客機能

観光モデルコー
スの設定

 内川での遊覧船事業の拡大（ラン  内川での遊覧船事業の拡大（ランチ・スイーツ・
チ・スイーツ・ディナー）

ディナー）

 まちなかの資源の掘り起こしや

 新幹線開業による首都圏からの誘客、ベイエリア

ストーリーづくりによる観光モ

と内川周辺を一体的に散策するモデルコースの充

デルコースの設定と観光ボラン

実

ティアの協力

内

 ウォーキングモデルコース設定・看板・パンフ
 歴史を生かすストリートファニチャの設置

川

 高周波鋼業のライトアップで海王丸・大橋・内川

周

港湾・観光課

 川の駅、内川奈呉休憩所（勤少ホーム跡地）に内川散策看板設置
●内川探訪イヤサーウォーク
H28.9.24 開催（240 人参加）
H29.9.23 開催（390 人参加）
＜今後の予定＞
 引き続き射水市着地型商品を開発し、首都圏旅行会社、マスコミ
にＰＲする。

富山県観光振興室

 H28.10 映画「人生の約束」に登場する漁師の番屋を改装したカフェ
「番屋カフェ」オープン
 H28.7「お着替え処 KIPPO（着物レンタル・着付け）」オープン
グ ラ ス
ビ ー ズ
フ ァ ク ト リ ー
と ん ぼ だ ま エフイー
 H28.9「Glass
Beads
Factory
蜻蛉
玉 F e （蜻蛉玉作り）」オープン
い ま と
●H30.4「㈱IMATO（水産加工販売店）」オープン
●H30.4 旧新湊信用金庫をリノベーションした「うちかわホリデイマー
ケット」オープン
ブ リ ッ ジ
バ ー
●H30.12 空き家を改修したバー「Bridge Bar」オープン
 H31.3 古民家ゲストハウス「内川の家 奈呉」オープン
 H31.4「水辺の民家ホテル カモメとウミネコ」オープン
 R1.8「気まぐれ食堂トラトネコ 居酒屋虎と猫」オープン
 R1.10 お好み焼き「富乃家」オープン

商工企業立地課

●空き家情報バンクへの登録物件数が増加

未来創造課

（H28 年度：18 件、H29 年度：39 件、H30 年度：36 件）
●空き家を活用した移住体験２施設に対して運営補助
（利用率 H30 年度：62.68%）

港湾・観光課

港湾・観光課

へ夜景でつなぐ（周辺企業のライトアップ）

辺

 観光看板の設置
集客機能

集客機能

倉庫をリニュー

 内川沿いの倉庫や古民家を改装

 民間の進出を期待。

アルした商業施

した商業施設、芸術・文化施設な  有効な補助の検討

設など

どの導入

空き家利用によ

 ①賃貸店舗のあっせん

 ①賃貸店舗のあっせん

る内川周辺の活

②短・中期滞在型賃貸ハウスのあ

②短・中期滞在型賃貸ハウスのあっせん

性化

っせん

③無料休憩所の設置

③無料休憩所の設置

④地場の魚を使った飲食店誘致

港湾・観光課

④地場の魚を使った飲食店誘致
集客機能

新たなサービス

 観光客に対応したベロタクシー
（自転車）など新たなサービスの

 観光客に対応したベロタクシー（自転車）など新
たなサービスの提供
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港湾・観光課

提供
サポート機

観光面

能

 生涯学習と一体となった観光案

 観光協会と連携し、引き続き支援

港湾・観光課

内及び職人の技術活用や高齢者
の経験・技術の活用など

サポート機

維持管理面

能

 市に登録した市民、団体、事業者  個人やグループだけでなく地域の事業者の協力を
等が行う美化活動に対し、物品支

得られるよう、活動の拡大を図る。

給等の支援
（アダプト・プログラム事業）

レクリエー

レンタサイクル

ション機能

交通機能

 楽しみながらの移動を可能にす
るレンタサイクルの導入

遊歩道・案内板

 サイクル・カフェの設置（富山県指定）
向上に努める。電動アシスト付など整備充実図る。  あいの風プロムナードから内川遊歩道までのルートが「新日本歩く
 ベイエリアサイクリングコースの設定
道紀行１００選」に認定された。（H27.9.30）
 波返しを利用した自転車専用道
 いみず観光情報館に新たに県のサイクルステーションが設置され
る。（R1.7）
＜今後の予定＞
 観光船と川の駅での PR 強化、新たなサイクルステーションの設
置、サイクリングマップの製作

道を整備

歩きたくなる遊歩道を整備
 的確な誘導を行う案内標識を整備

 的確な誘導を行う案内標識を整備
交通機能

内川周辺駐車場

 自動車でのアクセス性を向上さ
せる駐車場整備

 休日の銀行駐車場利用

環境課

が内川周辺の清掃、美化活動を行っている。
●ＮＰＯ法人等による美化活動が行われている。
＜今後の予定＞
 現在の活動の継続とともに、アダプト・プログラム参加者の増加を
推進するなど、活動の拡大を図る。

 新湊大橋と内川周辺を一体に捉えるため利便性の

 街なかの資源を結び、休憩スポッ  街なかの資源を結び、休憩スポットを配置した、
トを配置した、歩きたくなる遊歩

●現在、アダプト・プログラム事業において、１２団体、１個人の 394 人

富山県観光振興室
港湾・観光課

 映画「人生の約束」ロケ地めぐり看板設置
●新湊マリーナ緑地に射水ベイエリア観光案内看板を設置（H29.9）
＜今後の予定＞
 必要に応じて設置する。

港湾・観光課

 勤労青少年ホーム跡地に駐車場を整備（H25 年度）

管財契約課

 当面空き地を活用した小駐車場確保

港湾・観光課

●遊休市有地を活用した駐車場整備

交通機能
全
域

共通・企画乗車
券

 多様な移動手段と市街地での食
事を組み合わせた共通･企画乗車

 ドラえもんトラムの集客力利用し、まちなかイベ
ント実施

券の販売
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●ドラえもんトラムを利用した１日フリーきっぷの販売（R1.11

まで）
利用実績（H27 年度：4,214 人、H28 年度：2,276 人、H29 年度：113
人、H30 年度：3,488 人、R1．11 月末現在：2,485 人）
●万葉線フリー＆新湊クーポン販売
利用実績（H27 年度：215 人、H28 年度：191 人、H29 年度：179 人、
H30 年度：121 人、R1．11 月末現在：34 人）
 コミュ二ティバス、万葉線などを利用した「とやま一日周遊乗り放題
きっぷ」の実施
（H27.10.10～H28.2.28 までの土・日・祝日運行） 【実績 492 人】
（H28.10.15～H29.2.26 までの土・日・祝日運行） 【実績 560 人】
（H29.7.15～H30.2.25 までの土・日・祝日運行） 【実績 906 人】
（H30.4.1～H31.3.31 までの土・日・祝日運行） 【実績 1,536 人】
（H31.4.1～R2.3.31 までの土・日・祝日運行）
【実績 1,240 人：R1.11 月末現在】
 人生の約束企画きっぷ(特典付 1 日乗車券)の販売
(H28.1.16～10.4（終了）) 実績 1,000 人
●富山ぶりかにバス新湊まちめぐり（万葉線+ぶりかにバス＋新湊エリ
アにおける施設特典）セット企画の実施（H28.12.1～H29.3 末（終了））
 万葉線ＰＲ番組（内川周辺の紹介）の制作、放送（県内ケーブ
ルテレビ各局で放送、インターネット動画で配信、県外ケーブ

生活安全課

ルテレビでの放送推進）
●高岡射水ぐるっと巡っておとクーポンの販売（加越能シャトル６+万
葉線+きっときと市場+銘店くるん）対象：北陸新幹線利用の方（H29.3
～H30.2）実績 115 人
●万葉線鉄道むすめお披露目キャンペーンの実施（H30.1.10～
H30.3.25、実績 522 人）
●「君の膵臓をたべたい」記念乗車券の販売（H30.9.1～R１.8.31、実
績 679 人）
●万葉線鉄道むすめ吉久こしの誕生 1 周年記念キャンペーン
(H31.2.1～R2.1.31)
交通機能

公共交通

 コミュニティバスの利便性向上

 コミバスのあり方・費用対効果を考慮改善図る。

●コミュニティバスのあいの風とやま鉄道、小杉駅、越中大門駅での

乗り継ぎなどの利便性を向上
●新高岡駅と海王丸パークを結ぶ路線バスの運行（1 日６往復）
（H27.3～ H30.3 末廃止）
＜今後の予定＞
●新幹線駅や小杉駅と新湊複合交流施設を結ぶ観光周遊バスの実
証運行を実施（R2 年度）
●複合交流施設を起点とし、内川周辺をエリアとする新たな交通シス
テム（電動カート）の実証運行を実施（R2 年度）

とともに、新幹線駅とも結ぶ。

＜方策に無いもので、射水ベイエリアの賑わいづくりにつながる事例＞※主にソフト事業
●射水ベイエリア PR 用 DVD（日本語版、英語版）の制作
●ＶＲ観光動画の制作（R1～）
●射水市公式バーチャルチューバー「いみず 雫」活動開始（R2.１～）
●富山新港太陽光発電所建設（海老江地区）：富山県企業局
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生活安全課

