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　　児童生徒が、ふるさとに誇りを持ち、仲間とともに学び合うことができる環境づくりを進めます。
　　「確かな学力」と健やかな心身の育成に取り組みます。

  心豊かで創造的なまちづくり2－4

2-4-1　学校教育環境づくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

教育環境の充実 ・学校間をつなぐ遠隔協働学習
 ・学校図書館の充実
 ・教材備品の充実
 ・郷土学習教材の作成・活用
 ・学校施設の整備・大規模改修･長寿命化改修
 ・学校施設のバリアフリー化の推進
 ・防犯対策の推進
 ・小規模特認校や義務教育学校の調査研究

「確かな学力」の育成 ・とやま型学力向上総合支援事業
 ・臨任講師、スタディ・メイト※、ＡＬＴ等の配置
 ・山村留学定住事業
 ・教職員研修の充実
 ・情報教育の推進
 ・総合的な学習の推進

ふるさとを想う豊かな ・ふるさと教育推進事業
心と健やかな体の育成 ・奨学金を活用した大学生等の地方定着促進事業
 ・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の
 　相談体制の充実
 ・適応指導教室運営事業
 ・社会に学ぶ「14歳の挑戦」事業
 ・少子化に伴う部活動のあり方の検討
 ・部活動指導者の派遣
 ・学校給食の充実
 ・運動の日常化につながる体育の授業の工夫

施策中分類 主な事業

○教育環境の充実
　　児童生徒がふるさとに誇りを持ち、仲間ととも
に学び合うことができるよう、教育環境の整備を
進めるとともに、児童生徒数の減少を抑制するた
めに山村留学※定住事業、小規模特認校※及び小中
一貫教育※に向けての義務教育学校などについて
研究する必要があります。

○「確かな学力」の育成
　　「確かな学力」を育成するため、児童生徒への
きめ細かな学習指導や生活指導を行っています。
また、少人数学級や少人数指導による少人数教育
を進めています。
　　一方、児童生徒数の減少に伴って複式学級※の
増加が見込まれる学校においては、実情に合った
教職員の適正配置や指導力の向上などが求められ
ています。

○ふるさとを想う豊かな心と健やかな体の育成
　　心の教育や食育の推進により、子どもたちの豊
かな心と健やかな体を養うよう努めています。ま
た、将来にわたって本市で暮らし本市の発展を担
う人材を確保するため、故郷の自然や歴史、文化
に対する理解を深め、郷土に誇りと愛着を持つ子
どもを育むことが大切であり、そのために学校教
育等において本市の良さを知る機会の提供や地域
との絆を深める取り組みなどを進める必要があり
ます。一方、いじめや不登校などの問題について
は、いじめやネットトラブル等に関するアンケー
トを通して実態把握に努め、対策を講じるととも
に、学校や家庭、地域の教育力を一層高めます。
また、スクールソーシャルワーカー※等の配置や
適応指導教室の充実により、その解決を目指して
います。また、特別な支援を必要とする子どもに
対しては、継続的かつ一貫した支援が行えるよう
緊密な相談体制を築く必要があります。
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かな心と健やかな体を養うよう努めています。ま
た、将来にわたって本市で暮らし本市の発展を担
う人材を確保するため、故郷の自然や歴史、文化
に対する理解を深め、郷土に誇りと愛着を持つ子
どもを育むことが大切であり、そのために学校教
育等において本市の良さを知る機会の提供や地域
との絆を深める取り組みなどを進める必要があり
ます。一方、いじめや不登校などの問題について
は、いじめやネットトラブル等に関するアンケー
トを通して実態把握に努め、対策を講じるととも
に、学校や家庭、地域の教育力を一層高めます。
また、スクールソーシャルワーカー※等の配置や
適応指導教室の充実により、その解決を目指して
います。また、特別な支援を必要とする子どもに
対しては、継続的かつ一貫した支援が行えるよう
緊密な相談体制を築く必要があります。
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目標値の設定理由

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標

※山村留学
　　　自然豊かな農山漁村に一年単位で移り住み、地元の小・中学校に通いながら、様々な自然体験や集団生活を体験する教育活動。
※小規模特認校
　　　自然豊かな環境に恵まれた小規模な小・中学校に、同じ市町村内の通学区域外からでも入学できる学校の運営体制。
※小中一貫教育
　　　一般の小学校で行われている初等教育と一般の中学校で行われている前期中等教育の課程に、一貫性を持たせた体系的な学校制度。
※複式学級
　　　児童生徒数が著しく少ない時に、小・中学校において二つ以上の学年の児童生徒を一つに編制した学級。
※スクールソーシャルワーカー
　　　教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有する者で、問題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が置かれた環境への
　　働きかけや、関係機関等とのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図っていく人材。
※スタディ・メイト
　　　小・中学校に在籍する特別な支援を要する子どもたちの学校生活の支援を行う特別支援教育支援員。
※全国学力・学習状況調査
　　　全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施設の成果と課題を検証しその改善を図るために、平成19年度から文部科学省が
　　小学６年生と中学３年生を対象として実施している調査。国語科と算数・数学科は毎年度実施、理科は３年に一度実施（次回は平成30年）。

・学校給食の充実……2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

学校施設大規模・長寿命化改修
完了学校数 

校 － － 2.0 

児童一人当たりの月平均学校 冊 5.5 4.5 8.0 
図書館図書貸出冊数

生徒一人当たりの月平均学校 冊 0.4 0.5 2.0 
図書館図書貸出冊数

全国学力調査※の県平均正答率を ％ 75.0 40.0 100
上回る教科の割合（小学校） 

全国学力調査の県平均正答率を ％ 0.0 0.0 100
 

上回る教科の割合（中学校）

南砺市全体の分野別説明教材の種類 種類 6 10 10 

子どもたちからのふるさと振興への 校 － 2 2 
提案を行う年間学校数

【学校施設大規模・長寿命化改修完了学校数】
　　市の公共施設等総合管理計画に基づき、目標値を２校としました。
【児童一人当たりの学校図書館図書貸出冊数】
　　現在児童一人当たりの月平均貸出図書数は4.9冊ですが、読書活動の推進により、これまでの最大実績値
（6.1冊）より一人2.0冊増やすことを目指して、目標値を月平均8.0冊としました。
【生徒一人当たりの学校図書館図書貸出冊数】
　　現在生徒一人当たりの月平均貸出図書数0.4冊ですが、読書活動の推進により、これまでの最大実績値
（0.5冊）より一人1.5冊増やすことを目指して、目標値を月平均2.0冊としました。
【全国学力調査の県平均正当率を上回る割合（小学校・中学校）】
　　県平均正当率を全ての教科問題で上回ることを目指し、目標値を100％としました。
【分野別説明教材の種類】
　　当初計画で必要と考えていた教材数10種類については作成済です。今後も維持していくことが重要であ
ることから、目標値を10種類としました。
【子どもたちからのふるさと振興への提案学校数】
　　今後、ふるさと教育を充実することにより、「未来の南砺市のまちづくり」について小中学生が考え、
市長へ提言する学校数の目標値を年間２校に設定しました。
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　　誰もが生涯にわたりいつでも気軽に学び続け、生きがいを持って暮らせる社会を目指します。

※レファレンスサービス
　　　図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館職員が情報そのものあるいはそのために必要とされる
　　資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務のこと。

・家庭教育の推進……1-3-7「子育て家庭への切れ目ない総合的な支援」に関連施策を掲載。
・公民館活動への支援……3-6-2「自ら考え自ら行動するコミュニティ活動への支援」に関連施策を掲載。

2-4-2　生涯にわたり学べる環境づくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標

施策の展開

生涯学習施設の整備・充実 ・文化センター、地区公民館などの計画的な改修
 ・図書館の蔵書の充実とレファレンスサービス※の向上

生涯学習活動の推進 ・市民大学講座等の開催
 ・地域の資源（人材、施設）を活用した生涯学習の推進
 ・社会教育推進大会の開催
 ・地域や公民館活動を通じた家庭教育の推進

公民館活動への支援 ・公民館活動の支援及び施設維持管理への交付金の継続
 ・公民館職員の資質の向上に向けた研修会等の開催

青少年健全活動への支援 ・青少年育成市民会議活動への支援

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

学習活動を行っている市民の割合 ％ 21.5 27.6 30.0 

学習したことを実践している ％ 12.5 33.9 42.0 市民の割合

一人当たり図書貸出し図書数 冊 5.9 7.2 7.4 

各種講座参加者数 人 10,843 9,551 12,000

○生涯学習施設の整備・充実
　　市民一人ひとりが心豊かで生きがいのある人生
を送るために、生涯学習のできる施設の整備や機
能の充実を推進する必要があります。
　　特に地区公民館は、地域の生涯学習の拠点であ
り、施設の整備・充実が求められています。ま
た、文化センター等は、施設の統廃合の検討・計
画を進め、老朽施設等の計画的改修を実施する必
要があり、図書館は、蔵書を増やし更なる利用を
図る必要があります。

【学習活動を行っている市民の割合】 
　　各種講座の企画を工夫するなど、市民が学習活動に参加しやすい環境づくりを目指し、平成27年３月策
定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を30.0％に設定しました。
【学習したことを実践している市民の割合】
　　時間的に余裕のある65～70歳代の元気な団塊世代への働きかけを強め、現状を上回る成果を目指し、目
標値を42％に設定しました。
【一人当たり図書貸出し図書数】
　　平成27年３月策定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を7.4冊に設定しました。
【各種講座参加者数】
　　平成27年３月策定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を12,000人に設定しました。

○生涯学習活動の推進
　　誰もが学び続けられる機会と環境をつくるた
め、各種生涯学習講座を引き続き実施するととも
に、市民が自主的に企画・運営する講座・サーク
ルの活動を進めることが求められています。特に
参加率の低い若い世代が参加しやすい環境づくり
を進めていく必要があります。
　　また、人口減に伴う地域コミュニティの活力低
下を防ぐためにも、地区公民館や地域と連携した
事業を進める必要があります。
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  心豊かで創造的なまちづくり2－4

　　誰もが生涯にわたりいつでも気軽に学び続け、生きがいを持って暮らせる社会を目指します。

※レファレンスサービス
　　　図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館職員が情報そのものあるいはそのために必要とされる
　　資料を検索・提供・回答することによってこれを助ける業務のこと。

・家庭教育の推進……1-3-7「子育て家庭への切れ目ない総合的な支援」に関連施策を掲載。
・公民館活動への支援……3-6-2「自ら考え自ら行動するコミュニティ活動への支援」に関連施策を掲載。

2-4-2　生涯にわたり学べる環境づくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標

施策の展開

生涯学習施設の整備・充実 ・文化センター、地区公民館などの計画的な改修
 ・図書館の蔵書の充実とレファレンスサービス※の向上

生涯学習活動の推進 ・市民大学講座等の開催
 ・地域の資源（人材、施設）を活用した生涯学習の推進
 ・社会教育推進大会の開催
 ・地域や公民館活動を通じた家庭教育の推進

公民館活動への支援 ・公民館活動の支援及び施設維持管理への交付金の継続
 ・公民館職員の資質の向上に向けた研修会等の開催

青少年健全活動への支援 ・青少年育成市民会議活動への支援

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

学習活動を行っている市民の割合 ％ 21.5 27.6 30.0 

学習したことを実践している ％ 12.5 33.9 42.0 市民の割合

一人当たり図書貸出し図書数 冊 5.9 7.2 7.4 

各種講座参加者数 人 10,843 9,551 12,000

○生涯学習施設の整備・充実
　　市民一人ひとりが心豊かで生きがいのある人生
を送るために、生涯学習のできる施設の整備や機
能の充実を推進する必要があります。
　　特に地区公民館は、地域の生涯学習の拠点であ
り、施設の整備・充実が求められています。ま
た、文化センター等は、施設の統廃合の検討・計
画を進め、老朽施設等の計画的改修を実施する必
要があり、図書館は、蔵書を増やし更なる利用を
図る必要があります。

【学習活動を行っている市民の割合】 
　　各種講座の企画を工夫するなど、市民が学習活動に参加しやすい環境づくりを目指し、平成27年３月策
定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を30.0％に設定しました。
【学習したことを実践している市民の割合】
　　時間的に余裕のある65～70歳代の元気な団塊世代への働きかけを強め、現状を上回る成果を目指し、目
標値を42％に設定しました。
【一人当たり図書貸出し図書数】
　　平成27年３月策定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を7.4冊に設定しました。
【各種講座参加者数】
　　平成27年３月策定の教育振興基本計画に合わせて、目標値を12,000人に設定しました。

○生涯学習活動の推進
　　誰もが学び続けられる機会と環境をつくるた
め、各種生涯学習講座を引き続き実施するととも
に、市民が自主的に企画・運営する講座・サーク
ルの活動を進めることが求められています。特に
参加率の低い若い世代が参加しやすい環境づくり
を進めていく必要があります。
　　また、人口減に伴う地域コミュニティの活力低
下を防ぐためにも、地区公民館や地域と連携した
事業を進める必要があります。
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  心豊かで創造的なまちづくり2－4

　　誰もが生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らせる社会を目指します。

2-4-3　生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

社会体育施設の整備・充実 ・社会体育施設（体育館、プール等）の計画的な改修

体育施設の効率的な ・指定管理者制度による効率的な運営と強化
管理体制の確立

学校体育施設の利活用 ・学校体育施設（小中学校体育館、グラウンド）開放の推進

各種スポーツ大会・ ・「なんと元気っ子教室」の推進
教室の開催 ・スポーツ指導者や団体の育成・強化
 ・市民体育大会や全国大会などの開催

スポーツ活動への支援 ・各競技団体の活動・競技力向上支援

総合型地域スポーツクラブ ・総合型地域スポーツクラブの育成と自立に向けた支援
の育成

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

スポーツを行っている市民の割合 ％ 23.0 43.2 50.0 

総合型地域スポーツクラブ加入率 ％ 16.8 19.4 20.0

○社会体育施設の整備・充実
　　生涯スポーツに対するニーズが多様化している
ことから、利用者の利便性の向上を図るため、社
会体育施設の計画的な改修を行う必要がありま
す。
　　また、社会体育施設及び学校体育施設の管理・
運営については、指定管理者制度による効率性が
今以上に求められています。

○スポーツの推進
　　本市体育協会加盟団体から全国大会等へ多数の
選手を輩出しています。今後とも、スポーツ指導
者の育成を図り、競技力の向上に努める必要があ
ります。
　　また、市民にスポーツの楽しさを知ってもらう
ため、積極的に、気軽に参加できるスポーツ大会
や教室を開催する必要があります。

【スポーツを行っている市民の割合】
　　現状では約40％程度ですが、スポーツ参加の機会づくりや総合型スポーツクラブの活動の充実を図り、
定期的にスポーツ活動に親しむ市民の増加を目指し、目標値を50％に設定しました。
【総合型地域スポーツクラブ加入率】
　　近年加入率は順調に伸びていますが、今後の人口減少と高齢化の進行により伸び率の低下が予想されま
す。こうした状況を勘案して設定された平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせ
て20.0％に設定しました。

○総合型地域スポーツクラブの育成
　　各地域で「総合型地域スポーツクラブ」が設立
されていますが、高齢化が進む地域の運営が厳し
くなっています。当該クラブは、生涯スポーツの
推進に重要な役割を果たしていることから、自立
した運営ができるよう支援する必要があります。
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  心豊かで創造的なまちづくり2－4

　　誰もが生涯にわたりスポーツに親しみ、心身ともに健やかに暮らせる社会を目指します。

2-4-3　生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

社会体育施設の整備・充実 ・社会体育施設（体育館、プール等）の計画的な改修

体育施設の効率的な ・指定管理者制度による効率的な運営と強化
管理体制の確立

学校体育施設の利活用 ・学校体育施設（小中学校体育館、グラウンド）開放の推進

各種スポーツ大会・ ・「なんと元気っ子教室」の推進
教室の開催 ・スポーツ指導者や団体の育成・強化
 ・市民体育大会や全国大会などの開催

スポーツ活動への支援 ・各競技団体の活動・競技力向上支援

総合型地域スポーツクラブ ・総合型地域スポーツクラブの育成と自立に向けた支援
の育成

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

スポーツを行っている市民の割合 ％ 23.0 43.2 50.0 

総合型地域スポーツクラブ加入率 ％ 16.8 19.4 20.0

○社会体育施設の整備・充実
　　生涯スポーツに対するニーズが多様化している
ことから、利用者の利便性の向上を図るため、社
会体育施設の計画的な改修を行う必要がありま
す。
　　また、社会体育施設及び学校体育施設の管理・
運営については、指定管理者制度による効率性が
今以上に求められています。

○スポーツの推進
　　本市体育協会加盟団体から全国大会等へ多数の
選手を輩出しています。今後とも、スポーツ指導
者の育成を図り、競技力の向上に努める必要があ
ります。
　　また、市民にスポーツの楽しさを知ってもらう
ため、積極的に、気軽に参加できるスポーツ大会
や教室を開催する必要があります。

【スポーツを行っている市民の割合】
　　現状では約40％程度ですが、スポーツ参加の機会づくりや総合型スポーツクラブの活動の充実を図り、
定期的にスポーツ活動に親しむ市民の増加を目指し、目標値を50％に設定しました。
【総合型地域スポーツクラブ加入率】
　　近年加入率は順調に伸びていますが、今後の人口減少と高齢化の進行により伸び率の低下が予想されま
す。こうした状況を勘案して設定された平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせ
て20.0％に設定しました。

○総合型地域スポーツクラブの育成
　　各地域で「総合型地域スポーツクラブ」が設立
されていますが、高齢化が進む地域の運営が厳し
くなっています。当該クラブは、生涯スポーツの
推進に重要な役割を果たしていることから、自立
した運営ができるよう支援する必要があります。
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　　市民一人ひとりが多様な文化芸術活動に自発的に参加し、創造の喜びに浸ることができる環境づくりを
進めます。

※文化芸術創造都市
　　　文化庁において、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等に領域横断的に活用し、市民参加の下，文化芸術の力により地域の活性化や
　　地域課題の解決に取り組む地方自治体を「文化芸術創造都市」として位置づけ、特に顕著な成果をあげている市区町村を表彰しているもので、南砺市
　　は平成22年度に受賞している。これを契機に、市では、文化行政の計画的・効率的に実施するために平成27年度「南砺市文化芸術振興基本計画」を
　　策定した。

2-4-4　文化芸術創造都市の振興
施策の目指すべき姿

現状と課題

用  語  解  説

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開

文化芸術活動への支援 ・文化芸術活動の交流促進による、質的向上や規模の拡大
 ・美術展開催による、文化芸術に親しむ機会の拡充
 ・市民が多彩な文化芸術活動に参加できる機会の拡充
 ・文化芸術団体の活動支援による組織の強化
 ・国際舞台芸術活動への支援
 ・文化芸術活動を担う人材の育成

文化ホール・美術館などの ・文化ホールや美術館の主催事業や企画展などの充実
事業の充実

文化芸術施設の整備 ・美術館などの施設整備による展示や収蔵機能の拡充

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

積極的に文化活動を行っている ％ 14.9 16.2 17.0 市民の割合

市美術展作品出品者数 人 321 336 400 

文化ホール等利用者数 人 108,800 102,400 125,000 

美術館入場者数 人 15,000 17,700 21,000 福光美術館

文化芸術イベントへの観光客 万人 － 37.6 40.0入り込み数

○魅力ある文化芸術事業の推進
　　南砺市には演劇の聖地利賀で開催されるSCOT
サマー・シーズン、ワールドミュージックの祭典
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、木彫りを通し
て世界をつなぐいなみ国際木彫刻キャンプなどの
優れた国際文化芸術事業があり、市民は自由に参
加できます。これらの創造性豊かな新しい文化
と、古くから継承されている伝統文化によって地
域振興が図られていることが評価され、平成23年
３月に文化庁「文化芸術創造都市※」の表彰を受
けていますが、市民の認識度は高くありません。
　　それぞれの地域の魅力は、市民自らの取り組み
によって形成されていることを再認識し、「文化
芸術創造都市」南砺市として、一体感を高めてい
く必要があります。

【積極的に文化活動を行っている市民の割合】
　　近年は減少傾向で13％台にありますが、多様化する市民のニーズに的確に対応した文化活動を推進し、
参加率の向上につなげることとして、平成27年3月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて
17％に設定しました。
【市美術展出品者数】
　　近年は300人台前半のまま横ばいで推移していますが、啓発活動による新たな出品者の増加に努めると
ともに、次代を担う児童・生徒の作品を併設展示するなどの工夫によって関心を高め、将来の出品意欲増
大に期待することとし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて400人に設定
しました。
【文化ホール等利用者数】
　　近年は10万人をわずかに上回ったところで横ばいで推移していますが、市民のニーズを的確に把握し、
各ホールの特徴を活かした魅力的事業を展開していくこととし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の
平成31年目標値と合わせて125,000人に設定しました。
【美術館入場者数】
　　常設展示室の増築以来、入場者数は増加傾向にありますが、魅力的な企画展の開催により新たな客層の
開拓を図ることとし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて21,000人に設定
しました。
【文化芸術イベントへの観光客入り込み数】
　　市内で開催されるイベントの充実により、観光客入り込み数の目標値を40万人に設定しました。現在よ
り３万人の増加を見込みます。

○市民の文化芸術活動の支援
　　豊かな人間形成やうるおいある生活の実現を目
指すため、市民の自発的な文化芸術活動に対し
て、活動の場や発表機会の充実、各種文化芸術活
動団体への支援、指導者の育成などを進める必要
があります。
　　特に、次代を担う子どもたちが文化芸術に親し
むことが大切であることから、文化ホール・美術
館などの事業を充実するとともに、活動への参加
を促すよう働きかけていく必要があります。

○文化芸術施設の整備
　　本市の文化芸術施設は複数あり、近隣他市に比
べて文化芸術活動に触れやすい環境にあります。
文化芸術活動の拠点施設として一定の水準を保ち
続けることが重要であり、施設の老朽化等への対
応を適宜進めていくことが求められています。
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  心豊かで創造的なまちづくり2－4

　　市民一人ひとりが多様な文化芸術活動に自発的に参加し、創造の喜びに浸ることができる環境づくりを
進めます。

※文化芸術創造都市
　　　文化庁において、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興等に領域横断的に活用し、市民参加の下，文化芸術の力により地域の活性化や
　　地域課題の解決に取り組む地方自治体を「文化芸術創造都市」として位置づけ、特に顕著な成果をあげている市区町村を表彰しているもので、南砺市
　　は平成22年度に受賞している。これを契機に、市では、文化行政の計画的・効率的に実施するために平成27年度「南砺市文化芸術振興基本計画」を
　　策定した。

2-4-4　文化芸術創造都市の振興
施策の目指すべき姿

現状と課題

用  語  解  説

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開

文化芸術活動への支援 ・文化芸術活動の交流促進による、質的向上や規模の拡大
 ・美術展開催による、文化芸術に親しむ機会の拡充
 ・市民が多彩な文化芸術活動に参加できる機会の拡充
 ・文化芸術団体の活動支援による組織の強化
 ・国際舞台芸術活動への支援
 ・文化芸術活動を担う人材の育成

文化ホール・美術館などの ・文化ホールや美術館の主催事業や企画展などの充実
事業の充実

文化芸術施設の整備 ・美術館などの施設整備による展示や収蔵機能の拡充

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

積極的に文化活動を行っている ％ 14.9 16.2 17.0 市民の割合

市美術展作品出品者数 人 321 336 400 

文化ホール等利用者数 人 108,800 102,400 125,000 

美術館入場者数 人 15,000 17,700 21,000 福光美術館

文化芸術イベントへの観光客 万人 － 37.6 40.0入り込み数

○魅力ある文化芸術事業の推進
　　南砺市には演劇の聖地利賀で開催されるSCOT
サマー・シーズン、ワールドミュージックの祭典
スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、木彫りを通し
て世界をつなぐいなみ国際木彫刻キャンプなどの
優れた国際文化芸術事業があり、市民は自由に参
加できます。これらの創造性豊かな新しい文化
と、古くから継承されている伝統文化によって地
域振興が図られていることが評価され、平成23年
３月に文化庁「文化芸術創造都市※」の表彰を受
けていますが、市民の認識度は高くありません。
　　それぞれの地域の魅力は、市民自らの取り組み
によって形成されていることを再認識し、「文化
芸術創造都市」南砺市として、一体感を高めてい
く必要があります。

【積極的に文化活動を行っている市民の割合】
　　近年は減少傾向で13％台にありますが、多様化する市民のニーズに的確に対応した文化活動を推進し、
参加率の向上につなげることとして、平成27年3月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて
17％に設定しました。
【市美術展出品者数】
　　近年は300人台前半のまま横ばいで推移していますが、啓発活動による新たな出品者の増加に努めると
ともに、次代を担う児童・生徒の作品を併設展示するなどの工夫によって関心を高め、将来の出品意欲増
大に期待することとし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて400人に設定
しました。
【文化ホール等利用者数】
　　近年は10万人をわずかに上回ったところで横ばいで推移していますが、市民のニーズを的確に把握し、
各ホールの特徴を活かした魅力的事業を展開していくこととし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の
平成31年目標値と合わせて125,000人に設定しました。
【美術館入場者数】
　　常設展示室の増築以来、入場者数は増加傾向にありますが、魅力的な企画展の開催により新たな客層の
開拓を図ることとし、平成27年３月策定の教育振興基本計画の平成31年目標値と合わせて21,000人に設定
しました。
【文化芸術イベントへの観光客入り込み数】
　　市内で開催されるイベントの充実により、観光客入り込み数の目標値を40万人に設定しました。現在よ
り３万人の増加を見込みます。

○市民の文化芸術活動の支援
　　豊かな人間形成やうるおいある生活の実現を目
指すため、市民の自発的な文化芸術活動に対し
て、活動の場や発表機会の充実、各種文化芸術活
動団体への支援、指導者の育成などを進める必要
があります。
　　特に、次代を担う子どもたちが文化芸術に親し
むことが大切であることから、文化ホール・美術
館などの事業を充実するとともに、活動への参加
を促すよう働きかけていく必要があります。

○文化芸術施設の整備
　　本市の文化芸術施設は複数あり、近隣他市に比
べて文化芸術活動に触れやすい環境にあります。
文化芸術活動の拠点施設として一定の水準を保ち
続けることが重要であり、施設の老朽化等への対
応を適宜進めていくことが求められています。
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  心豊かで創造的なまちづくり2－4

　　ユネスコの世界遺産に登録されている「五箇山の合掌造り集落」、無形文化遺産に「山・鉾・屋台行
事」として登録された「城端神明宮祭の曳山行事」をはじめとする、多様な文化財や伝統文化が地域の宝
として認識されるとともに、世代を超えて保存・継承されることを目指します。

※コガヤ
　　　合掌造り家屋の屋根葺き材料。五箇山ではコガヤ（小茅＝カリヤス）、白川郷などではオオガヤ（大茅＝ススキ）が伝統的に使われてきた。

○世界遺産の環境整備
　　世界遺産「五箇山の合掌造り集落」では、後継者の不足や規制に伴う生活の不便さ、屋根葺材料となる
コガヤ※の不足などが問題となっています。地域住民とともに策定した世界遺産マスタープランに基づ
き、地域住民の主体性を重視しながら、住み続けやすい環境整備を進めていくとともに、市域全体で世界
遺産への理解を深めていく必要があります。
○文化財保存・展示施設の整備
　　市内には歴史・民俗資料など、多数の文化財が残されていますが、市の収蔵施設が不十分であるため、
市民などからの寄贈・寄託希望に十分対応できていないのが現状です。
　　今後は収蔵施設の増設等を検討し、文化財の収集、保存に努めていく必要があります。
○伝統芸能技術と歴史資料の保存・継承
　　市内には200を超える多くの指定文化財があり、保存や活用法の検討が必要となっています。また、民
俗文化財を継承する集落では、後継者不足が深刻な問題となっています。
　　長い歴史の中で守られてきた文化財は、市の歴史や文化を正しく理解するために大切なものです。市民
共有の財産として保存するため、調査研究データの蓄積を進めるとともに、伝統文化保存団体等への支援
を含め、優れた伝統芸能、伝統技術を持つ人材を確保･育成し、文化財の保存継承を図る必要がありま
す。
○無形文化遺産の保存・継承・発信
　　ユネスコ無形文化遺産に登録された「城端神明宮祭の曳山行事」は、古い神迎え行列の形式を今に伝え
る祭礼です。伝統ある行事ですが、曳山・庵屋台等の整備や後継者不足などが問題となっています。後継
者の確保など、その保存と継承に努めるとともに魅力を発信していく必要があります。

【コガヤ年間生産量】
　　茅葺屋根の材料となるコガヤが不足していることから、茅場の造成計画を進めています。現在の計画面
積から、目標値を15,000束に設定しました。
【獅子舞保存団体数】
　　少子高齢化の進行により存続が難しくなっている地域もありますが、伝統文化継承の重要性を周知し、
目標値を現状維持の104団体に設定しました。
【埋蔵文化財センター入館者数】
　　新たな展示や体験学習の開催により、入館者増の2,000人に目標値を設定しました。
【城端曳山会館入館者数】
　　ユネスコ無形文化遺産登録を機に観光との連携強化を図ることから、目標値を12,000人に設定しました。

2-4-5　文化財の保存・活用と伝統文化の継承

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

世界遺産等の環境整備 ・世界遺産サポーターの確保
 ・五箇山茅場の造成事業

文化財収蔵・展示施設の ・民俗資料館などの機能充実
整備 ・埋蔵文化財保管・展示施設の整備
 ・文化財の活用や情報発信のための調査・研究、データの蓄積
 ・文化財の国登録制度の活用を検討

伝統文化保存団体等への支援 ・伝統文化保存団体の活動支援と後継者の育成

伝統芸能技術・ ・歴史資料や古文書の調査研究及び埋蔵文化財の調査と保存
歴史的資料の保存・継承 ・展示会やシンポジウム開催
 ・地域文化の保存・継承による、郷土への理解と愛着の深化

民俗文化財の保存・継承 ・地域の民俗文化財の保存・継承団体の活動支援
 ・民俗文化財の調査・収集及び展示等の活用

無形文化遺産の保存・ ・曳山・庵屋台等の整備・保存
継承・発信 ・観光との連携による魅力の発信

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

用  語  解  説

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

コガヤ年間生産量 束 10,000 12,000 15,000 

南砺市内で継承されている獅子舞の数 団体 104 104 104 

埋蔵文化財センター入館者数 人 677 1,590 2,000 

城端曳山会館入館者数 人 9,136 4,210 12,000 
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　　ユネスコの世界遺産に登録されている「五箇山の合掌造り集落」、無形文化遺産に「山・鉾・屋台行
事」として登録された「城端神明宮祭の曳山行事」をはじめとする、多様な文化財や伝統文化が地域の宝
として認識されるとともに、世代を超えて保存・継承されることを目指します。

※コガヤ
　　　合掌造り家屋の屋根葺き材料。五箇山ではコガヤ（小茅＝カリヤス）、白川郷などではオオガヤ（大茅＝ススキ）が伝統的に使われてきた。

○世界遺産の環境整備
　　世界遺産「五箇山の合掌造り集落」では、後継者の不足や規制に伴う生活の不便さ、屋根葺材料となる
コガヤ※の不足などが問題となっています。地域住民とともに策定した世界遺産マスタープランに基づ
き、地域住民の主体性を重視しながら、住み続けやすい環境整備を進めていくとともに、市域全体で世界
遺産への理解を深めていく必要があります。
○文化財保存・展示施設の整備
　　市内には歴史・民俗資料など、多数の文化財が残されていますが、市の収蔵施設が不十分であるため、
市民などからの寄贈・寄託希望に十分対応できていないのが現状です。
　　今後は収蔵施設の増設等を検討し、文化財の収集、保存に努めていく必要があります。
○伝統芸能技術と歴史資料の保存・継承
　　市内には200を超える多くの指定文化財があり、保存や活用法の検討が必要となっています。また、民
俗文化財を継承する集落では、後継者不足が深刻な問題となっています。
　　長い歴史の中で守られてきた文化財は、市の歴史や文化を正しく理解するために大切なものです。市民
共有の財産として保存するため、調査研究データの蓄積を進めるとともに、伝統文化保存団体等への支援
を含め、優れた伝統芸能、伝統技術を持つ人材を確保･育成し、文化財の保存継承を図る必要がありま
す。
○無形文化遺産の保存・継承・発信
　　ユネスコ無形文化遺産に登録された「城端神明宮祭の曳山行事」は、古い神迎え行列の形式を今に伝え
る祭礼です。伝統ある行事ですが、曳山・庵屋台等の整備や後継者不足などが問題となっています。後継
者の確保など、その保存と継承に努めるとともに魅力を発信していく必要があります。

【コガヤ年間生産量】
　　茅葺屋根の材料となるコガヤが不足していることから、茅場の造成計画を進めています。現在の計画面
積から、目標値を15,000束に設定しました。
【獅子舞保存団体数】
　　少子高齢化の進行により存続が難しくなっている地域もありますが、伝統文化継承の重要性を周知し、
目標値を現状維持の104団体に設定しました。
【埋蔵文化財センター入館者数】
　　新たな展示や体験学習の開催により、入館者増の2,000人に目標値を設定しました。
【城端曳山会館入館者数】
　　ユネスコ無形文化遺産登録を機に観光との連携強化を図ることから、目標値を12,000人に設定しました。

2-4-5　文化財の保存・活用と伝統文化の継承

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

世界遺産等の環境整備 ・世界遺産サポーターの確保
 ・五箇山茅場の造成事業

文化財収蔵・展示施設の ・民俗資料館などの機能充実
整備 ・埋蔵文化財保管・展示施設の整備
 ・文化財の活用や情報発信のための調査・研究、データの蓄積
 ・文化財の国登録制度の活用を検討

伝統文化保存団体等への支援 ・伝統文化保存団体の活動支援と後継者の育成

伝統芸能技術・ ・歴史資料や古文書の調査研究及び埋蔵文化財の調査と保存
歴史的資料の保存・継承 ・展示会やシンポジウム開催
 ・地域文化の保存・継承による、郷土への理解と愛着の深化

民俗文化財の保存・継承 ・地域の民俗文化財の保存・継承団体の活動支援
 ・民俗文化財の調査・収集及び展示等の活用

無形文化遺産の保存・ ・曳山・庵屋台等の整備・保存
継承・発信 ・観光との連携による魅力の発信

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

用  語  解  説

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

コガヤ年間生産量 束 10,000 12,000 15,000 

南砺市内で継承されている獅子舞の数 団体 104 104 104 

埋蔵文化財センター入館者数 人 677 1,590 2,000 

城端曳山会館入館者数 人 9,136 4,210 12,000 
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　　認定農業者※や営農組織等担い手の育成確保、生産基盤の整備を進め、持続可能な地域農業を目指します。
　　農業者と地域住民が連携し、美しい農山村環境の保全に努め、都市住民や消費者との交流を進めます。
　　地産地消、農畜産物のブランド化を進め、食育※の推進と消費の拡大を目指します。

  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

2-5-1　農業の振興と農村の活性化
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

農業生産基盤の整備 ・ほ場整備や用排水路などの生産基盤の整備
 ・優良農地の保全

農業の担い手育成と ・認定農業者の規模拡大や集落営農の組織化等、担い手の
経営基盤の強化 　育成確保
 ・消費者ニーズに対応した安全安心で魅力的な農畜産物の安定
 　供給
 ・低コスト・省力化などの技術の普及や鳥獣被害対策

農村環境の保全整備 ・水源の涵養、自然環境の保全など、農地の多面的機能の保持
 ・住民や組織の協力による環境保全を重視した農業の推進
 ・バイオマス※の利活用の推進
 ・農村文化の継承など、誇りと愛着の持てる地域づくりの推進

都市と農村の交流を通じた ・都市と農山村交流を図るためのグリーン・ツーリズムの推進
就農・農村定住化の推進 ・中山間地域を中心とした各種オーナー制度などの活用
 ・団塊の世代など、定年帰農の受け皿づくりと定住化の推進
 ・なんと農村定住事業の実施
 ・新規就農支援事業の実施

農畜産物の生産振興と ・地域特産物の生産性の向上
ブランド化（高付加価値化） ・新たな特産物の開発やブランド化などによる産地育成の推進
の推進 ・各種のイベントや自治体特選ストアでの販売促進と首都圏
 　（富山県アンテナショップ）等での販売の推進
 ・南砺ブランド商品開発支援
 ・干柿新規就労支援事業の実施
 ・六次産業化支援融資事業の推進
 ・農・福連携食材活用支援事業の実施

食育・地産地消の推進 ・健全な食生活の実践を図るための食育の推進
 ・安全で安心な地産地消の拡大
 ・地場産農作物消費向上事業の推進
 ・農産物直売所５億円産業化
 ・南砺キッチンカー活用事業の推進

内水面漁業の振興 ・中小河川の汚濁などの監視活動と河川環境の保全啓発
 ・漁協等との協調による淡水魚類の放流
 ・南砺の食材を使用した健康管理食・病態食の製造販売支援

施策中分類 主な事業

○農業生産基盤と農業経営
　　豊かな水と整備された農地を基盤に、基幹作物
である水稲を中心として野菜・果樹の園芸作物や
畜産など、多岐にわたる農業が営まれています。
一方、米価の下落など農畜産物価格の低迷や農業
従事者の高齢化、後継者不足が進行するととも
に、用排水路をはじめとした農業施設の老朽化や
鳥獣被害の拡大など農業を取巻く環境は厳しさを
増しています。
　　このため、水利施設など生産基盤施設の整備を
進めるとともに、安全安心な農畜産物の生産に努
めるなど、経営の効率化や多角化（六次産業化）
等により農業所得の向上を図る必要があります。
また、担い手の育成確保や鳥獣被害対策などのほ
か、農政の変化にも的確に対応する持続可能な地
域農業に取り組む必要があります。

○農村環境と都市との交流
　　地域の共同作業により合掌造り集落や散居村に
広がる美しい田園は維持されています。近年、農
業農村の持つ豊かな自然、伝承文化等の多面的機
能も改めて評価されており、特色ある農業生産の
場として棚田、そば、赤かぶオーナー制度や消費
者の農業体験を通して農村の良さを実感してもら
うなど、都市と農村の交流を展開しています。
　　今後は、この美しい農村環境の保全に努めると
ともに、長期滞在型メニューの展開や地域住民が
主体的に取り組むことができる体制強化、環境整
備などを推進し、都市住民等に農業農村が持つ多
面的機能への理解を更に深めてもらう必要があり
ます。

○農畜産物のブランド化と地産地消
　　食の安全や消費者ニーズの多様化などから、消
費者に農畜産物の生産地（生産者）や品質へのこ
だわりが高まっており、高品質のものや地域固有
の食材等はブランド品として競争力が高く広範囲
な市場を確立しています。本市においても多様か
つ豊富な農畜産品を生かし、ブランド商品の開発
や付加価値を生む六次産業化に取り組み、地域イ
メージを高め、販路や消費の拡大を図っていくこ
とが求められています。
　　また、地産地消の取り組みは、直売所や学校給
食への食材供給など、多様な形態で実施されてい
ますが、引き続き元気な子どもの育成や健康な暮
らしを目指す食育の推進と生産者の顔が見える安
全安心な農畜産物の地元での販売強化に取り組
み、地産地消の推進を図る必要があります。

○内水面漁業
　　豊かな自然から流れる清らかな水を利用して、
岩魚やニジマスの養殖が行われています。
　　一方、河川や湖沼は、遊魚などのレクリエー
ションの場、自然とのふれあいや安らぎの場とし
ての社会的役割を担っており、その資源の維持や
環境の保全の重要性について、周知、啓発してい
く必要があります。
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  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

2-5-1　農業の振興と農村の活性化
施策の目指すべき姿
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 ・住民や組織の協力による環境保全を重視した農業の推進
 ・バイオマス※の利活用の推進
 ・農村文化の継承など、誇りと愛着の持てる地域づくりの推進

都市と農村の交流を通じた ・都市と農山村交流を図るためのグリーン・ツーリズムの推進
就農・農村定住化の推進 ・中山間地域を中心とした各種オーナー制度などの活用
 ・団塊の世代など、定年帰農の受け皿づくりと定住化の推進
 ・なんと農村定住事業の実施
 ・新規就農支援事業の実施

農畜産物の生産振興と ・地域特産物の生産性の向上
ブランド化（高付加価値化） ・新たな特産物の開発やブランド化などによる産地育成の推進
の推進 ・各種のイベントや自治体特選ストアでの販売促進と首都圏
 　（富山県アンテナショップ）等での販売の推進
 ・南砺ブランド商品開発支援
 ・干柿新規就労支援事業の実施
 ・六次産業化支援融資事業の推進
 ・農・福連携食材活用支援事業の実施

食育・地産地消の推進 ・健全な食生活の実践を図るための食育の推進
 ・安全で安心な地産地消の拡大
 ・地場産農作物消費向上事業の推進
 ・農産物直売所５億円産業化
 ・南砺キッチンカー活用事業の推進

内水面漁業の振興 ・中小河川の汚濁などの監視活動と河川環境の保全啓発
 ・漁協等との協調による淡水魚類の放流
 ・南砺の食材を使用した健康管理食・病態食の製造販売支援

施策中分類 主な事業

○農業生産基盤と農業経営
　　豊かな水と整備された農地を基盤に、基幹作物
である水稲を中心として野菜・果樹の園芸作物や
畜産など、多岐にわたる農業が営まれています。
一方、米価の下落など農畜産物価格の低迷や農業
従事者の高齢化、後継者不足が進行するととも
に、用排水路をはじめとした農業施設の老朽化や
鳥獣被害の拡大など農業を取巻く環境は厳しさを
増しています。
　　このため、水利施設など生産基盤施設の整備を
進めるとともに、安全安心な農畜産物の生産に努
めるなど、経営の効率化や多角化（六次産業化）
等により農業所得の向上を図る必要があります。
また、担い手の育成確保や鳥獣被害対策などのほ
か、農政の変化にも的確に対応する持続可能な地
域農業に取り組む必要があります。

○農村環境と都市との交流
　　地域の共同作業により合掌造り集落や散居村に
広がる美しい田園は維持されています。近年、農
業農村の持つ豊かな自然、伝承文化等の多面的機
能も改めて評価されており、特色ある農業生産の
場として棚田、そば、赤かぶオーナー制度や消費
者の農業体験を通して農村の良さを実感してもら
うなど、都市と農村の交流を展開しています。
　　今後は、この美しい農村環境の保全に努めると
ともに、長期滞在型メニューの展開や地域住民が
主体的に取り組むことができる体制強化、環境整
備などを推進し、都市住民等に農業農村が持つ多
面的機能への理解を更に深めてもらう必要があり
ます。

○農畜産物のブランド化と地産地消
　　食の安全や消費者ニーズの多様化などから、消
費者に農畜産物の生産地（生産者）や品質へのこ
だわりが高まっており、高品質のものや地域固有
の食材等はブランド品として競争力が高く広範囲
な市場を確立しています。本市においても多様か
つ豊富な農畜産品を生かし、ブランド商品の開発
や付加価値を生む六次産業化に取り組み、地域イ
メージを高め、販路や消費の拡大を図っていくこ
とが求められています。
　　また、地産地消の取り組みは、直売所や学校給
食への食材供給など、多様な形態で実施されてい
ますが、引き続き元気な子どもの育成や健康な暮
らしを目指す食育の推進と生産者の顔が見える安
全安心な農畜産物の地元での販売強化に取り組
み、地産地消の推進を図る必要があります。

○内水面漁業
　　豊かな自然から流れる清らかな水を利用して、
岩魚やニジマスの養殖が行われています。
　　一方、河川や湖沼は、遊魚などのレクリエー
ションの場、自然とのふれあいや安らぎの場とし
ての社会的役割を担っており、その資源の維持や
環境の保全の重要性について、周知、啓発してい
く必要があります。
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  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

主な指標 目標値の設定理由

※認定農業者
　　　効率的で安定した農業経営を目指すため作成する「農業経営改善計画」を市町村に提出して認定を受けた農業者や農業経営組織。
※食育
　　　生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を
　　選択する判断力を身に付けるための学習等の取り組み。
※バイオマス
　　　再生可能な生物由来の有機資源で化石資源を除いたものを指す。家畜排せつ物や下水汚泥、木材、稲わら、もみ殻など。

・農村環境の保全整備（散居村景観）……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。
・バイオマスの利活用の推進……1-1-2「エコビレッジ構想による持続可能な社会の構築」に関連施策を掲載。
・中山間地域を中心とした各種オーナー制度などの活用……2-5-8「国際・国内交流の推進」に関連施策を掲載。
・都市と農村の交流……1-1-1「自然環境の保全と活用」及び2-5-4「豊富な地域資源を活かした観光の振興」に関連施策を掲載。
・食育・地産地消の推進……2-4-1「学校教育環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・河川環境の保全啓発……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

地場産食材を意識して購入している ％ 38.1 37.0 40.0 家庭の割合

30ａ区画以上のほ場整備率 ％ 75.5 75.5 76.0 

認定農業者数 経営体 147 169 180 

担い手による経営面積割合 ％ 71.8 78.9 82.0 

環境保全型農業直接支払交付金事業 ha 0 235 250 実施面積

学校給食の南砺市産農産物の使用率 ％ 29.8 30.3 35.0 （野菜・果物・きのこ・山菜等）

学校給食の南砺市産農産物の使用率 ％ － 79.8 85.0
 

（上記の指標に米を加えた使用率）

学校給食の南砺市産米の使用率 ％ － 100.0 100.0 

南砺市ブランド商品年間販売額 億円 － 17.4 20.0 

南砺ブランド商品登録品目数 品目 － 281 300

【地場産食材を意識して購入している家庭の割合】
　　食の安全や地産地消の取り組みに対する関心が高まっており、 生産者の顔が見える安全安心な地元農畜
産物の販売強化に取り組むことで消費者の意識の高揚が期待できることから、目標値を40％に設定しました。
【30a区画以上のほ場整備率】
　　山間地以外の農振農用地は、ほぼ30ａ 区画となっており、今後大区画の整備を行う地域は少なく、農業
施設の維持修繕が主体となることから、目標値を76％に設定しました。
【認定農業者】
　　集落営農組織の法人化への支援、法人化後の税制措置など、法人化した認定農業者への支援メニューが
多くあり、経営の安定が図れることから、目標値を180経営体に設定しました。
【担い手による経営面積割合】
　　認定農業者の増加と経営面積の増大が見込め利用権設定面積の増加が予想されることから、目標値を
82％に設定しました。
【環境保全型農業直接支払交付金事業実施面積】
　　近年の伸びを勘案し、目標値を250haに設定しました。
【学校給食の南砺市産農産物の使用率（野菜・果物・きのこ・山菜等）】
　　地元産品とは、野菜・果物・林産物（きのこ・山菜等）を指し、米や肉類、魚類は含まれません。積雪
時の供給不足など、使用率を上げるには難しい面がありますが、近年の伸びを勘案し、目標値を35.0％に
設定しました。
【学校給食の南砺市産米の使用率】
　　近年の伸びを勘案し、目標値を100.0％に設定しました。
【南砺市ブランド商品年間販売額】
　　市内産物直売所・農産加工品販額及びその他の主な農産加工品販売額、自治体特選ストア販売額及び伝
統的工芸品販売額を合わせた目標値を20億円に設定しました。
【南砺市ブランド商品登録品目数】
　　なんとのほんまもん、自治体特選ストア、なんとのお土産、なんとのうまいもんに掲載、登録されてい
る品目数は、平成26年現在で258品目あります。今後更にブランド化を進めることとし、目標値を現状の
約２割増しの300品目に設定しました。
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  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

主な指標 目標値の設定理由

※認定農業者
　　　効率的で安定した農業経営を目指すため作成する「農業経営改善計画」を市町村に提出して認定を受けた農業者や農業経営組織。
※食育
　　　生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を
　　選択する判断力を身に付けるための学習等の取り組み。
※バイオマス
　　　再生可能な生物由来の有機資源で化石資源を除いたものを指す。家畜排せつ物や下水汚泥、木材、稲わら、もみ殻など。

・農村環境の保全整備（散居村景観）……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。
・バイオマスの利活用の推進……1-1-2「エコビレッジ構想による持続可能な社会の構築」に関連施策を掲載。
・中山間地域を中心とした各種オーナー制度などの活用……2-5-8「国際・国内交流の推進」に関連施策を掲載。
・都市と農村の交流……1-1-1「自然環境の保全と活用」及び2-5-4「豊富な地域資源を活かした観光の振興」に関連施策を掲載。
・食育・地産地消の推進……2-4-1「学校教育環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・河川環境の保全啓発……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

地場産食材を意識して購入している ％ 38.1 37.0 40.0 家庭の割合

30ａ区画以上のほ場整備率 ％ 75.5 75.5 76.0 

認定農業者数 経営体 147 169 180 

担い手による経営面積割合 ％ 71.8 78.9 82.0 

環境保全型農業直接支払交付金事業 ha 0 235 250 実施面積

学校給食の南砺市産農産物の使用率 ％ 29.8 30.3 35.0 （野菜・果物・きのこ・山菜等）

学校給食の南砺市産農産物の使用率 ％ － 79.8 85.0
 

（上記の指標に米を加えた使用率）

学校給食の南砺市産米の使用率 ％ － 100.0 100.0 

南砺市ブランド商品年間販売額 億円 － 17.4 20.0 

南砺ブランド商品登録品目数 品目 － 281 300

【地場産食材を意識して購入している家庭の割合】
　　食の安全や地産地消の取り組みに対する関心が高まっており、 生産者の顔が見える安全安心な地元農畜
産物の販売強化に取り組むことで消費者の意識の高揚が期待できることから、目標値を40％に設定しました。
【30a区画以上のほ場整備率】
　　山間地以外の農振農用地は、ほぼ30ａ 区画となっており、今後大区画の整備を行う地域は少なく、農業
施設の維持修繕が主体となることから、目標値を76％に設定しました。
【認定農業者】
　　集落営農組織の法人化への支援、法人化後の税制措置など、法人化した認定農業者への支援メニューが
多くあり、経営の安定が図れることから、目標値を180経営体に設定しました。
【担い手による経営面積割合】
　　認定農業者の増加と経営面積の増大が見込め利用権設定面積の増加が予想されることから、目標値を
82％に設定しました。
【環境保全型農業直接支払交付金事業実施面積】
　　近年の伸びを勘案し、目標値を250haに設定しました。
【学校給食の南砺市産農産物の使用率（野菜・果物・きのこ・山菜等）】
　　地元産品とは、野菜・果物・林産物（きのこ・山菜等）を指し、米や肉類、魚類は含まれません。積雪
時の供給不足など、使用率を上げるには難しい面がありますが、近年の伸びを勘案し、目標値を35.0％に
設定しました。
【学校給食の南砺市産米の使用率】
　　近年の伸びを勘案し、目標値を100.0％に設定しました。
【南砺市ブランド商品年間販売額】
　　市内産物直売所・農産加工品販額及びその他の主な農産加工品販売額、自治体特選ストア販売額及び伝
統的工芸品販売額を合わせた目標値を20億円に設定しました。
【南砺市ブランド商品登録品目数】
　　なんとのほんまもん、自治体特選ストア、なんとのお土産、なんとのうまいもんに掲載、登録されてい
る品目数は、平成26年現在で258品目あります。今後更にブランド化を進めることとし、目標値を現状の
約２割増しの300品目に設定しました。
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○林業生産基盤、山村生活環境
　　森林の持つ機能は、木材の生産のみならず、水
源の涵養や国土の保全、地球温暖化の防止、健康
や教育的な利用など多岐にわたっています。市の
8割を占める広大な森林には、これらの多面的機
能の発揮が求められており、林業を中心とする総
合的な地域森林施業※の確保や計画的な育林、山
村地域の生活環境の条件整備などを進めていく必
要があります。
　　また、地域住民との協働により地域や生活に密
着した里山の再生、里山地区の活性化と自立を支
援していく必要があります。

○林業経営基盤
　　森林組合育成支援事業や林業カレッジ※など、
林業の担い手の育成に努めていますが、今後は、
高性能林業機械の導入や、集約化による効率的な
森林施業などによる
経営基盤の強化、更
なる担い手の育成・
確保、市産材活用の
促進を図る必要があ
ります。

○特用林産物
　　市産材を活用した
木工品や木材製品の生産、山菜や茸類の生産加工
販売について、今後ともブランド化と付加価値を
高めていく必要があります。

　　効率的・計画的な森林整備によって、林業の担い手の育成や森林の保全を進めるとともに、林業の健全
な経営基盤を確立します。

  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

2-5-2　林業の振興と山村の活性化
主な指標施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

林業生産基盤・ ・林道・作業道の開設や改良整備の推進
生活環境の整備 ・山村の定住化促進のための生活環境整備
林業の担い手育成と ・担い手となる人材や事業体の育成強化
経営基盤の強化 ・とやま型冬期林業チャレンジ支援事業
 ・「森の学校」の創設
 ・森林施業の集約化・機械化による効率的な経営基盤の確立
 ・住宅や公共建築物への市産材の利用促進
特用林産物の生産振興と ・付加価値の高い木材製品の普及
ブランド化（高付加価値化） ・山菜や茸類の生産加工促進
の推進 ・南砺ブランド商品開発支援
 ・五箇山茅場の造成補助事業
森林整備の推進 ・森林の多面的機能の保持
 ・境界の明確化などによる、計画的な森林整備と保育の推進
山間過疎地域の ・五箇山地域に住まんまい家プロジェクトの実施
維持保全対策の推進 ・過疎地域振興事業の展開
 ・草刈り作業応援隊派遣事業の継続
 ・住民共同活動応援事業の促進
 ・転入世帯等リフォーム助成事業の促進

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

※路網密度
　　　民有林内における林道・作業道（路）の１ha（ヘクタール）あたりの延長。
※集約化団地
　　　個人が持つ小規模な森林であっても、周囲の森林とまとまりを作る（団地化する）ことで、コストを抑えた効率的な森林整備を行うことができる。
※森林施業
　　　森林に対する造林、保育、間伐、伐採等の作業。
※林業カレッジ
　　　森林管理技術者の養成や林業に必要な技能資格取得研修など、森林・林業に必要な技術者を養成する場。
※間伐
　　　混み過ぎた森林を健全な状態にするとともに、利用可能な立木を徐々に収穫するための間引き作業。
※山間過疎地域 
　　　次のいずれかに該当するものをいう。 
　　　ア　合併前に過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１項に規定する過疎地域であった、旧平村の区域、旧上平村の区域
　　　　及び旧利賀村の区域 
　　　イ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地の指定要件
　　　　に該当する地域の集落 
　　　ウ　集落の住居の過半数が概ね標高200m以上にある集落 
　　　エ　イ又はウに準ずるもので世帯数が20世帯未満の集落 

・住宅や公共建築物への市産材の利用促進……1-2-5「快適な住環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・森林整備の推進……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。
・間伐材の有効利用……1-1-2「エコビレッジ構想による持続可能な社会の構築」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
路網密度※ m/ha 16.3 19.4 22.0 
間伐面積 ha 212 213 260 
素材生産量（針葉樹） ㎥ 7,507 15,275 17,000 
林業担い手 人 173 188 220 
集約化団地※数 団地 19 18 20 
南砺市ブランド商品年間販売額 億円 － 17.4 20.0 
南砺ブランド商品登録品目数 品目 － 281 300 

【路網密度】
　　間伐や素材生産の基盤となる林道・林業専用道・作業道整備が計画通り進むことを見込んで、目標値を
22.0m/ha に設定しました。
【間伐面積】
　　現在間伐は以前の切捨間伐から搬出間伐が主流となり、間伐費用が以前より増加しています。これに加
え近年は間伐よりも主伐が増加傾向にあります。このような間伐面積拡大に向けての難しい現状を勘案
し、目標値を260ha に設定しました。
【素材生産量（針葉樹）】
　　素材生産量は増加傾向にありますが、搬出する作業量や市場との兼ね合いを考慮して、目標値を17,000
㎥に設定しました。
【林業担い手】
　　高性能林業機械の導入等により省力化・低コスト化を図る一方で事業量の拡大により、目標値を220人
に設定しました。
【集約化団地数】
　　地域住民の森林に対する認識が高まり、森林振興会等の増加で集約化が進み、年々団地の大型化が図ら
れています。今後、集約化が見込まれる地域を想定し、目標値を20団地に設定しました。
【南砺市ブランド商品年間販売額】
　　市内産物直売所・農産加工品販額及びその他の主な農産加工品販売額、自治体特選ストア販売額及び伝
統的工芸品販売額を合わせた目標値を20億円に設定しました。
【南砺市ブランド商品登録品目数】
　　なんとのほんまもん、自治体特選ストア、なんとのお土産、なんとのうまいもんに掲載、登録されてい
る品目数は、平成26年現在で258品目あります。今後更にブランド化を進めることとし、目標値を現状の
約２割増しの300品目に設定しました。

○森林整備
　　森林整備計画に基づき、計画的かつ総合的に植
林や育林、間伐※などを推進し、森林の状態や立
地条件に応じた森づくりを行うため、地域や市民
全体で支える新たな体制が求められています。

○山間過疎地域※の維持保全対策
　　本市は、山間部から平野部まで広い面積を有
し、その面積の多くを占める山間過疎地域では、
合併後更なる人口減少・少子高齢化が進み、一部
では集落機能の低下、耕作放棄地や荒廃林野の増
加がみられるなど、過疎化の進行により地域活力
の低下が懸念される状況が生じてきています。
　　これらの地域は、土砂流出や洪水の防止、水源
涵養、大気の浄化などの公益的機能を有してお
り、市や県、国共有の財産であることを市民のみ
ならず関わりのある全ての人の理解が必要です。
また、地域住民が山間過疎地域に誇りを持ち、互
いに支え合い、安心して住み続けられるように、
地域の維持保全に取り組み、本市の一体的な発展
を図らなければなりません。
　　このため、平成25年４月より施行した南砺市山
間過疎地域振興条例に基づいて、地域課題の解決
のための支援や、地域景観保全のための労働力を
確保するための支援等を積極的に行ってきていま
す。今後も、地域の個性及び資源を生かした産業
の振興、若者の定住及び雇用の促進、自然環境及
び景観の維持保全など、地域の振興を総合的に推
進する必要があります。
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○林業生産基盤、山村生活環境
　　森林の持つ機能は、木材の生産のみならず、水
源の涵養や国土の保全、地球温暖化の防止、健康
や教育的な利用など多岐にわたっています。市の
8割を占める広大な森林には、これらの多面的機
能の発揮が求められており、林業を中心とする総
合的な地域森林施業※の確保や計画的な育林、山
村地域の生活環境の条件整備などを進めていく必
要があります。
　　また、地域住民との協働により地域や生活に密
着した里山の再生、里山地区の活性化と自立を支
援していく必要があります。

○林業経営基盤
　　森林組合育成支援事業や林業カレッジ※など、
林業の担い手の育成に努めていますが、今後は、
高性能林業機械の導入や、集約化による効率的な
森林施業などによる
経営基盤の強化、更
なる担い手の育成・
確保、市産材活用の
促進を図る必要があ
ります。

○特用林産物
　　市産材を活用した
木工品や木材製品の生産、山菜や茸類の生産加工
販売について、今後ともブランド化と付加価値を
高めていく必要があります。

　　効率的・計画的な森林整備によって、林業の担い手の育成や森林の保全を進めるとともに、林業の健全
な経営基盤を確立します。
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2-5-2　林業の振興と山村の活性化
主な指標施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

林業生産基盤・ ・林道・作業道の開設や改良整備の推進
生活環境の整備 ・山村の定住化促進のための生活環境整備
林業の担い手育成と ・担い手となる人材や事業体の育成強化
経営基盤の強化 ・とやま型冬期林業チャレンジ支援事業
 ・「森の学校」の創設
 ・森林施業の集約化・機械化による効率的な経営基盤の確立
 ・住宅や公共建築物への市産材の利用促進
特用林産物の生産振興と ・付加価値の高い木材製品の普及
ブランド化（高付加価値化） ・山菜や茸類の生産加工促進
の推進 ・南砺ブランド商品開発支援
 ・五箇山茅場の造成補助事業
森林整備の推進 ・森林の多面的機能の保持
 ・境界の明確化などによる、計画的な森林整備と保育の推進
山間過疎地域の ・五箇山地域に住まんまい家プロジェクトの実施
維持保全対策の推進 ・過疎地域振興事業の展開
 ・草刈り作業応援隊派遣事業の継続
 ・住民共同活動応援事業の促進
 ・転入世帯等リフォーム助成事業の促進

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

※路網密度
　　　民有林内における林道・作業道（路）の１ha（ヘクタール）あたりの延長。
※集約化団地
　　　個人が持つ小規模な森林であっても、周囲の森林とまとまりを作る（団地化する）ことで、コストを抑えた効率的な森林整備を行うことができる。
※森林施業
　　　森林に対する造林、保育、間伐、伐採等の作業。
※林業カレッジ
　　　森林管理技術者の養成や林業に必要な技能資格取得研修など、森林・林業に必要な技術者を養成する場。
※間伐
　　　混み過ぎた森林を健全な状態にするとともに、利用可能な立木を徐々に収穫するための間引き作業。
※山間過疎地域 
　　　次のいずれかに該当するものをいう。 
　　　ア　合併前に過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１項に規定する過疎地域であった、旧平村の区域、旧上平村の区域
　　　　及び旧利賀村の区域 
　　　イ　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地の指定要件
　　　　に該当する地域の集落 
　　　ウ　集落の住居の過半数が概ね標高200m以上にある集落 
　　　エ　イ又はウに準ずるもので世帯数が20世帯未満の集落 

・住宅や公共建築物への市産材の利用促進……1-2-5「快適な住環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・森林整備の推進……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。
・間伐材の有効利用……1-1-2「エコビレッジ構想による持続可能な社会の構築」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
路網密度※ m/ha 16.3 19.4 22.0 
間伐面積 ha 212 213 260 
素材生産量（針葉樹） ㎥ 7,507 15,275 17,000 
林業担い手 人 173 188 220 
集約化団地※数 団地 19 18 20 
南砺市ブランド商品年間販売額 億円 － 17.4 20.0 
南砺ブランド商品登録品目数 品目 － 281 300 

【路網密度】
　　間伐や素材生産の基盤となる林道・林業専用道・作業道整備が計画通り進むことを見込んで、目標値を
22.0m/ha に設定しました。
【間伐面積】
　　現在間伐は以前の切捨間伐から搬出間伐が主流となり、間伐費用が以前より増加しています。これに加
え近年は間伐よりも主伐が増加傾向にあります。このような間伐面積拡大に向けての難しい現状を勘案
し、目標値を260ha に設定しました。
【素材生産量（針葉樹）】
　　素材生産量は増加傾向にありますが、搬出する作業量や市場との兼ね合いを考慮して、目標値を17,000
㎥に設定しました。
【林業担い手】
　　高性能林業機械の導入等により省力化・低コスト化を図る一方で事業量の拡大により、目標値を220人
に設定しました。
【集約化団地数】
　　地域住民の森林に対する認識が高まり、森林振興会等の増加で集約化が進み、年々団地の大型化が図ら
れています。今後、集約化が見込まれる地域を想定し、目標値を20団地に設定しました。
【南砺市ブランド商品年間販売額】
　　市内産物直売所・農産加工品販額及びその他の主な農産加工品販売額、自治体特選ストア販売額及び伝
統的工芸品販売額を合わせた目標値を20億円に設定しました。
【南砺市ブランド商品登録品目数】
　　なんとのほんまもん、自治体特選ストア、なんとのお土産、なんとのうまいもんに掲載、登録されてい
る品目数は、平成26年現在で258品目あります。今後更にブランド化を進めることとし、目標値を現状の
約２割増しの300品目に設定しました。

○森林整備
　　森林整備計画に基づき、計画的かつ総合的に植
林や育林、間伐※などを推進し、森林の状態や立
地条件に応じた森づくりを行うため、地域や市民
全体で支える新たな体制が求められています。

○山間過疎地域※の維持保全対策
　　本市は、山間部から平野部まで広い面積を有
し、その面積の多くを占める山間過疎地域では、
合併後更なる人口減少・少子高齢化が進み、一部
では集落機能の低下、耕作放棄地や荒廃林野の増
加がみられるなど、過疎化の進行により地域活力
の低下が懸念される状況が生じてきています。
　　これらの地域は、土砂流出や洪水の防止、水源
涵養、大気の浄化などの公益的機能を有してお
り、市や県、国共有の財産であることを市民のみ
ならず関わりのある全ての人の理解が必要です。
また、地域住民が山間過疎地域に誇りを持ち、互
いに支え合い、安心して住み続けられるように、
地域の維持保全に取り組み、本市の一体的な発展
を図らなければなりません。
　　このため、平成25年４月より施行した南砺市山
間過疎地域振興条例に基づいて、地域課題の解決
のための支援や、地域景観保全のための労働力を
確保するための支援等を積極的に行ってきていま
す。今後も、地域の個性及び資源を生かした産業
の振興、若者の定住及び雇用の促進、自然環境及
び景観の維持保全など、地域の振興を総合的に推
進する必要があります。
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用  語  解  説

　　地域や個店の特徴を活かした商店街の賑わい創出や、伝統産業の活性化を進めるとともに、法的整備の
なされた国・県の中小企業・小規模事業者対策と連携し、中小企業・小規模事業者等の振興を図ります。

※「法的整備」
　　　H26年６月に成立した国の小規模企業振興基本法、及び、富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例、南砺市中小企業・小規模
　　事業者振興基本条例を指す。
※買い物弱者
　　　スーパーの撤退や商店街の衰退などで、食料品や日常生活用品の購入に支障がある人。

2-5-3　商業の賑わいづくりと伝統産業の活性化
施策の目指すべき姿

現状と課題

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開

商業・サービス業の振興 ・魅力的な商店街の形成
 ・商店街や商盛会等の商業団体の組織強化
 ・商店後継者支援事業の実施
 ・プレミアム付き商品券発行事業の推進
 ・なんとポイントカード発行事業の推進
 ・買い物弱者対策への支援

中心市街地の賑わいの創出 ・個性あるまちづくりの推進
 ・都市機能の集積や街なか居住の推進
 ・空き店舗対策支援事業の実施
 ・なんとチャレンジ横丁事業の実施
 ・市外への購買力流出防止対策への支援

伝統産業の振興 ・時代のニーズにあった新商品の開発
 ・伝統産業と観光産業の連携強化
 ・桜ヶ池合掌造り家屋「かず良」で養蚕・絹糸再生事業の展開
 ・販路拡大への支援
 ・伝統的工芸品の伝承者育成への支援
 ・南砺市マイスター認定事業の実施
 ・文化財修理等の販路拡大への支援

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

市内商業事業者数 社 － 
676
 680

   （H26） 

商業従業員数 人 － 
2,721

 2,700
   （H26） 

伝統産業事業所数 事業所 118 120 123 

伝統産業従事者数 人 185 228 230 

伝統的工芸職人数 人 － 137 137 

市内で買い物をする市民の割合 ％ 42.3 36.2 36.2 

空き店舗の活用数 店 － 7 17 

○商業・サービス業
　　モータリゼーションの進展が、郊外の幹線道路
沿線への大型店や専門店の進出を加速させたこと
や後継者不足により、中心商店街では空き店舗が
目立ち、賑わいが失われつつあります。
　　今後は、個店や商店街が協力してイベント等に
よる賑わい創出を図るとともに、空き店舗対策、
買い物弱者※対策や観光客への販売増加、地域住
民や高齢者に対する付加価値の高いサービスを提
供することにより、販売額の増加につなげる振興
策が求められています。

○中心市街地
　　賑わい拠点施設の整備が一段落し、ソフト事業
として、空き店舗対策や小規模事業者後継者支援
事業等を進めています。
　　今後は、都市機能の集積促進、高齢者に配慮し
た街なか居住の促進等、都市基盤の一体的な整備
により、中心市街地の賑わい創出と商業の活性化
を図る必要があります。

【市内商業事業者数】
　　人口減少下で店舗数を増やすことは困難であり、人口が減少する中でも店舗数の現状維持を目指して、
目標値を680社に設定しました。
【商業従業員数】
　　店舗数の現状維持に合わせて、従業者数も現状維持を目指して、目標値を2,700人に設定しました。
【伝統産業事業所数】
　　井波彫刻及び五箇山和紙の事業所数は近年120事業所を僅かに上回って横ばいで推移しており、今後若
干の増加を見込んで、目標値を123事業所に設定しました。
【伝統産業従事者数】
　　現在の１事業所あたりの従業者数は約1.8人であり、これに上記の事業所数を乗じて、目標値を230人に
設定しました。
【伝統工芸職人数】
　　井波彫刻共同組合及び五箇山和紙の組合員と和紙従業者数の現状維持を図るものとして、目標値を137
人に設定しました。
【市内で買い物をする市民の割合】
　　減少傾向を続けてきましたが、近年下げ止まりの傾向が見られます。今後も市民が市内で買い物するこ
とを期待して、目標値を現状維持として36.2％に設定しました。
【空き店舗の活用数】
　　空き店舗を活用した新規開業等への支援による商店街の活性化を目指し、目標値を17店舗に設定しまし
た。

○伝統産業
　　地場産業である井波彫刻や五箇山和紙等は、国
指定の伝統的工芸品であり、その歴史と伝統は魅
力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけて
います。
　　今後は、伝統に裏打ちされた芸術文化として、
時代のニーズに合った新商品の開発、地元での積
極的な活用による新たな魅力の創出、全国の文化
財・社寺建築等の保存修理への伝統産業技術の展
開、不足する後継者の育成などへの支援が求めら
れています。
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用  語  解  説

　　地域や個店の特徴を活かした商店街の賑わい創出や、伝統産業の活性化を進めるとともに、法的整備の
なされた国・県の中小企業・小規模事業者対策と連携し、中小企業・小規模事業者等の振興を図ります。

※「法的整備」
　　　H26年６月に成立した国の小規模企業振興基本法、及び、富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例、南砺市中小企業・小規模
　　事業者振興基本条例を指す。
※買い物弱者
　　　スーパーの撤退や商店街の衰退などで、食料品や日常生活用品の購入に支障がある人。

2-5-3　商業の賑わいづくりと伝統産業の活性化
施策の目指すべき姿

現状と課題

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開

商業・サービス業の振興 ・魅力的な商店街の形成
 ・商店街や商盛会等の商業団体の組織強化
 ・商店後継者支援事業の実施
 ・プレミアム付き商品券発行事業の推進
 ・なんとポイントカード発行事業の推進
 ・買い物弱者対策への支援

中心市街地の賑わいの創出 ・個性あるまちづくりの推進
 ・都市機能の集積や街なか居住の推進
 ・空き店舗対策支援事業の実施
 ・なんとチャレンジ横丁事業の実施
 ・市外への購買力流出防止対策への支援

伝統産業の振興 ・時代のニーズにあった新商品の開発
 ・伝統産業と観光産業の連携強化
 ・桜ヶ池合掌造り家屋「かず良」で養蚕・絹糸再生事業の展開
 ・販路拡大への支援
 ・伝統的工芸品の伝承者育成への支援
 ・南砺市マイスター認定事業の実施
 ・文化財修理等の販路拡大への支援

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

市内商業事業者数 社 － 
676
 680

   （H26） 

商業従業員数 人 － 
2,721

 2,700
   （H26） 

伝統産業事業所数 事業所 118 120 123 

伝統産業従事者数 人 185 228 230 

伝統的工芸職人数 人 － 137 137 

市内で買い物をする市民の割合 ％ 42.3 36.2 36.2 

空き店舗の活用数 店 － 7 17 

○商業・サービス業
　　モータリゼーションの進展が、郊外の幹線道路
沿線への大型店や専門店の進出を加速させたこと
や後継者不足により、中心商店街では空き店舗が
目立ち、賑わいが失われつつあります。
　　今後は、個店や商店街が協力してイベント等に
よる賑わい創出を図るとともに、空き店舗対策、
買い物弱者※対策や観光客への販売増加、地域住
民や高齢者に対する付加価値の高いサービスを提
供することにより、販売額の増加につなげる振興
策が求められています。

○中心市街地
　　賑わい拠点施設の整備が一段落し、ソフト事業
として、空き店舗対策や小規模事業者後継者支援
事業等を進めています。
　　今後は、都市機能の集積促進、高齢者に配慮し
た街なか居住の促進等、都市基盤の一体的な整備
により、中心市街地の賑わい創出と商業の活性化
を図る必要があります。

【市内商業事業者数】
　　人口減少下で店舗数を増やすことは困難であり、人口が減少する中でも店舗数の現状維持を目指して、
目標値を680社に設定しました。
【商業従業員数】
　　店舗数の現状維持に合わせて、従業者数も現状維持を目指して、目標値を2,700人に設定しました。
【伝統産業事業所数】
　　井波彫刻及び五箇山和紙の事業所数は近年120事業所を僅かに上回って横ばいで推移しており、今後若
干の増加を見込んで、目標値を123事業所に設定しました。
【伝統産業従事者数】
　　現在の１事業所あたりの従業者数は約1.8人であり、これに上記の事業所数を乗じて、目標値を230人に
設定しました。
【伝統工芸職人数】
　　井波彫刻共同組合及び五箇山和紙の組合員と和紙従業者数の現状維持を図るものとして、目標値を137
人に設定しました。
【市内で買い物をする市民の割合】
　　減少傾向を続けてきましたが、近年下げ止まりの傾向が見られます。今後も市民が市内で買い物するこ
とを期待して、目標値を現状維持として36.2％に設定しました。
【空き店舗の活用数】
　　空き店舗を活用した新規開業等への支援による商店街の活性化を目指し、目標値を17店舗に設定しまし
た。

○伝統産業
　　地場産業である井波彫刻や五箇山和紙等は、国
指定の伝統的工芸品であり、その歴史と伝統は魅
力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけて
います。
　　今後は、伝統に裏打ちされた芸術文化として、
時代のニーズに合った新商品の開発、地元での積
極的な活用による新たな魅力の創出、全国の文化
財・社寺建築等の保存修理への伝統産業技術の展
開、不足する後継者の育成などへの支援が求めら
れています。
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※インバウンド
　　　外国人が訪れてくる旅行。ここでは訪日外国人旅行を指す。
※ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
　　　インターネット上で人と人とのつながりを促進・サポートするサービス。
※二次交通
　　　複数の交通機関等を使用する場合の２種類目の交通機関。ここでは拠点となる鉄道の駅・空港などから、観光地までの交通手段を指す。

・滞在型・体験型観光の推進……1-1-1「自然環境の保全と活用」及び2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・交通アクセスなどの利便性向上・観光案内サインの設置……1-2-1「道路網の整備と公共交通環境の充実」に関連施策を掲載。
・国際観光の推進……2-5-8「国際・国内交流の推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
観光客入り込み数 万人 315.6 348.7 370.0 
市内宿泊施設利用者数 人 98,500 81,386 100,000 
外国人旅行者年間宿泊者数 人 － 8,362 10,000 
観光ボランティアガイドが観光客を 回 296 406 490 案内した回数

　　豊富な観光資源を活かして、国内外から多くの人々が訪れて滞在し、高い満足感を得ることができる観
光を目指します。

2-5-4　豊富な地域資源を活かした観光の振興
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

観光資源の開発 ・地域資源の発掘と観光資源のブラッシュアップ
（ブランド化）と活性化 ・なんとブランドの確立

滞在型・体験型観光の推進 ・多様なニーズに合わせた着地型観光商品の開発
 ・地元の空き家を活用した短期滞在型施設経営支援
 　「田舎に泊まろう」による環境整備
 ・なんとエコツーリズム事業の推進
 ・滞在型彫刻体験等支援事業の推進
 ・古民家等歴史的建築物を活用した滞在空間の整備

観光客誘致活動の強化 ・大都市圏に向けた戦略的な情報発信
 ・多様な個人客に向けた的確な情報発信
 ・広域連携による観光ルートの構築
 ・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン等によるターゲット
 　を絞った情報発信

観光客受け入れ体制の強化 ・交通アクセスなどの利便性向上
 ・二次交通対策「なんタク」事業の推進による利便性向上
 ・人材育成の強化とおもてなし環境の向上
 ・観光ボランティアの育成と充実
 ・観光客受入環境整備事業の推進による環境整備
 ・おもてなしFree Wi-Fi事業の実施による利便性向上

広域・国際観光の推進 ・広域連携によるインバウンド誘致の推進
 ・外国語表記の観光案内サイン設置等による外国人受け入れ
 　環境の整備
 ・TOGA国際芸術村を核としたクリエイティブビレッジ構想の
 　推進による魅力創造

施策中分類 主な事業

【観光客入り込み数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間の実績から推計すると、338万人水準で推移すると見込まれます。こ
れに北陸新幹線効果等を10％上乗せして、目標値を370万人に設定しました。
【市内宿泊施設利用者数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間は減少傾向で推移していますが、その後の北陸新幹線効果等を追い風
に、過去５年間の実績の最大値程度は回復するものと見込んで、目標値を10万人に設定しました。
【外国人旅行者年間宿泊者数】
　　市内を訪れる外国人旅行者数は近年増加傾向にあり、今後広域連携を図りつつインバウンドによる外国
人旅行者の受け入れを強化することにより、目標値を１万人に設定しました。
【観光ボランティアガイドが観光客を案内した回数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間は増加傾向で推移しています。北陸新幹線効果等を追い風に、観光ボ
ランティアガイドのネットワークを組織化することなどにより、目標値を490回に設定しました。

○観光資源
　　市内には、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」
をはじめ、無形文化遺産「城端神明宮祭の曳山行
事」、富山県の代表的民謡「こきりこ」や「麦屋
節」、伝統工芸の井波彫刻や五箇山和紙、四季
折々の祭りなど、歴史と伝統に裏打ちされた観光
資源が豊富にあります。また、緑豊かな自然や美
しい田園・農村集落景観、多彩な伝承文化、豊か
な住まい、食、農産品などの地域資源に恵まれて
います。
　　近年、観光のスタイルやニーズが団体旅行から
個人旅行へ、周遊型から体験・交流型へと変化し
ており、これら多様な観光ニーズに対応するとと
もに、様々なアクティビティの提供や歴史的建造
物を活用したゲストハウスの整備など滞在型、着
地型の観光を推進する必要があります。また、近
年増加しているインバウンド※への対応も求めら
れています。
　　豊富な地域資源を、グリーン・ツーリズムやエ
コツーリズム、産業観光、文化観光などの観光資
源として開発し、ブラッシュアップしていく必要
があります。

○観光客誘致活動
　　大都市圏での出向宣伝や観光展への参加をはじ
め、広域連携による観光ルートの開発や、各市町
村の魅力を集めたパンフレットの作成などを行っ
ています。東海北陸自動車道や北陸新幹線による
広域アクセスを生かして、中京圏や首都圏からの
誘客活動を進める必要があります。
　　また、インターネットやスマートフォンの普及
により、情報媒体やコミュニケーションの方法が
ますます多様化しており、ホームページやＳＮＳ※
などを積極的に活用して、的確で効果的な情報発
信を進める必要があります。

○観光客受け入れ態勢
　　観光客に「また来たい」と思ってもらえる魅力
的な観光地となるため、観光事業者による心のこ
もったサービスの提供はもとより、旅先で接する
市民のおもてなしの気持ちを醸成し、オール南砺
で観光客を受け入れるムード作りをするととも
に、観光地へのわかりやすい案内サインの設置
や、案内所機能の充実などにより、おもてなし環
境を向上させる必要があります。
　　一方で、インバウンドの受け入れにあたって
は、各地で外国人旅行者のマナー違反の問題も発
生しています。旅行者の文化を尊重するととも
に、最低限守っていただきたいルールを旅行者に
対して適切に発信する必要があります。
　　また、基幹交通網から観光地までの二次交通※

や観光地内を周遊する交通手段、Wi-Fi環境の整
備など、交通・情報アクセスの利便性を向上させ
る必要があります。

○広域・国際観光
　　ミシュラングリーンガイドジャポンにより、五
箇山が最高評価の3つ星観光地として高い評価を
受けており、同じく3つ星の評価を受けている観
光地を有する金沢、白川、高山、松本と連携した
誘客の取り組みを行っています。また外国人に推
奨する広域観光周遊ルートとして平成27年に国が
認定した北陸・東海・信州を結ぶ「昇龍道」に五
箇山地域が含まれています。これらのことを活か
して外国人観光客の増加を図る必要があります。
そのためには、外国語に対応したパンフレットの
作成や観光案内サインの設置等の環境整備と平行
して、広域連携による海外誘客事業を積極的に展
開する必要があります。
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  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

※インバウンド
　　　外国人が訪れてくる旅行。ここでは訪日外国人旅行を指す。
※ ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
　　　インターネット上で人と人とのつながりを促進・サポートするサービス。
※二次交通
　　　複数の交通機関等を使用する場合の２種類目の交通機関。ここでは拠点となる鉄道の駅・空港などから、観光地までの交通手段を指す。

・滞在型・体験型観光の推進……1-1-1「自然環境の保全と活用」及び2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・交通アクセスなどの利便性向上・観光案内サインの設置……1-2-1「道路網の整備と公共交通環境の充実」に関連施策を掲載。
・国際観光の推進……2-5-8「国際・国内交流の推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
観光客入り込み数 万人 315.6 348.7 370.0 
市内宿泊施設利用者数 人 98,500 81,386 100,000 
外国人旅行者年間宿泊者数 人 － 8,362 10,000 
観光ボランティアガイドが観光客を 回 296 406 490 案内した回数

　　豊富な観光資源を活かして、国内外から多くの人々が訪れて滞在し、高い満足感を得ることができる観
光を目指します。

2-5-4　豊富な地域資源を活かした観光の振興
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

観光資源の開発 ・地域資源の発掘と観光資源のブラッシュアップ
（ブランド化）と活性化 ・なんとブランドの確立

滞在型・体験型観光の推進 ・多様なニーズに合わせた着地型観光商品の開発
 ・地元の空き家を活用した短期滞在型施設経営支援
 　「田舎に泊まろう」による環境整備
 ・なんとエコツーリズム事業の推進
 ・滞在型彫刻体験等支援事業の推進
 ・古民家等歴史的建築物を活用した滞在空間の整備

観光客誘致活動の強化 ・大都市圏に向けた戦略的な情報発信
 ・多様な個人客に向けた的確な情報発信
 ・広域連携による観光ルートの構築
 ・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン等によるターゲット
 　を絞った情報発信

観光客受け入れ体制の強化 ・交通アクセスなどの利便性向上
 ・二次交通対策「なんタク」事業の推進による利便性向上
 ・人材育成の強化とおもてなし環境の向上
 ・観光ボランティアの育成と充実
 ・観光客受入環境整備事業の推進による環境整備
 ・おもてなしFree Wi-Fi事業の実施による利便性向上

広域・国際観光の推進 ・広域連携によるインバウンド誘致の推進
 ・外国語表記の観光案内サイン設置等による外国人受け入れ
 　環境の整備
 ・TOGA国際芸術村を核としたクリエイティブビレッジ構想の
 　推進による魅力創造

施策中分類 主な事業

【観光客入り込み数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間の実績から推計すると、338万人水準で推移すると見込まれます。こ
れに北陸新幹線効果等を10％上乗せして、目標値を370万人に設定しました。
【市内宿泊施設利用者数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間は減少傾向で推移していますが、その後の北陸新幹線効果等を追い風
に、過去５年間の実績の最大値程度は回復するものと見込んで、目標値を10万人に設定しました。
【外国人旅行者年間宿泊者数】
　　市内を訪れる外国人旅行者数は近年増加傾向にあり、今後広域連携を図りつつインバウンドによる外国
人旅行者の受け入れを強化することにより、目標値を１万人に設定しました。
【観光ボランティアガイドが観光客を案内した回数】
　　北陸新幹線開業以前の過去５年間は増加傾向で推移しています。北陸新幹線効果等を追い風に、観光ボ
ランティアガイドのネットワークを組織化することなどにより、目標値を490回に設定しました。

○観光資源
　　市内には、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」
をはじめ、無形文化遺産「城端神明宮祭の曳山行
事」、富山県の代表的民謡「こきりこ」や「麦屋
節」、伝統工芸の井波彫刻や五箇山和紙、四季
折々の祭りなど、歴史と伝統に裏打ちされた観光
資源が豊富にあります。また、緑豊かな自然や美
しい田園・農村集落景観、多彩な伝承文化、豊か
な住まい、食、農産品などの地域資源に恵まれて
います。
　　近年、観光のスタイルやニーズが団体旅行から
個人旅行へ、周遊型から体験・交流型へと変化し
ており、これら多様な観光ニーズに対応するとと
もに、様々なアクティビティの提供や歴史的建造
物を活用したゲストハウスの整備など滞在型、着
地型の観光を推進する必要があります。また、近
年増加しているインバウンド※への対応も求めら
れています。
　　豊富な地域資源を、グリーン・ツーリズムやエ
コツーリズム、産業観光、文化観光などの観光資
源として開発し、ブラッシュアップしていく必要
があります。

○観光客誘致活動
　　大都市圏での出向宣伝や観光展への参加をはじ
め、広域連携による観光ルートの開発や、各市町
村の魅力を集めたパンフレットの作成などを行っ
ています。東海北陸自動車道や北陸新幹線による
広域アクセスを生かして、中京圏や首都圏からの
誘客活動を進める必要があります。
　　また、インターネットやスマートフォンの普及
により、情報媒体やコミュニケーションの方法が
ますます多様化しており、ホームページやＳＮＳ※
などを積極的に活用して、的確で効果的な情報発
信を進める必要があります。

○観光客受け入れ態勢
　　観光客に「また来たい」と思ってもらえる魅力
的な観光地となるため、観光事業者による心のこ
もったサービスの提供はもとより、旅先で接する
市民のおもてなしの気持ちを醸成し、オール南砺
で観光客を受け入れるムード作りをするととも
に、観光地へのわかりやすい案内サインの設置
や、案内所機能の充実などにより、おもてなし環
境を向上させる必要があります。
　　一方で、インバウンドの受け入れにあたって
は、各地で外国人旅行者のマナー違反の問題も発
生しています。旅行者の文化を尊重するととも
に、最低限守っていただきたいルールを旅行者に
対して適切に発信する必要があります。
　　また、基幹交通網から観光地までの二次交通※

や観光地内を周遊する交通手段、Wi-Fi環境の整
備など、交通・情報アクセスの利便性を向上させ
る必要があります。

○広域・国際観光
　　ミシュラングリーンガイドジャポンにより、五
箇山が最高評価の3つ星観光地として高い評価を
受けており、同じく3つ星の評価を受けている観
光地を有する金沢、白川、高山、松本と連携した
誘客の取り組みを行っています。また外国人に推
奨する広域観光周遊ルートとして平成27年に国が
認定した北陸・東海・信州を結ぶ「昇龍道」に五
箇山地域が含まれています。これらのことを活か
して外国人観光客の増加を図る必要があります。
そのためには、外国語に対応したパンフレットの
作成や観光案内サインの設置等の環境整備と平行
して、広域連携による海外誘客事業を積極的に展
開する必要があります。
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　　東海北陸自動車道スマートインターチェンジや北陸新幹線など、広域高速交通網を活かした企業立地基
盤の整備を進めるとともに、法的整備※のなされた国・県の中小企業・小規模事業者対策と連携し、中小
企業・小規模事業者等の振興を図ります。
　　クリエイター※プラザにおいて、クリエイターを集積し、地元企業、伝統産業事業者等との連携により
新産業を創出して、若者等の雇用機会の拡大を目指します。

2-5-5　工業の振興と企業誘致、新産業の創出
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

地元中小企業の事業活動と ・人材の育成や経営基盤の強化、安定化への支援
成長を促す環境づくり ・新分野への進出支援など

広域高速交通網を活かした ・立地可能な優良用地の確保に向けた調査活動の継続
企業誘致活動の推進 ・企業立地基盤の整備促進
 ・立地条件を活かした企業誘致活動の展開など

「やりたいことが自らできる」 ・チャレンジする起業家、ベンチャー企業等の育成支援
環境づくり ・女性や若者など市民が起業しやすい環境整備の推進
 ・起業家への支援制度の充実など

新産業創出の事業を展開 ・クリエイタープラザを核に、クリエイターの集積による
 　新たな魅力の創出
 ・産業間や異業種間との連携支援による新産業の創出

地域課題の解決や ・伝統や歴史、人材など豊富な地域資源を活かした生業の創出
活性化につなげる ・産学官の連携を強め、新たな地域循環型産業の創出
 ・まちづくりファンド創設の検討など

施策中分類 主な事業

○中小企業・小規模事業者
　　本市の中小企業・小規模事業者は、地域の雇用
と経済を支える大きな役割を担っています。地域
の中小企業が活動しやすく、成長できるような環
境を整えていくことが地域経済活性化につながる
ものであることから、事業者、経済団体、金融機
関及び市が連携しながらエコノミックガーデニン
グ※を構築し、企業の技術者などの人材育成や、
経営基盤の強化と安定化を図るための支援等を
行っていく必要があります。

○企業立地
　　若者や女性、ＩＪＵターン※者等の多様な就業
希望に応えられるよう、｢やりたい仕事が見つか
る｣環境づくりが求められています。
　　スマートインターチェンジの設置や北陸新幹線
の開業による交通条件を活かしながら、優良な工
業用地の確保とともに、高度情報基盤の整備を促
進し、積極的な企業誘致活動を展開していく必要
があります。

○起業家支援
　　多様な就業希望に応えられるよう、新たにチャ
レンジする起業家、ベンチャー企業※を育成、支
援し、「やりたいことが自らできる」環境づくり
を推進していく必要があります。
　　人口減少に伴い地域の商業・サービス機能の低下
が予想され、地域で安心して暮らし続けるためには
日常的な需要に対して、地域住民が主体となってき
め細かなサービスを供給するコミュニティビジネス
※の展開などが強く求められます。このような地域
（コミュニティ）を支える多様な人材の育成と、そ
の人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こ
の観点から地域の若者や高齢者、女性などが起業し
やすい環境整備を推進する必要があります。
　　今後も引き続き、起業家支援センター※の活用
を進めるとともに、起業家への支援制度の充実を
図っていく必要があります。

○クリエイタープラザを核とした
　新産業創出の事業展開
　　地域経済を支え、地域活力を維持していくため
にも、クリエイターと市内事業者との連携や産学
官の連携体制を推進し新産業を創出していく必要
があります。
　　本市には、地方都市に立地しているアニメ制作
企業の中でわが国有数の企業が立地しています。
こうした強みを活かし、全国からクリエイターが
集まるコンテンツ産業※を構築し、クリエイター
の集積による新たな魅力を創出していくことが求
められています。

○まちづくりファンド※の創設
　　本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地
域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創
出や地域の振興など、地域内でお金を循環させ、
地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の
金融機関との協働により市民と行政によるファン
ドの創設を検討する必要があります。
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　　東海北陸自動車道スマートインターチェンジや北陸新幹線など、広域高速交通網を活かした企業立地基
盤の整備を進めるとともに、法的整備※のなされた国・県の中小企業・小規模事業者対策と連携し、中小
企業・小規模事業者等の振興を図ります。
　　クリエイター※プラザにおいて、クリエイターを集積し、地元企業、伝統産業事業者等との連携により
新産業を創出して、若者等の雇用機会の拡大を目指します。

2-5-5　工業の振興と企業誘致、新産業の創出
施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

地元中小企業の事業活動と ・人材の育成や経営基盤の強化、安定化への支援
成長を促す環境づくり ・新分野への進出支援など

広域高速交通網を活かした ・立地可能な優良用地の確保に向けた調査活動の継続
企業誘致活動の推進 ・企業立地基盤の整備促進
 ・立地条件を活かした企業誘致活動の展開など

「やりたいことが自らできる」 ・チャレンジする起業家、ベンチャー企業等の育成支援
環境づくり ・女性や若者など市民が起業しやすい環境整備の推進
 ・起業家への支援制度の充実など

新産業創出の事業を展開 ・クリエイタープラザを核に、クリエイターの集積による
 　新たな魅力の創出
 ・産業間や異業種間との連携支援による新産業の創出

地域課題の解決や ・伝統や歴史、人材など豊富な地域資源を活かした生業の創出
活性化につなげる ・産学官の連携を強め、新たな地域循環型産業の創出
 ・まちづくりファンド創設の検討など

施策中分類 主な事業

○中小企業・小規模事業者
　　本市の中小企業・小規模事業者は、地域の雇用
と経済を支える大きな役割を担っています。地域
の中小企業が活動しやすく、成長できるような環
境を整えていくことが地域経済活性化につながる
ものであることから、事業者、経済団体、金融機
関及び市が連携しながらエコノミックガーデニン
グ※を構築し、企業の技術者などの人材育成や、
経営基盤の強化と安定化を図るための支援等を
行っていく必要があります。

○企業立地
　　若者や女性、ＩＪＵターン※者等の多様な就業
希望に応えられるよう、｢やりたい仕事が見つか
る｣環境づくりが求められています。
　　スマートインターチェンジの設置や北陸新幹線
の開業による交通条件を活かしながら、優良な工
業用地の確保とともに、高度情報基盤の整備を促
進し、積極的な企業誘致活動を展開していく必要
があります。

○起業家支援
　　多様な就業希望に応えられるよう、新たにチャ
レンジする起業家、ベンチャー企業※を育成、支
援し、「やりたいことが自らできる」環境づくり
を推進していく必要があります。
　　人口減少に伴い地域の商業・サービス機能の低下
が予想され、地域で安心して暮らし続けるためには
日常的な需要に対して、地域住民が主体となってき
め細かなサービスを供給するコミュニティビジネス
※の展開などが強く求められます。このような地域
（コミュニティ）を支える多様な人材の育成と、そ
の人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こ
の観点から地域の若者や高齢者、女性などが起業し
やすい環境整備を推進する必要があります。
　　今後も引き続き、起業家支援センター※の活用
を進めるとともに、起業家への支援制度の充実を
図っていく必要があります。

○クリエイタープラザを核とした
　新産業創出の事業展開
　　地域経済を支え、地域活力を維持していくため
にも、クリエイターと市内事業者との連携や産学
官の連携体制を推進し新産業を創出していく必要
があります。
　　本市には、地方都市に立地しているアニメ制作
企業の中でわが国有数の企業が立地しています。
こうした強みを活かし、全国からクリエイターが
集まるコンテンツ産業※を構築し、クリエイター
の集積による新たな魅力を創出していくことが求
められています。

○まちづくりファンド※の創設
　　本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地
域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創
出や地域の振興など、地域内でお金を循環させ、
地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の
金融機関との協働により市民と行政によるファン
ドの創設を検討する必要があります。
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目標値の設定理由

※「法的整備」
　　　H26年６月に成立した国の小規模企業振興基本法、及び、富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例、南砺市中小企業・小規模事業者
振興基本条例を指す。

※エコノミックガーデニング
　　　地域経済を「庭」、地元の中小企業を「植物」に見立て、地域という土壌を生かして地元の中小企業を大切に育てることにより地域経済を活性化さ
せる政策のこと。地元の中小企業が活動しやすく成長できるようなビジネス環境。

※クリエイター
　　　自分で考えて作り出していく、生み出していく創作家、制作者。具体的にはデザイナーや伝統工芸師、アニメーターなど、アーティスト全般を指す。
※起業家支援センター
　　　ＩＴ（情報通信技術）を活用したソフトウェア等の開発や新分野進出、各種サービス業を行う意欲あふれる個人や中小企業等を対象に低廉な費用で
提供する施設で、様々な支援策により企業の成長をバックアップしている。

※ベンチャー企業
　　　独創性や新規性、革新性の高い技術や経営システムを導入することにより、新しい市場を開拓して急成長する企業。
※コミュニティビジネス
　　　地域が抱える課題を、地域住民が主体となってビジネスの手法により解決する事業の総称。
※まちづくりファンド
　　　地域の経済成長を牽引する事業者や、地域固有の課題解決への取り組みを支援するため、金融機関等と共同して、不特定多数の投資家から資金を募
り、資金支援を行うもの。

※コンテンツ産業
　　　文書・音声・映像・ゲームソフトなどの情報の内容に関する産業のことであり、 経済産業省は「映像（映画、アニメ）、音楽、ゲーム、書籍等の
制作・流通を担う産業の総称」と定義している。

※ＩＪＵターン 
　　　Ⅰターン、Ｊターン、Ｕターンを“移住”という言葉に掛け合わせた表現。 
　　　Ⅰターンは大都市などに生活する者が地方に移住する現象。 
　　　Ｊターンは地方から大都市へ移住した者が、生まれ故郷等の近くの　　　中規模な都市に戻り定住する現象。 
　　　Ｕターンは地方から大都市へ移住した者が、再び地方の生まれ故郷に　　戻る現象。

・広域高速交通網を活かした企業誘致活動の推進……1-2-1「道路網の整備と公共交通環境の充実」に関連施策を掲載。
・産学官の連携を強め、新たな地域循環型産業の創出……3-6-1「市民と行政の協働のまちづくりの推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標
　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

市内事業所数 社 245 228（H26） 230 

新規立地企業数 社 2 3 5 H22からの累計値

増設をした既存企業数 社 8 19 24 H22からの累計値

年間新規起業（家）数 件 － 20 20 

新規コミュニティビジネス起業団体数 団体 － 1 40 

六次産業化に取り組む事業者数 件 － 1 5 

【市内事業所数】
　　過去５年間の傾向から、目標値を230社に設定しました。
【新規立地企業数】
　　過去５年間の増加傾向から、計画的に造成した工業用地への新たな企業の誘致を見込むことで、目標値
を５社に設定しました。現状より２社増の目標となります。
【増設をした既存企業数】
　　過去５年間の増加傾向から、目標値を24社に設定しました。現状より５社増の目標となります。
【年間新規起業（家）数】
　　起業家育成支援事業、空き店舗対策支援事業及び小規模事業者後継者支援事業の補助制度を活用し、起
業又は事業継承される事業所数の合計値として、目標値を年間20社に設定しました。
【新規コミュニティビジネス起業団体数】
　　地域課題解決に住民協働で取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業」や「総合型自治振興会」、
「空き家再生等推進事業」といった地域活動やコミュニティビジネスを実践する自治振興会、自治会、団
体の合計値として、目標値を40団体に設定しました。
【六次産業化に取り組む事業者数】
　　市内の団体、組合等が提出する農山漁村六次産業化対策事業の実施計画に国から承認を受けた団体数の
合計値をとして、目標値を５件に設定しました。
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目標値の設定理由

※「法的整備」
　　　H26年６月に成立した国の小規模企業振興基本法、及び、富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例、南砺市中小企業・小規模事業者
振興基本条例を指す。

※エコノミックガーデニング
　　　地域経済を「庭」、地元の中小企業を「植物」に見立て、地域という土壌を生かして地元の中小企業を大切に育てることにより地域経済を活性化さ
せる政策のこと。地元の中小企業が活動しやすく成長できるようなビジネス環境。

※クリエイター
　　　自分で考えて作り出していく、生み出していく創作家、制作者。具体的にはデザイナーや伝統工芸師、アニメーターなど、アーティスト全般を指す。
※起業家支援センター
　　　ＩＴ（情報通信技術）を活用したソフトウェア等の開発や新分野進出、各種サービス業を行う意欲あふれる個人や中小企業等を対象に低廉な費用で
提供する施設で、様々な支援策により企業の成長をバックアップしている。

※ベンチャー企業
　　　独創性や新規性、革新性の高い技術や経営システムを導入することにより、新しい市場を開拓して急成長する企業。
※コミュニティビジネス
　　　地域が抱える課題を、地域住民が主体となってビジネスの手法により解決する事業の総称。
※まちづくりファンド
　　　地域の経済成長を牽引する事業者や、地域固有の課題解決への取り組みを支援するため、金融機関等と共同して、不特定多数の投資家から資金を募
り、資金支援を行うもの。

※コンテンツ産業
　　　文書・音声・映像・ゲームソフトなどの情報の内容に関する産業のことであり、 経済産業省は「映像（映画、アニメ）、音楽、ゲーム、書籍等の
制作・流通を担う産業の総称」と定義している。

※ＩＪＵターン 
　　　Ⅰターン、Ｊターン、Ｕターンを“移住”という言葉に掛け合わせた表現。 
　　　Ⅰターンは大都市などに生活する者が地方に移住する現象。 
　　　Ｊターンは地方から大都市へ移住した者が、生まれ故郷等の近くの　　　中規模な都市に戻り定住する現象。 
　　　Ｕターンは地方から大都市へ移住した者が、再び地方の生まれ故郷に　　戻る現象。

・広域高速交通網を活かした企業誘致活動の推進……1-2-1「道路網の整備と公共交通環境の充実」に関連施策を掲載。
・産学官の連携を強め、新たな地域循環型産業の創出……3-6-1「市民と行政の協働のまちづくりの推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

主な指標
　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

市内事業所数 社 245 228（H26） 230 

新規立地企業数 社 2 3 5 H22からの累計値

増設をした既存企業数 社 8 19 24 H22からの累計値

年間新規起業（家）数 件 － 20 20 

新規コミュニティビジネス起業団体数 団体 － 1 40 

六次産業化に取り組む事業者数 件 － 1 5 

【市内事業所数】
　　過去５年間の傾向から、目標値を230社に設定しました。
【新規立地企業数】
　　過去５年間の増加傾向から、計画的に造成した工業用地への新たな企業の誘致を見込むことで、目標値
を５社に設定しました。現状より２社増の目標となります。
【増設をした既存企業数】
　　過去５年間の増加傾向から、目標値を24社に設定しました。現状より５社増の目標となります。
【年間新規起業（家）数】
　　起業家育成支援事業、空き店舗対策支援事業及び小規模事業者後継者支援事業の補助制度を活用し、起
業又は事業継承される事業所数の合計値として、目標値を年間20社に設定しました。
【新規コミュニティビジネス起業団体数】
　　地域課題解決に住民協働で取り組む「介護予防・日常生活支援総合事業」や「総合型自治振興会」、
「空き家再生等推進事業」といった地域活動やコミュニティビジネスを実践する自治振興会、自治会、団
体の合計値として、目標値を40団体に設定しました。
【六次産業化に取り組む事業者数】
　　市内の団体、組合等が提出する農山漁村六次産業化対策事業の実施計画に国から承認を受けた団体数の
合計値をとして、目標値を５件に設定しました。
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　　求職者のニーズに応える雇用の創出並びに就業・雇用機会の確保により、ＩＪＵターンを促進します。
　　子育て世代や女性、高齢者、障がい者が安心して働ける雇用環境づくりを進めます。

2-5-6　雇用の確保と就業環境の充実

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

就業支援 ・市内企業と連携した、新規就職希望者・新規学卒者等への
 　企業情報の提供
 ・個々に応じた職業訓練等能力開発への支援
 ・未就職者・高齢者等への職業訓練や再雇用等の推進
 ・企業と求職者のミスマッチ解消の支援

雇用の場の確保と ・奨学金を活用した大学生等のＵターンの促進
ＩＪＵターンの促進 ・市内企業が実施する採用活動に係る経費への支援
 ・求職者に対する市内企業の情報発信の強化
 ・ふるさと回帰転入助成事業
 ・転入者の雇用確保への支援

安心して働ける ・イクメン※応援事業
就業環境の充実 ・多様な労働状況に対応した、安心して働ける雇用環境の整備

女性、高齢者、 ・女性ならではの感性や表現を活かすことができる雇用の場の
障がい者等の雇用の確保 　創出と支援
 ・高齢者が有する熟練した技能・知識の活用と継承
 ・障がい者雇用に向けた理解と就業の場の確保への支援
 ・ボランティア等高齢者や障がい者が生きがいを感じる場の創出

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
完全失業率※ ％ 3.9 2.5 2.2 ハローワーク砺波管内
有効求人倍率※ 倍 0.60 1.47 1.50 ハローワーク砺波管内
高齢者雇用割合※ ％ 10.3 12.9 15.0  ハローワーク砺波管内
新規立地企業の新規雇用者数 人 － 2 50 
新規雇用者数 人 － 11 100 
クリエイター移住者数 人 － 13 100 
若者、女性の就業率 ％ － 46.9 50.0

※ワークライフバランス
　　　国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責
任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき
る」こと。

※イクメン
　　　子育てする男性。単純に育児中の男性というより、率先して育児休
暇を申請するなど、積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性を
指す。

※完全失業率
　　　労働力人口に占める完全失業者の割合。完全失業者とは、働く意志
は持っているが、所得が伴わない状態の求職者であり、完全失業者と
就業者の合計を労働力人口という。

※有効求人倍率
　　　ハローワーク（公共職業安定所）に登録している求職者（＝有効求
職者数）に対する求人を募集している企業からの求人数（＝有効求人
数）の割合。

※高齢者雇用割合
　　　ハローワーク（公共職業安定所）管内の被用者総数に占める、65
歳以上の被用者の割合。

・高齢者や障がい者等の雇用
　……1-3-3「高齢者福祉サービスの充実」及び1-3-2「障がい者への支
　援体制の充実」に関連施策を掲載。
・ＩＪＵターンの促進
　……2-5-7「移住・定住対策の推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

目標値の設定理由

○就業・雇用対策
　　企業の就業環境は、雇用形態の変化や仕事観に
対する変化から、大きく様変わりしています。
　　今後は、企業立地や既存企業の事業拡大による
雇用の創出を図るとともに、若者や女性をはじめ
とする市民に対し、市内企業の魅力や技術などの
情報提供を積極的に行うことにより、地元就職の
促進を図る必要があります。また、新規就職者へ
の市内企業の情報提供によるＩＪＵターンの促
進・若い労働力の確保や求人と求職のミスマッチ
解消、安心して働ける雇用環境づくりなどが求め
られています。

○就業環境の充実
　　生産年齢人口が減少する中で、若者や働く意欲
･能力のある女性、高齢者などの人材を活用する
ためには、すべての勤労者・求職者が、自らの能
力を十分に発揮し、生きがいを持って働くことが
できる環境整備や勤労者福祉の向上が求められて
います。
　　今後は、男女を問わず仕事と生活を両立する
ワークライフバランス※を推進し、育児休暇や介
護休暇が取得しやすい職場環境づくりや、心身の
健康が維持できる就業環境の整備を促進する必要
があります。
　　さらに、在宅勤務など多様な働き方の提供によ
る選択肢の拡大や、子育てで離職した女性の再就
職をはじめ、高齢者が技術・経験・知識を活用で
きる雇用機会の創出による、意欲と能力がある限
り年齢にかかわりなく働き続けることができる
「生涯現役社会」の実現など、それぞれのライフ
ステージに対応した幅広い就業支援をこれまで以
上に行っていくことが求められています。

○障がい者等の雇用
　　障がいの有無によらず、誰もが等しく住み慣れ
た地域で生き生きと生活できる地域社会づくりが
求められています。
　　中でも障がい者の自立と社会参加を促進するた
めには、企業への障がい者雇用の啓発により、企
業の理解と協力の拡充を図るとともに、就労の場
の確保や職場定着への支援体制の強化を進める必
要があります。

【完全失業率・有効求人倍率】
　　日本経済は、東日本大震災後の落ち込みから着実に回復し、最近の雇用情勢は底上げ基調で推移してい
ます。今後は、中国をはじめ欧米経済の減速や長引く円高により、先行きが不透明の状況ではあります
が、現状の水準を維持すると見込み、「完全失業率」の目標値を2.2％、「有効求人倍率」の目標値を1.50
倍に設定しました。
【高齢者雇用割合】
　　定年制の延長や人口減に伴う労働人口の減少を補完するため、今後着実に伸びていくことが見込まれ、
目標値を15％に設定しました。
【新規立地企業の新規雇用者数】
　　平成27年度以降に市内で設立及び設置、進出した事業所にかかる個人市民税の特別徴収に掲載された人
数の目標値を50人に設定しました。
【新規雇用者数】
　　企業立地助成金事業のうち雇用創出事業の対象である市内に住所を有する新規雇用従業者数の目標値を
100人に設定しました。現状（平成26年現在で３人）から97人の増加を見込んでいます。
【クリエイター移住者数】
　　市外から転入して市内のクリエイティブ産業関係事業所に就職した従業者数の目標値を100人に設定し
ました。現状（平成26年現在で０人）から100人の増加を見込んでいます。
【若者、女性の就業率】
　　35歳以下の若者と女性のうち、104万円以上の給与・農業・事業所得がある人数の割合は現状（平成26
年）で46.6％です。今後正規雇用の増加などにより、目標値を50％に設定しました。
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　　求職者のニーズに応える雇用の創出並びに就業・雇用機会の確保により、ＩＪＵターンを促進します。
　　子育て世代や女性、高齢者、障がい者が安心して働ける雇用環境づくりを進めます。

2-5-6　雇用の確保と就業環境の充実

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

就業支援 ・市内企業と連携した、新規就職希望者・新規学卒者等への
 　企業情報の提供
 ・個々に応じた職業訓練等能力開発への支援
 ・未就職者・高齢者等への職業訓練や再雇用等の推進
 ・企業と求職者のミスマッチ解消の支援

雇用の場の確保と ・奨学金を活用した大学生等のＵターンの促進
ＩＪＵターンの促進 ・市内企業が実施する採用活動に係る経費への支援
 ・求職者に対する市内企業の情報発信の強化
 ・ふるさと回帰転入助成事業
 ・転入者の雇用確保への支援

安心して働ける ・イクメン※応援事業
就業環境の充実 ・多様な労働状況に対応した、安心して働ける雇用環境の整備

女性、高齢者、 ・女性ならではの感性や表現を活かすことができる雇用の場の
障がい者等の雇用の確保 　創出と支援
 ・高齢者が有する熟練した技能・知識の活用と継承
 ・障がい者雇用に向けた理解と就業の場の確保への支援
 ・ボランティア等高齢者や障がい者が生きがいを感じる場の創出

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
完全失業率※ ％ 3.9 2.5 2.2 ハローワーク砺波管内
有効求人倍率※ 倍 0.60 1.47 1.50 ハローワーク砺波管内
高齢者雇用割合※ ％ 10.3 12.9 15.0  ハローワーク砺波管内
新規立地企業の新規雇用者数 人 － 2 50 
新規雇用者数 人 － 11 100 
クリエイター移住者数 人 － 13 100 
若者、女性の就業率 ％ － 46.9 50.0

※ワークライフバランス
　　　国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責
任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき
る」こと。

※イクメン
　　　子育てする男性。単純に育児中の男性というより、率先して育児休
暇を申請するなど、積極的に子育てを楽しみ、自らも成長する男性を
指す。

※完全失業率
　　　労働力人口に占める完全失業者の割合。完全失業者とは、働く意志
は持っているが、所得が伴わない状態の求職者であり、完全失業者と
就業者の合計を労働力人口という。

※有効求人倍率
　　　ハローワーク（公共職業安定所）に登録している求職者（＝有効求
職者数）に対する求人を募集している企業からの求人数（＝有効求人
数）の割合。

※高齢者雇用割合
　　　ハローワーク（公共職業安定所）管内の被用者総数に占める、65
歳以上の被用者の割合。

・高齢者や障がい者等の雇用
　……1-3-3「高齢者福祉サービスの充実」及び1-3-2「障がい者への支
　援体制の充実」に関連施策を掲載。
・ＩＪＵターンの促進
　……2-5-7「移住・定住対策の推進」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

目標値の設定理由

○就業・雇用対策
　　企業の就業環境は、雇用形態の変化や仕事観に
対する変化から、大きく様変わりしています。
　　今後は、企業立地や既存企業の事業拡大による
雇用の創出を図るとともに、若者や女性をはじめ
とする市民に対し、市内企業の魅力や技術などの
情報提供を積極的に行うことにより、地元就職の
促進を図る必要があります。また、新規就職者へ
の市内企業の情報提供によるＩＪＵターンの促
進・若い労働力の確保や求人と求職のミスマッチ
解消、安心して働ける雇用環境づくりなどが求め
られています。

○就業環境の充実
　　生産年齢人口が減少する中で、若者や働く意欲
･能力のある女性、高齢者などの人材を活用する
ためには、すべての勤労者・求職者が、自らの能
力を十分に発揮し、生きがいを持って働くことが
できる環境整備や勤労者福祉の向上が求められて
います。
　　今後は、男女を問わず仕事と生活を両立する
ワークライフバランス※を推進し、育児休暇や介
護休暇が取得しやすい職場環境づくりや、心身の
健康が維持できる就業環境の整備を促進する必要
があります。
　　さらに、在宅勤務など多様な働き方の提供によ
る選択肢の拡大や、子育てで離職した女性の再就
職をはじめ、高齢者が技術・経験・知識を活用で
きる雇用機会の創出による、意欲と能力がある限
り年齢にかかわりなく働き続けることができる
「生涯現役社会」の実現など、それぞれのライフ
ステージに対応した幅広い就業支援をこれまで以
上に行っていくことが求められています。

○障がい者等の雇用
　　障がいの有無によらず、誰もが等しく住み慣れ
た地域で生き生きと生活できる地域社会づくりが
求められています。
　　中でも障がい者の自立と社会参加を促進するた
めには、企業への障がい者雇用の啓発により、企
業の理解と協力の拡充を図るとともに、就労の場
の確保や職場定着への支援体制の強化を進める必
要があります。

【完全失業率・有効求人倍率】
　　日本経済は、東日本大震災後の落ち込みから着実に回復し、最近の雇用情勢は底上げ基調で推移してい
ます。今後は、中国をはじめ欧米経済の減速や長引く円高により、先行きが不透明の状況ではあります
が、現状の水準を維持すると見込み、「完全失業率」の目標値を2.2％、「有効求人倍率」の目標値を1.50
倍に設定しました。
【高齢者雇用割合】
　　定年制の延長や人口減に伴う労働人口の減少を補完するため、今後着実に伸びていくことが見込まれ、
目標値を15％に設定しました。
【新規立地企業の新規雇用者数】
　　平成27年度以降に市内で設立及び設置、進出した事業所にかかる個人市民税の特別徴収に掲載された人
数の目標値を50人に設定しました。
【新規雇用者数】
　　企業立地助成金事業のうち雇用創出事業の対象である市内に住所を有する新規雇用従業者数の目標値を
100人に設定しました。現状（平成26年現在で３人）から97人の増加を見込んでいます。
【クリエイター移住者数】
　　市外から転入して市内のクリエイティブ産業関係事業所に就職した従業者数の目標値を100人に設定し
ました。現状（平成26年現在で０人）から100人の増加を見込んでいます。
【若者、女性の就業率】
　　35歳以下の若者と女性のうち、104万円以上の給与・農業・事業所得がある人数の割合は現状（平成26
年）で46.6％です。今後正規雇用の増加などにより、目標値を50％に設定しました。
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　　市内に移住や定住する人が増え、市民が安全に安心して暮らせる地域づくりを進め、ずっと暮らした
い、暮らしてみたいまちを目指します。

関  連  施  策
・移住・定住促進への支援……1-2-5「快適な住環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・雇用の場の確保や子育て環境の整備などの定住環境の総合的推進……1-3-8「子どもを育てやすい環境づくりの推進」及び
　1-3-7「子育て家庭への切れ目ない総合的な支援」に関連施策を掲載。
・ＩＪＵターン促進……2-5-6「雇用の確保と就業環境の充実」に関連施策を掲載。

2-5-7　移住・定住対策の推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

移住・定住促進への支援 ・南砺市定住奨励金事業の推進・拡充
 ・南砺市優良住宅団地開発支援事業による民間住宅団地の
 　造成の促進
 ・宅地造成事業による定住化の推進
 ・雇用の場の確保や子育て環境の整備などの定住環境の
 　総合的推進
 ・定住に関する情報の発信（ＩＪＵターン促進）
 ・移住定住者の保育料無料制度の促進
 ・移住コンシェルジュ事業の実施

結婚活動への支援 ・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクトの促進
 ・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクトの推進・拡充

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

住み続けたいと思う市民の割合 ％ 76.8 70.6 80.0 

転入奨励金の年間交付件数 件 － 19 30 

年間婚姻数 件 － 164 220 

婚活イベント年間参加者数 人 － 594 1,100 

○移住・定住促進
　　人口減少や高齢化が県内平均よりも早く進む
中、移住・定住施策の推進は重要な課題となって
います。
　　本市では、移住・定住に向けて、雇用の場の確
保や住環境の整備、子育て環境の整備など、総合
的な条件整備に取り組んでいますが、更に福祉や
医療などの安心感、商店や金融などの利便性、道
路交通網の整備などの快適性の充実が求められて
おり、積極的な移住・定住促進に取り組む必要が
あります。
　　また、進学や就職で市外に転出した方が市内に
戻ってくるよう、子どもの時代から郷土を思う意
識を醸成することや地域愛を育むことにより、転
出を最小限にとどめ、ふるさと回帰（Ｕターン）
への意識を高めます。
　　さらに、魅力ある地域づくりに取り組み、ＩＪ
Ｕターンを促進する必要があります。

【住み続けたいと思う市民の割合】
　　市民意識調査では、20歳代から40歳代の数値が低いことから、雇用の場の確保や住環境の整備など総合
的な定住施策を進めることで、目標値を80％に設定しました。
【転入奨励金の年間交付件数】
　　雇用の場の確保や住環境の整備など移住・定住施策を進めるとともに、転入奨励金制度のＰＲを強化す
ることで、目標値を30件に設定しました。
【年間婚姻数】
　　年間婚姻数は横ばいで推移しています。今後、婚活施策の更なる展開により婚姻数を引き上げることと
して、目標値を現在の２割増の220件に設定しました。
【婚活イベント年間参加者数】
　　結婚を希望する独身者への直接的な働き掛けもさることながら、なんとおせっ会など地域・地区・民間
企業を巻き込んだ取り組みを強化することで、目標値を1,100人に設定しました。

○婚活施策
　　人口減少の主要因の一つである出生率の低下に
歯止めをかけるため、先ずは未婚化、晩婚化を解
消し婚姻数を伸ばし人口増を図っていくことが課
題となっています。本市では、これまで行政が主
体となって「婚活倶楽部なんと」や「なんとお
せっ会」といった婚活組織を立ち上げ、会員の加
入促進を図るなど活発な活動を展開しています。
　　今後より一層の成果をあげるべく、独身者の多
様なニーズにあった情報発信や出会いの場創出な
どの支援メニューの多彩化を図るとともに、独身
者が結婚しやすくなるための雇用の改善、若者の
経済的安定化などの総合的な環境づくりを進める
必要があります。また、地域の人的ネットワーク
を幅広く持つ有用な人材の活用や市内の企業との
連携など、地域を巻き込んだ取り組みを推進する
必要があります。

103



第２編  後期基本計画 第２章　分野別計画

第
２
編
／
第
２
章

第２編  後期基本計画 第２章　分野別計画

第
２
編
／
第
２
章

  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

　　市内に移住や定住する人が増え、市民が安全に安心して暮らせる地域づくりを進め、ずっと暮らした
い、暮らしてみたいまちを目指します。

関  連  施  策
・移住・定住促進への支援……1-2-5「快適な住環境づくりの推進」に関連施策を掲載。
・雇用の場の確保や子育て環境の整備などの定住環境の総合的推進……1-3-8「子どもを育てやすい環境づくりの推進」及び
　1-3-7「子育て家庭への切れ目ない総合的な支援」に関連施策を掲載。
・ＩＪＵターン促進……2-5-6「雇用の確保と就業環境の充実」に関連施策を掲載。

2-5-7　移住・定住対策の推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

移住・定住促進への支援 ・南砺市定住奨励金事業の推進・拡充
 ・南砺市優良住宅団地開発支援事業による民間住宅団地の
 　造成の促進
 ・宅地造成事業による定住化の推進
 ・雇用の場の確保や子育て環境の整備などの定住環境の
 　総合的推進
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施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
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への意識を高めます。
　　さらに、魅力ある地域づくりに取り組み、ＩＪ
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せっ会」といった婚活組織を立ち上げ、会員の加
入促進を図るなど活発な活動を展開しています。
　　今後より一層の成果をあげるべく、独身者の多
様なニーズにあった情報発信や出会いの場創出な
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必要があります。また、地域の人的ネットワーク
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  いきいきとした活力あるまちづくり2－5

　　市民や市民団体による国際・国内交流を進め、観光、産業、文化、学術など幅広い分野を通して相互理
解を深め、交流人口の更なる増加を目指します。

2-5-8　国際・国内交流の推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

国際交流団体への支援 ・友好交流協会を通じての国際交流団体への支援
 ・国際化、ボーダーレス化に対応する人材育成事業の展開

国内交流団体への支援 ・市民・市民団体の自主性を尊重した国内交流事業の展開
 ・各オーナー制度による都市住民との交流や、イベント、
 　祭り等による交流の推進

国内外交流の推進 ・外国人が安心して訪れ、暮らせるまちづくりの推進
 ・国内交流や国際交流を積極的にサポートする市民の育成
 ・コンベンション支援事業
 ・貢献市民登録制度の推進と応援活動の支援

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

※旧町村での姉妹都市・友好都市締結（覚書）の都市
　　　現在の締結先
　　　国内：武蔵野市、多度津町、羽幌町、輪島市（旧門前町）、日之影町、甲賀市（旧信楽町）、中札内村、土庄町、半田市
　　　海外：紹興市（中国）、デルフィ市（ギリシャ）、ツクチェ村（ネパール）、アローザ村（スイス）、平昌郡（韓国）、マルボロ町（アメリカ）、
　　　　　　寧波市・鄞州区（中国）
※オーナー制度
　　　そば・棚田米・赤カブの田畑を自分の農地として登録し、種まき・田植えから収穫までを体験できる制度。
※貢献市民
　　　市外に住みながらも、南砺市を想い、南砺市を応援する活動により、市民とともに地域を支え、盛り上げるパートナーとなる方。登録制。
　　　愛称は「応援市民」

・各オーナー制度による都市住民との交流……2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・国内外交流の推進……2-5-4「豊富な地域資源を活かした観光の振興」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考

南砺市友好交流協会会員数 人 760 741 780 

交流事業に参加した人数
（南砺市友好交流協会関連事業） 

人 1,810 1,321 1,600 

オーナー制度事業に市外から 人 70 139 150 参加した人数

貢献市民の人数 人 － 0 800 

○姉妹都市・友好都市交流
　　本市は、８町村が合併したことから、旧町村に
おける姉妹都市・友好都市の締結（覚書）の数※

は、海外７、国内９と多く、現在も様々な交流事
業が行われています。
　　合併後12年が経過し、国際・国内交流の輪が少
しずつ旧町村の枠から広がり始めていますが、交
流事業の中には市民に知られていない事業もある
ことから、今後、南砺市友好交流協会を中心に、
全市的な交流となるよう、事業の周知と参加者の
増加に取り組んでいく必要があります。

○その他の国内外交流
　　各オーナー制度※（棚田・赤カブ・そば）によ
る都市住民との交流や、イベント、祭り等による
交流を展開しており、姉妹都市・友好都市以外の
交流も盛んに行われています。また、演劇の聖地
利賀で開催されるSCOTサマー・シーズン、ワー
ルドミュージックの祭典スキヤキ・ミーツ・ザ・
ワールド、木彫りを通して世界をつなぐいなみ国
際木彫刻キャンプなどの国際的なイベントが開催
されており、参加者との交流が盛んに行われてい
ます。
　　今後は、市民の主体的な交流活動を支援し、観
光面のみならず産業、文化、学術など様々な分野
を通して本市の魅力を高めるとともに、交流人口
の拡大を図る必要があります。

【南砺市友好交流協会会員数】
　　南砺市友好交流協会の会員数は近年伸び悩みの状態です。今後、協会加入団体の増加を図るとともに、
各団体による会員勧誘を促進することで、過去５年間の最大値程度は回復するものとして、目標値を780
人に設定しました。
【交流事業に参加した人数（南砺市友好交流協会関連事業）】
　　南砺市友好交流協会関連事業には、小・中学生の交流派遣事業や市民ツアーなど多彩なメニューがあり
ます。近年参加者数は伸び悩みの状態ですが、今後、市民の方への周知を図り参加者を増やすことで、過
去４年間の最大値程度は回復するものとして、目標値を1,600人に設定しました。
【オーナー制度事業に市外から参加した人数】
　　オーナー制度事業の参加者数は伸び悩みの状態ですが、今後グリーン・ツーリズムの推進を図り、都市
と農山村交流をPRすることで、目標値を150人に設定しました。
【貢献市民の人数】
　　市外に住みながらも南砺市に想いを寄せ、応援活動を行う人のうち、「貢献市民」に登録した合計人数
として、目標値を800人に設定しました。

○国際感覚豊かな人づくり
　　本市を訪れる外国人は今後ますます増加するこ
とが予測されます。訪れた外国人をもてなすだけ
でなく本市ビジネスの海外展開を図るためにも、
交流（海外派遣等）を通じて国際感覚を身につけ
た人材を育成する必要があります。

○貢献市民※

　　市外に住みながらも本市に愛着を持つ人が年々
増えています。人口減少が続く本市では、地域づ
くりを進めるための担い手が不足しており、今後
もコミュニティを維持するためには、このような
人々の支えが必要となっています。「貢献市民制
度」では、祭りやイベント、草刈り、雪下ろしへ
の参加、ふるさと納税や情報発信、情報提供など
本市を応援する活動を行われる市外の人を第二の
市民として登録します。単なるファンクラブにと
どまらず、本市を支え、盛り上げる大切なパート
ナーとして、市民との絆を強め、本市への愛着を
さらに深め、応援活動に進んで取り組めるような
情報の提供や特典などで支援し、貢献市民の登録
を進める必要があります。
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