
第２節  重点施策の展開
・先ずは市民自らまちへ出て、市民同士のつながりを強め、人的ネットワークの拡大を図り、そこから生ま
れる様々な活動に参加し、市民自ら楽しむことが重要である。
　本市は昔ながらの「結の精神」が根付く地域であり、連帯感や地域社会への関心の高い市民が多い。こう
した強みを活かして、やる気のある市民が出会い、互いのスキルを活かして新たな活動が生まれ発展して
いくような出会いの場・居場所づくりや、市民主体の活動拠点の充実を図るとともに、多様な交流の企
画・運営などを推進するための仕組みづくりと人材の育成を支援する。
・市民が活発に活動すれば、地域も元気になる。本市の強みである豊かな自然環境に、地域の活力向上が加
われば居住環境としての評価が上がることが期待される。これに加えて多彩な移住定住施策を推進するこ
とにより、移住定住者の増加を図っていく。

（２）交流人口・貢献市民の拡大
◯地域資源の魅力を生かし、交流人口や貢献市民が滞在するまちを造る。
・本市は、広域観光エリアの金沢・能登方面及び飛騨方面を結ぶ交通の要衝にあり、交流人口の大きな伸び
しろをもっている。世界遺産を中心とする観光だけでなく、様々な祭り・イベントの開催や交流も含めた
滞在者の誘致を図り、経済効果の創出と地域の誇りの醸成を目指すことが重要である。
・市内には、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」をはじめ、富山県の代表的民謡「こきりこ」や「麦屋
節」、伝統的工芸品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
が豊富にある。また、緑豊かな自然や多彩な伝統文化、祭、食、農産品などの地域資源に恵まれている。
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、
これらの多様な観光ニーズに対応するとともに、滞在型、着地型の観光を推進する必要がある。また、イ
ンバウンドによる外国人旅行客への対応も大変重要な課題となっている。
　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る。
・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、観光事業者の心のこもったサービ
スの提供はもとより、旅先で接する市民が地元への愛着と誇りを持つとともに、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、もてなし環境を向上する必要がある。
・また、いなみ国際木彫刻キャンプ、スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドや利賀演劇祭といった国際的なイベ
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る。また、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、祭り等による交流なども盛んに行われている。今後は、市
民の主体的な交流活動を支援し、観光面のみならず芸術文化を通して地域の魅力を高め、交流人口の拡大
を図る必要がある。
・近年、市内で開催される祭り・草刈り・雪下ろし・その他各種イベント、里山倶楽部、ふるさと納税な
ど、南砺市に強い愛着をもって、集いや活動に参加する人が増えつつある。こうした人を南砺を応援する
第二の市民（貢献市民）として位置づけ、絆を強め、確実な交流人口･貢献市民の確保を図る。

（３）大学、民間企業等との連携の推進
◯大学や民間企業等と連携し、その知見と人材を活かして地域の課題解決を図る。
・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る。
・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、地域の課題解決や経済の発展、活
性化を図る。

（１）ひとに出会い、ひとを呼び込む
◯ひととひととを結び、出会いから得る刺激を原動力に、若い世代がまちを創る。
・まちはひとの集積によってつくられ、まちの魅力は多様なひととひとの出会いや活動によって創出され
る。ひととひとが出会うことによりひとのネットワークが広がり、ひとの出会いが様々な化学反応を起こ
してより魅力的なまちが創られていく。このような好循環を作り出し、人口減少と地域活力の低下に歯止
めをかける必要がある。このため、次のような施策を推進する。
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1　
美しく住みよ
いまち

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　
自然環境の
保全と活用

1-3　
健やかなやすら
ぎのまちづくり

4　
雪に強いま
ちづくりの
推進

５　
快適な住環
境づくりの
推進

６　
地域と調和
した景観づ
くりの推進

7　
快適な暮ら
しを支える
上下水道の
整備

8　
安心して暮
らせる環境
衛生対策の
充実

1　
ともに支え
あう地域福
祉の推進

２　
障がい者へ
の支援体制
の充実

３　
高齢者福祉
サービスの
充実

2　
エコビレッ
ジ構想によ
る持続可能
な社会の構
築

3　
適正な土地
利用の推進

1　
道路網の整
備と公共交
通環境の充
実

2　
消防･防災
体制の充実

3　
交通安全･
防犯対策の
推進

自然環境（散居村景観含
む）が美しく保たれている
と思う市民の割合

【市民意識調査】
自然環境（散居村景観含む）が
美しく保たれていると思うと回
答した数／有効回答数

散居景観保全協定の締結数

市が回収を行った不法投棄物の
件数

市内で開催される植樹、育林活
動の参加者数

民間企業と市が連携して行う植
樹事業において植樹する合計本
数

水質調査地点のうち水質基準を
達成した地点の数／一級河川の
水質調査9地点

市内の家庭から１年間に排出さ
れた家庭系可燃ごみの量

上述のごみの総排出量／ 365日
／住民基本台帳人口（4月1日）

資源集団回収で集められた資源
ごみの量＋通常の資源ごみ収集
で集めたごみの量

市内公共施設における１年間の
ペレット利用量

住宅用太陽光発電を設置され北
陸電力㈱と余剰電力需給に関す
る契約された件数+ 公共施設太
陽光発電設置件数

熱：ペレットストーブ設置補助
金により設置された台数に対
し、ストーブ１台当たり１ｔ
（17GJ）の熱消費量を乗じて算
出した熱量の合計
電気：住宅用太陽光補助金によ
り設置した器機の発電出力能力
の合計

湖沼、国有林以外の土地面積の
うち、地籍調査が終了した面積
の割合

農地と認められる土地の耕作放
棄地の面積

【市民意識調査】
[有効回答数から道路に不都合を
感じると回答した方を除いた数
／有効回答数] で算出した幹線道
路・生活道路の平均値

【市民意識調査】
JR 城端線、民営バス、市営バス、
タクシーを使いやすいと感じる
と回答した数／回答数から無回
答を除いた数

市道の改良済み延長／市道の実
延長

都市計画道路の改良済み延長／
都市計画道路の全体延長

【市民意識調査】
日頃から災害等の発生に対して
備えができていると回答した数
／有効回答数

市内に設置している消火栓の数

市内に設置している耐震性貯水
槽・防火水槽の数

登録された自主防災組織により
実施された防災訓練の回数

防災計画に示した避難所のうち
耐震化された数／防災計画に示
した避難所全体の数

地域住民の防災に対する意識を
高め、総合的な地域防災力の向
上を図ることを目的に設立され
た｢南砺市防災こころえ隊｣の会
員数

市道に歩道が設置された延長

【市民意識調査】
過去１年間に交通安全の活動や
行事に参加したと回答した数／
有効回答数

【市民意識調査】
防犯対策のうち一番取り組まれ
ているものの回答数／回答数か
ら無回答を除いた数

【市民意識調査】
クーリング・オフ制度の言葉も
意味も知っていたと回答した数
／有効回答数

【市民意識調査】
冬期に安心してくらすことがで
きると感じると回答した数／有
効回答数

【市民意識調査】
過去１年間に雪を活用したイベ
ントへ参加したと回答した数／
有効回答数

市道に消雪散水管、流雪溝の設
置整備が行われた延長

機械除雪の対象となる道路の総
延長

市が保有し地域に貸付している
小型除雪機械の台数

【市民意識調査】
現在住んでいる家が住みやすい
と思うと回答した数／有効回答
数
市の助成を受けて耐震改修され
た木造住宅数

市の空き家バンクに登録された
物件の売買･賃貸の成約件数

【市民意識調査】
快適な景観の中で暮らしている
と思うと回答した数／有効回答
数

【市民意識調査】
まちなみが美しくたもたれてい
ると思うと回答した数／有効回
答数

一定の区域を単位として、景観
づくりのルールについて地域住
民自らが締結する協定数

全給水人口のうち、塩素滅菌で
も死滅しない微生物に対応、ま
たは混入の心配がない安全性の
高い水道水が供給されている人
口の割合

全水量のうち使用料の対象とな
る水量の割合（率を下げる最大
の要因は漏水）

下水道が整備され使用できる人
口のうち、実際に接続して下水
道を使用している人口の割合

全水量のうち使用料の対象とな
る水量の割合（率を下げる最大
の要因は、地下水や雨水等の下
水道に入り込む汚水以外の水）

【市民意識調査】
有効回答数から身近な河川が汚
れていると感じたと回答した方
を除いた数／有効回答数

狂犬病予防注射接種数／犬登録
数

【市民意識調査】
過去１年間にボランティア活動
に参加したと回答したうち、福
祉分野のボランティア活動を選
択した数／有効回答数

市民支援者数／総人口

市民支援者数／避難行動要支援
者数

南砺市社会福祉協議会で実施し
ている障害者に関わる事業・ボ
ランティアに登録している人数

グループホーム・ケアホームを
利用している市民の数

要支援・要介護認定者数／ 65歳
以上高齢者数

市の訪問看護ステーションが
行っている訪問看護や訪問リハ
ビリの月当たりの利用人数

 件 122 133 135

 件 48 24 6

 人 2,380 2,780 3,000

 本 － 11,000 15,000

 ％ 77.7 90.0 100

 千ｔ 8.4 8.3 7.3

 g 412.0 444.0 410.0

 千t 2.0 1.7 2.2

 t 18 59 1,699

 件 360 828 950

 ％ 24.4 25.8 26.0

 ha 14.0 11.3 10.0

 ％ 47.7 53.8 58.0

 ％ 47.3 36.7 40.0

 ％ 75.2 75.2 76.0

 ％ 59.7 65.7 70.0

 ％ 28.7 75.0 90.0

 か所 1,909 1,925 1,935

 か所 457 462 469

 回 31 32 37

 ％ 60.0 78.2 83.0

 人 － 54 70

 ㎞ 145.3 157.0 159.0

 ％ 35.4 35.9 40.0

   ー 799 1,700

  ー 2,704 4,500

 ％ 74.7 81.4 85.0  ％ 67.9 71.6 76.0

 ％ 75.6 83.8 86.0

 ％ 54.3 65.3 68.0

 ％ 18.1 16.2 20.0

 ㎞ 125.5 145.6 150.0

 ㎞ 840 847 850

 台 182 232 270

 ％ 71.8 72.8 75.0

 件 6 17 25

 件  11 15

 ％ 71.7 73.6 75.0

 ％ 61.5 62.5 65.0

 件 2 3 6

 ％ 79.9 97.5 100.0

 ％ 74.9 79.8 83.0

 ％ 88.3 91.9 92.0

 ％ 77.8 80.2 82.0

 ％ 48.9 56.0 61.0

 ％ 83.7 82.7 100.0

 ％ 9.5 9.3 11.0

 ％ 8.98 11.16 15.10

 人 0.69 0.70 0.87

 人 0.06 0.07 0.11

 人 42 59 65

 ％ 16.9 18.1 19.4

 人/月 390 412 460

1 防犯対策を心がけている市
民の割合27

クーリング・オフの制度を
知っている市民の割合28

冬期に安心して暮らすこと
ができると感じる市民の割
合

29

雪を活用したイベントに参
加した市民の割合30

消流雪施設の延長31

機械除雪道路延長32

地域ぐるみ除排雪機械台数33

木造住宅の耐震改修支援住
宅数35

空き家バンクの契約件数36

快適な都市景観の中で生活
していると感じる市民の割
合

37

まちなみが美しく保たれて
いると感じる市民の割合38

景観づくり住民協定数39

高度浄水普及率40

水道事業有収率41

下水道接続率42

下水道事業有収率43

狂犬病予防注射接種率45

避難行動要支援者一人に対
する市民支援者数48

障がい者一人当りの障がい
者支援サポーター数49

グループホーム等利用者数50

要支援・要介護認定率51

訪問看護、訪問リハビリ利
用者数52

市民支援者となっている市民の割合47

地域での福祉分野のボラン
ティア活動に参加した市民
の割合

46

身近な河川がきれいだと感
じている市民の割合44

現在の住宅が住みやすいと
感じる市民の割合34

散居村景観保全協定の締結数2

不法投棄件数3

森づくり活動の参加者数4

企業の森植樹本数5

市内河川のBOD 
基準達成率6

ごみの総排出量（家庭系可
燃ごみ） 7

一人一日当たりのごみ排出
量（家庭系可燃ごみ）8

総資源化量9

木質ペレット利用量10

住宅用太陽光発電設置件数

熱
GJ

10
（H25）

電気
kW

11

再生可能エネルギー
導入容量12

地籍調査の進捗率13

耕作放棄地面積14

道路を快適に移動している
と感じる市民の割合15

公共交通機関を使いやすい
と感じる市民の割合16

市道新設改良率17

都市計画道路改良率18

災害に対する備えをしてい
る世帯の割合19

消火栓設置箇所数20
耐震性貯水槽・防火水槽設
置箇所数21

自主防災組織が実施した訓
練回数22

防災計画で避難できる機能
の整った施設割合23

交通安全活動等に参加した
市民の割合26

防災こころえ隊の人数24

歩道整備延長25
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みよいまちづく
り

1-2　
安全で快適なま
ちづくり

1　
自然環境の
保全と活用

1-3　
健やかなやすら
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自然環境（散居村景観含
む）が美しく保たれている
と思う市民の割合

【市民意識調査】
自然環境（散居村景観含む）が
美しく保たれていると思うと回
答した数／有効回答数

散居景観保全協定の締結数

市が回収を行った不法投棄物の
件数

市内で開催される植樹、育林活
動の参加者数

民間企業と市が連携して行う植
樹事業において植樹する合計本
数

水質調査地点のうち水質基準を
達成した地点の数／一級河川の
水質調査9地点

市内の家庭から１年間に排出さ
れた家庭系可燃ごみの量

上述のごみの総排出量／ 365日
／住民基本台帳人口（4月1日）

資源集団回収で集められた資源
ごみの量＋通常の資源ごみ収集
で集めたごみの量

市内公共施設における１年間の
ペレット利用量

住宅用太陽光発電を設置され北
陸電力㈱と余剰電力需給に関す
る契約された件数+ 公共施設太
陽光発電設置件数

熱：ペレットストーブ設置補助
金により設置された台数に対
し、ストーブ１台当たり１ｔ
（17GJ）の熱消費量を乗じて算
出した熱量の合計
電気：住宅用太陽光補助金によ
り設置した器機の発電出力能力
の合計

湖沼、国有林以外の土地面積の
うち、地籍調査が終了した面積
の割合

農地と認められる土地の耕作放
棄地の面積

【市民意識調査】
[有効回答数から道路に不都合を
感じると回答した方を除いた数
／有効回答数] で算出した幹線道
路・生活道路の平均値

【市民意識調査】
JR 城端線、民営バス、市営バス、
タクシーを使いやすいと感じる
と回答した数／回答数から無回
答を除いた数

市道の改良済み延長／市道の実
延長

都市計画道路の改良済み延長／
都市計画道路の全体延長

【市民意識調査】
日頃から災害等の発生に対して
備えができていると回答した数
／有効回答数

市内に設置している消火栓の数

市内に設置している耐震性貯水
槽・防火水槽の数

登録された自主防災組織により
実施された防災訓練の回数

防災計画に示した避難所のうち
耐震化された数／防災計画に示
した避難所全体の数

地域住民の防災に対する意識を
高め、総合的な地域防災力の向
上を図ることを目的に設立され
た｢南砺市防災こころえ隊｣の会
員数

市道に歩道が設置された延長

【市民意識調査】
過去１年間に交通安全の活動や
行事に参加したと回答した数／
有効回答数

【市民意識調査】
防犯対策のうち一番取り組まれ
ているものの回答数／回答数か
ら無回答を除いた数

【市民意識調査】
クーリング・オフ制度の言葉も
意味も知っていたと回答した数
／有効回答数

【市民意識調査】
冬期に安心してくらすことがで
きると感じると回答した数／有
効回答数

【市民意識調査】
過去１年間に雪を活用したイベ
ントへ参加したと回答した数／
有効回答数

市道に消雪散水管、流雪溝の設
置整備が行われた延長

機械除雪の対象となる道路の総
延長

市が保有し地域に貸付している
小型除雪機械の台数

【市民意識調査】
現在住んでいる家が住みやすい
と思うと回答した数／有効回答
数
市の助成を受けて耐震改修され
た木造住宅数

市の空き家バンクに登録された
物件の売買･賃貸の成約件数

【市民意識調査】
快適な景観の中で暮らしている
と思うと回答した数／有効回答
数

【市民意識調査】
まちなみが美しくたもたれてい
ると思うと回答した数／有効回
答数

一定の区域を単位として、景観
づくりのルールについて地域住
民自らが締結する協定数

全給水人口のうち、塩素滅菌で
も死滅しない微生物に対応、ま
たは混入の心配がない安全性の
高い水道水が供給されている人
口の割合

全水量のうち使用料の対象とな
る水量の割合（率を下げる最大
の要因は漏水）

下水道が整備され使用できる人
口のうち、実際に接続して下水
道を使用している人口の割合

全水量のうち使用料の対象とな
る水量の割合（率を下げる最大
の要因は、地下水や雨水等の下
水道に入り込む汚水以外の水）

【市民意識調査】
有効回答数から身近な河川が汚
れていると感じたと回答した方
を除いた数／有効回答数

狂犬病予防注射接種数／犬登録
数

【市民意識調査】
過去１年間にボランティア活動
に参加したと回答したうち、福
祉分野のボランティア活動を選
択した数／有効回答数

市民支援者数／総人口

市民支援者数／避難行動要支援
者数

南砺市社会福祉協議会で実施し
ている障害者に関わる事業・ボ
ランティアに登録している人数

グループホーム・ケアホームを
利用している市民の数

要支援・要介護認定者数／ 65歳
以上高齢者数

市の訪問看護ステーションが
行っている訪問看護や訪問リハ
ビリの月当たりの利用人数

 件 122 133 135

 件 48 24 6

 人 2,380 2,780 3,000

 本 － 11,000 15,000

 ％ 77.7 90.0 100

 千ｔ 8.4 8.3 7.3

 g 412.0 444.0 410.0

 千t 2.0 1.7 2.2

 t 18 59 1,699

 件 360 828 950

 ％ 24.4 25.8 26.0

 ha 14.0 11.3 10.0

 ％ 47.7 53.8 58.0

 ％ 47.3 36.7 40.0

 ％ 75.2 75.2 76.0

 ％ 59.7 65.7 70.0

 ％ 28.7 75.0 90.0

 か所 1,909 1,925 1,935

 か所 457 462 469

 回 31 32 37

 ％ 60.0 78.2 83.0

 人 － 54 70

 ㎞ 145.3 157.0 159.0

 ％ 35.4 35.9 40.0

   ー 799 1,700

  ー 2,704 4,500

 ％ 74.7 81.4 85.0  ％ 67.9 71.6 76.0

 ％ 75.6 83.8 86.0

 ％ 54.3 65.3 68.0

 ％ 18.1 16.2 20.0

 ㎞ 125.5 145.6 150.0

 ㎞ 840 847 850

 台 182 232 270

 ％ 71.8 72.8 75.0

 件 6 17 25

 件  11 15

 ％ 71.7 73.6 75.0

 ％ 61.5 62.5 65.0

 件 2 3 6

 ％ 79.9 97.5 100.0

 ％ 74.9 79.8 83.0

 ％ 88.3 91.9 92.0

 ％ 77.8 80.2 82.0

 ％ 48.9 56.0 61.0

 ％ 83.7 82.7 100.0

 ％ 9.5 9.3 11.0

 ％ 8.98 11.16 15.10

 人 0.69 0.70 0.87

 人 0.06 0.07 0.11

 人 42 59 65

 ％ 16.9 18.1 19.4

 人/月 390 412 460

1 防犯対策を心がけている市
民の割合27

クーリング・オフの制度を
知っている市民の割合28

冬期に安心して暮らすこと
ができると感じる市民の割
合

29

雪を活用したイベントに参
加した市民の割合30

消流雪施設の延長31

機械除雪道路延長32

地域ぐるみ除排雪機械台数33

木造住宅の耐震改修支援住
宅数35

空き家バンクの契約件数36

快適な都市景観の中で生活
していると感じる市民の割
合

37

まちなみが美しく保たれて
いると感じる市民の割合38

景観づくり住民協定数39

高度浄水普及率40

水道事業有収率41

下水道接続率42

下水道事業有収率43

狂犬病予防注射接種率45

避難行動要支援者一人に対
する市民支援者数48

障がい者一人当りの障がい
者支援サポーター数49

グループホーム等利用者数50

要支援・要介護認定率51

訪問看護、訪問リハビリ利
用者数52

市民支援者となっている市民の割合47

地域での福祉分野のボラン
ティア活動に参加した市民
の割合

46

身近な河川がきれいだと感
じている市民の割合44

現在の住宅が住みやすいと
感じる市民の割合34

散居村景観保全協定の締結数2

不法投棄件数3

森づくり活動の参加者数4

企業の森植樹本数5

市内河川のBOD 
基準達成率6

ごみの総排出量（家庭系可
燃ごみ） 7

一人一日当たりのごみ排出
量（家庭系可燃ごみ）8

総資源化量9

木質ペレット利用量10

住宅用太陽光発電設置件数

熱
GJ

10
（H25）

電気
kW

11

再生可能エネルギー
導入容量12

地籍調査の進捗率13

耕作放棄地面積14

道路を快適に移動している
と感じる市民の割合15

公共交通機関を使いやすい
と感じる市民の割合16

市道新設改良率17

都市計画道路改良率18

災害に対する備えをしてい
る世帯の割合19

消火栓設置箇所数20
耐震性貯水槽・防火水槽設
置箇所数21

自主防災組織が実施した訓
練回数22

防災計画で避難できる機能
の整った施設割合23

交通安全活動等に参加した
市民の割合26

防災こころえ隊の人数24

歩道整備延長25
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成果指標・目標値等一覧表

成
果
指
標・目
標
値
等一覧
表

基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初
（H22）

現状
（H27）

目標値
（H31）指標の説明 基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初

（H22）
現状

（H27）
目標値
（H31）指標の説明

2　
創造的で元気
なまち

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

1　
学校教育環
境づくりの
推進

４　
こころとか
らだの健康
づくりの推
進

2　
生涯にわた
り学べる環
境づくりの
推進

4　
文化芸術創
造都市の振
興

5　
文化財の保
存･活用と
伝統文化の
継承

1　
農業の振興
と農村の活
性化

3　
生涯にわた
りスポーツ
に親しむ環
境づくりの
推進

５　
安心できる
医療の確保

６　
生活を支え
る社会保障
制度の適正
な運営

７　
子育て家庭
への切れ目
ない総合的
な支援

８　
子どもを育
てやすい環
境づくりの
推進

「地域支援事業の介護予防・日
常生活支援総合事業（新しい総
合事業）」のうち、多様なサー
ビスのＡ（緩和した基準による
サービス）とＢ（住民主体によ
る支援）、及び、一般介護予防
事業（ふれあいいきいきサロ
ン）の週１回以上のサロンを実
施する地縁組織等の事業所数の
合計

【市民意識調査】
心身ともに健康だと感じている
と回答した数／有効回答数

75歳未満の死亡者数を75歳未満
の人口で割り100,000倍する

特定健診受診数/ 年度中に異動の
無い40 ～ 74歳国保加入者

年齢階級別の人口、５年間の死
亡数、65歳以上の要介護認定者
数等により算出

医師の従業地別数（厚生労働省
公表値）を対人口10万人に換算
（人口は推計人口）

看護師の従業地別数（看護師数
は准看護師を含む「職種別就業
状況（市町村別）」の値）を対人口
10万人に換算（人口は推計人
口）

医業収益÷医業費用×100

国民健康被保険者一人当たりの
平均年間医療費

一人当たりの１年間の介護保険
給付費の総額（居宅介護サービ
ス費・施設介護サービス費等の
介護給付に係る費用など）

未就園児の保護者等が集い、交
流や情報交換ができる場所

児童館が実施する中高生と乳幼
児のふれあい事業や子育て講座
の開催回数

【市民意識調査：18歳未満のお
子さんがいる家庭】子育てに喜
びや生きがいを感じると回答し
た数／有効回答数

（保健センター実施：1歳6か月
児、3歳6か月児健診で実施する
アンケート調査）子育てに「家族
の協力は得られますか？」という
質問に「得られる」「ある」と回答
するお母さんの割合

延長保育のニーズに対応できる
保育園数

病後児保育が実施できる施設環
境が整った保育園数

日曜日や祝祭日の保育ニーズに
対応できる保育園数

地域が開設し運営する学童保育
で市が支援する箇所数

【市民意識調査：18歳未満のお
子さんがいる家庭】就労しなが
ら無理なく子育てすることがで
きると思うと回答した数／有効
回答数

市の公共施設等総合管理計画に
基づき、学校施設の大規模・長
寿命化改修工事が完了している
学校数

学校図書館の平均月間貸出冊数
／小学校児童数

学校図書館の平均月間貸出冊数
／中学校生徒数

県平均正答率を上回る教科／調
査対象教科

県平均正答率を上回る教科／調
査対象教科

小中学校の社会科や理科で使用
する南砺市に関する資料

『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

【市民意識調査】
日頃から生涯学習を行っている
と回答した数／有効回答数

【市民意識調査】
生涯学習で学んだことを他の人
に教えていると回答した数／有
効回答数

市立図書館が一年間に貸し出し
た図書の冊数／人口

市が主催する社会教育講座への
参加者数

【市民意識調査】
日頃からスポーツを行っている
と回答した数／有効回答数

総合型地域スポーツクラブ会員
数／人口

【市民意識調査】
積極的に文化活動を行っている
と回答した数／有効回答数

南砺市美術展の応募作品者数

井波総合文化センター、福野文
化創造センターの年間利用者数

福光美術館の年間入場者数

市内で開催されるイベント補助
金対象行事への年間入込者数（1
月～12月）

五箇山地域のコガヤの年間生産
量（生産者からの聞き取りによ
る）

市内の獅子舞継承団体の数（聞
き取り調査による）

埋蔵文化財センターの年間入館
者数

城端曳山会館の年間入館者数

【市民意識調査】
地場産の食材を意識して購入し
ていると回答した数／有効回答
数

一区画面積が30a 以上のほ場整
備済み面積／ほ場整備済み総面
積

市内の認定農業者の数

認定農業者等の担い手の経営面
積／農用地（田）面積

農林水産省の環境保全型農業直
接支払い交付金の交付を受け
て、自然環境の保全に資する農
業生産方式の導入による農業生
産活動を実施する農地面積

富山県農産食品課調査「元気と
ふれあい学校給食づくり事業」
への報告値（4月～翌年3月）
（米・大豆を含む主穀作物、肉
類、魚類、卵、牛乳等を含みま
せん）

上記の指標の算定に、南砺市産
米の使用量を加えて算出した南
砺市独自の指標

小中学校の学校給食における南
砺市産米の使用率（栄養教諭お
よび学校栄養職員からの聞き取
りによる）

 ％ 0.0 0.0 100.0

 種類 6 10 10

 校 － 2 2

 ％ 21.5 27.6 30.0

 ％ 12.5 33.9 42.0

 冊 5.9 7.2 7.4

 人 10,843 9,551 12,000

 ％ 23.0 43.2 50.0

 ％ 16.8 19.4 20.0

 ％ 14.9 16.2 17.0

 人 321 336 400

 人 15,000 17,700 21,000

 万人 － 37.6 40.0

 束 10,000 12,000 15,000

 団体 104 104 104

 人 677 1,590 2,000

 人 9,136 4,210 12,000

 ％ 38.1 37.0 40.0

 ％ 75.5 75.5 76.0

 ％ 71.8 78.9 82.0

 ha 0 235 250

 ％ 29.8 30.3 35.0

 ％ ― 79.8  85.0 

 ％ ― 100.0  100.0 

 経営体 147 169 180

 人 108,800 102,400 125,000

 人／人口10万 305.3 314.5 265.0

 ％ 45.8 49.3 55.0

 事業所 － 0 15

 ％ 57.1 63.1 65.0

 ％ 86.8 84.2 92.0

 万円 33.0 37.5 39.8

 万円 169 173 176

 か所 4 9 9

 回/年 14 17 30

 ％ 88.5 91.2 95.0

 ％ － 97.8 100.0

 か所 8 9 9

 か所 1 4 5

 か所 1 6 8

 か所 4 5 6

 ％ 52.0 65.2 70.0

 校 － 0 2

 冊 5.5 4.5 8.0

 冊 0.4 0.5 2.0

 ％ 75.0 40.0 100.0

 人 151.7 163.3(H26) 175.0

 人 1,092.8 1,197.0(H26)  1257.0

地縁組織による介護事業所
数53

全国学力調査の県平均正答率を
上回る教科の割合（中学校）76

南砺市全体の分野別説明教
材の種類77

子どもたちからのふるさと
振興への提案を行う年間学
校数

78

学習活動を行っている市民
の割合79

学習したことを実践してい
る市民の割合80

一人当たり図書貸出し図書
数81

スポーツを行っている市民
の割合83

各種講座参加者数82

総合型地域スポーツクラブ
加入率84

積極的に文化活動を行って
いる市民の割合85

市美術展応募作品者数86

文化ホール等利用者数87

美術館入場者数88

文化芸術イベントへの観光
客入り込み数89

コガヤ年間生産量90

南砺市内で継承されている
獅子舞の数91

城端曳山会館入館者数93

地場産食材を意識して購入
している家庭の割合94

30a 区画以上のほ場整備率95

認定農業者数96

担い手による経営面積割合97

環境保全型農業直接支払交
付金事業実施面積98

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）

99

学校給食の南砺市産農産物
の使用率（上記の指標に米
を加えた使用率）

100

学校給食の南砺市産米の使
用率101

埋蔵文化財センター入館者数92

心身ともに健康だと感じて
いる市民の割合54

75歳未満の死亡率55

特定健診における受診率56

健康寿命57

人口10万人当たり医師数58

人口10万人当たり看護・准
看護師数59

医業収支比率60
国民健康被保険者一人当た
りの医療費61

一人当たりの介護給付費62

地域子育て支援センター
（公立・私立）箇所数63

乳幼児と中高生のふれあい
の場や子育て講座の回数64

子育てに喜びや生きがいを
感じている保護者の割合65

家族が協力して子どもを育
てている割合66

延長保育実施施設数67

病後児保育施設整備数68

休日保育実施施設数69

地域主体の学童保育実施数70

就労しながら無理なく子育
てができると感じる保護者
の割合

71

学校施設大規模・長寿命化
改修完了学校数72

児童一人当たりの月平均学
校図書館図書貸出冊数73

生徒一人当たりの月平均学
校図書館図書貸出冊数74

全国学力調査の県平均正答率を
上回る教科の割合（小学校）75

歳
男性
77.97
女性
82.97

男性
79.60
女性
83.45

男性
78.97
女性
83.97
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成果指標・目標値等一覧表

成
果
指
標・目
標
値
等一覧
表

基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初
（H22）

現状
（H27）

目標値
（H31）指標の説明 基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初

（H22）
現状

（H27）
目標値
（H31）指標の説明

2　
創造的で元気
なまち

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

1　
学校教育環
境づくりの
推進

４　
こころとか
らだの健康
づくりの推
進

2　
生涯にわた
り学べる環
境づくりの
推進

4　
文化芸術創
造都市の振
興

5　
文化財の保
存･活用と
伝統文化の
継承

1　
農業の振興
と農村の活
性化

3　
生涯にわた
りスポーツ
に親しむ環
境づくりの
推進

５　
安心できる
医療の確保

６　
生活を支え
る社会保障
制度の適正
な運営

７　
子育て家庭
への切れ目
ない総合的
な支援

８　
子どもを育
てやすい環
境づくりの
推進

「地域支援事業の介護予防・日
常生活支援総合事業（新しい総
合事業）」のうち、多様なサー
ビスのＡ（緩和した基準による
サービス）とＢ（住民主体によ
る支援）、及び、一般介護予防
事業（ふれあいいきいきサロ
ン）の週１回以上のサロンを実
施する地縁組織等の事業所数の
合計

【市民意識調査】
心身ともに健康だと感じている
と回答した数／有効回答数

75歳未満の死亡者数を75歳未満
の人口で割り100,000倍する

特定健診受診数/ 年度中に異動の
無い40 ～ 74歳国保加入者

年齢階級別の人口、５年間の死
亡数、65歳以上の要介護認定者
数等により算出

医師の従業地別数（厚生労働省
公表値）を対人口10万人に換算
（人口は推計人口）

看護師の従業地別数（看護師数
は准看護師を含む「職種別就業
状況（市町村別）」の値）を対人口
10万人に換算（人口は推計人
口）

医業収益÷医業費用×100

国民健康被保険者一人当たりの
平均年間医療費

一人当たりの１年間の介護保険
給付費の総額（居宅介護サービ
ス費・施設介護サービス費等の
介護給付に係る費用など）

未就園児の保護者等が集い、交
流や情報交換ができる場所

児童館が実施する中高生と乳幼
児のふれあい事業や子育て講座
の開催回数

【市民意識調査：18歳未満のお
子さんがいる家庭】子育てに喜
びや生きがいを感じると回答し
た数／有効回答数

（保健センター実施：1歳6か月
児、3歳6か月児健診で実施する
アンケート調査）子育てに「家族
の協力は得られますか？」という
質問に「得られる」「ある」と回答
するお母さんの割合

延長保育のニーズに対応できる
保育園数

病後児保育が実施できる施設環
境が整った保育園数

日曜日や祝祭日の保育ニーズに
対応できる保育園数

地域が開設し運営する学童保育
で市が支援する箇所数

【市民意識調査：18歳未満のお
子さんがいる家庭】就労しなが
ら無理なく子育てすることがで
きると思うと回答した数／有効
回答数

市の公共施設等総合管理計画に
基づき、学校施設の大規模・長
寿命化改修工事が完了している
学校数

学校図書館の平均月間貸出冊数
／小学校児童数

学校図書館の平均月間貸出冊数
／中学校生徒数

県平均正答率を上回る教科／調
査対象教科

県平均正答率を上回る教科／調
査対象教科

小中学校の社会科や理科で使用
する南砺市に関する資料

『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

【市民意識調査】
日頃から生涯学習を行っている
と回答した数／有効回答数

【市民意識調査】
生涯学習で学んだことを他の人
に教えていると回答した数／有
効回答数

市立図書館が一年間に貸し出し
た図書の冊数／人口

市が主催する社会教育講座への
参加者数

【市民意識調査】
日頃からスポーツを行っている
と回答した数／有効回答数

総合型地域スポーツクラブ会員
数／人口

【市民意識調査】
積極的に文化活動を行っている
と回答した数／有効回答数

南砺市美術展の応募作品者数

井波総合文化センター、福野文
化創造センターの年間利用者数

福光美術館の年間入場者数

市内で開催されるイベント補助
金対象行事への年間入込者数（1
月～12月）

五箇山地域のコガヤの年間生産
量（生産者からの聞き取りによ
る）

市内の獅子舞継承団体の数（聞
き取り調査による）

埋蔵文化財センターの年間入館
者数

城端曳山会館の年間入館者数

【市民意識調査】
地場産の食材を意識して購入し
ていると回答した数／有効回答
数

一区画面積が30a 以上のほ場整
備済み面積／ほ場整備済み総面
積

市内の認定農業者の数

認定農業者等の担い手の経営面
積／農用地（田）面積

農林水産省の環境保全型農業直
接支払い交付金の交付を受け
て、自然環境の保全に資する農
業生産方式の導入による農業生
産活動を実施する農地面積

富山県農産食品課調査「元気と
ふれあい学校給食づくり事業」
への報告値（4月～翌年3月）
（米・大豆を含む主穀作物、肉
類、魚類、卵、牛乳等を含みま
せん）

上記の指標の算定に、南砺市産
米の使用量を加えて算出した南
砺市独自の指標

小中学校の学校給食における南
砺市産米の使用率（栄養教諭お
よび学校栄養職員からの聞き取
りによる）

 ％ 0.0 0.0 100.0

 種類 6 10 10

 校 － 2 2

 ％ 21.5 27.6 30.0

 ％ 12.5 33.9 42.0

 冊 5.9 7.2 7.4

 人 10,843 9,551 12,000

 ％ 23.0 43.2 50.0

 ％ 16.8 19.4 20.0

 ％ 14.9 16.2 17.0

 人 321 336 400

 人 15,000 17,700 21,000

 万人 － 37.6 40.0

 束 10,000 12,000 15,000

 団体 104 104 104

 人 677 1,590 2,000

 人 9,136 4,210 12,000

 ％ 38.1 37.0 40.0

 ％ 75.5 75.5 76.0

 ％ 71.8 78.9 82.0

 ha 0 235 250

 ％ 29.8 30.3 35.0

 ％ ― 79.8  85.0 

 ％ ― 100.0  100.0 

 経営体 147 169 180

 人 108,800 102,400 125,000

 人／人口10万 305.3 314.5 265.0

 ％ 45.8 49.3 55.0

 事業所 － 0 15

 ％ 57.1 63.1 65.0

 ％ 86.8 84.2 92.0

 万円 33.0 37.5 39.8

 万円 169 173 176

 か所 4 9 9

 回/年 14 17 30

 ％ 88.5 91.2 95.0

 ％ － 97.8 100.0

 か所 8 9 9

 か所 1 4 5

 か所 1 6 8

 か所 4 5 6

 ％ 52.0 65.2 70.0

 校 － 0 2

 冊 5.5 4.5 8.0

 冊 0.4 0.5 2.0

 ％ 75.0 40.0 100.0

 人 151.7 163.3(H26) 175.0

 人 1,092.8 1,197.0(H26)  1257.0

地縁組織による介護事業所
数53

全国学力調査の県平均正答率を
上回る教科の割合（中学校）76

南砺市全体の分野別説明教
材の種類77

子どもたちからのふるさと
振興への提案を行う年間学
校数

78

学習活動を行っている市民
の割合79

学習したことを実践してい
る市民の割合80

一人当たり図書貸出し図書
数81

スポーツを行っている市民
の割合83

各種講座参加者数82

総合型地域スポーツクラブ
加入率84

積極的に文化活動を行って
いる市民の割合85

市美術展応募作品者数86

文化ホール等利用者数87

美術館入場者数88

文化芸術イベントへの観光
客入り込み数89

コガヤ年間生産量90

南砺市内で継承されている
獅子舞の数91

城端曳山会館入館者数93

地場産食材を意識して購入
している家庭の割合94

30a 区画以上のほ場整備率95

認定農業者数96

担い手による経営面積割合97

環境保全型農業直接支払交
付金事業実施面積98

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）

99

学校給食の南砺市産農産物
の使用率（上記の指標に米
を加えた使用率）

100

学校給食の南砺市産米の使
用率101

埋蔵文化財センター入館者数92

心身ともに健康だと感じて
いる市民の割合54

75歳未満の死亡率55

特定健診における受診率56

健康寿命57

人口10万人当たり医師数58

人口10万人当たり看護・准
看護師数59

医業収支比率60
国民健康被保険者一人当た
りの医療費61

一人当たりの介護給付費62

地域子育て支援センター
（公立・私立）箇所数63

乳幼児と中高生のふれあい
の場や子育て講座の回数64

子育てに喜びや生きがいを
感じている保護者の割合65

家族が協力して子どもを育
てている割合66

延長保育実施施設数67

病後児保育施設整備数68

休日保育実施施設数69

地域主体の学童保育実施数70

就労しながら無理なく子育
てができると感じる保護者
の割合

71

学校施設大規模・長寿命化
改修完了学校数72

児童一人当たりの月平均学
校図書館図書貸出冊数73

生徒一人当たりの月平均学
校図書館図書貸出冊数74

全国学力調査の県平均正答率を
上回る教科の割合（小学校）75

歳
男性
77.97
女性
82.97

男性
79.60
女性
83.45

男性
78.97
女性
83.97
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表

基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初
（H22）

現状
（H27）

目標値
（H31）指標の説明 基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初

（H22）
現状

（H27）
目標値
（H31）指標の説明

3-6　
市民と行政の協
働のまちづくり

2　
林業の振興
と山村の活
性化

3　
商業の賑わ
いづくりと
伝統産業の
活性化

4　
豊富な地域
資源を活か
した観光の
振興

5　
工業の振興
と 企 業 誘
致、新産業
の創出

6　
雇用の確保
と就業環境
の充実

7　
移住・定住
対策の推進

8　
国際・国内
交流の推進

1　
市民と行政
の協働のま
ちづくりの
推進

3　
開かれたふれ
あいのまち

2　
自ら考え自
ら行動する
コ ミ ュ ニ
ティ活動へ
の支援

農産品：市内産物直売所・農産
加工品販売額（砺波農林振興セ
ンター「普及指導計画書より）
及びその他の主な農産加工品販
売額（市農林課調査）を合計し
たもの
商工：自治体特選ストア販売額
及び伝統的工芸品販売額（市商
工課より井波彫刻及び五箇山和
紙の組合へ聴取）の合計額

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
されている総品目数

民有林内における林道・作業道
（路）の１ha（ヘクタール）当
たりの延長

森林組合の単年度の間伐実施面積

森林組合における単年度の針葉
樹の素材生産量

森林組合、企業等の林業従事者
数（富山県森林林業統計書よ
り）

個人が持つ小規模な森林を、周
囲の森林とまとめて団地とした
ものの数

農産品：市内産物直売所・農産
加工品販売額（砺波農林振興セ
ンター「普及指導計画書より）
及びその他の主な農産加工品販
売額（市農林課調査）を合計し
たもの
商工：自治体特選ストア販売額
及び伝統的工芸品販売額（市商
工課より井波彫刻及び五箇山和
紙の組合へ聴取）の合計額

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
されている総品目数

市内の商業事業者（事業所）の
数（商業統計五年毎）

市内の商業従事員の数（商業統
計５年毎）

井波彫刻・五箇山和紙の事業者
（事業所）の数（彫刻組合・和
紙組合聞き取り）

伝統産業事業所の従業者数

井波彫刻協同組合及び五箇山和
紙の組合に聴取した組合員及び
和紙従業者数

【市民意識調査】
主に南砺市内で買い物をすると
回答した数／回答総数から無回
答を除いた数で算出した食糧
品、日用雑貨、衣料品、電化製
品、趣味に関するものの割合の
平均値

空き店舗を活用して新規開業等
を行った件数

市観光協会において支部ごとに
調査している観光客入り込み数
の合計

市観光協会において支部ごとに
調査している宿泊施設の利用者
数の合計（市内宿泊施設の収容
人数　2,424人）

富山県観光課調査「市内外国人
観光客宿泊者数」の「年間（1月
～12月）」欄の人数

市内7団体の観光ボランティアガ
イドが実際に観光客を案内した
回数

工業統計調査による事業所数

市内に新たに立地した企業数
（H17からの累計値）

企業立地奨励事業申請企業数
（H17からの累計値）

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た
事業所数の合計
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
ハローワーク砺波管内の完全失
業率
ハローワーク砺波管内の有効求
人倍率
ハローワーク砺波管内の高齢者
雇用の割合
平成27年度以降に市内で設立及
び設置、進出した事業所に係る
個人市民税の特別徴収に掲載さ
れた人数の合計
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員
数の合計
市内のクリエイティブ産業関係
事業所に聴取した市内に転入さ
れた従業員数の合計
若者（35歳以下）と女性のう
ち、給与・農業・事業所得があ
る人数から給与収入額が103万
円以下の人数を除き、当該対象
の総数で除した割合
【市民意識調査】今後も現在住ん
でいる地域に住み続けたいと思
うと回答した数／有効回答数
転入奨励金の対象となる年間の
転入世帯数（4月～翌年3月）
一年間（1月～12月）に提出さ
れた婚姻届の件数(人口動態統
計、県報告値)
市及び民間団体が実施する婚活
イベント等への年間参加者数（4
月～翌年3月）
南砺市友好交流協会に登録され
ている団体の会員数の合計
南砺市友好交流協会が関与した
交流事業に参加した人数（年度
単位）
各オーナー制度（棚田、赤カブ、
そば）事業に市外から参加した人
数（１オーナー２人とカウント）
市外に住みながらも、南砺市を心
に想い、集い、実践される方。第
２住民登録をされた人数の合計
【市民意識調査】
協働のまちづくりに取り組んだ
ことがあると回答した数／有効
回答数
市が各課において、取り組んで
いる協働事業の数
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、
講座等へ参画した人数（年間）
南砺市と官学連携事業を共同で
実施する提携を結んだ大学数の
合計
南砺市が官学連携、官民連携の
手法を活用して実施した事業数
の合計
【市民意識調査】
自治会町内会に加入していると
回答した数／有効回答数
【市民意識調査】
過去１年間に自治会町内会行事
に参加したことがあると回答し
た数／有効回答数

 件 － 20 20

 団体 － 1 40

 件 － 1 5

 ％ 3.9 2.5 2.2

 倍 0.60 1.47 1.50

 ％ 10.3 12.9 15.0

 人 － 2 50

 人 － 11 100

 人 － 13 100

 ％ － 46.9 50.0

 ％ 76.8 70.6 80.0

 件 － 19 30

 件 － 164 220

 人 － 594 1,100

 人 760 741 780

 人 1,810 1,321 1,600

 人 70 139 150

 人 － 0 800

 ％ 15.1 42.7 58.0

 事業所 10 19 24

 人 － 0 100

 大学 － 5 6

 件 － 8 10

 ％ 91.1 93.9 95.0

 ％ 71.8 75.7 80.0

 億円 － 17.4 20.0

 品目 － 281 300

 m/ha 16.3 19.4 22.0

 ha 212 213 260

 ㎥ 7,507 15,275 17,000

 人 173 188 220

 団地 19 18 20

 億円 － 17.4 20.0

 品目 － 281 300

 事業所 118 120 123

 人 185 228 230

 人 － 137 137

 ％ 42.3 36.2 36.2

 店 － 7 17

 万人 315.6 348.7 370.0

 人 98,500 81,386 100,000

 人 － 8,362 10,000

 回 296 406 490

 社 2 3 5

 社 8 19 24

 社 245 228
(H26) 230

 人 － 2,721
(H26) 2,700

 社 － 676
(H26) 680

年間新規起業(家)数123

新規コミュニティビジネス
起業団体数124

六次産業化に取り組む事業
者数 125

完全失業率126

有効求人倍率127

高齢者雇用割合128

新規立地企業の新規雇用者
数129

新規雇用者数130

クリエイター移住者数131

若者、女性の就業率132

転入奨励金の年間交付件数134

年間婚姻数135

婚活イベント年間参加者数136

南砺市友好交流協会会員数137

交流事業に参加した人数（南
砺市友好交流協会関連事業）138

オーナー制度事業に市外か
ら参加した人数139

貢献市民の人数140

市が取り組んでいる協働事
業数142

民間実施のまちづくり塾年
間参加者数143

提携大学数144

官学・官民連携の手法を活
用した事業実施数145

自治会町内会に加入してい
る世帯の割合146

自治会町内会行事に参加し
ている市民の割合147

協働のまちづくりに取り組
んでいる市民の割合141

住み続けたいと思う市民の
割合133

南砺市ブランド商品年間販
売額102

南砺市ブランド商品年間販
売額

102

南砺ブランド商品登録品目
数103

南砺ブランド商品登録品目
数

103

路網密度104

間伐面積105

素材生産量（針葉樹)106

林業担い手107

集約化団地数108

市内商業事業者数109

商業従業員数110

伝統産業事業所数111

伝統産業従事者数112

伝統的工芸職人数113

市内で買い物をする市民の
割合

114

観光客入り込み数116

市内宿泊施設利用者数117

外国人旅行者年間宿泊者数118

新規立地企業数121

増設をした既存企業数122

市内事業所数120

観光ボランティアガイドが
観光客を案内した回数119

空き店舗の活用数115

（再掲）

（再掲）
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成果指標・目標値等一覧表

成
果
指
標・目
標
値
等一覧
表

成果指標・目標値等一覧表

成
果
指
標・目
標
値
等一覧
表

基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初
（H22）

現状
（H27）

目標値
（H31）指標の説明 基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初

（H22）
現状

（H27）
目標値
（H31）指標の説明

3-6　
市民と行政の協
働のまちづくり

2　
林業の振興
と山村の活
性化

3　
商業の賑わ
いづくりと
伝統産業の
活性化

4　
豊富な地域
資源を活か
した観光の
振興

5　
工業の振興
と 企 業 誘
致、新産業
の創出

6　
雇用の確保
と就業環境
の充実

7　
移住・定住
対策の推進

8　
国際・国内
交流の推進

1　
市民と行政
の協働のま
ちづくりの
推進

3　
開かれたふれ
あいのまち

2　
自ら考え自
ら行動する
コ ミ ュ ニ
ティ活動へ
の支援

農産品：市内産物直売所・農産
加工品販売額（砺波農林振興セ
ンター「普及指導計画書より）
及びその他の主な農産加工品販
売額（市農林課調査）を合計し
たもの
商工：自治体特選ストア販売額
及び伝統的工芸品販売額（市商
工課より井波彫刻及び五箇山和
紙の組合へ聴取）の合計額

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
されている総品目数

民有林内における林道・作業道
（路）の１ha（ヘクタール）当
たりの延長

森林組合の単年度の間伐実施面積

森林組合における単年度の針葉
樹の素材生産量

森林組合、企業等の林業従事者
数（富山県森林林業統計書よ
り）

個人が持つ小規模な森林を、周
囲の森林とまとめて団地とした
ものの数

農産品：市内産物直売所・農産
加工品販売額（砺波農林振興セ
ンター「普及指導計画書より）
及びその他の主な農産加工品販
売額（市農林課調査）を合計し
たもの
商工：自治体特選ストア販売額
及び伝統的工芸品販売額（市商
工課より井波彫刻及び五箇山和
紙の組合へ聴取）の合計額

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
されている総品目数

市内の商業事業者（事業所）の
数（商業統計五年毎）

市内の商業従事員の数（商業統
計５年毎）

井波彫刻・五箇山和紙の事業者
（事業所）の数（彫刻組合・和
紙組合聞き取り）

伝統産業事業所の従業者数

井波彫刻協同組合及び五箇山和
紙の組合に聴取した組合員及び
和紙従業者数

【市民意識調査】
主に南砺市内で買い物をすると
回答した数／回答総数から無回
答を除いた数で算出した食糧
品、日用雑貨、衣料品、電化製
品、趣味に関するものの割合の
平均値

空き店舗を活用して新規開業等
を行った件数

市観光協会において支部ごとに
調査している観光客入り込み数
の合計

市観光協会において支部ごとに
調査している宿泊施設の利用者
数の合計（市内宿泊施設の収容
人数　2,424人）

富山県観光課調査「市内外国人
観光客宿泊者数」の「年間（1月
～12月）」欄の人数

市内7団体の観光ボランティアガ
イドが実際に観光客を案内した
回数

工業統計調査による事業所数

市内に新たに立地した企業数
（H17からの累計値）

企業立地奨励事業申請企業数
（H17からの累計値）

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た
事業所数の合計
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
ハローワーク砺波管内の完全失
業率
ハローワーク砺波管内の有効求
人倍率
ハローワーク砺波管内の高齢者
雇用の割合
平成27年度以降に市内で設立及
び設置、進出した事業所に係る
個人市民税の特別徴収に掲載さ
れた人数の合計
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員
数の合計
市内のクリエイティブ産業関係
事業所に聴取した市内に転入さ
れた従業員数の合計
若者（35歳以下）と女性のう
ち、給与・農業・事業所得があ
る人数から給与収入額が103万
円以下の人数を除き、当該対象
の総数で除した割合
【市民意識調査】今後も現在住ん
でいる地域に住み続けたいと思
うと回答した数／有効回答数
転入奨励金の対象となる年間の
転入世帯数（4月～翌年3月）
一年間（1月～12月）に提出さ
れた婚姻届の件数(人口動態統
計、県報告値)
市及び民間団体が実施する婚活
イベント等への年間参加者数（4
月～翌年3月）
南砺市友好交流協会に登録され
ている団体の会員数の合計
南砺市友好交流協会が関与した
交流事業に参加した人数（年度
単位）
各オーナー制度（棚田、赤カブ、
そば）事業に市外から参加した人
数（１オーナー２人とカウント）
市外に住みながらも、南砺市を心
に想い、集い、実践される方。第
２住民登録をされた人数の合計
【市民意識調査】
協働のまちづくりに取り組んだ
ことがあると回答した数／有効
回答数
市が各課において、取り組んで
いる協働事業の数
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、
講座等へ参画した人数（年間）
南砺市と官学連携事業を共同で
実施する提携を結んだ大学数の
合計
南砺市が官学連携、官民連携の
手法を活用して実施した事業数
の合計
【市民意識調査】
自治会町内会に加入していると
回答した数／有効回答数
【市民意識調査】
過去１年間に自治会町内会行事
に参加したことがあると回答し
た数／有効回答数

 件 － 20 20

 団体 － 1 40

 件 － 1 5

 ％ 3.9 2.5 2.2

 倍 0.60 1.47 1.50

 ％ 10.3 12.9 15.0

 人 － 2 50

 人 － 11 100

 人 － 13 100

 ％ － 46.9 50.0

 ％ 76.8 70.6 80.0

 件 － 19 30

 件 － 164 220

 人 － 594 1,100

 人 760 741 780

 人 1,810 1,321 1,600

 人 70 139 150

 人 － 0 800

 ％ 15.1 42.7 58.0

 事業所 10 19 24

 人 － 0 100

 大学 － 5 6

 件 － 8 10

 ％ 91.1 93.9 95.0

 ％ 71.8 75.7 80.0

 億円 － 17.4 20.0

 品目 － 281 300

 m/ha 16.3 19.4 22.0

 ha 212 213 260

 ㎥ 7,507 15,275 17,000

 人 173 188 220

 団地 19 18 20

 億円 － 17.4 20.0

 品目 － 281 300

 事業所 118 120 123

 人 185 228 230

 人 － 137 137

 ％ 42.3 36.2 36.2

 店 － 7 17

 万人 315.6 348.7 370.0

 人 98,500 81,386 100,000

 人 － 8,362 10,000

 回 296 406 490

 社 2 3 5

 社 8 19 24

 社 245 228
(H26) 230

 人 － 2,721
(H26) 2,700

 社 － 676
(H26) 680

年間新規起業(家)数123

新規コミュニティビジネス
起業団体数124

六次産業化に取り組む事業
者数 125

完全失業率126

有効求人倍率127

高齢者雇用割合128

新規立地企業の新規雇用者
数129

新規雇用者数130

クリエイター移住者数131

若者、女性の就業率132

転入奨励金の年間交付件数134

年間婚姻数135

婚活イベント年間参加者数136

南砺市友好交流協会会員数137

交流事業に参加した人数（南
砺市友好交流協会関連事業）138

オーナー制度事業に市外か
ら参加した人数139

貢献市民の人数140

市が取り組んでいる協働事
業数142

民間実施のまちづくり塾年
間参加者数143

提携大学数144

官学・官民連携の手法を活
用した事業実施数145

自治会町内会に加入してい
る世帯の割合146

自治会町内会行事に参加し
ている市民の割合147

協働のまちづくりに取り組
んでいる市民の割合141

住み続けたいと思う市民の
割合133

南砺市ブランド商品年間販
売額102

南砺市ブランド商品年間販
売額

102

南砺ブランド商品登録品目
数103

南砺ブランド商品登録品目
数

103

路網密度104

間伐面積105

素材生産量（針葉樹)106

林業担い手107

集約化団地数108

市内商業事業者数109

商業従業員数110

伝統産業事業所数111

伝統産業従事者数112

伝統的工芸職人数113

市内で買い物をする市民の
割合

114

観光客入り込み数116

市内宿泊施設利用者数117

外国人旅行者年間宿泊者数118

新規立地企業数121

増設をした既存企業数122

市内事業所数120

観光ボランティアガイドが
観光客を案内した回数119

空き店舗の活用数115

（再掲）

（再掲）
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成果指標・目標値等一覧表

成
果
指
標・目
標
値
等一覧
表

基本目標 基本方針 基本計画 指　標 単位 当初
（H22）

現状
（H27）

目標値
（H31）指標の説明

3　
地域社会を
支えるボラ
ンティア活
動の推進

4　
人権が尊重
される社会
と男女共同
参画の推進

1　
情報を自由
に活用でき
る社会の構
築

2　
効果的で効
率的な行政
経営

3　
計画的で健
全な財政運
営

3-7　
健全で開かれた
まちづくり

協働のまちづくりモデル事業に
取り組んでいる自治会町内会の
数

南砺市内におけるＮＰＯ（特定
非営利活動法人）の数

南砺市内にある自治会の数

市内の獅子舞継承団体の数（聞
き取り調査による）

【市民意識調査】
過去１年間にボランティア活動
に参加したと回答した数／有効
回答数

市のボランティアセンターに登
録している団体数

市のボランティアセンターに登
録しているボランティアサポー
ター数

人権尊重の理念に関する国民相
互の理解を深めるための活動

【市民意識調査】
男女共同参画の考え方を知って
おり、関心もあると回答した数
／有効回答数

各種行政委員の中の女性委員の
人数

男女共同参画推進員の人数

【市民意識調査】
住民基本台帳カードからマイナ
ンバーカードに切り替わったこ
とを知っていると回答した数／
回答数から無回答を除いた数

年度末におけるケーブルテレビ
加入世帯数を年度末の住民基本
台帳世帯数で除して算出

アクセス解析により閲覧件数を
算出（年度単位）

【市民意識調査】
情報通信機器のうちインター
ネット（パソコン）を利用して
いると回答した数／有効回答数

【市民意識調査】
市の行政サービスの水準が適正
だと思うと回答した数／有効回
答数

定員適正化計画における職員の
実績数（病院事業会計職員は除
く）（4/1現在）／人口（1,000
人当）

行政改革実施計画の進捗管理に
より算出した経費節減額

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合計

南砺市公共施設再編計画に基づ
き統合、譲渡、解体等により縮
減した公共施設の面積

財政構造の弾力性を示す指標

一般財源収入に対する地方債等
返済額の比率

自治体の財政力を示す指数

公用・公共用に供しない一団
200㎡以上の土地

市税の過年度滞納分に係る収納
率

 か所 29 58 70

 団体 19 22 30

 団体 354 354 354

 団体 104 104 104

 ％ 40.2 46.8 52.3

 団体 168 179 185

 人 40 59 62

 回 8 8 8

 ％ 25.7 25.5 30.0

 ％ 19.4 26.5 40.0

 人 77 76 74

 ％ － 76.2 95.0

 ％ 58.6 62.9 65.0

 万件 134 92 100

 ％ 56.8 75.7 85.0

 ％ 68.8 68.3 75.0

 人 13.1 12.2 12.9

 百万円 906 677 925

 ㎡ － 0 39,000

 ㎡ － 0 58,800

 ％ 80.5 79.8 80.0

 ％ 14.3 6.1 12.6

 － 0.402 0.363 0.365

 ha 23.9 27.8 27.7

 ％ 14.7 11.5 20.0

地域づくり事業を行ってい
る自治会数148

南砺市内にあるNPOの数149

南砺市内にある自治会の数150

151

南砺市内で継承されている
獅子舞の数

ボランティア活動に参加し
ている市民の割合

152 ボランティアセンター団体数

153 ボランティアセンター地域福祉サポーター数

154 人権啓発活動

155 男女共同参画を理解し実現を目指す市民の割合

156 各種行政委員の中の女性委員の人の割合

157 男女共同参画推進員数

159 ケーブルテレビ加入率

160 ホームページ閲覧件数

161 インターネットを利用して
いる市民の割合

162
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

163 単位人口（1,000人）当たりの職員数

164 経常経費節減額（対平成17年度比較）

165 縮減公共施設の有効活用面積

166 公共施設縮減延床面積

167 経常収支比率

169 財政力指数（３か年平均）

170 市普通財産（山林を除く土地の総面積）

171 滞納整理による収納率（過年度分）

168 実質公債費比率（３か年平均）

158
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

91
（再掲）
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