


さきがけて　緑の里から　世界へ
美しい日本の原風景が息づく南砺市。

世界遺産・五箇山合掌造り集落やおだやかな散居の自然環境。

日本や世界の各地へ活発にネットワークを広げ、進取の気風に富む南砺市から新

しい文化と産業がはばたく。

世界に誇れるどこにもない都市をつくるため、市民と行政がともに夢や目標に向

かって果敢に挑むまちづくりの姿がここにあります。
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以降、３年毎の計画を毎年
ローリングする。

基本構想
　基本構想は、本市の現状分析に基づき、南砺市の10年後を展望した目指す
べき将来都市像を示し、それを実現していくための施策の大綱を定めるものです。

基本計画
　基本計画は、基本構想で掲げた将来像の実現に向け、必要な施策や事業を総
合的、体系的に明らかにしていくものです。

実施計画
　実施計画は、基本計画に定めた施策を具体的な事業として財政的な裏づけを
持って実施していくことを目的とし、毎年度の予算編成や事業執行の指針とな
るものです。
　計画期間は３年間とし、毎年度ローリングしながら作成します。

将来都市像

計画の
構成と期間

「誇り」「元気」「共生」を胸に 

　本市では、南砺市総合計画を平成19年3月に策定し、「さきがけて　緑の里から　世界へ」

という南砺市の将来都市像の実現に向けて、豊かな自然環境、伝統に育まれた文化など豊富で

多彩な地域資源を活かしながら、市民と行政が手を携えてまちづくりを着実に進めてまいりま

した。

　総合計画の前期5年が終了するにあたり、本市を取り巻く現状を見てみますと、人口減少や

過疎化・少子高齢化の進行、多発する自然災害と安全意識の高まり、地球規模での環境問題の

深刻化、経済情勢の悪化、厳しい財政状況など、様々な分野において多くの課題を抱えており

ます。また、近い将来を展望してみますと、北陸新幹線の開業や東海北陸自動車道の（仮称）

南砺スマートインターチェンジの開設など地域経済にとって大きなチャンスが訪れようとして

います。その恩恵を最大限に活かし、地域の発展・活性化に向けた対応が求められています。

　本市では、こうした社会情勢の変化を踏まえて総合計画の見直しに着手し、このたび「南砺

市総合計画後期基本計画（平成24年度～平成28年度）」を策定しました。計画では、「誇り」「元

気」「共生」の視点で重点施策を選定し、限られた経営資源を有効に活用して活力に富む南砺

市をつくることを目指しています。

　今後、市民と行政が情報を共有し、対等な立場で基本構想に立ち、基本構想で掲げた将来都

市像の実現に向かって着実にまちづくりに取り組んでまいります。

　結びに、本計画の策定にあたりまして貴重な御意見や御提言をいただきました市民の皆様を

はじめ、南砺市議会の皆様、総合計画審議会や総合計画策定市民委員会の委員の皆様、その他

関係各位に心から感謝を申し上げます。

　平成24年3月

南砺市長　　田　中　幹　夫　
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人口、世帯の推移と推計

　平成22年国勢調査によると、本市の人口は54,724人であり、人口減少の傾向は依然
として続いています。
　年齢三区分別人口をみると、年少人口、生産年齢人口は減少し、高齢者人口は増加して
おり、少子高齢化が進行していることが分かります。これにより本市の高齢化率は、平成
22年に31.1％となりました。
　これらの数値を基に将来人口を推計すると、平成23年度には53,970人、平成28年度
には50,143人となり、平成19年度に推計した際の平成28年度推計人口である53,074
人をかなり下回る見通しとなっています。
　また、世帯数についても、平成22年国勢調査では16,930世帯であり平成17年国勢調
査時点より減少していることから、将来推計を算出すると平成23年度には16,880世
帯、平成28年度には16,370世帯となっています。
　さらに、一世帯当たりの世帯人員は、平成22年国勢調査において3.23人／世帯。将来
の推計では、平成28年度に3.06人／世帯まで下がる見通しとなっています。

将来目標人口、世帯数

　平成19年度に策定した現在の総合計画基本構想では、将来目標人口を56,000人、世
帯数を18,050世帯としています。しかし、今回の推計値から後期計画期間である平成
24年度～平成28年度の５年間での目標値達成は難しいことから、次の施策により目標値
を見直すこととしました。

●大学進学などによる離郷から地元就職を促す施策を進め、20歳代の人口を増やし
ます。

●定住事業や医療・福祉サービスなどの充実を進めるとともに、住みやすさなどを
積極的にアピールし、定住人口を増やします。

●子どもを産み育てやすい環境の充実や結婚活動の支援により、出生数の増加につ
なげます。

●市民の健康づくりや高齢者の生きがいづくりにより、高齢者層の長生きへつなげます。

　これらの取り組みにより定住人口、交流人口の維持、拡大に努めながら、将来目標人口
を52,000人、世帯数を16,800世帯、一世帯あたり世帯人員を3.10人／世帯と設定し
ます。

美しく住みよいまち
　循環型社会づくりを展開するとともに、身近な生活環境の向上、地域が一体
となった総合的な福祉・健康対策等の推進によって、いつまでも暮らし続けた
いと思う地域づくりを進めます。

自然に優しい住みよいまちづくり
　環境負荷の少ない循環型社会を構築し、散居景観などの環境保全と豊かな自然の活用、地域
の特性を活かした土地の有効利用により、自然と人が共生できるまちをつくります。

安全で快適なまちづくり
　市内外を結ぶ利便性の高い道路・交通ネットワークの構築や快適に暮らせる社会基盤の整
備、安全で安心な生活環境の確保により、いつまでも暮らし続けることができるまちをつくり
ます。

健やかなやすらぎのまちづくり
　市民がともに支えあい、生きがいと喜びを持って生活できるよう、総合的な福祉・健康対策
の推進と医療・救急体制の充実を図ることにより、住み慣れた地域でやすらぎのある暮らしが
できるまちをつくります。

創造的で元気なまち
　多様で豊かな自然・歴史・文化を活かし、心豊かな人材育成や芸術文化振
興、地域内外との交流・連携などを図るとともに、産業振興や定住対策を講
じ、創造的で活力ある地域づくりを展開します。

心豊かで創造的なまちづくり
　市民が、学校教育や芸術文化活動、スポーツ活動を通じて創造的で生きがいのある生活を送
り、文化財・伝統文化の保存、活用、継承を通じて心豊かに暮らせるまちをつくります。

いきいきとした活力あるまちづくり
　農林業施策の展開や伝統・地場産業の育成と振興、魅力ある観光・商工業の振興、企業誘致
や起業家支援による雇用の創出を図り、地域活性化と定住化により活力と魅力あるまちをつく
ります。

開かれたふれあいのまち
　各地域の市民が相互の認識のもとで、夢を描き、実践していく「市民が主体
となった地域づくり」を推進します。また、市民の活動を支援する安定した行
政サービスの提供を目指します。

市民と行政の協働のまちづくり
　地域コミュニティ活動やボランティア活動の支援体制を構築し、市民や企業と行政が助け合い、
支え合いながら地域課題や社会課題の解決に取り組むことができる協働のまちをつくります。

健全で開かれたまちづくり
　行政の効率化、財政の健全化を図り、将来にわたり安定した行財政経営に努めるとともに、
市民の利便性向上と市民に効果的な行政サービスが提供できるよう開かれたまちをつくります。

人口の
推移と推計計画の大綱

人口の推移と推計、将来目標値 世帯数・世帯人員の推移と推計、将来目標値

南砺市総合計画 　　　　　　　

後期基本計画  ＝概要版＝
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基本目標

将来都市像

基本方針

基本計画

南砺市
総合計画の
施策体系

自然環境の保全と
活用

循環型社会の構築

適正な土地利用の
推進

自然に優しい

住みよいまちづくり

　　　　（自然環境）

道路･交通ネット
ワークの充実

消防・防災体制の
充実

交通安全・防犯
対策の推進

克雪・親雪・利雪
の推進

良質な住宅・宅地
の供給

良好な都市景観の
形成

上下水道の整備

環境衛生対策の
充実

安全で快適な

　　　　まちづくり

　　　　（生活基盤）

地域福祉の推進

子育て環境の充実

子育て家庭への
支援

高齢者福祉の充実

障がい者福祉の
充実

健康づくりの推進

医療体制の充実

社会保障制度の
適正な運営

健やかなやすらぎの

　　　　まちづくり

　（福祉･健康･医療）

学校教育の充実

生涯学習の推進

生涯スポーツの
推進

芸術文化活動の
振興

文化財の保存・
活用と伝統文化の
継承

心豊かで創造的な

　　　　まちづくり

　　　（教育・文化）

農業・農村の振興

森林・林業の振興

商業の振興

観光の振興

工業の振興と
企業誘致

雇用の確保と創出

定住化の推進

国内外交流の推進

いきいきとした

活力あるまちづくり

（産業･労働･定住･交流）

協働のまちづくり

コミュニティ活動
への支援

ボランティア活動
の推進

男女共同参画社会
の推進

市民と行政の

　協働のまちづくり

　　　　　　（協働）

情報化の推進

効果的で効率的な
行政経営

財政の健全化

健全で開かれた

　　　　まちづくり

　　　　　（行財政）

美しく住みよいまち

さきがけて 緑の里から 世界へ

創造的で元気なまち 開かれたふれあいのまち
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住みよいまちづくり

　　　　（自然環境）

道路･交通ネット
ワークの充実

消防・防災体制の
充実

交通安全・防犯
対策の推進

克雪・親雪・利雪
の推進

良質な住宅・宅地
の供給

良好な都市景観の
形成

上下水道の整備

環境衛生対策の
充実

安全で快適な

　　　　まちづくり

　　　　（生活基盤）

地域福祉の推進

子育て環境の充実

子育て家庭への
支援

高齢者福祉の充実

障がい者福祉の
充実

健康づくりの推進

医療体制の充実

社会保障制度の
適正な運営

健やかなやすらぎの

　　　　まちづくり

　（福祉･健康･医療）

学校教育の充実

生涯学習の推進

生涯スポーツの
推進

芸術文化活動の
振興

文化財の保存・
活用と伝統文化の
継承

心豊かで創造的な

　　　　まちづくり

　　　（教育・文化）

農業・農村の振興

森林・林業の振興

商業の振興

観光の振興

工業の振興と
企業誘致

雇用の確保と創出

定住化の推進

国内外交流の推進

いきいきとした

活力あるまちづくり

（産業･労働･定住･交流）

協働のまちづくり

コミュニティ活動
への支援

ボランティア活動
の推進

男女共同参画社会
の推進

市民と行政の

　協働のまちづくり

　　　　　　（協働）

情報化の推進

効果的で効率的な
行政経営

財政の健全化

健全で開かれた

　　　　まちづくり

　　　　　（行財政）

美しく住みよいまち

さきがけて 緑の里から 世界へ

創造的で元気なまち 開かれたふれあいのまち
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南砺市総合計画後期基本計画

●緑化の推進 ●美化運動の推進 ●散居村景観の保全 ●水環境の保全 ●河川の環境整備

●不法投棄の防止 ●自然災害の防止 ●自然公園等の整備と管理 ●豊かな森づくりの推進

●ごみ減量化の推進 ●ごみ資源化の推進 ●環境基本計画の推進 ●エコビレッジ構想の推進 ●バイオマスの利活用の推進

●新エネルギーの利活用の推進

●国土利用計画の適正な運用 ●地籍調査の推進

●東海北陸自動車道の整備 ●道路網の整備促進 ●公共交通利用対策の推進 ●JR城端線活性化の推進 ●案内サインの整備

●公営駐車場等の整備

●地震対策･国民保護体制の整備 ●消防･救急体制の充実 ●防災体制･防災行政無線の整備･充実 ●自主防災組織への支援 ●火災予防の推進

●公共施設の耐震化 ●防災ダム関連施設の整備

●交通安全の啓発 ●交通安全施設の充実 ●防犯対策の推進 ●消費生活の安全･安心の確保

●消融雪施設の整備 ●除雪機械の整備･更新 ●克雪対策の推進 ●除雪計画の策定 ●地域ぐるみ除排雪の推進

●親雪･利雪活動の推進

●住環境の整備 ●公営住宅などの整備･改築･管理

●都市景観の整備 ●公園緑地の整備･充実

●水道･簡易水道施設の整備･更新 ●下水道施設の整備･更新 ●雨水排水対策の推進 ●上下水道事業の経営の健全化

●公害防止対策の推進 ●生活環境衛生対策の充実

●地域福祉活動拠点の確保 ●地域福祉計画の着実な浸透 ●社会福祉活動団体などへの支援 ●公共施設等のユニバーサルデザイン化

●保育園の整備 ●児童の居場所づくりの推進 ●保育サービスの充実及び幼児教育への支援

●子育て支援サービスの充実 ●次代の親の育成 ●児童･子育て家庭相談の充実 ●ひとり親家庭の自立支援

●介護施設の整備･充実 ●高齢者福祉施設の整備･充実 ●通所系介護サービスの充実 ●在宅介護･福祉サービスの充実 ●介護予防の推進

●高齢者の相談･支援体制の充実 ●高齢者の生きがい･健康づくりの推進

●障がい者福祉施設の整備･充実 ●障がい者福祉施設の運営への支援 ●障がい者生活福祉の充実 ●障がい者自立への支援

●保健事業の推進 ●健康づくり事業の推進 ●保健センターの整備と機能充実

●公立病院経営の健全化 ●診療体制の充実 ●施設整備と医療機器の導入･更新 ●地域包括医療ケアシステムの構築

●社会保障制度の適正な運営

●学校施設･設備の整備 ●教育備品の充実 ●「確かな学力」の育成 ●健やかな心と体の育成

●社会教育施設の整備･充実 ●地区公民館の整備 ●生涯学習活動の推進 ●公民館活動への支援 ●青少年健全活動への支援

●社会体育施設の整備･充実 ●体育施設の効率的な管理体制の確立 ●学校体育施設の利活用 ●各種スポーツ大会･教室の開催 ●スポーツ活動への支援

●総合型地域スポーツクラブの育成

●芸術文化活動への支援 ●文化ホール･美術館などの事業の充実 ●芸術文化施設の整備

●世界遺産等の環境整備 ●文化財収蔵･展示施設の整備 ●伝統文化保存団体への支援 ●伝統芸能技術･歴史的資料の保存･継承 ●民俗文化財の保存･継承

●農業生産基盤の整備 ●農業経営基盤の強化 ●農村環境の保全整備 ●都市と農村の交流 ●農畜産物の生産振興

●食育･地産地消の推進 ●内水面漁業の振興

●林業生産基盤の整備 ●林業経営基盤の強化 ●特用林産物の生産振興 ●森林整備の推進

●商業･サービス業の振興 ●中心市街地の賑わいの創出 ●伝統産業の振興

●観光資源の開発と活性化 ●滞在型･体験型観光の推進 ●観光客誘致活動の強化 ●観光客受け入れ態勢の強化 ●国際観光の推進

●中小企業の振興 ●企業立地の促進 ●起業（家）支援 ●新産業の創出 ●産学官連携の強化

●就業・雇用の対策 ●高齢者や障がい者等の雇用の確保

●定住促進への支援 ●結婚活動への支援 ●過疎地域対策の推進

●国際交流団体への支援 ●国内交流団体への支援 ●国内外交流の推進

●協働事業の推進 ●情報共有の推進 ●自治振興会を核とした住民自治組織との連携 ●市民団体等への支援 ●市民団体等の連携

●NPO法人設立への支援

●地域内分権の推進 ●地域拠点施設の整備 ●自治会･自治振興会等への支援 ●コミュニティ活動･まちづくり団体への支援 ●地域人材育成の推進

●一人一ボランティアの推進 ●ボランティアセンターの充実 ●ボランティア団体の連携･活動強化

●啓発事業の推進 ●社会環境づくりの推進

●地域情報化の推進 ●超高速ネットワークの整備促進 ● ICカード（住基カード）の普及啓発 ●電算システムの推進

●広域行政の推進 ●行政改革の推進 ●計画行政の推進 ●職員資質の向上

●計画的な財政運営 ●市有財産の適正管理 ●遊休財産の処分 ●公共施設の再編 ●自主財源の確保

展開の方針（施策中分類）基本計画基本方針基本目標

1　自然環境の保全と活用

2　循環型社会の構築

3　適正な土地利用の推進

1　道路･交通ネットワークの充実

2　消防･防災体制の充実

3　交通安全･防犯対策の推進

4　克雪･親雪･利雪の推進

5　良質な住宅･宅地の供給

6　良好な都市景観の形成

7　上下水道の整備

8　環境衛生対策の充実

1　地域福祉の推進

2　子育て環境の充実

3　子育て家庭への支援

4　高齢者福祉の充実

5　障がい者福祉の充実

6　健康づくりの推進

7　医療体制の充実

8　社会保障制度の適正な運営

1　学校教育の充実

2　生涯学習の推進

3　生涯スポーツの推進

4　芸術文化活動の振興

5　文化財の保存･活用と伝統文化の継承

1　農業･農村の振興

2　森林･林業の振興

3　商業の振興

4　観光の振興

5　工業の振興と企業誘致

6　雇用の確保と創出

7　定住化の推進

8　国内外交流の推進

1　協働のまちづくり

2　コミュニティ活動への支援

3　ボランティア活動の推進

4　男女共同参画社会の推進

1　情報化の推進

2　効果的で効率的な行政経営

3　財政の健全化

1-1　自然に優しい住みよいまちづくり

1-2　安全で快適なまちづくり

1-3　健やかなやすらぎのまちづくり

2-4　心豊かで創造的なまちづくり

2-5　いきいきとした活力あるまちづくり

3-6　市民と行政の協働のまちづくり

3-7　健全で開かれたまちづくり

美しく
住みよいまち

創造的で
　元気なまち

開かれた
ふれあいのまち
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南砺市総合計画後期基本計画

●緑化の推進 ●美化運動の推進 ●散居村景観の保全 ●水環境の保全 ●河川の環境整備

●不法投棄の防止 ●自然災害の防止 ●自然公園等の整備と管理 ●豊かな森づくりの推進

●ごみ減量化の推進 ●ごみ資源化の推進 ●環境基本計画の推進 ●エコビレッジ構想の推進 ●バイオマスの利活用の推進

●新エネルギーの利活用の推進

●国土利用計画の適正な運用 ●地籍調査の推進

●東海北陸自動車道の整備 ●道路網の整備促進 ●公共交通利用対策の推進 ●JR城端線活性化の推進 ●案内サインの整備

●公営駐車場等の整備

●地震対策･国民保護体制の整備 ●消防･救急体制の充実 ●防災体制･防災行政無線の整備･充実 ●自主防災組織への支援 ●火災予防の推進

●公共施設の耐震化 ●防災ダム関連施設の整備

●交通安全の啓発 ●交通安全施設の充実 ●防犯対策の推進 ●消費生活の安全･安心の確保

●消融雪施設の整備 ●除雪機械の整備･更新 ●克雪対策の推進 ●除雪計画の策定 ●地域ぐるみ除排雪の推進

●親雪･利雪活動の推進

●住環境の整備 ●公営住宅などの整備･改築･管理

●都市景観の整備 ●公園緑地の整備･充実

●水道･簡易水道施設の整備･更新 ●下水道施設の整備･更新 ●雨水排水対策の推進 ●上下水道事業の経営の健全化

●公害防止対策の推進 ●生活環境衛生対策の充実

●地域福祉活動拠点の確保 ●地域福祉計画の着実な浸透 ●社会福祉活動団体などへの支援 ●公共施設等のユニバーサルデザイン化

●保育園の整備 ●児童の居場所づくりの推進 ●保育サービスの充実及び幼児教育への支援

●子育て支援サービスの充実 ●次代の親の育成 ●児童･子育て家庭相談の充実 ●ひとり親家庭の自立支援

●介護施設の整備･充実 ●高齢者福祉施設の整備･充実 ●通所系介護サービスの充実 ●在宅介護･福祉サービスの充実 ●介護予防の推進

●高齢者の相談･支援体制の充実 ●高齢者の生きがい･健康づくりの推進

●障がい者福祉施設の整備･充実 ●障がい者福祉施設の運営への支援 ●障がい者生活福祉の充実 ●障がい者自立への支援

●保健事業の推進 ●健康づくり事業の推進 ●保健センターの整備と機能充実

●公立病院経営の健全化 ●診療体制の充実 ●施設整備と医療機器の導入･更新 ●地域包括医療ケアシステムの構築

●社会保障制度の適正な運営

●学校施設･設備の整備 ●教育備品の充実 ●「確かな学力」の育成 ●健やかな心と体の育成

●社会教育施設の整備･充実 ●地区公民館の整備 ●生涯学習活動の推進 ●公民館活動への支援 ●青少年健全活動への支援

●社会体育施設の整備･充実 ●体育施設の効率的な管理体制の確立 ●学校体育施設の利活用 ●各種スポーツ大会･教室の開催 ●スポーツ活動への支援

●総合型地域スポーツクラブの育成

●芸術文化活動への支援 ●文化ホール･美術館などの事業の充実 ●芸術文化施設の整備

●世界遺産等の環境整備 ●文化財収蔵･展示施設の整備 ●伝統文化保存団体への支援 ●伝統芸能技術･歴史的資料の保存･継承 ●民俗文化財の保存･継承

●農業生産基盤の整備 ●農業経営基盤の強化 ●農村環境の保全整備 ●都市と農村の交流 ●農畜産物の生産振興

●食育･地産地消の推進 ●内水面漁業の振興

●林業生産基盤の整備 ●林業経営基盤の強化 ●特用林産物の生産振興 ●森林整備の推進

●商業･サービス業の振興 ●中心市街地の賑わいの創出 ●伝統産業の振興

●観光資源の開発と活性化 ●滞在型･体験型観光の推進 ●観光客誘致活動の強化 ●観光客受け入れ態勢の強化 ●国際観光の推進

●中小企業の振興 ●企業立地の促進 ●起業（家）支援 ●新産業の創出 ●産学官連携の強化

●就業・雇用の対策 ●高齢者や障がい者等の雇用の確保

●定住促進への支援 ●結婚活動への支援 ●過疎地域対策の推進

●国際交流団体への支援 ●国内交流団体への支援 ●国内外交流の推進

●協働事業の推進 ●情報共有の推進 ●自治振興会を核とした住民自治組織との連携 ●市民団体等への支援 ●市民団体等の連携

●NPO法人設立への支援

●地域内分権の推進 ●地域拠点施設の整備 ●自治会･自治振興会等への支援 ●コミュニティ活動･まちづくり団体への支援 ●地域人材育成の推進

●一人一ボランティアの推進 ●ボランティアセンターの充実 ●ボランティア団体の連携･活動強化

●啓発事業の推進 ●社会環境づくりの推進

●地域情報化の推進 ●超高速ネットワークの整備促進 ● ICカード（住基カード）の普及啓発 ●電算システムの推進

●広域行政の推進 ●行政改革の推進 ●計画行政の推進 ●職員資質の向上

●計画的な財政運営 ●市有財産の適正管理 ●遊休財産の処分 ●公共施設の再編 ●自主財源の確保

展開の方針（施策中分類）基本計画基本方針基本目標

1　自然環境の保全と活用

2　循環型社会の構築

3　適正な土地利用の推進

1　道路･交通ネットワークの充実

2　消防･防災体制の充実

3　交通安全･防犯対策の推進

4　克雪･親雪･利雪の推進

5　良質な住宅･宅地の供給

6　良好な都市景観の形成

7　上下水道の整備

8　環境衛生対策の充実

1　地域福祉の推進

2　子育て環境の充実

3　子育て家庭への支援

4　高齢者福祉の充実

5　障がい者福祉の充実

6　健康づくりの推進

7　医療体制の充実

8　社会保障制度の適正な運営

1　学校教育の充実

2　生涯学習の推進

3　生涯スポーツの推進

4　芸術文化活動の振興

5　文化財の保存･活用と伝統文化の継承

1　農業･農村の振興

2　森林･林業の振興

3　商業の振興

4　観光の振興

5　工業の振興と企業誘致

6　雇用の確保と創出

7　定住化の推進

8　国内外交流の推進

1　協働のまちづくり

2　コミュニティ活動への支援

3　ボランティア活動の推進

4　男女共同参画社会の推進

1　情報化の推進

2　効果的で効率的な行政経営

3　財政の健全化

1-1　自然に優しい住みよいまちづくり

1-2　安全で快適なまちづくり

1-3　健やかなやすらぎのまちづくり

2-4　心豊かで創造的なまちづくり

2-5　いきいきとした活力あるまちづくり
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南砺市総合計画
後期基本計画に
おける重点施策

　本市では、人口の減少が
著しく、現在の将来推計人
口は、当初計画策定時の推
計人口を下回っています。
また、高齢化率が全国を上
回った割合で推移していま
す。
　豊かな自然、世界遺産を
はじめとした貴重な観光資
源、充実した子育て環境な
ど、内外に誇れる豊かな生
活環境をより充実させなが
ら、安全で安心して暮らせ
るまちづくりを進め、定住
化の推進を図ります。

　南砺市総合計画がスタートして５年。本市を取り巻く社会情勢はいろいろと変
化しており、特に人口の減少、少子高齢化や過疎化の進行といった状況への対策
など、市政全般に関わる課題が山積しております。
　このような状況の中、今回の総合計画見直しでは、計画期間の後期５年間（平
成24年度～平成28年度）に向けて基本計画の施策の柱を39に再編。「さきがけ
て　緑の里から　世界へ」という基本構想に掲げる姿を目指し、市民と行政がと
もに取り組んでいきます。
　そして、これらの施策を展開するに当たり、重点施策として位置づける施策に
ついて、政策分野の異なる施策を一体的に連携させ、限られた経営資源の選択と
集中を行いながら市民の暮らしの満足度を高め安定した行財政経営を行います。

道路・交通ネットワークの充実
消防・防災体制の充実

高齢者福祉の充実

健康づくりの推進

医療体制の充実

定住化の推進

JR城端線活性化の推進
消防・救急体制の充実
防災体制・防災行政無線の整備・充実
介護施設の整備・充実
通所系介護サービスの充実
在宅介護・福祉サービスの充実
高齢者の相談・支援体制の充実
保健事業の推進
健康づくり事業の推進
診療体制の充実
施設整備と医療機器の導入・更新
地域包括医療ケアシステムの構築
定住促進への支援
結婚活動への支援
過疎地域対策の推進

施策の柱 重点的な取組み

　高度化・多様化する市民
ニーズや新たな地域課題に
対応し、地域の特性を生か
した個性豊かなまちづくり
を行い、住む人、集う人が
互いに支え合い、助け合う
昔ながらの地域コミュニ
ティが維持できるよう協働
のまちづくりを進めます。
　そして、資源や自然、人
を大切にし、共生する社会
を次代に引き継ぎます。

循環型社会の構築

協働のまちづくり

コミュニティ活動への支援

環境基本計画の推進
エコビレッジ構想の推進
バイオマスの利活用の推進
新エネルギーの利活用の推進
協働事業の推進
自治振興会を核とした住民自治組織との
連携
市民団体等への支援
地域内分権の推進
地域拠点施設の整備

施策の柱 重点的な取組み

　活力ある本市の源となる
“人・もの”の交流を支える
社会基盤を充実して産業の
振興による雇用の創出と若
い世代への就業支援による
IJU（いじゅう）ターンを
促進します。
　観光資源や地域資源を活
かして交流人口の拡大に努
め、明日の南砺市を担う子
どもたちを社会全体で守り
育て、南砺市が元気になる
まちづくりを進めます。

自然環境の保全と活用
道路・交通ネットワークの充実

子育て環境の充実

子育て家庭への支援

学校教育の充実

農業・農村の振興

観光の振興

工業の振興と企業誘致

雇用の確保と創出

豊かな森づくりの推進
東海北陸自動車道の整備
道路網の整備促進
保育園の整備
児童の居場所づくりの推進
子育て支援サービスの充実
児童・子育て家庭相談の充実
学校施設・設備の整備
健やかな心と体の育成
農業経営基盤の強化
農村環境の保全整備
食育・地産地消の推進
観光資源の開発と活性化
滞在型・体験型観光の推進
企業立地の促進
起業（家）支援
新産業の創出
就業・雇用の対策
高齢者や障がい者等の雇用の確保

施策の柱 重点的な取組み

人口の減少・過疎化の進行
少子高齢化の進行

将来への展望

安心
定住誇り

安心・定住誇り

産業･子育て･人づくり元気

協働・環境共生

産業
子育て
人づくり

元気

協働
環境共生
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