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講演「城端線は秘密がいっぱい!!」

呉西地区公共交通再生研究会 会員

木本 尚志

みなさまお忙しい中、ご来場いただき、ありがとうございます。

今年は城端線 120 年という節目になりますので、城端線について考える機会

になればと思っています。砺波市、南砺市、高岡市、氷見市のみなさまといっ

しょに、こういった連続講座をやることになりました。面白いことになったな

と思っていた矢先に、まずお前が話をしろと言われました。付け焼き刃になり

ますが、城端線はこんな鉄道だったと思っていただけることがあれば、とても

うれしく思います。

時間の限り、城端線のヒミツについてお話しさせていただきたいと思います。

みなさまの中には、鉄道が大好きという方もいらっしゃれば、あまり詳しく

ない方もいらっしゃると思います。退屈な話だったり、こんなことは知ってい

るという話だったりするかもしれません。

第２回講座を担当される草卓人さんは、富山県の鉄道史の第一線で活躍され

ている方で、私もいろいろなことを教えていただいている方です。３回目の竹

島慎二さんは歴史の先生でいらっしゃいますので、学術的なところは両先生方

にお任せすることにします。

鉄道好きな方にとっては、「こんなことは分かっとるわい」という話かもしれ

ませんが、「あまり知らない」という方にも、共通の認識を持っていただければ

と思います。

車番のルール
ＪＲ城端線などの車両の横に「キハ」と書かれていますが、どういう意味か

分かりますか。今、城端線で走っている車両は、「キハ 40××」とか「キハ 47

××」と、主に二種類のディーゼルカーが走っています。

そもそも「キハ」とはどういう意味かといいますと、「キ」というのは、ディ

ーゼルエンジンで走る車両を表します。軽油を使ってエンジンを動かしている

車両です。一般的には気動車と言われています。電車ではありません。私たち

マニアは、電車ではないという突っ込みを入れたりもしています。電気では走
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っていないので、電車とは違うということです。北

陸本線とか北陸新幹線は電気で走っているので、上

に電気を通す線があります。これを架線（ガセン）

といいます。城端線には架線がありません。電車の

上には、架線から電気を引っ張ってくる菱形やＬ字

型のものが取り付けられています。これを「パンタ

グラフ」といいます。しかし城端線の車両には付いていません。

「ハ」とはなにか。平仮名はイロハニホヘトとありますが、「ハ」は 3番目な

ので三等車という意味で、普通車のことです。「ロ」は今のグリーン車に当たる

もので、二等車なので「ロ」と読んでいます。ですから、「キハ」は気動車の三

等車・普通車という意味です。

城端線の車両、加越線の車両もですが、キハ 187・キ

ハ 162 など、キハと呼んでいました。トラックやバスも

ディーゼルエンジンで走っていますが、それが線路の上

を走っていると考えていただければいいのかなと思いま

す。白い色の「忍者ハットリくん」の絵柄が入ったディ

ーゼルカーがありますが、この車両の横には「キハ 40 

2090」と書いてあります。

ちなみに電車はモーターで走っています

ので、「モ」と付けられています。「デ」と

付けられている場合もありますが、同じ「電

動車」という意味です。高岡市と射水市を

走る万葉線を走っている電車も「デ 7050」

と付けられていますし、富山地方鉄道の市

内電車には「デ7000」と付けられています。

先頭車は「ク」と付けられていますし、

「サ」は付随車という意味です。モーターも運転台もありませんという意味で

す。マニアックな話ですが、寝台車は「ネ」といったり、「ドクターイエロー」

のような検測車は「ヤ」と言っています。「ル」というのは配給車というもので、

部品を運ぶために使う車両です。「ニ」は荷物を運んでいる車両、「シ」は食堂

車、「フ」は緩急車（かんきゅうしゃ）で、貨物列車で車掌さんが乗っています。

郵便車は「ユ」で、城端線にも「キハユニ 26」という車両が走っていました。

列車記号にはこういった意味がありますが、全部覚えるのは大変なので、「キハ」

の意味だけでも覚えていってください。

いろいろな形のディーゼルカーがいます。よく見てみると全然形が違うので

すね。鉄道好きな人は、形とかドアがどこにあるのかなどを見ています。
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大矢四郎兵衛のこと

城端線のお話させていただきます。次回の講座で草卓人さんが詳しくご説明

されると思いますが、私からはスライドに従って簡単にお話させていただきま

す。

大矢四郎兵衛という人物。みなさまでしたら、一度は耳にされていることと

思います。

この方は、城端線を作るときに活躍されまし

た。出身は砺波市鷹栖というところです。大矢

さんは地主の家に生まれ、いわゆる政治家、経

済人でいらっしゃいました。現在の北陸銀行の

前身である、中越銀行の設立にも尽くされまし

た。

中越鉄道（現・城端線）の設立発起人の一人

で、初代社長を務めました。31 歳で衆議院議

員に当選。最後は北海道に渡り、足尾銅山鉱毒

事件の田中正造のように、鉱山の煙害反対運動

に尽力したという波瀾万丈の人でした。

このあたりのことについては、今日の資料に

も同封されている『城端線 あしたにつなぐ物

語』に載っていますので、お帰りになられてか

らご覧いただければと思います。

どんな方だったのかということで、この本に書かれていないことを補足させ

てください。

八乙女山をぶち抜き、庄川の水を砺波平野に落とす。と書いています。庄川

の水をどうやって引っ張ってくるかを考えていた。あまり知られていなかった

話です。鉄道以外にも道路改修を考えたり、スポーツにも関心を持たれたほか、

ご自身も相撲をされていました。

砺波に初めて鉄道が開通した時について、（大矢さんの）お孫さんの喜多文一

郎さんが本に書かれていることをご紹介します。

明治 30年 4月、出町に初めて汽車が来たと書いてあります。いわゆる試運転

ですね。中越鉄道が開通するちょうど一ヶ月前に来ています。いわゆる貨車で

すが、土砂を運んできたようです。沢山の人が、「なんだろう」と集まってきて

いたとあります。「営業許可未済のため無賃にて乗車せしめたり」という話も出

てきます。
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5 月 4日、いよいよ黒田―福野間

が開通します。開業式は 5日後の 5

月 9 日に瑞龍寺で行われました。

開通式には 1,000 人がお見えにな

られた、とあります。すごいです

ね。株主が 400 人いて、中越鉄道

に将来性を見越して出資していま

す。民間のみなさん、地元の砺波、

南砺、高岡の方がお金を出し合っ

ています。今はＪＲが経営しているからといって、元は国が作ったものではな

いのです。このことは、地元の人間として誇らしいことだと思います。

「式が終わってから、折り詰め酒瓶渡す」と書いてあります。お土産があっ

たのですね。株主のみなさんには乗車券と食券を渡す。戸出駅、黒田駅などで

は花火を打ち上げ、黒田駅では「切符が売り切れて盛況をみたり」とあります。

砺波の人もすごく喜んでいたのですね。そういったことが書いてあります。出

町神明社では芝居がありました、餅まきがありました、などいろいろ書いてあ

りますが、本当にみんなが大喜びしていた様子が伝わってきます。

エピソードあれこれ
いよいよ城端線のヒミツに移りますが、秘密といいながら僕は社員ではあり

ませんので、本当の意味での秘密は知りません。ちょっと知られていないこと

をお話しする、という意味での秘密を紹介させていただければと思います。

みなさま、文学の話になりますが、『父ちゃんのポーが聞える』というタイト

ルの本があります。後に映画になっているのですが、ご存知の方はいらっしゃ

いますか。

ありがとうございます、うれしいです。この話をして、「なーん、知らんわ」

という人ばっかりだったら、と少し不安でした。この作品の中に、城端線のこ

とが少しだけ出てきます。運転手をされていた方は松本さんとおっしゃいまし

て、当時蒸気機関車を運転していらっしゃいました。この娘さんは、中学校の

時にハンチントン舞踏病という難病にかかって両手足が自由に動かなくなって

しまい、現在、特別支援学校となっている「しらとり養護学校」に通っていま

した。その娘さんが若くして亡くなられるのですね。

おそらく高山線のことだと思うのですが、お父さんが蒸気機関車を運転して、

そこを通るときに３回汽笛を鳴らすのです。そうしたら娘さんが「父ちゃんの

ポーが聞こえてきたな」と。この本を砺波図書館で借りて読みましたが、お父
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様と娘さんの思いが書き綴られていて、涙が止まりませんでした。

若い方は分からないかもしれませんが、映画には吉沢京子さん、小林桂樹さ

ん、藤岡琢也さんといった方が出演され、撮影は城端線と七尾線で行われまし

た。ちなみに映画のポスターに写っている SL の車輪と番号プレートは、七尾港

駅跡に残されています。七尾に行かれる機会があれば、ぜひ見ていただければ

と思います。

あと、南砺市高瀬出身の岩倉節郎さんが、『美唄の獅子笛』という本を書いて

いらっしゃいます。井波の高瀬から北海道の美唄という村に獅子舞を伝えたと

いうお話ですが、その中で中越鉄道が建設されていたころのことについてちょ

っと出てきます。「幸いなことに中越鉄道が高岡から福野を通り福光から城端ま

で作られる事になった。その仕事に行く事になったものの、あまりにも希望者

が多いので、三日に一日、運が良けりゃ二日に一日の割合で土方仕事があると

いう。伝兵ヱは何回も頼んで三日に一日の仕事に出る事となった。あと二日は

家で田圃をする。世の中は日清戦争の終結からやがて一年。不景気の大波が押

し寄せていた。（原文ママ）」と書かれているのですね。

これは城端線が作られたころの話として興味深いことが書いてあるなと思っ

て読みました。建設するときの土木工事の仕事は、すごく希望者が多かったの

ですね。1897 年、明治 30年開通といってもピンと来ないでしょうが、日清戦争

のころと言えば、なんとなくイメージがわいてくると思います。ちょうど 120

年前の話です。

次に『麒麟おおとりと遊ぶ』という本を紹介します。砺波市苗加出身で、全

日空社長をされた若狭得治さんの伝記です。若狭さんは運輸省に勤めていらっ

しゃいましたが、結核を患って砺波に戻っていた時期がありました。その時の

砺波や城端線の様子が書かれています。

私が好きな番組で、テレビ朝

日系列で放送されている『土曜

ワイド劇場』という 2 時間サス

ペンスがありますが、城端線が

出てくることがあります。平成

18 年にも城端駅が出てきました。

最近の若い世代の人たちでは、

アニメが話題になっています。

城端を舞台にした『true tears』

は、城端の P.A.WORKS さんという制作会社が作ったものですが、城端の街、城

端駅も出てきます。いわゆるご当地アニメです。あとは『ゆるゆり なちゅや

ちゅみ！』という女子中学生をモデルとしたアニメには、林駅が出てきます。
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林駅はホームが一本しかない無人駅なのですが、こんなところに 4 人の女の子

がちょこっと出てきます。林駅が出てくると

は思いもしませんでした。

今もテレビで放映している『サクラクエス

ト』というアニメがあります。観光協会にア

ルバイトに来ている女の子の話ですが、これ

にも城端駅が出てきます。駅名は「城端駅」

ではないのですが、明らかに城端駅だと分か

るような映像が出てきます。

次に油田地区で発行されている公民館報『広報あぶら

でん』を紹介したいと思います。この題字「あぶらでん」

は、かつて油田駅にあった白い駅名表示看板に書かれて

いたものから取りました、と書かれています。今も油田

のみなさんは、駅の看板の字を広報誌に残してくださっ

ているんだなと、とってもうれしく思っています。ちな

みにこの丸ゴシックのフォントですが、これは「鉄道文

字」といいます。

さて『広報あぶらでん』の平成 13年

7 月号の表紙には、「砺波の色に染まっ

て」という記事があります。この記事

にある車両、見られたことはあるのではないでしょうか。実は

城端線にはかわいいキャラクターがいるのですが、名前は「ジ

ョーたん」といいます。となみ野公共交通創造市民会議が、全国に募集して名

付けました。みなさまも見られたことはあるかと思います。このマークにある

色、エンジ色に白帯が入った列車ですが、今はもうオレンジ色に変わってしま

ったので、この色の車両はもう一両もいません。この色の車両が走り始めまし

た、ということがちゃんと『広報あぶらでん』には書かれています。この広報

はとても城端線のことを取り上

げていて、私もバックナンバーを

読みながら喜んでいます。

この色で最後まで残っていた

のが「キハ 47 1091」という車両

で、昨年秋まで走っていました。

今年の初めぐらいからはオレン

ジ色に変わって、城端線を走って
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いますが、ちょっと寂しいなという思いをしています。

ちなみに、「ジョーたん」というマスコットの名前ですが、全国から 480 点の

応募があったと、北日本新聞の記事にありました。

砺波市のチューリップ公園の一角に、

「中越弁慶号」という蒸気機関車が保存

されています。この機関車は、昭和 39

年の北日本新聞に載った読者コーナー

の投書がきっかけとなって残されるこ

とになりました。中越鉄道から新潟県の

電気化学工業という工場へ移籍し、構内

で荷物を運ぶために使われていました。

この蒸気機関車が廃車になることを耳

にした兵庫県の鉄道愛好家が、縁がある

高岡や砺波で残してほしいと投稿しました。砺波市にも、この機関車を残して

ほしいと、いろいろな方から要望が寄せられ、当時の大井敏雄市長の耳にも届

きました。

こんな機関車だったらぜひとも砺波に持ってこようという話になって、当時

の岩川毅さんとか、のちの砺波市長の岡部昇栄さん、こうしたみなさまが力を

合わせて昭和 40 年、60 年ぶりに城端線の地元で保存されることになりました。

砺波駅に着いたときには花が飾られていました。今も大切に保存されています

が、チューリップフェアの時しか、間近で見ることができません。個人的には、

いつでも見られるようになればいいな、と思っています。

「常花線」縁起
城端線に読みの同じ漢字を充てると「常花

線」となることから、「常」に「花」が咲いて

いるという「フラワーライン」として宣伝し

ていた時期がありました。今も戸出や城端の

駅には、フラワーラインをピーアールする看

板が残っています。「常花線」と誰が最初に言

ったかのといいますと、伊能忠敏という方で

す。

「伊能忠敏」、なんとなく聞き覚えがあるような名前だと思います。みなさま

ご推察の通り、江戸時代に日本地図を作った伊能忠敬の分家のご子孫に当たり

ます。当時、金沢鉄道管理局長、今で言えばＪＲの金沢支社長のような立場で、
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たまたま局の管轄になる城端線についての思いを話されていました。

「各駅のホームにチューリップの花壇を作りたい、その駅の周りに美しい花

とか花の咲く木を植えて乗って楽しい夢の鉄道にするのだ」と言っておられま

す。「常」に「花」が咲く線、「常花線」と書いても城端線と呼べるのではない

かと。砺波のチューリップ公園を基軸として年中、花の絶えない城端線として

売り出すことを考えてみようというふうにおっしゃったわけです。

きっかけは、オランダ・リッセ市のキューケンホフ公園でした。リッセ市は、

砺波市と姉妹友好都市です。花のきれいな公園があるということで、この公園

を城端線でやってみたいとおっしゃられます。当時の中田県知事のところまで

行って、こんなことをしてみたいです、と一生懸命言われます。

フラワーライン化は、昭和 54年ぐらいからスタートしています。各駅ではチ

ューリップだけでなく、戸出駅はカンナを植えようかとか、福野駅はツツジを

植えようかとか、福光駅はシャクナゲを植えようという話になってきまして、

それぞれの駅の花が決まっていきます。どこの駅に行っても花が咲いているよ。

車窓からいろんな花が見えますよっていうことで、フラワーラインが始まって

いきます。無人駅は手入れが行き届かないので、花木を植えようということに

なりました。そのときに伊能さんは、いい匂いがする花を植えたらいいよね、

とおっしゃって、キンモクセイを植えられたそうです。また、サルビアを植え

たことも伊能さんの本にも出てきます。

伊能さんは昭和 5 年生まれで、後に金沢工業大学の教授をなさっています。

お父様の伊能繁次郎さんは鉄道省に勤務され、後に総理大臣になられる佐藤栄

作さんの後任の運輸事務次官になられています。そして日本乗合自動車協会、

現在の日本バス協会の会長をされた後に、政治家に転身され、日米安全保障条

約の改定前後の昭和 34年に岸内閣の防衛庁長官をされています。親子揃ってす

ごい方だなと思います。

忠敏さんは、お父様から「おまえのできることは鉄道の仕事だろう。その道

を目指せ」と、有無を言わさず国鉄に入らされた、と述べ

ています。それが結果的に、城端線にとっては非常にいい

話になったのかなということで、繁次郎さんのおかげかな

と思うのですが(笑)。こういった方がいらっしゃらなけれ

ば、フラワーラインもなかったわけですし、ホームに花が

たくさん咲いている城端線も、ひょっとしたらなかったか

もしれないなと。いろんなご縁のお陰かと思います。

旧城端町の『広報じょうはな』の昭和 55年 6 月号の表紙

に「フラワーライン完成」と書かれています。この時に伊

能さんが城端駅にいらしています。餅まき、テープカット
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とあって、花の種を配ったというのが、フラワーラインらしいなと思いました。

また昭和 54 年 12 月号に「花いっぱい城端線」という記事が載りましたが、

昭和 54 年 11 月 2 日に伊能金沢鉄道管理局長、田嶋茂城端町長が駅ホームに水

芭蕉を植えた、と書かれています。

100 周年「SL フラワー号」

ご覧になられた方はたくさんい

らっしゃったと思いますが、今から

20 年前の平成 9 年、開通 100 周年

記念事業の一環として、城端線に

「SL フラワー号」が 3 日間、走り

ました。細かいことを言えば、試験

走行もしているので、3回かと言え

ばそうではないという話になりま

すが、実際お客さんを乗せて走って

いるのは、平成 9年 10月 10 日から 12日までの 3日間、1 日 2往復しました。

実際に乗られた方もいらっしゃるでしょうし、線路の側に行って写真を撮っ

たり、JRにお勤めの方は、踏切番をしていたと聞いています。

この機関車は C56 という形式で、先ほど『父ちゃん

のポーが聞える』のところでお話ししたものと同じ機

関車です。これを見てうれしかったという方がいて、

脳裏に焼き付いているのかなと思います。

この機関車は、京都鉄道博物館（梅小路蒸気機関車

館）に在籍し、滋賀県で「SL 北びわこ号」などに使わ

れていました。その後、平成 30年 5月 27 日を最後に、

引退しました。

余談ですが、城端の駅から高岡に向かって戻る時、

昔なら転車台という機関車を方向転換する設備で前向

きにできたのですが、城端駅に残っている転車台は全

く動かないので、客車の後部に蒸気機関車が連結され

て走りました。逆向きに走っているのが面白かった、という記事を鉄道雑誌で

読んだことがあります。これは秘密でもなんでもなく、実際にあった話です。

「SL フラワー号」をみんなが楽しみにしていたことが、当時の沿線市町の広

報に書いてあります。先ほど紹介した旧城端町の『広報じょうはな』1997 年 11

月号、旧福光町の『広報ふくみつ』にも書いてあります。高岡市の『たかおか

市民と市政』にも表紙に出ています。砺波市、旧福野町の広報でも記事が掲載
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されています。各地区の公民館報にも、この話題が出てきます。私の大好きな

『広報あぶらでん』にも、『広報出町』、『広報東野尻』にもちゃんと表紙に出て

きます。大きなトピックだったことが見て取れます。『広報じょうはな』では、

線路沿いに撮影者がずらっと並んで、撮影されている様子が掲載されています。

廃線となった加越線

加越線は、鉄道営業を終えて今年で 45年になる鉄道で、城端線とは切っても

切れない関係でした。城端線ができて 15 年後に会社が創立され、大正 11 年に

石動と庄川町の間がつながりました。城端線と加越線は福野で接続しており、

福野で荷物を載せ替えるなど、お互い補完し合っている関係でした。

加越線は津島吉六、平野増吉、

佐伯宗義、沼田益太郎の 4 人が

キーマンの役割を果たしました。

津島は城端線が通らなかった津

沢の人、平野は庄川の木材会社

の人ですね。平野の会社は五箇

山や白川村で切ったブナなどを

庄川へ流して、青島で水揚げし

て各地へ発送していました。こ

の二人が中心となって鉄道を引

くことになり、加越線が生まれ

ました。

その後、昭和 18 年に富山地方鉄道に統合。昭和 25 年に加越能鉄道として分

離独立し、昭和 47年に廃線となりました。廃線に反対していたのが、津沢の経

済人であり、小矢部市議会議員でもあった沼田益太郎さんです。この方が先頭

に立って反対されていたのですが、結果的にはなくなってしまいました。

廃線になる 3 カ月ほど前の昭和 47 年

6月、「加越線は残る‼」というビラが配

られています。加越線を頑張って残さな

ければいけないと一生懸命言っている

チラシですが、その中に城端線のことも

出てきます。加越線沿線の問題だけでな

く、城端線も関係している、と書いてあ

ります。なくなって困るのは津沢や井波、

庄川だけではない、砺波地域の一体の話

です、と切々と書いてあります。
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沼田さんが中心になって、実際に加越線を残すために、新会社を作ろうとか、

社団法人みたいなものを作ろうとか、今でいう第三セクターみたいな会社を作

ろうとか、愛知県の名古屋鉄道に助けてもらおうとか、廃線をなんとか食い止

めるべく動いています。

さてここで、

25 年前に撮影

された、加越線

の庄川町駅跡

の写真をご覧

ください。現在

は住宅地になっています。駅前角に

は信号が設置されていて、信号機横

には「庄川駅前」と書かれていまし

た。

まだ加越線が走っていた、今から 45 年前のことです。庄

川町駅前に張られていたポスターを撮影されていた方がい

らっしゃいました。今から 5 年前に復刻された、『加越線終

末の記』という本の中にこの写真が出てきます。撮影したの

は、得永直樹さんという福野の方でした。残念ながら、この

ポスターが書いていることが現実に近いものになってしま

いました。「加越線の廃止は、庄川町の発展にブレーキをか

ける」といったきついことが書いてありました。このポスタ

ーをしっかり撮られていたのは、本当

に驚きです。会場内に、庄川の方がいらっしゃいました

ら申し訳ありません。「かわいそうな庄川の人よ、あなた

の土地は地図から消えてなくなりますよ」と書かれてい

ます。

こんどは砺波の話ですね。新聞に

折り込まれていた『となみ新聞』の

昭和 57 年 10 月発行号に、どぎつい

イラストが掲載してあります。「昔こ

こにとなみ駅ありき」という石碑が建ったらどうするのだと

いうことが書かれています。イラストの下には、「こんなこ

とにならないように城端線を守ろう‼」と書かれていますが、
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砺波が庄川と同じ状態になるかもしれないということを言及されています。そ

れは誰が言っているのか、ということになりますが、私は岩川毅さんではない

かと思っています。というのは、先に紹介したチラシは加越線存続同盟や東西

砺波商工連合会、砺波地区工業会という団体が発行していましたが、そのトッ

プが岩川さんなのです。『となみ新聞』は岩川さんが資金を出していた新聞であ

り、ここで自分の思いを伝えているわけです。岩川さんは砺波商工会議所の会

頭をされていたほか、中越印刷とか中越レースとか中越パルプ工業といった、

いわゆるチューエツグループの会社を経営されていました。城端線や加越線よ

りも、北陸新幹線のことでよく話題に出てくる方だと思います。

北回り新幹線構想

昭和 40年、金沢で開催された「一日内閣」で、岩川さんは当時の佐藤栄作総

理大臣に北回り新幹線を提唱され、東海道新幹線のバイパスとして新幹線を作

ってほしいと言われました。そして岩川さんがおっしゃったことがきっかけと

なり、北陸新幹線の計画が進みました。この一日内閣の席で、佐藤総理は、「い

ろいろ岩川君自身のアイデアも、ご披露になりました。このアイデアは、私も

研究させたらいいだろう、そのまま引き受けましたとは申しませんが、研究に

値するりっぱな考え方だと、かように思いますので、そういう意味で取り組ん

でまいりたいと思います」とおっしゃった、と議事録に書かれています。

「北陸新幹線線路選定概要」という資料が、砺波図書館に所蔵されています。

ニュージャパンコンサルタント株式会社で作られたものですが、

これは、岩川さんが新幹線構想を世に問うた一番基本の資料に

なります。この時の経緯が富山新聞の記事にありますが、その

中で岩川さんの発言として、「北回りの構想を友人の若狭得治君

に持ちかけたとき、彼は岩川君の夢物語が始まったとばかり全

然取り上げてくれなかったものですよ」と書かれています。若狭さんは、「（岩

川さんは）何を言っているだろう」という感じたったと思うのですが、それで

も食い下がるんですね。「ゼニにならないことは絶対に考えない。強引に彼(若

狭さん)からニュージャパンコンサルタントの調査委託を世話してもらいまし

た」とあります。

先ほどの加越線のチラシ「加越線は残る‼」にも、「ニュージャパンコンサル

タント」という社名が出てきますが、この会社を通じて新幹線の計画を立てた

ということが、あのチラシの中に出てくるのです。なので、「加越線は残る‼」

というチラシは、岩川さんが作られたものだなと確信しました。

新幹線の話、加越線の話、城端線の話ということで、岩川さんは鉄道に関す

るいろんなことをおっしゃっていたということも、こうしたことでも見えてき
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ます。

さて北陸新幹線の駅やルートをどうしようという話になった時、岩川さんは

絶対、砺波を通してほしいとおっしゃいました。それが、『となみ新聞』の中に

登場してきます。昭和 48年 2月、『月刊となみ』と当時は言っているのですが、

その中で、富山と金沢の最短中間点として新幹線の砺波駅を作るべきだとおっ

しゃっています。要は、富山と金沢を直線で結んで高岡を経由するよりも砺波

を通った方が早いので、砺波を新幹線の拠点にしたらどうか、という提案です。

この話が出てきたことによって、当時から駅を作ってほしいと言っていた高

岡はビックリします。その後、昭和 49年同じく『となみ新聞』の中で再び北陸

新幹線について、「取るに足らぬ能登迂回問題」と題する記事が登場します。富

山・金沢間を高岡から羽咋を経由するという計画として浮上した際、「羽咋を通

るなどとんでもない。新幹線の意味はどうなんだ」と怒っていらっしゃいます。

ちなみに岩川さんは、リニアモーターカーのこともおっしゃっていますが、『と

なみ新聞』でリニアの実験線を誘致したいと提案されています。

城端線や加越線の話に戻ります。昭

和 46 年 2 月、商工業者有志一同の名

前で「加越線、城端線利用者の皆さん、

私達の交通機関を守りましょう」とい

うチラシが発行されています。これが

岩川さんの言いたかったポイントで

はなかったのかと思います。

「これはなくしてもいいのでしょ

うか」と加越線のみならず、城端線も

他人事ではないと書かれています。さらに「沿線住民の皆様、城端線、氷見線

がなくならないという保証はどこにもないんです」とも書かれています。

当時、城端線はまだ乗客数が多いですが、「氷見線と加越線の営業係数(100 円

の収入を得るのに、どれだけの費用を要するかを表す指数)はあまり変わらない」

と書かれています。砺波地域の交通機関を大切に守らなければならないし、残

すためにはいろいろな努力もしていかなくてはならないとも訴えています。

このチラシの冒頭には、初めにお話しした歴史のことも書かれています。「皆

さん方も十分ご承知のごとく、加越線にしろ城端線にしろ、ともに私たち砺波

の大先輩、津島、大矢氏たちが私たち先祖とともに多大な血と脂と汗で築いて

こられた大切な交通機関であり」とあります。長い間、我々の先輩方が作って

きた鉄道を簡単になくしていいものでしょうか、と言っています。
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新幹線のことではあまり話題になっていない方として、もう一

人、西川外吉さんを紹介させていただきます。城端の方ならば一

度は耳にされたことがあるお名前かと思いますが、生まれは旧城

端町の東新田というところです。金沢商工会議所会頭を 20年近く

務められました。この方が新幹線のことを言われていたことは、

実はあまり知られていません。

金沢商工会議所の会報に、「中部圏開発計画」として、東海道新幹線の岐阜羽

島駅から北へトンネルを縦貫して、福井、金沢、富山まで新幹線を作りたい、

と書かれています。当時、日本鉄道建設公団名古屋支社工事部長でいらした花

市義盛(はないちよしもり)さんの構想として、「花市構想」と書かれています。

実際新幹線を計画することになった際、「名古屋と北陸を新幹線で結ぶというの

も大切だが、元々新幹線というのは東海道新幹線のバイパスというのが本来の

あり方ではないのか」と考えが変わり、岩川さんの構想に意見が近くなりまし

た。そして最終的には、「名古屋から新幹線をつなぐのではなく、大阪―東京間

を、北陸を通ってつなげよう」という話になったわけです。

観光列車「べるもんた」

城端線では今、観光列車「べるもんた」

が走っています。どんな列車なのかをお

話させていただきます。

実はこの列車、ＪＲ西日本が新しく造

った車両ではありません。元々は、えん

じ色に白い帯が入った色で走っていて、

現在、色を塗り変えて、車内も改装され

て走っています。

この車両、昭和 54年に製造されていま

す。三重県や兵庫県を走り、平成 17年に城端線、氷見線にやってきて、普通列

車として走っていました。えんじ色に変わる前は、緑色でした。加古川線を走

っていた時の色です。その前はオレンジ色で、

色が何回か塗り変わりました。今、「べるもんた」

として特別な車両になっていますが、実はそん

な歴史があります。

「べるもんた」、名前は聞いたことあるし、見

たことはあっても、案外、地元の方々で乗った

ことない方がいらっしゃるかもしれません。
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乗られると、みなさん結構びっくりされることが多いと

思います。注文すれば、お酒が飲めお寿司が食べられます。

全国で握りたてのお寿司が食べられる列車はありません。

鉄道好きでもそうでない方も、握りたての寿司を列車の中

で食べたいと、わざわざ乗りに来られる方もいらっしゃる

くらいです。

また車内には素晴らしい井波彫刻の衝立が飾られていま

すし、つり革も、砺波、南砺のマークみたいなものが付い

ています。そして座席が横向きにも配置されているので、

氷見線の海側を見ると雨晴海岸がきれいに見えます。外観

を見ているだけだと、グリーン色のきれいな車両だという程度ですが、乗った

ら面白い車両だと思います。

境内を分断

最後になりますが、とある神社をご紹介したいと思います。高岡市上関（か

みぜき）の槌宮(つちのみや)神社です。

鳥居の前に線路があり、社殿まで行くのに線路を渡らなければならないとい

う不思議なお宮さんです。参道の横には「線路に入ってはいけません」という

看板があります。新高岡駅から瑞龍寺の横を抜けて、高岡駅に着く途中にある

のですが、あまり知られていません。全

国でも稀な神社だと思います。

こうなったのにはちゃんと理由があ

ります。近くにすぐに踏切があって、踏

切を設置することができなかったのだ

と思います。参道があって、行こうかな

と思ったら、実は城端線の踏切があって、

城端線の敷地を跨がないといけない、ち

ょっと怖い神社なんです。

実は私、この神社が好きで、たまに行きます。ここに線路を通すしかできな

かったんでしょうね。ちょうど城端線もスピードを上げている所なので、あっ

という間に通り過ぎてしまいますが、ここは私が思っている一番の「ヒミツ」

です。ただ、本来は入ってはいけない場所なので、左右を確認してから参拝し

ていただければと思います。

お知らせですが、先週日曜日の７月２日から 11月、12 月にかけて、子どもた

ちが楽しめる鉄道イベントをやりたいと準備しています。
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7 月 30 日には、城端駅で「ひまわりフェスティバル」がありますし、福野駅

とか砺波駅とか、東野尻駅横にある東野尻公民館でも話を進めております。駅

が会場になっているイベントですので、ぜひ遊びに来ていただければと思いま

す。

雑ぱくな話となりましたが、城端線ってこうなんだとか、意外と面白いなと

いうことが一つでもあったとすれば、大変うれしく思います。

ご清聴いただき、ありがとうございました。

木本 尚志（きもと・たかし）

1975 年 高岡市生まれ。会社勤務の傍ら、鉄道史の研究やイベント企画な
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2012 年 加越線資料保存会を結成。


