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　　市民（市民団体、住民自治組織、ＮＰＯ等）と行政が、情報を共有しながら対等な立場で役割分担を決
め、地域課題や社会的課題の解決に取り組みます。
　　また、急激な人口減少や過疎化により地域の消滅が危惧される中、地域の持続のため、または地域力を
高めるためには、「自治会や市民団体、公民館、各種地域内組織、事業者、行政、学校など地域内の多様
な主体」による「地域内で取り組む協働」が求められています。このような「協働」を「総働」と言い、
全住民の意見の反映と協力を求めるとともに地域組織の運営のあり方を検討します。

  市民と行政の協働のまちづくり3－6

3-6-1　市民と行政の協働のまちづくりの推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

※協働のまちづくり 
　　　まちづくりに参画する市民、市民団体、企業、ＮＰＯ、行政などが、お互いに情報を共有しながら、役割分担を決めて、お互いの責任において協力
　　しながら、まちづくりを実践すること。 
※地域内分権 
　　　地域により解決したい課題が異なることから、地域の自由裁量で重点的に課題解決に対応することが可能な交付金（地域づくり交付金）を市から支
　　出し、自己責任・自己決定で地域づくりを行う制度。 
※小規模多機能自治
　　　概ね旧小学校区などの範囲において、地域内の住民と地域内の多様な主体により構成された地域共同体が、地域の実情や課題に応じて住民の福祉等
　　を増進する、「総働」による課題解決型の住民自治の取り組み。
※産学連携 
　　　民間企業・大学と共同で、研究・商品開発等の事業を行うこと。知見と人材を活かした地域課題の解決や、技術の融合による新たな技術の開発、学
　　生の育成が期待される。

・産学連携による地域課題の解決……2-5-5「工業の振興と企業誘致、新産業の創出」に関連施策を掲載。

用  語  解  説

関  連  施  策

○市民目線の行政運営
　　市民から信頼される行政でなければ、市民と行
政の協働のまちづくりは実現できません。そのた
めには、市役所の窓口や担当課の対応はもちろん
のこと、常に市民目線での行政運営が求められて
います。また、施策の決定や事業実施において
は、これまで以上に説明責任が問われています。

○産学連携※による地域課題の解決
　　本市は、平成26年に金沢大学との包括連携協定
の締結を皮切りに、市民や大学との協働事業によ
る地域活性化や住民生活の質の向上、地域課題の
解決のための学術的な知見の獲得、地域活動での
学びの場の提供、地域の感性を備えた人材を育て
社会を繋ぐ｢地（知）｣の拠点づくりなどを推進して
います。
　　今後さらに、高校や高専、大学、大学院などの
教育機関や研究機関、民間企業等と連携し、交流
を活発化し、交流ネットワークの拡大により、高
度な情報や知見、人材を集め、市民や行政ととも
に、地域の課題解決や経済の発展、活性化を図る
必要があります。

○まちづくり基本条例の運用
　　本市では、市民一人ひとりが市政に参画し、市
民が主体となって協働でまちづくりを進めるため
に、その基本原則や仕組みを定めた「南砺市まち
づくり基本条例」を制定し、市民参画と情報共有
に積極的に取り組んでいます。市民協働、市民参
画によるまちづくりが進展するよう、引き続きま
ちづくり基本条例の確実な運用とともに、市民へ
の周知、意識啓発、協働のまちづくり※を担う人
材の育成等を図る必要があります。

○情報の共有
　　本市では、地域審議会や市政懇談会などを開催
し、各種計画の説明や進捗状況を報告しています
が、協働のまちづくりを行う上でもっとも重要な
ことは、行政が持つ情報を市民といかに共有でき
るかにあります。情報の共有がなければ、市民と
行政が責任ある役割を分担することは困難です。
協働で解決すべき課題や問題に対して、行政が持
つ情報を積極的に市民に開示し、共有していくこ
とが求められています。今後も、情報の共有の
他、審議会等委員の公募、意見公募、会議の公開
を推進していく必要があります。このほか、広報
なんと、ホームページ、市政懇談会、情報公開
コーナーなどを更に充実する必要があります。

○地域との連携
　　本市では、自治振興会・自治会・町内会等から
寄せられた要望書をデータベース化し、随時、南
砺市のホームページに掲載しています。また、地
域づくり交付金による地域内分権※の推進、協働
のまちづくりモデル事業等による地域課題の解決
支援、地域づくり支援員の派遣による住民自治活
動と地域力の向上、住民自治のまちづくり教室に
よる人材育成を実施しています。今後、ますます
少子高齢化が進行し、地域や市民ニーズの多様化
が予想されるため、地域との連携が一層重要視さ
れます。
　　また、地域にとって必要な事業を、地域全体で
効率的に取り組み、地域課題を克服していくこと
が求められています。本市においても、これから
の地域組織の運営のあり方を検討し、市民や各種
団体等と共に「小規模多機能自治※」の実現に向
けて、調査研究に取り組む必要があります。

○市民団体との連携
　　本市では、協働のまちづくり活動をサポートす
るために、「南砺市協働のまちづくり支援セン
ター」を開設しています。また、市民団体やＮＰ
Ｏを対象とした協働のまちづくりモデル事業を実
施しています。
　　一方、子育て支援や介護といった社会的課題を
協働で解決していくためには、ボランティア団体
や婦人会、老人会、ＮＰＯといった市民団体と強
固に連携する必要があります。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－6

主な指標

施策の展開

協働事業の推進 ・まちづくり基本条例の普及と徹底
 ・協働のまちづくりモデル事業等の実施
 ・協働のまちづくりリーダー養成事業の推進

情報共有の推進 ・地域審議会、地域づくり談議、市政懇談会の開催
 ・審議会等委員の公募、意見公募、会議の公開
 ・情報公開コーナー開設、広報なんと発行、ＨＰ 開設、
 　市政出前講座
 ・南砺版求人バンクで地域活性化（地域の困りごと解決）

自治振興会を核とした住 ・地域づくり交付金事業の実施
民自治組織との連携 ・地域づくり支援員の設置
 ・住民自治のまちづくり教室の実施
 ・総合型自治振興会強化プラン

市民団体等への支援 ・協働のまちづくりモデル事業等の実施
 ・なんと市民開催まちづくり塾支援事業

市民団体等の連携 ・協働のまちづくり支援センターの設置

ＮＰＯ法人設立への支援 ・協働のまちづくりモデル事業等の実施

産学連携による ・官学、官民連携事業
地域課題の解決 ・金沢大学セミナーハウス整備事業

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

協働のまちづくりに取り組んでいる ％ 15.1 42.7 58.0 市民の割合

市が取り組んでいる協働事業数 事業 10 19 24 

民間実施のまちづくり塾年間参加者数 人 － 0 100 

提携大学数 大学 － 5 6 

官学・官民連携の手法を活用した 件 － 8 10 事業実施数

【協働のまちづくりに取り組んでいる市民の割合】
　　市民と行政の協働のまちづくりを実現するためには、市民一人ひとりが協働事業に取り組むことが大切
です。地域との連携や市民団体との連携を強化することにより、協働事業に取り組む市民の割合の目標値
を58％に設定しました。
【市が取り組んでいる協働事業数】
　　市民と行政の協働のまちづくり事業が着実に増えています。今後も引き続き協働事業を増やしていくこ
とが大切であり、これまでの伸びの実績を勘案し、目標値を24事業に設定しました。
【民間実施のまちづくり塾年間参加者数】
　　行政が助成し、市民団体等が開催するまちづくりに関する講演会、講座等への参加人数として、目標値
を100人に設定しました。
【提携大学数】
　　現在提携する大学は５校ですが、官学連携事業を積極的に幅広く推し進めることで、目標値を６大学に
設定しました。
【官学・官民連携の手法を活用した事業実施数】
　　現在の実施数は８件ですが、官学・官民連携事業を積極的に幅広く推し進めることで、目標値を10件に
設定しました。
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【市が取り組んでいる協働事業数】
　　市民と行政の協働のまちづくり事業が着実に増えています。今後も引き続き協働事業を増やしていくこ
とが大切であり、これまでの伸びの実績を勘案し、目標値を24事業に設定しました。
【民間実施のまちづくり塾年間参加者数】
　　行政が助成し、市民団体等が開催するまちづくりに関する講演会、講座等への参加人数として、目標値
を100人に設定しました。
【提携大学数】
　　現在提携する大学は５校ですが、官学連携事業を積極的に幅広く推し進めることで、目標値を６大学に
設定しました。
【官学・官民連携の手法を活用した事業実施数】
　　現在の実施数は８件ですが、官学・官民連携事業を積極的に幅広く推し進めることで、目標値を10件に
設定しました。
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　　すべての市民が地域コミュニティである住民自治組織に加入し、地域の課題解決に向けて、自ら考え自
ら行動する地域力の高いコミュニティを形成します。地域コミュニティの核となる自治振興会が、地域連
携機能を高め、その地域に適した地域づくりを進めます。

  市民と行政の協働のまちづくり3－6

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

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

地域内分権の推進 ・地域づくり交付金事業の実施

地域拠点施設の整備 ・地区公民館大規模改修事業の推進
 ・小さな拠点「山の駅」事業

自治会・自治振興会への ・自主防災組織支援事業の推進
支援 ・総合型自治振興会強化プラン

コミュニティ活動・ ・協働のまちづくり支援センターの設置
まちづくり団体への支援 ・なんとポイント事業

地域人材育成の推進 ・地域づくりリーダーの養成・活動支援
 ・各種まちづくり講座の開催
 ・地域おこし協力隊の地域への人材還流の推進

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

※結いの精神
　　　おかげさま、お互いさまといった相互扶助の仕組みを大切にする気持ち。

・地域拠点施設の整備、コミュニティ活動への支援……2-4-2「生涯にわたり学べる環境づくりの推進」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
自治会町内会に加入している ％ 91.1 93.9 95.0世帯の割合 
自治会町内会行事に参加している ％ 71.8 75.7 80.0 市民の割合
地域づくり事業を行っている自治会数 か所 29 58 70 
南砺市内にあるＮＰＯの数 団体 19 22 30 
南砺市内にある自治会の数 団体 354 354 354 
南砺市内で継承されている獅子舞の数 団体 104 104 104 

○地域内分権と地域づくり交付金
　　自分たちが住んでいる地域をより安全安心で住
みよくしていくためには、住民が自ら考え、行動
するという住民自治活動の実践が大切です。こう
した考え方を基本に導入した地域内分権制度に基
づき、地域づくり交付金や地域づくり支援員の派
遣などにより、地域の問題や課題の解決に向けた
住民自治活動の取り組みを支援しています。今後
は、地域コミュニティの核となる自治振興会と連
携を図りながら、この制度のより有効な活用成果
が求められています。

○地域（コミュニティ）拠点施設
　　本市は昔ながらの「結の精神※」が根付く地域
であり、地域の連帯感や地域社会への関心の高い
市民が多く暮らしています。こうした強みを活か
して市民活動を活発化し地域を元気にすることが
求められています。このため意識の高い市民が出
会い、互いのスキルを活かすことで新たな活動が
生まれ発展していくような出会いの場や居場所づ
くり、地域活動拠点等の充実が必要になっていま
す。一方で、少子高齢化と人口減少により、連帯
感や地域社会への関心が希薄になるなど、コミュ
ニティの存続が危惧される地域が増えつつありま
す。こうした中で、従来のコミュニティが維持さ
れるよう、生活サービス拠点となる施設の充実に
取り組む必要があります。

【自治会町内会に加入している世帯の割合】
　　自分たちが住んでいる地域を安全安心で暮らしやすい地域にしていくためには、自ら考え、自らの責任
において行動する住民自治活動の充実が重要です。加入率は全国的に高い水準でありながら現在も伸びて
います。今後更なる増加を目指して、目標値を95％に設定しました。
【自治会町内会行事に参加している市民の割合】
　　組織率が高くても行事等への参加が低ければコミュニティの維持は困難となります。なんらかの形で自
治会町内会の行事に参加している市民の割合は増加傾向にあります。今後更なる増加を目指して、目標値
を80％に設定しました。
【地域づくり事業を行っている自治会数】
　　市では自治会やコミュニティ活動へ様々な支援を行っています。その中で、地域住民が主体となって地
域づくりやまちづくりを実践する「協働のまちづくりモデル事業数」は増えており、今後更なる増加を目
指して、目標値を70か所に設定しました。
【南砺市内にあるＮＰＯの数】
　　人口減少下でＮＰＯの役割は重要になります。現状の５割増しを目指して、目標値を30団体に設定しま
した。
【南砺市内にある自治会の数】
　　人口減少下で地域コミュニティの崩壊が危惧される地域が増えつつあります。その歯止めとして住民自
治組織への支援を強化し組織の維持に努めていくこととして、目標値を現状維持の354団体に設定しまし
た。
【南砺市内で継承されている獅子舞の数】
　　市内で継承されている獅子舞の維持を図ることとして、目標値を現状維持の104団体に設定しました。

○自治振興・コミュニティ活動
　　地域づくり交付金や公民館活動交付金、自主防
災組織への資機材や訓練費の助成、協働のまちづ
くりモデル事業・チャレンジ事業の展開、活気に
満ちた集落づくり提案事業を通じて、自治会やコ
ミュニティ活動への支援を行っています。今後
は、地域住民が主体となった地域づくりやまちづ
くりの更なる進展を図るために、自治振興会の組
織強化と地域づくりリーダーの育成や地域人材、
資産の有効活用、地域と連携したＮＰＯや地域型
ＮＰＯの設置を推進します。

○コミュニティビジネス
　　人口減少とともに、地域の商業・サービス施設
等の閉店や空き家の増加などが予想されます。こ
のため、地域住民が協働して地域の高齢世帯等の
日常生活を支援するコミュニティビジネスや地域
活性化のための空き家活用ビジネス等の地域活動
を支援していくことが求められます。

○住み慣れた地域で暮らし続けられる市民共助の地
域づくり
　　本市では、高齢化や核家族化が進み一人暮らし
の高齢者や高齢者のみの世帯が多く、自力では車
の運転や雪下ろし等ができなくなるなど、地域の
生活に不安を抱く人が増えています。人口減少と
それに伴う過疎化をくい止めるためには、高齢者
が安全で、安心感を持って、住み慣れた場所で生
きがいと喜びを感じつつ、健康に暮らし続けられ
る地域をつくることが重要です。このため、地域
住民や保健・医療・福祉関係者などが連携し、支
え合いや絆を生かした住民主体のネットワークづ
くりを進めていく必要があります。
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　　すべての市民が地域コミュニティである住民自治組織に加入し、地域の課題解決に向けて、自ら考え自
ら行動する地域力の高いコミュニティを形成します。地域コミュニティの核となる自治振興会が、地域連
携機能を高め、その地域に適した地域づくりを進めます。

  市民と行政の協働のまちづくり3－6

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

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

地域内分権の推進 ・地域づくり交付金事業の実施

地域拠点施設の整備 ・地区公民館大規模改修事業の推進
 ・小さな拠点「山の駅」事業

自治会・自治振興会への ・自主防災組織支援事業の推進
支援 ・総合型自治振興会強化プラン

コミュニティ活動・ ・協働のまちづくり支援センターの設置
まちづくり団体への支援 ・なんとポイント事業

地域人材育成の推進 ・地域づくりリーダーの養成・活動支援
 ・各種まちづくり講座の開催
 ・地域おこし協力隊の地域への人材還流の推進

施策中分類 主な事業

目標値の設定理由

※結いの精神
　　　おかげさま、お互いさまといった相互扶助の仕組みを大切にする気持ち。

・地域拠点施設の整備、コミュニティ活動への支援……2-4-2「生涯にわたり学べる環境づくりの推進」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
自治会町内会に加入している ％ 91.1 93.9 95.0世帯の割合 
自治会町内会行事に参加している ％ 71.8 75.7 80.0 市民の割合
地域づくり事業を行っている自治会数 か所 29 58 70 
南砺市内にあるＮＰＯの数 団体 19 22 30 
南砺市内にある自治会の数 団体 354 354 354 
南砺市内で継承されている獅子舞の数 団体 104 104 104 

○地域内分権と地域づくり交付金
　　自分たちが住んでいる地域をより安全安心で住
みよくしていくためには、住民が自ら考え、行動
するという住民自治活動の実践が大切です。こう
した考え方を基本に導入した地域内分権制度に基
づき、地域づくり交付金や地域づくり支援員の派
遣などにより、地域の問題や課題の解決に向けた
住民自治活動の取り組みを支援しています。今後
は、地域コミュニティの核となる自治振興会と連
携を図りながら、この制度のより有効な活用成果
が求められています。

○地域（コミュニティ）拠点施設
　　本市は昔ながらの「結の精神※」が根付く地域
であり、地域の連帯感や地域社会への関心の高い
市民が多く暮らしています。こうした強みを活か
して市民活動を活発化し地域を元気にすることが
求められています。このため意識の高い市民が出
会い、互いのスキルを活かすことで新たな活動が
生まれ発展していくような出会いの場や居場所づ
くり、地域活動拠点等の充実が必要になっていま
す。一方で、少子高齢化と人口減少により、連帯
感や地域社会への関心が希薄になるなど、コミュ
ニティの存続が危惧される地域が増えつつありま
す。こうした中で、従来のコミュニティが維持さ
れるよう、生活サービス拠点となる施設の充実に
取り組む必要があります。

【自治会町内会に加入している世帯の割合】
　　自分たちが住んでいる地域を安全安心で暮らしやすい地域にしていくためには、自ら考え、自らの責任
において行動する住民自治活動の充実が重要です。加入率は全国的に高い水準でありながら現在も伸びて
います。今後更なる増加を目指して、目標値を95％に設定しました。
【自治会町内会行事に参加している市民の割合】
　　組織率が高くても行事等への参加が低ければコミュニティの維持は困難となります。なんらかの形で自
治会町内会の行事に参加している市民の割合は増加傾向にあります。今後更なる増加を目指して、目標値
を80％に設定しました。
【地域づくり事業を行っている自治会数】
　　市では自治会やコミュニティ活動へ様々な支援を行っています。その中で、地域住民が主体となって地
域づくりやまちづくりを実践する「協働のまちづくりモデル事業数」は増えており、今後更なる増加を目
指して、目標値を70か所に設定しました。
【南砺市内にあるＮＰＯの数】
　　人口減少下でＮＰＯの役割は重要になります。現状の５割増しを目指して、目標値を30団体に設定しま
した。
【南砺市内にある自治会の数】
　　人口減少下で地域コミュニティの崩壊が危惧される地域が増えつつあります。その歯止めとして住民自
治組織への支援を強化し組織の維持に努めていくこととして、目標値を現状維持の354団体に設定しまし
た。
【南砺市内で継承されている獅子舞の数】
　　市内で継承されている獅子舞の維持を図ることとして、目標値を現状維持の104団体に設定しました。

○自治振興・コミュニティ活動
　　地域づくり交付金や公民館活動交付金、自主防
災組織への資機材や訓練費の助成、協働のまちづ
くりモデル事業・チャレンジ事業の展開、活気に
満ちた集落づくり提案事業を通じて、自治会やコ
ミュニティ活動への支援を行っています。今後
は、地域住民が主体となった地域づくりやまちづ
くりの更なる進展を図るために、自治振興会の組
織強化と地域づくりリーダーの育成や地域人材、
資産の有効活用、地域と連携したＮＰＯや地域型
ＮＰＯの設置を推進します。

○コミュニティビジネス
　　人口減少とともに、地域の商業・サービス施設
等の閉店や空き家の増加などが予想されます。こ
のため、地域住民が協働して地域の高齢世帯等の
日常生活を支援するコミュニティビジネスや地域
活性化のための空き家活用ビジネス等の地域活動
を支援していくことが求められます。

○住み慣れた地域で暮らし続けられる市民共助の地
域づくり
　　本市では、高齢化や核家族化が進み一人暮らし
の高齢者や高齢者のみの世帯が多く、自力では車
の運転や雪下ろし等ができなくなるなど、地域の
生活に不安を抱く人が増えています。人口減少と
それに伴う過疎化をくい止めるためには、高齢者
が安全で、安心感を持って、住み慣れた場所で生
きがいと喜びを感じつつ、健康に暮らし続けられ
る地域をつくることが重要です。このため、地域
住民や保健・医療・福祉関係者などが連携し、支
え合いや絆を生かした住民主体のネットワークづ
くりを進めていく必要があります。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－6

　　市民や市民団体、企業がボランティア活動に参加し、地域社会を支えあいながら、ともに助けあい、心
豊かに暮らすことができる社会の実現を目指します。

※ボランティアコーディネーター
　　ボランティアを行いたい人とボランティアを受けたい人を調整する人（コーディネーター）、又はその立場の人。
※地域福祉サポーター
　　身近な地域で不安や悩みを抱えた人たちに気づきや声かけなどの活動を行なう人。

・ボランティア活動の支援……1-3-1「ともに支えあう地域福祉の推進」に関連施策を掲載。

3-6-3　地域社会を支えるボランティア活動の推進
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

一人一ボランティアの推進 ・子どもボランティアチャレンジ事業の実施
 ・企業ボランティアの支援

ボランティアセンターの充実 ・ボランティアセンター機能の充実
 ・災害ボランティアの支援

ボランティア団体の ・ボランティアコーディネーター※の強化
連携・活動強化 ・ボランティア活動の支援

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

ボランティア活動に参加している ％ 40.2 46.8 52.3市民の割合 

ボランティアセンター団体数 団体 168 179 185 

ボランティアセンター 人 40 59 62
 31地区に

地域福祉サポーター※数     2 名ずつ配置

○ボランティア活動
　　市民や様々なボランティアグループが、奉仕活
動やイベントへの協力、趣味を活かしたボラン
ティア活動を行っています。ボランティアセン
ターが設置され、ボランティア活動のマッチング
に対応できる環境も整備されています。しかしな
がら、ボランティア会員の高齢化や固定化がみら
れ、新たなボランティア会員の確保が課題となっ
ています。また、大規模災害発生時の災害ボラン
ティア支援体制の確立も今後の課題となってお
り、新たな仕組みづくりが求められています。

【ボランティア活動に参加している市民の割合】
　　ボランティア活動に参加している市民の割合は近年増加傾向にあります。今後「市民一人一ボランティ
ア活動」を推奨するとともに、南砺市ボランティアセンターの機能を充実させていくことにより、目標値
を52.3％に設定しました。
【ボランティアセンター登録団体数、ボランティアセンター登録地域福祉サポーター数】
　　ボランティア団体においても活動者の固定化と高齢化が課題となっています。ボランティア情報の発進
やボランティア団体及びボランティアサポーター間の連携を図ることにより、目標値として「ボランティ
アセンターに登録している団体数」を185団体、「ボランティアセンターに登録している地域福祉サポー
ター数」を62 人と設定しました。

○ボランティア育成
　　ボランティア養成講座を開催するとともに、ボ
ランティア体験などを通じて、活動への参加を促
進しています。また、災害救援ボランティア養成
講座を開催し、運営スタッフとして協力をいただ
く「災害救助ボランティアセンター駆けつけ隊」
の増員に努めています。今後、ボランティア情報
の収集や発信、ボランティア団体間の連携強化を
図るためには、ボランティアセンター機能の一層
の充実が必要となってきます。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－6

　　市民や市民団体、企業がボランティア活動に参加し、地域社会を支えあいながら、ともに助けあい、心
豊かに暮らすことができる社会の実現を目指します。

※ボランティアコーディネーター
　　ボランティアを行いたい人とボランティアを受けたい人を調整する人（コーディネーター）、又はその立場の人。
※地域福祉サポーター
　　身近な地域で不安や悩みを抱えた人たちに気づきや声かけなどの活動を行なう人。

・ボランティア活動の支援……1-3-1「ともに支えあう地域福祉の推進」に関連施策を掲載。

3-6-3　地域社会を支えるボランティア活動の推進
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

一人一ボランティアの推進 ・子どもボランティアチャレンジ事業の実施
 ・企業ボランティアの支援

ボランティアセンターの充実 ・ボランティアセンター機能の充実
 ・災害ボランティアの支援

ボランティア団体の ・ボランティアコーディネーター※の強化
連携・活動強化 ・ボランティア活動の支援

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

ボランティア活動に参加している ％ 40.2 46.8 52.3市民の割合 

ボランティアセンター団体数 団体 168 179 185 

ボランティアセンター 人 40 59 62
 31地区に

地域福祉サポーター※数     2 名ずつ配置

○ボランティア活動
　　市民や様々なボランティアグループが、奉仕活
動やイベントへの協力、趣味を活かしたボラン
ティア活動を行っています。ボランティアセン
ターが設置され、ボランティア活動のマッチング
に対応できる環境も整備されています。しかしな
がら、ボランティア会員の高齢化や固定化がみら
れ、新たなボランティア会員の確保が課題となっ
ています。また、大規模災害発生時の災害ボラン
ティア支援体制の確立も今後の課題となってお
り、新たな仕組みづくりが求められています。

【ボランティア活動に参加している市民の割合】
　　ボランティア活動に参加している市民の割合は近年増加傾向にあります。今後「市民一人一ボランティ
ア活動」を推奨するとともに、南砺市ボランティアセンターの機能を充実させていくことにより、目標値
を52.3％に設定しました。
【ボランティアセンター登録団体数、ボランティアセンター登録地域福祉サポーター数】
　　ボランティア団体においても活動者の固定化と高齢化が課題となっています。ボランティア情報の発進
やボランティア団体及びボランティアサポーター間の連携を図ることにより、目標値として「ボランティ
アセンターに登録している団体数」を185団体、「ボランティアセンターに登録している地域福祉サポー
ター数」を62 人と設定しました。

○ボランティア育成
　　ボランティア養成講座を開催するとともに、ボ
ランティア体験などを通じて、活動への参加を促
進しています。また、災害救援ボランティア養成
講座を開催し、運営スタッフとして協力をいただ
く「災害救助ボランティアセンター駆けつけ隊」
の増員に努めています。今後、ボランティア情報
の収集や発信、ボランティア団体間の連携強化を
図るためには、ボランティアセンター機能の一層
の充実が必要となってきます。

114



第２編  後期基本計画 第２章　分野別計画

第
２
編
／
第
２
章

  市民と行政の協働のまちづくり3－6

　　市民一人ひとりの人権が尊重され、互いに認め合い、差別も偏見もない明るく住み良いまちづくりの実
現を目指します。
　　また、男女が、性別にとらわれることなく、社会の対等な構成員として認め合い、自らの意思によって
社会のあらゆる活動に参画する機会が確保され、ともに責任を担い、それぞれの個性と能力を十分に発揮
することができる社会の実現を目指します。

3-6-4　人権が尊重される社会と男女共同参画の推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

人権教育・啓発事業の推進 ・市内行事や広報紙での人権啓発 
 ・人権のつどい、人権の花運動の開催

相談体制の充実 ・人権問題に対する相談体制の充実

啓発事業の推進 ・男女共同参画推進事業の実施

社会環境づくりの推進 ・男女共同参画社会づくり（地域・企業・事業所）の推進
 ・男女共同参画フォーラムの開催

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

人権啓発活動 回 8 8 8 

男女共同参画を理解し実現を目指す ％ 25.7 25.5 30.0市民の割合 

各種行政委員の中の女性委員の ％ 19.4 26.5 40.0 人の割合 

男女共同参画推進員数 人 77 76 74

〇人権の尊重社会の推進
　　少子高齢化やライフスタイルの変化などによる
高齢者や児童への虐待や、急速に普及したイン
ターネットによる人権侵害が増加しています。ま
た、依然として、男女差別や外国人をめぐって
様々な人権問題が存在しています。
　　今後も、市民が参加するあらゆる機会を捉え
て、人権教育及び人権啓発を推進するとともに、
人権尊重の意識向上を図り、健やかで安心して暮
らせるまちづくりを進める必要があります。

【人権啓発活動】
　　人権啓発活動は、毎年８回開催しています。今後も活動を継続するものとして、目標値を８回に設定し
ました。
【男女共同参画を理解し実現を目指す市民の割合】
　　男女共同参画社会の実現を目指す市民の割合は、現状において25％前後を低迷しています。今後、男女
共同参画社会の実現に向けて、その啓発事業や社会的環境整備を推進していくことにより、目標値を30％
に設定しました。
【各種行政委員の中の女性委員の人数の割合】
　　市の各種行政委員のうち女性委員の人数は近年増加傾向にあります。今後は更なる増加を目指して、目
標値を全体の40％に設定しました。
【男女共同参画推進数】
　　男女共同参画推進員数は横ばいで推移しています。自治振興会単位で設定している男女共同参画推進員
は、人口減少が進む中で、自治振興会の構成員が一人で複数のまちづくりの担い手役となっている現状で
あり、これ以上の個人的な負担を強いることは、担い手そのものの減少にもつながりかねず、現状維持と
して、目標値74人に設定しました。

○男女共同参画の推進
　　女性と男性がともに各人の能力を発揮できる機
会が保障された男女共同参画社会の実現に向け、
男女共同参画推進員が各団体と協力し、様々な啓
発事業に取り組んでいます。しかしながら、地域
や年代により、男女共同参画社会への理解に相違
があり、また、各種行政委員への女性の登用が少
ないなどの課題があります。私たちが持っている
「男らしさ」「女らしさ」についてのイメージや
考え方にとらわれず、一人ひとりが平等に扱われ
るべきだという考え方をあらゆる年代に定着さ
せ、社会全体の意識改革を推進していくことが重
要です。
　　今後も、子育てや介護の負担、災害時の対応な
ど、社会全体で支えあうためにも、男女共同参画
社会の実現が必要な時代となっており、引き続き
啓発活動の充実を図る必要があります。
　　また、地域や企業等の理解を得ながら、社会環
境整備への抜本的な取り組みが求められていま
す。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－6

　　市民一人ひとりの人権が尊重され、互いに認め合い、差別も偏見もない明るく住み良いまちづくりの実
現を目指します。
　　また、男女が、性別にとらわれることなく、社会の対等な構成員として認め合い、自らの意思によって
社会のあらゆる活動に参画する機会が確保され、ともに責任を担い、それぞれの個性と能力を十分に発揮
することができる社会の実現を目指します。

3-6-4　人権が尊重される社会と男女共同参画の推進
施策の目指すべき姿

現状と課題

主な指標

施策の展開

人権教育・啓発事業の推進 ・市内行事や広報紙での人権啓発 
 ・人権のつどい、人権の花運動の開催

相談体制の充実 ・人権問題に対する相談体制の充実

啓発事業の推進 ・男女共同参画推進事業の実施

社会環境づくりの推進 ・男女共同参画社会づくり（地域・企業・事業所）の推進
 ・男女共同参画フォーラムの開催

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

人権啓発活動 回 8 8 8 

男女共同参画を理解し実現を目指す ％ 25.7 25.5 30.0市民の割合 

各種行政委員の中の女性委員の ％ 19.4 26.5 40.0 人の割合 

男女共同参画推進員数 人 77 76 74

〇人権の尊重社会の推進
　　少子高齢化やライフスタイルの変化などによる
高齢者や児童への虐待や、急速に普及したイン
ターネットによる人権侵害が増加しています。ま
た、依然として、男女差別や外国人をめぐって
様々な人権問題が存在しています。
　　今後も、市民が参加するあらゆる機会を捉え
て、人権教育及び人権啓発を推進するとともに、
人権尊重の意識向上を図り、健やかで安心して暮
らせるまちづくりを進める必要があります。

【人権啓発活動】
　　人権啓発活動は、毎年８回開催しています。今後も活動を継続するものとして、目標値を８回に設定し
ました。
【男女共同参画を理解し実現を目指す市民の割合】
　　男女共同参画社会の実現を目指す市民の割合は、現状において25％前後を低迷しています。今後、男女
共同参画社会の実現に向けて、その啓発事業や社会的環境整備を推進していくことにより、目標値を30％
に設定しました。
【各種行政委員の中の女性委員の人数の割合】
　　市の各種行政委員のうち女性委員の人数は近年増加傾向にあります。今後は更なる増加を目指して、目
標値を全体の40％に設定しました。
【男女共同参画推進数】
　　男女共同参画推進員数は横ばいで推移しています。自治振興会単位で設定している男女共同参画推進員
は、人口減少が進む中で、自治振興会の構成員が一人で複数のまちづくりの担い手役となっている現状で
あり、これ以上の個人的な負担を強いることは、担い手そのものの減少にもつながりかねず、現状維持と
して、目標値74人に設定しました。

○男女共同参画の推進
　　女性と男性がともに各人の能力を発揮できる機
会が保障された男女共同参画社会の実現に向け、
男女共同参画推進員が各団体と協力し、様々な啓
発事業に取り組んでいます。しかしながら、地域
や年代により、男女共同参画社会への理解に相違
があり、また、各種行政委員への女性の登用が少
ないなどの課題があります。私たちが持っている
「男らしさ」「女らしさ」についてのイメージや
考え方にとらわれず、一人ひとりが平等に扱われ
るべきだという考え方をあらゆる年代に定着さ
せ、社会全体の意識改革を推進していくことが重
要です。
　　今後も、子育てや介護の負担、災害時の対応な
ど、社会全体で支えあうためにも、男女共同参画
社会の実現が必要な時代となっており、引き続き
啓発活動の充実を図る必要があります。
　　また、地域や企業等の理解を得ながら、社会環
境整備への抜本的な取り組みが求められていま
す。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－7

　　地域間・世代間の情報格差を解消し、市民が、いつでも・どこでも・誰もが自由に情報を取得したり、
利用することのできる社会の実現を目指します。
　　電子自治体の推進により、市民の利便性の向上を目指すとともに、行政の効率化を進めます。

3-7-1　情報を自由に活用できる社会の構築
施策の目指すべき姿

現状と課題

※ユビキタス社会
　　　コンピュータを利用し、インターネットなどの情報ネットワークに、いつでも、どこからでもアクセスできる社会環境。ユビキタスとは、ラテン語
　　で「いたる所に存在する」という意味。
※自治体クラウド
　　　近年様々な分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティング（データサービスやインターネット技術などが、ネットワーク上にあるサーバ群
　　（クラウド（雲））にあり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存することなく、｢どこからでも、必要な時に、必要
　　なだけ」利用することができる新しいコンピュータネットワークの利用形態）を電子自治体の基盤構築にも活用していこうとするもの。市町村ごとに
　　サーバを設置し、システム運用をしていたものを集約し、サーバやシステムを共有化することにより、経費の節減を行うことができる。
※ブロードバンド
　　　高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワークとネットワーク上で提供される大容量のデータを活用した新たな
　　サービス。

目標値の設定理由

用  語  解  説

主な指標

施策の展開

地域情報化の推進 ・ブロードバンド※環境の充実やＩＣＴ利活用による情報化の
 　推進
 ・市のホームページの充実
 ・新たなＩＣＴ利活用による防災・行政情報等の提供

超高速ネットワークの整備促進 ・超高速ネットワークの整備促進を関係機関に要請

ＩＣカード（マイナンバーカード） ・ＩＣカードの普及啓発
の普及啓発 ・ＩＣカードを利用したサービスやアプリケーションの充実

電算システムの推進 ・情報セキュリティ対策の推進
 ・新たなシステムの導入による効率的な行政の推進と市民の
 　利便性の向上
 ・システムの共同利用によるコスト削減

施策中分類 主な事業

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

住基カードからマイナンバーカード 
％ － 76.2 95.0 へ切り替わったことを知っている

市民の割合
ケーブルテレビ加入率 ％ 58.6 62.9 65.0 
ホームページ閲覧件数 万件 134 92 100 
インターネットを利用している ％ 56.8 75.7 85.0 市民の割合

○地域情報化の推進
　　高度情報化社会は引き続き進展しており、イン
ターネットを始めとしたＩＣＴ（情報通信技術）
は市民生活に欠くことのできないものとなってい
ます。本市ではこれまで、高速ネットワークの構
築などによって整備した情報通信基盤の活用によ
り、ホームページやフェイスブック等のＳＮＳを
介した迅速な行政情報の提供や各種情報システム
による市民サービスの向上、行政事務の効率化な
どにおいて一定の成果を上げています。
　　今後更に、超高速ネットワークなど情報基盤の
整備促進を図るとともに、ＩＣＴを活用した行政
サービスの充実や新しいサービスの導入など、満
足度の高い市民サービスの提供が求められていま
す。

○ユビキタス社会※への対応
　　高齢者や障がい者の情報通信利用について、格
差拡大が懸念され、誰でも手軽に情報通信技術を
活用できるようにすることが求められています。
　　今後は、情報通信ネットワークを活用した障が
い者向けのアプリケーションの活用やそくさい
ネットの普及と運用の充実が求められています。

【住基カードからマイナンバーカードへ切り替わったことを知っている市民の割合】
　　住基カード機能を一つでも知っている市民の割合は年々増加し平成26年には92.7％に達していました。
平成28年１月から住基カードに替わり、マイナンバーカードが発行されたことを知っている市民の割合
も、同様に伸びていくことが予想され、今後広報や CATV 等の活用により広くＰＲを行うことで、目標
値を95％に設定しました。
【ケーブルテレビ加入率】
　　加入率は僅かながら増加傾向で推移しています。今後、行政番組の充実やデータ放送、チャンネルの充
実を図ることで、目標値を65％に設定しました。
【ホームページ閲覧件数】
　　閲覧件数は減少傾向で推移し近年では100万件を割り込んでいます。市のホームページのリニューアル
によりコンテンツの充実を図ることで、100万件台への回復を目指して、目標値を100万件に設定しまし
た。
【インターネットを利用している市民の割合】
　　インターネットを利用している市民の割合は増加傾向で推移し、現在75％台に達しています。今後は、
更にブロードバンド環境の充実やＩＣＴ利活用による情報化の推進を図ることで、目標値を85％に設定し
ました。

○電子自治体の推進
　　ＩＣＴを活用した満足度の高い市民サービスの
提供と、効率的な電子市役所の実現に向けて、市
民が行政に参画し市民と行政の協働を促進するシ
ステムの検討や電子申請などの、市民が便利だと
実感できる行政サービスを拡充するなど、「電子
自治体の構築」に取り組む必要があります。
　　特に、税・社会保障番号制度の本格導入に向
け、平成28年１月から住基カードに替わり、マイ
ナンバーカードが発行されたところであり、これ
らに対応したサービスやアプリケーションの充実
を図るとともに、徹底した個人情報の保護に努め
る必要があります。

○電算システム
　　現在、電算システムの基幹系業務のサーバにつ
いては、耐震設備の整ったデータセンターを活用
しています。また、将来における基幹系システム
の共同利用によるコスト削減を図るため、システ
ムの標準化を進めてきました。
　　今後、共同利用に向けて自治体間での調整を進
めるとともに、自治体クラウド※についての検討
も行っていく必要があります。
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  市民と行政の協働のまちづくり3－7

　　地域間・世代間の情報格差を解消し、市民が、いつでも・どこでも・誰もが自由に情報を取得したり、
利用することのできる社会の実現を目指します。
　　電子自治体の推進により、市民の利便性の向上を目指すとともに、行政の効率化を進めます。

3-7-1　情報を自由に活用できる社会の構築
施策の目指すべき姿

現状と課題

※ユビキタス社会
　　　コンピュータを利用し、インターネットなどの情報ネットワークに、いつでも、どこからでもアクセスできる社会環境。ユビキタスとは、ラテン語
　　で「いたる所に存在する」という意味。
※自治体クラウド
　　　近年様々な分野で活用が進んでいるクラウドコンピューティング（データサービスやインターネット技術などが、ネットワーク上にあるサーバ群
　　（クラウド（雲））にあり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存することなく、｢どこからでも、必要な時に、必要
　　なだけ」利用することができる新しいコンピュータネットワークの利用形態）を電子自治体の基盤構築にも活用していこうとするもの。市町村ごとに
　　サーバを設置し、システム運用をしていたものを集約し、サーバやシステムを共有化することにより、経費の節減を行うことができる。
※ブロードバンド
　　　高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワークとネットワーク上で提供される大容量のデータを活用した新たな
　　サービス。

目標値の設定理由

用  語  解  説

主な指標

施策の展開

地域情報化の推進 ・ブロードバンド※環境の充実やＩＣＴ利活用による情報化の
 　推進
 ・市のホームページの充実
 ・新たなＩＣＴ利活用による防災・行政情報等の提供

超高速ネットワークの整備促進 ・超高速ネットワークの整備促進を関係機関に要請

ＩＣカード（マイナンバーカード） ・ＩＣカードの普及啓発
の普及啓発 ・ＩＣカードを利用したサービスやアプリケーションの充実

電算システムの推進 ・情報セキュリティ対策の推進
 ・新たなシステムの導入による効率的な行政の推進と市民の
 　利便性の向上
 ・システムの共同利用によるコスト削減

施策中分類 主な事業

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

住基カードからマイナンバーカード 
％ － 76.2 95.0 へ切り替わったことを知っている

市民の割合
ケーブルテレビ加入率 ％ 58.6 62.9 65.0 
ホームページ閲覧件数 万件 134 92 100 
インターネットを利用している ％ 56.8 75.7 85.0 市民の割合

○地域情報化の推進
　　高度情報化社会は引き続き進展しており、イン
ターネットを始めとしたＩＣＴ（情報通信技術）
は市民生活に欠くことのできないものとなってい
ます。本市ではこれまで、高速ネットワークの構
築などによって整備した情報通信基盤の活用によ
り、ホームページやフェイスブック等のＳＮＳを
介した迅速な行政情報の提供や各種情報システム
による市民サービスの向上、行政事務の効率化な
どにおいて一定の成果を上げています。
　　今後更に、超高速ネットワークなど情報基盤の
整備促進を図るとともに、ＩＣＴを活用した行政
サービスの充実や新しいサービスの導入など、満
足度の高い市民サービスの提供が求められていま
す。

○ユビキタス社会※への対応
　　高齢者や障がい者の情報通信利用について、格
差拡大が懸念され、誰でも手軽に情報通信技術を
活用できるようにすることが求められています。
　　今後は、情報通信ネットワークを活用した障が
い者向けのアプリケーションの活用やそくさい
ネットの普及と運用の充実が求められています。

【住基カードからマイナンバーカードへ切り替わったことを知っている市民の割合】
　　住基カード機能を一つでも知っている市民の割合は年々増加し平成26年には92.7％に達していました。
平成28年１月から住基カードに替わり、マイナンバーカードが発行されたことを知っている市民の割合
も、同様に伸びていくことが予想され、今後広報や CATV 等の活用により広くＰＲを行うことで、目標
値を95％に設定しました。
【ケーブルテレビ加入率】
　　加入率は僅かながら増加傾向で推移しています。今後、行政番組の充実やデータ放送、チャンネルの充
実を図ることで、目標値を65％に設定しました。
【ホームページ閲覧件数】
　　閲覧件数は減少傾向で推移し近年では100万件を割り込んでいます。市のホームページのリニューアル
によりコンテンツの充実を図ることで、100万件台への回復を目指して、目標値を100万件に設定しまし
た。
【インターネットを利用している市民の割合】
　　インターネットを利用している市民の割合は増加傾向で推移し、現在75％台に達しています。今後は、
更にブロードバンド環境の充実やＩＣＴ利活用による情報化の推進を図ることで、目標値を85％に設定し
ました。

○電子自治体の推進
　　ＩＣＴを活用した満足度の高い市民サービスの
提供と、効率的な電子市役所の実現に向けて、市
民が行政に参画し市民と行政の協働を促進するシ
ステムの検討や電子申請などの、市民が便利だと
実感できる行政サービスを拡充するなど、「電子
自治体の構築」に取り組む必要があります。
　　特に、税・社会保障番号制度の本格導入に向
け、平成28年１月から住基カードに替わり、マイ
ナンバーカードが発行されたところであり、これ
らに対応したサービスやアプリケーションの充実
を図るとともに、徹底した個人情報の保護に努め
る必要があります。

○電算システム
　　現在、電算システムの基幹系業務のサーバにつ
いては、耐震設備の整ったデータセンターを活用
しています。また、将来における基幹系システム
の共同利用によるコスト削減を図るため、システ
ムの標準化を進めてきました。
　　今後、共同利用に向けて自治体間での調整を進
めるとともに、自治体クラウド※についての検討
も行っていく必要があります。
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  健全で開かれたまちづくり3－7

　　職員資質を向上し、効果的・効率的な行政組織をつくります。
　　市民が効果的な行政サービスを受けることができる行政経営を目指します。

3-7-2　効果的で効率的な行政経営

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

広域行政の推進 ・市域を越えた効率的な行政サービスの展開
 ・圏域を越えた戦略的な交流の推進
 ・とやま呉西圏域連携事業の推進

行政改革の推進 ・市民ニーズの変化に対応した市民サービスの提供
 ・市民の自主的・主体的なまちづくり事業の促進
 ・行政評価システムの活用 （ 施策・事務事業評価の実施 ）
 ・職員の意識改革による積極的な行政改革への取り組み
 ・指定管理者制度・アウトソーシング（業務の外部委託）の適正な運用
 ・事務事業の見直しに伴う職員の適正配置

計画行政の推進 ・総合計画基本構想、基本計画及び実施計画に基づく進捗管理
 ・総合計画と各種計画の調整
 ・施策・事務事業評価による、重要度、優先度を考慮した
 　計画的な行政運営

公共施設の再編 ・第二次公共施設再編計画の確実な実行
 ・公共施設再編後の施設を活用した企業誘致

職員資質の向上 ・職員研修の充実及び職員の自己啓発による資質向上
 ・効果的な職員研修の実施
 ・人事管理の充実
 ・優秀な人材の確保

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
行政サービス（市役所の仕事）の ％ 68.8 68.3 75.0 水準が適正だと思う市民の割合
単位人口（1,000 人）当たりの職員数 人 13.1 12.2 12.9 
経常経費節減額（対平成 17 年度比較） 百万円 906 677 925 
縮減公共施設の有効活用面積 ㎡ － 0 39,000 
公共施設縮減延床面積 ㎡ － 0 58,800 

○広域行政の推進
　　本市は、砺波広域圏事務組合、砺波地域消防組
合、砺波地方介護保険組合などを通して、周辺自
治体と連携した広域行政を行ない、スケールメ
リット※を活かしながら、複雑化・多様化する市
民ニーズに対応した行政サービスを行っていま
す。また、とやま呉西圏域連携中枢都市圏を形成
し、富山県西部６市が生活基盤、経済、雇用、都
市構造の面でより強固な結びつきとなるよう、取
り組みを進めます。一方、公共交通や観光・イベ
ントなどにおいては、枠組みに捉われることな
く、広域的に、柔軟な取り組みが行なわれていま
す。今後も、社会情勢の変化に的確に対応しなが
ら、分野の特性にあわせた広域的な施策の展開に
取り組む必要があります。

○行政改革の推進
　　簡素で効率的な行政経営を推進するため、公共
施設の縮減や適正な職員配置により、質の高い行
政サービスの実施が求められています。
　　行政改革大綱・行政改革実施計画等に掲げた取
り組みや、施策及び事務事業の評価と見直しによ
る行政コストの削減に努めるなど、着実に行政改
革を進める必要があります。

○行政評価への取り組み
　　行政改革の一環として、行政評価システム※を
導入し、施策の達成度と公共事業や各種行政サー
ビスの提供に係る事務事業の検証や優先度の把握
を行っています。
　　今後は、当該システムの的確な運用により、市
民本位の開かれたまちづくりに対応していくこと
が求められています。

○公共施設の再編
　　本市は８町村が合併したことにより、機能的に
重複する公共施設が多数存立しています。今後、
これらにおいては、施設の老朽化に伴い、修繕や
大規模改修に多額の費用を必要とします。このた
め、市では平成22年５月に「公共施設の再配置に
関する方針」を決定し、平成23年３月には公共施
設再編計画を策定して、公共施設の縮減に向けた
取り組みを進めているところですが、今後の人口
減少の影響等を勘案すると待った無しの状況にあ
ります。これからは従来に増して重点的な課題と
して取り組み、公共施設再編計画の確実な実行を
図る必要があります。
　　なお、縮減する公共施設については、民間活力
などを用いて、従来のサービスを維持、拡充する
よう有効活用に努める必要があります。

○職員資質の向上
　　時代の変化に的確に対応するため、職員養成研
修などによる職員のスキルアップ※や、より専門
的に職務を遂行することが求められています。

【行政サービス（市役所の仕事）の水準が適正だと思う市民の割合】
　　行政サービス（市役所の仕事）の水準が適正だと思う市民の割合は、70％前後を高下しながらほぼ横ば
いで推移しています。市民が期待するサービス水準の適正化を目指して、目標値を75％に設定しました。
【単位人口（1,000人）当たりの職員数】
　　人口推計値及び定員適正化計画の削減人数に基づいて算定した職員数（病院事業会計職員を除く）の目
標値を12.9人に設定しました。
【経常経費節減額（対平成17年度比較）】
　　平成22～27年度の平均値の1.5倍程度として、目標値を925百万円に設定しました。
【縮減公共施設の有効活用面積】
　　公共施設等総合管理計画に基づき譲渡した公共施設のうち、民間活用された施設面積の目標値を39,000
㎡に設定しました。
【公共施設縮減延床面積】
　　市の公共施設再編計画に基づき統合、譲渡、解体等により縮減した公共施設面積の目標値を58,800㎡に
設定しました。

※行政評価システム
　　　行政が実施する施策や事務事業について、実施状況や成果の評価を行い、必要性・有効性・効率性等を分析し、改革・改善を行う組織の経営管理
　　手法の一つ。
※スケールメリット
　　　広域化等により組織の規模を大きくすることによって得られる効果。
※スキルアップ
　　　研修・訓練を通して技能を身につけること。またその訓練のこと。

目標値の設定理由

用  語  解  説
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  健全で開かれたまちづくり3－7

　　職員資質を向上し、効果的・効率的な行政組織をつくります。
　　市民が効果的な行政サービスを受けることができる行政経営を目指します。

3-7-2　効果的で効率的な行政経営

主な指標

施策の目指すべき姿

現状と課題

施策の展開

広域行政の推進 ・市域を越えた効率的な行政サービスの展開
 ・圏域を越えた戦略的な交流の推進
 ・とやま呉西圏域連携事業の推進

行政改革の推進 ・市民ニーズの変化に対応した市民サービスの提供
 ・市民の自主的・主体的なまちづくり事業の促進
 ・行政評価システムの活用 （ 施策・事務事業評価の実施 ）
 ・職員の意識改革による積極的な行政改革への取り組み
 ・指定管理者制度・アウトソーシング（業務の外部委託）の適正な運用
 ・事務事業の見直しに伴う職員の適正配置

計画行政の推進 ・総合計画基本構想、基本計画及び実施計画に基づく進捗管理
 ・総合計画と各種計画の調整
 ・施策・事務事業評価による、重要度、優先度を考慮した
 　計画的な行政運営

公共施設の再編 ・第二次公共施設再編計画の確実な実行
 ・公共施設再編後の施設を活用した企業誘致

職員資質の向上 ・職員研修の充実及び職員の自己啓発による資質向上
 ・効果的な職員研修の実施
 ・人事管理の充実
 ・優秀な人材の確保

施策中分類 主な事業

　　　　　　　  指　　標 単位 H22  現状（H27）  目標値（H31） 備　　考
行政サービス（市役所の仕事）の ％ 68.8 68.3 75.0 水準が適正だと思う市民の割合
単位人口（1,000 人）当たりの職員数 人 13.1 12.2 12.9 
経常経費節減額（対平成 17 年度比較） 百万円 906 677 925 
縮減公共施設の有効活用面積 ㎡ － 0 39,000 
公共施設縮減延床面積 ㎡ － 0 58,800 

○広域行政の推進
　　本市は、砺波広域圏事務組合、砺波地域消防組
合、砺波地方介護保険組合などを通して、周辺自
治体と連携した広域行政を行ない、スケールメ
リット※を活かしながら、複雑化・多様化する市
民ニーズに対応した行政サービスを行っていま
す。また、とやま呉西圏域連携中枢都市圏を形成
し、富山県西部６市が生活基盤、経済、雇用、都
市構造の面でより強固な結びつきとなるよう、取
り組みを進めます。一方、公共交通や観光・イベ
ントなどにおいては、枠組みに捉われることな
く、広域的に、柔軟な取り組みが行なわれていま
す。今後も、社会情勢の変化に的確に対応しなが
ら、分野の特性にあわせた広域的な施策の展開に
取り組む必要があります。

○行政改革の推進
　　簡素で効率的な行政経営を推進するため、公共
施設の縮減や適正な職員配置により、質の高い行
政サービスの実施が求められています。
　　行政改革大綱・行政改革実施計画等に掲げた取
り組みや、施策及び事務事業の評価と見直しによ
る行政コストの削減に努めるなど、着実に行政改
革を進める必要があります。

○行政評価への取り組み
　　行政改革の一環として、行政評価システム※を
導入し、施策の達成度と公共事業や各種行政サー
ビスの提供に係る事務事業の検証や優先度の把握
を行っています。
　　今後は、当該システムの的確な運用により、市
民本位の開かれたまちづくりに対応していくこと
が求められています。

○公共施設の再編
　　本市は８町村が合併したことにより、機能的に
重複する公共施設が多数存立しています。今後、
これらにおいては、施設の老朽化に伴い、修繕や
大規模改修に多額の費用を必要とします。このた
め、市では平成22年５月に「公共施設の再配置に
関する方針」を決定し、平成23年３月には公共施
設再編計画を策定して、公共施設の縮減に向けた
取り組みを進めているところですが、今後の人口
減少の影響等を勘案すると待った無しの状況にあ
ります。これからは従来に増して重点的な課題と
して取り組み、公共施設再編計画の確実な実行を
図る必要があります。
　　なお、縮減する公共施設については、民間活力
などを用いて、従来のサービスを維持、拡充する
よう有効活用に努める必要があります。

○職員資質の向上
　　時代の変化に的確に対応するため、職員養成研
修などによる職員のスキルアップ※や、より専門
的に職務を遂行することが求められています。

【行政サービス（市役所の仕事）の水準が適正だと思う市民の割合】
　　行政サービス（市役所の仕事）の水準が適正だと思う市民の割合は、70％前後を高下しながらほぼ横ば
いで推移しています。市民が期待するサービス水準の適正化を目指して、目標値を75％に設定しました。
【単位人口（1,000人）当たりの職員数】
　　人口推計値及び定員適正化計画の削減人数に基づいて算定した職員数（病院事業会計職員を除く）の目
標値を12.9人に設定しました。
【経常経費節減額（対平成17年度比較）】
　　平成22～27年度の平均値の1.5倍程度として、目標値を925百万円に設定しました。
【縮減公共施設の有効活用面積】
　　公共施設等総合管理計画に基づき譲渡した公共施設のうち、民間活用された施設面積の目標値を39,000
㎡に設定しました。
【公共施設縮減延床面積】
　　市の公共施設再編計画に基づき統合、譲渡、解体等により縮減した公共施設面積の目標値を58,800㎡に
設定しました。

※行政評価システム
　　　行政が実施する施策や事務事業について、実施状況や成果の評価を行い、必要性・有効性・効率性等を分析し、改革・改善を行う組織の経営管理
　　手法の一つ。
※スケールメリット
　　　広域化等により組織の規模を大きくすることによって得られる効果。
※スキルアップ
　　　研修・訓練を通して技能を身につけること。またその訓練のこと。

目標値の設定理由

用  語  解  説
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  健全で開かれたまちづくり3－7

　　中長期的な展望に基づく計画的で健全な財政運営を進めます。

○財政運営
　　合併算定替えにより、平成27年度から普通交付
税が段階的に減額され、さらに平成32年度からは
合併特例債の借入れもできなくなることに加え、
税収も減少しており、今後の財政状況は一層厳し
さを増すことが予想されます。引き続き、人口増
対策や企業誘致などによる市税の増収に努めると
ともに、職員数の適正化や公共施設再編等を進め
ることで経常経費を節減し、次世代の負担軽減の
ため、より積極的な行財政改革に取り組む必要が
あります。
　　また、総合計画に基づく事業の予算化や財源措
置のある有利な起債の厳選と発行のほか、基金の
効率的な活用など、中長期的な見通しにより、健
全な財政運営を行う必要があります。

※実施計画ローリング 
　　　総合計画に掲げる施策目標などの実現を図るため、計画期間は同じ年数を保ちながら、当該年度をそのつど初年度とし、計画と実績とのかい離
　　を評価しつつ、計画の見直しを行い、年度ごとに修正を加えていく手法。
※経常収支比率
　　　地方自治体の財政構造の弾力性を示す指標。経常経費に充てられた経常一般財源の割合を示しており、経常一般財源の残余が大きいほど臨時の
　　財政需要に対応できる弾力性がある。
※実質公債費比率
　　　自治体の一般財源収入に対する地方債返済額の比率。18％以上になると、新たに地方債を発行する際、公債費負担適正化計画を立て、国や県の
　　許可が必要となる。25％以上になると財政健全化計画や財政再生計画に基づく許可が必要で、地方債の発行が大きく制限される。
※財政力指数
　　　地方交付税の算定で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した値で、自治体の財政力を示す指数。１を超えると普通交付税が交付されないが、
　　その反面、財源に余裕があるので水準以上の行政サービスが可能となる。

3-7-3　計画的で健全な財政運営
施策の目指すべき姿

現状と課題

用  語  解  説

【経常収支比率】
　　市税がほぼ横ばいの状況下で扶助費の伸びが高く、普通建設事業が減少する財政構造が継続する見込み
から、目標値を80.0％に設定しました。
【実質公債費比率】
　　繰上償還等により実質公債費比率は改善し、低率（良好）堅持で推移していますが、今後の厳しい財政
見通し等を踏まえ、目標値を12.6％に設定しました。
【財政力指数】
　　近年はほぼ横ばいで推移していますが、直近の単年度指数、及び今後の税収減をはじめ基準財政収入額
の逓減などの予測を総合的に勘案して、目標値を0.365に設定しました。
【市普通財産（山林を除く土地の総面積）】
　　売却実績が伸びていますが、公共施設再編の推進や、富山県宅建協会等との連携強化により目標値を
27.7ha に設定しました。
【過年度分収納率】
　　年度により収納率にバラツキがありますが、より高い収納率を目指すため、目標値を20％に設定しました。

主な指標

施策の展開

計画的な財政運営 ・実施計画ローリング※に基づく計画的な予算編成
 ・合併特例債の活用
 ・市債発行の抑制と繰上償還、市債種別の厳選
 ・経常経費の節減と基金の効果的な活用

市有財産の適正管理 ・公会計管理台帳システムの活用
 ・不動産取引の専門的知識とネットワークを有する
 　（公社）富山県宅地建物取引業協会等との連携

遊休財産の処分 ・未利用資産の情報提供と売却の促進
 ・普通財産の貸付による貸付料収入の確保

自主財源の確保 ・市民の協働意識と納税意識の高揚
 ・税収増に結びつく施策の実施
 ・ふるさと寄附金の推進

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

経常収支比率※ ％ 80.5 79.8 80.0 

実質公債費比率※（３か年平均） ％ 14.3 6.1 12.6 

財政力指数※（３か年平均）  0.402 0.363 0.365 

市普通財産（山林を除く土地の総面積） ha 23.9 27.8 27.7 

滞納整理による収納率（過年度分） ％ 14.7 11.5 20.0 

○市有財産
　　平成23年９月から運用している公会計管理台帳
システムを活用して、市有財産の適正な管理及び
処理を推進するほか、不動産取引の専門的な知識
とネットワークを有する民間の（公社）富山県宅
地建物取引業協会等との連携により、有効な財産
処分を図る必要があります。
　　また、未利用資産については、売却を積極的に
進めるため、地元や市民への情報提供に努めると
ともに、遊休施設の貸付等により、貸付料収入を
確保する必要があります。

○税収の確保
　　本市は、少子高齢化による生産年齢人口の減少
に伴い、個人市民税が年々減少しています。ま
た、法人市民税も景気の変動を受けやすく、事業
所の収益等も不安定な状況となっていることか
ら、引き続き、人口増対策や企業誘致などによる
市税の増収に努めていく必要があります。
　　一方、市税の収納率は高く、これを維持するた
め、市民協働意識と納税意識を高揚する啓発活動
や税収の増加に結びつく施策の実施など、安定的
な自主財源を確保する必要があります。
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○財政運営
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合併特例債の借入れもできなくなることに加え、
税収も減少しており、今後の財政状況は一層厳し
さを増すことが予想されます。引き続き、人口増
対策や企業誘致などによる市税の増収に努めると
ともに、職員数の適正化や公共施設再編等を進め
ることで経常経費を節減し、次世代の負担軽減の
ため、より積極的な行財政改革に取り組む必要が
あります。
　　また、総合計画に基づく事業の予算化や財源措
置のある有利な起債の厳選と発行のほか、基金の
効率的な活用など、中長期的な見通しにより、健
全な財政運営を行う必要があります。

※実施計画ローリング 
　　　総合計画に掲げる施策目標などの実現を図るため、計画期間は同じ年数を保ちながら、当該年度をそのつど初年度とし、計画と実績とのかい離
　　を評価しつつ、計画の見直しを行い、年度ごとに修正を加えていく手法。
※経常収支比率
　　　地方自治体の財政構造の弾力性を示す指標。経常経費に充てられた経常一般財源の割合を示しており、経常一般財源の残余が大きいほど臨時の
　　財政需要に対応できる弾力性がある。
※実質公債費比率
　　　自治体の一般財源収入に対する地方債返済額の比率。18％以上になると、新たに地方債を発行する際、公債費負担適正化計画を立て、国や県の
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【経常収支比率】
　　市税がほぼ横ばいの状況下で扶助費の伸びが高く、普通建設事業が減少する財政構造が継続する見込み
から、目標値を80.0％に設定しました。
【実質公債費比率】
　　繰上償還等により実質公債費比率は改善し、低率（良好）堅持で推移していますが、今後の厳しい財政
見通し等を踏まえ、目標値を12.6％に設定しました。
【財政力指数】
　　近年はほぼ横ばいで推移していますが、直近の単年度指数、及び今後の税収減をはじめ基準財政収入額
の逓減などの予測を総合的に勘案して、目標値を0.365に設定しました。
【市普通財産（山林を除く土地の総面積）】
　　売却実績が伸びていますが、公共施設再編の推進や、富山県宅建協会等との連携強化により目標値を
27.7ha に設定しました。
【過年度分収納率】
　　年度により収納率にバラツキがありますが、より高い収納率を目指すため、目標値を20％に設定しました。

主な指標

施策の展開

計画的な財政運営 ・実施計画ローリング※に基づく計画的な予算編成
 ・合併特例債の活用
 ・市債発行の抑制と繰上償還、市債種別の厳選
 ・経常経費の節減と基金の効果的な活用

市有財産の適正管理 ・公会計管理台帳システムの活用
 ・不動産取引の専門的知識とネットワークを有する
 　（公社）富山県宅地建物取引業協会等との連携

遊休財産の処分 ・未利用資産の情報提供と売却の促進
 ・普通財産の貸付による貸付料収入の確保
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実質公債費比率※（３か年平均） ％ 14.3 6.1 12.6 

財政力指数※（３か年平均）  0.402 0.363 0.365 

市普通財産（山林を除く土地の総面積） ha 23.9 27.8 27.7 

滞納整理による収納率（過年度分） ％ 14.7 11.5 20.0 

○市有財産
　　平成23年９月から運用している公会計管理台帳
システムを活用して、市有財産の適正な管理及び
処理を推進するほか、不動産取引の専門的な知識
とネットワークを有する民間の（公社）富山県宅
地建物取引業協会等との連携により、有効な財産
処分を図る必要があります。
　　また、未利用資産については、売却を積極的に
進めるため、地元や市民への情報提供に努めると
ともに、遊休施設の貸付等により、貸付料収入を
確保する必要があります。

○税収の確保
　　本市は、少子高齢化による生産年齢人口の減少
に伴い、個人市民税が年々減少しています。ま
た、法人市民税も景気の変動を受けやすく、事業
所の収益等も不安定な状況となっていることか
ら、引き続き、人口増対策や企業誘致などによる
市税の増収に努めていく必要があります。
　　一方、市税の収納率は高く、これを維持するた
め、市民協働意識と納税意識を高揚する啓発活動
や税収の増加に結びつく施策の実施など、安定的
な自主財源を確保する必要があります。
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