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用 語 解 説

2－4 心豊かで創造的なまちづくり

2-4-1　学校教育の充実

　児童生徒が、安心して学習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。

○学校施設・学習環境の充実
　安全・安心な社会が求められる中、児童生徒が一
日の大半を過ごす学校施設の耐震補強や老朽化した
校舎等の大規模改修は、緊急を要する課題として計
画的かつ積極的に進める必要があります。引き続
き、充実した学習ができる環境の整備を進めるとと
もに、児童生徒数の減少を踏まえた通学区域の見直
し、学校の選択制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
が心配される学校においては、できるだけ教職員の
配置を増やすことが求められています。

○健やかな心と体の育成
　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。
　一方、いじめや不登校などの問題については、ス
クールソーシャルワーカーの配置や適応指導教室の
設置により、その解決を目指しています。また、特
別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。

※スクールソーシャルワーカー
　支援の必要な児童生徒に対して、家庭・学校・地域の連絡や橋渡しを行い、悩みや問題解決に向けた支援を行う専門家。
※スタディメイト

　特別な支援が必要な児童生徒に対し、学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う者。
※全国学力調査

　小学六年生と中学三年生を対象に実施される全国学力・学習状況調査。各教科Ａ問題（主として「知識」に関する問題）・Ｂ問題（主
として「活用」に関する問題）をそれぞれ一つの教科として数える。

食育の推進……「農業・農村の振興」（84ページ）に関連施策を掲載。

学校建設現場

総合的な学習の風景

施策の目指すべき姿

現状と課題
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

【学校施設耐震化率】

　市の学校施設耐震化計画に基づき、目標値を平成26年度末100％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5.5冊を読書活動の推進により、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冊を読書活動の推進により、目標値を月平均3.0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標値としました。
【分野別説明教材の種類】

　現在必要と考えている教材数８種類のうち７種類については作成済です。最後の１種類は平成26年度の完成
予定で作成しており、８種類を目標値としました。

学校施設耐震化率 ％ 57.4 85.2 100 
児童一人当たりの月平均学校図書館図
書貸出冊数

冊 － 5.5 8.0 H17は調査未実施

生徒一人当たりの月平均学校図書館図
書貸出冊数

冊 － 0.4 3.0 H17は調査未実施

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）

％ － 75.0 100 学力調査は H19から実施の
ため、H17は数値なし

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）

％ － 0.0 100 学力調査は H19から実施の
ため、H17は数値なし

南砺市全体の分野別説明教材の種類 種類 0 6 8 

施策中分類 主な事業

学校施設・設備の整備 ▶▶▶
・学校施設の整備・改修・耐震化
・学校施設のバリアフリー化の推進
・防犯対策の推進

教育備品の充実 ▶▶▶
・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

「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
・教職員研修の充実
・情報教育の推進

健やかな心と体の育成 ▶▶▶

・総合的な学習の推進
・ふるさと教育推進事業
・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
・部活動指導者の派遣
・学校給食の充実

主な指標

目標値の設定理由

施策の展開
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2－4 心豊かで創造的なまちづくり

2-4-2　生涯学習の推進

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

○社会教育施設の整備・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、
バリアフリー化や耐震化が求められています。また、
文化センター等は、建設から相当な年月が経ち計画
的に改修する必要があり、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。

○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。
　また、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。

家庭教育の推進……「子育て家庭への支援」（62ページ）に関連施策を掲載。
地区公民館の整備、公民館活動の支援……「コミュニティ活動への支援」（104ページ）に関連施策を掲載。

施策の目指すべき姿

現状と課題

用 語 解 説

※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。
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

【学習活動を行っている市民の割合】 

　各種講座の企画の工夫するなどし、現状からの向上を目指します。
【学習したことを実践している市民の割合】

　高齢化の進行により減少が予測されますが、30歳代、65 ～ 70歳代への働きかけを強め、現状維持を目標値
とします。

【バリアフリー化対策をした公民館数】

　バリアフリー化対策は、対策の済んでいなかった24館を全てバリアフリー化できるよう目標値を設定しまし
た。

【一人当たり図書貸出し図書数】

　県内二位水準である6.5を目指します。
【各種講座参加者数】

　人口減少と高齢化の進行で減少します。

学習活動を行っている市民の割合 ％ －
21.5

（H23）
23.0 市民意識調査は H23から実

施のため、H17は数値なし

学習したことを実践している市民の割合 ％ －
12.5

（H23）
13.0 市民意識調査は H23から実

施のため、H17は数値なし

バリアフリー化対策をした公民館数 館 1 11 24

一人当たり図書貸出し図書数 冊 4.0 5.9 6.5

各種講座参加者数 人 7,565 10,843 10,800

施策中分類 主な事業

社会教育施設の整備・
充実

▶▶▶ ・文化センター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

地区公民館の整備 ▶▶▶ ・バリアフリー化・耐震化の計画的な実施

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発展
・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 ▶▶▶ ・市民会議活動への支援

主な指標

目標値の設定理由

施策の展開
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2－4 心豊かで創造的なまちづくり

2-4-3　生涯スポーツの推進

　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。

○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。

○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。

施策の目指すべき姿

現状と課題
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

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管理
体制の確立

▶▶▶ ・指定管理者制度による効率的な運営と強化

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・教室
の開催

▶▶▶
・「なんと元気っ子教室」の推進
・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
ブの育成

▶▶▶ ・総合型地域スポーツクラブの育成と自立に向けた支援

スポーツを行っている市民の割合 ％ －
23.0

（H23）
30.0 市民意識調査は H23から実

施のため、H17は数値なし

総合型地域スポーツクラブ加入率 ％ 13.0 16.8 18.0

【スポーツを行っている市民の割合】

　現状では約４人に１人ですが、約３人に１人を目標とします。
【総合型地域スポーツクラブ加入率】

　高齢化の進行と加入・脱会率を勘案し、目標値を設定しました。

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開
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2－4 心豊かで創造的なまちづくり

2-4-4　芸術文化活動の振興

　市民一人ひとりが多様な芸術文化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。

○魅力ある芸術文化事業の推進
　南砺市には利賀フェスティバル、スキヤキ・ミー
ツ・ザ・ワールド、いなみ国際木彫刻キャンプなど
の優れた国際芸術文化事業があり、市民は自由に参
加できます。これらの事業は、それぞれの地域の魅
力の中心を形成しています。
　市民生活のうるおいを高めるためには、今後とも
芸術文化事業を支援していく必要があります。

○市民の芸術文化活動の支援
　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、市民の自発的な芸術文化活動に対して、活
動の場や発表機会の充実、各種芸術文化活動団体へ
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芸術文化に親しむ
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。

○芸術文化施設の整備
　福光美術館の収蔵品の増加による施設の拡張や、
文化ホール、舞台芸術施設の老朽化による修理、整
備の検討を始める必要があります。

施策の目指すべき姿

現状と課題

スキヤキ・ミーツ ･ザ・ワールド

利賀フェスティバル
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

【積極的に文化活動を行っている市民の割合】

　高齢化・多様化に即応し、市民の目指すべき的確な方向性にもとづく文化活動を推進し、参加率の向上につ
なげることにより、目標値を16％に設定しました。

【市美術展応募作品数】

　人口減に伴う応募作品数の減少が見込まれるなかで、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、目標値を340点に設定しました。

【文化ホール等利用者数】

　景気後退、利用料の減免率低下から利用者数が減少傾向にありますが、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により、現状値を維持する目標を設定しました。

【美術館入場者数】

　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、目標値を18,000人に設定しました。

積極的に文化活動を行っている市民の

割合
％ －

14.9
（H23）

16.0 市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

市美術展応募作品数 点 366 321 340

文化ホール等利用者数 人 155,072 108,820 110,000

美術館入場者数 人 30,061 15,024 18,000

施策中分類 主な事業

芸術文化活動への支援 ▶▶▶

・芸術文化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、芸術文化に親しむ機会の拡充
・市民が多彩な芸術文化活動に参加できる機会の拡充
・芸術文化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
・芸術文化活動を担う人材の育成

文化ホール・美術館など
の事業の充実

▶▶▶ ・文化ホールや美術館の主催事業や企画展などの充実

芸術文化施設の整備 ▶▶▶ ・美術館などの施設整備による展示や収蔵機能の拡充

施策の展開

主な指標

目標値の設定理由
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2－4 心豊かで創造的なまちづくり

2-4-5　文化財の保存・活用と伝統文化の継承

　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。

○世界遺産の環境整備
　世界遺産「五箇山合掌造り集落」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。今後、地
域住民とともに策定する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。
　今後は収蔵施設の整備を検討し、文化財の収集、
保存に努めるとともに、修理を支援していく必要が
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あり、
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、伝統芸能・伝統技術の
保存継承を図る必要があります。

相倉集落

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

施策の目指すべき姿

城端曳山祭

現状と課題
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【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12,000束に設定しました。

【獅子舞保存団体数】

　減少傾向にありますが、伝統文化継承の重要性を周知し、目標値を現状維持に設定しました。
【井波歴史民俗資料館入館者数】

　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】

　入館者が減少傾向にありますが、周知と祭観光との連携により、目標値を10,000人に設定しました。

コガヤ年間生産量 束 5,000 10,000 12,000 

獅子舞保存団体数 団体 104 104 104 

井波歴史民俗資料館入館者数 人 2,670 677 2,000 

城端曳山会館入館者数 人 10,515 9,136 10,000 

施策中分類 主な事業

世界遺産等の環境整備 ▶▶▶
・世界遺産マスタープランの策定
・世界遺産サポーターの確保
・茅の自給を目指した茅場の整備

文化財収蔵・展示施設の
整備

▶▶▶

・民俗資料館などの機能充実
・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・歴史的資
料の保存・継承

▶▶▶
・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
・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

目標値の設定理由

施策の展開

主な指標

指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考
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2-5-1　農業・農村の振興

　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。

○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、経営の効率化と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農畜産
物に対する関心が高まっています。特に、地産地消
の取り組みは、直売所や学校給食への食材供給にみ
られるように、多様な形態で実施されています。
　今後は、競争力のあるブランド化や六次産業化に
取り組み、販路や消費の拡大を図るとともに、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。

現状と課題

施策の目指すべき姿
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

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

農業経営基盤の強化 ▶▶▶

・認定農業者の規模拡大や集落営農の組織化等、担い手の育成
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 ▶▶▶
・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
・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

農畜産物の生産振興 ▶▶▶ ・地域特産物の生産性の向上
・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

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

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

地場産食材を意識して購入している

家庭の割合
％ －

38.1
（H23）

45.0 市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

30a 区画以上のほ場整備率 ％ 75.2 75.5 76.0 

認定農業者数 経営体 107 147 165

担い手による経営面積割合 ％ 58.4 69.0 80.0 

エコファーマー数 経営体 358 776 800

学校給食での地元産品使用割合 ％
25.0

（H16）
29.8 30.0 

主な指標

施策の展開
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【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45％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165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80％に
設定しました。

【エコファーマー数】

　消費者からは食の安全安心が求められ、国も環境にやさしい農業を推進しており、エコファーマーへの取り
組みは増加すると見込まれるが、法人化等により数値は集約されることから、目標値を800経営体に設定しま
した。

【学校給食での地元産品割合】

　当地域では冬期間の野菜出荷に難点があるなど、使用量は現状値が妥当と思われるが、努力目標として目標
値を30％に設定しました。

目標値の設定理由
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農村環境の保全（散居村景観）……「自然環境の保全と活用」（36ページ）に関連施策を掲載。
バイオマスの利活用の推進……「循環型社会の構築」（38ページ）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……「国内外交流の推進」（100ページ）に関連施策を掲載。
都市と農村の交流……「自然環境の保全と活用」及び「観光の振興」（92ページ）に関連施策を掲載。
食育・地産地消の推進……「学校教育の充実」（74ページ）に関連施策を掲載。
河川環境の保全啓発……「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。

※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。

※エコファーマー
　過剰な化学肥料や農薬の使用を避け、堆肥を用いた土づくりを行うなど、環境と調和のとれた持続性の高い農業を行う知事の認定を
受けた農業者の愛称名。

※六次産業化
　農山漁村の活性化のため、地域の第一次産業とこれに関連する第二次、第三次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等により地域
ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取り組み。

富山干し柿

カントリーエレベーター
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用 語 解 説

2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

2-5-2　森林・林業の振興

　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。

○林業生産基盤
　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。

○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。

○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。

※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

　込みす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。

現状と課題

施策の目指すべき姿
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

【路網密度】

　間伐や素材生産の基盤となる路網を年間24,000ｍ整備することで、目標値を19.7m/ha に設定しました。
【間伐面積】

　集約化を進め間伐面積を二倍に増やすことで、目標値を420ha に設定しました。
【素材生産量】

　目標間伐面積の70％を搬出し、ヘクタール当り32㎥として算出することで、目標値を9,500㎥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、目標値を現状維持と
して設定しました。

【集約化団地数】

　効率的な森林施業を行うため、今後、集約化が見込まれる地域を想定し、目標値を60団地に設定しました。

施策中分類 主な事業

林業生産基盤の整備 ▶▶▶ ・林道・作業道の開設や改良整備の推進
・山村の定住化促進のための生活環境整備

林業経営基盤の強化 ▶▶▶
・担い手となる人材や事業体の育成強化
・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 ▶▶▶ ・付加価値の高い木材製品の普及
・山菜や茸類の生産加工促進

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

路網密度 m/ha 14.8 16.3 19.7

間伐面積 ha 317 212 420

素材生産量（針葉樹） ㎥ 2,200 7,507 9,500

林業担い手 人 108
173

（H21）
173

集約化団地数 団地 3 19 60

住宅や公共建築物への市産材の利用促進……「良質な住宅・宅地の供給」（50ページ）に関連施策を掲載。
森林整備の推進……「自然環境の保全と活用」（36ページ）に関連施策を掲載。
間伐材の有効利用……「循環型社会の構築」（38ページ）に関連施策を掲載。

主な指標

目標値の設定理由

施策の展開
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施策中分類 主な事業

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
・買い物弱者（高齢者）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
・空き店舗対策の拡充
・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
・販路拡大への支援
・後継者育成への支援
・文化財修理等の販路拡大への支援

○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、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
　拠点施設整備による、中心市街地の賑わいづくり
や空き店舗対策を進めています。
　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。

○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。

2-5-3　商業の振興

　地域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ます。

施策の展開

施策の目指すべき姿

現状と課題
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用 語 解 説
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

【市内商業事業者数】

　平成19年度の平成16年度に対する減少率は0.91である。新規参入を見込むことで、目標値を900社に設定し
ました。

【商業従業員数】

　平成19年度の平成16年度に対する減少率は0.89であるが、新規参入を見込むことで、目標値を3,500人に設定
しました。

【商業年間販売額】

　平成19年度の平成16年度に対する減少率は0.79であるが、商業活性化施策や新規参入を見込むことで、目標
値を46,000百万円に設定しました。

【伝統産業事業所数】

　現状は井波彫刻115事業所、五箇山和紙３事業所であるが、井波彫刻については彫刻師が毎年年季明けとな
るため、若干の増加が見込めることから、目標値を120事業所に設定しました。

【伝統産業従事者数】

　現状は井波彫刻166人、五箇山和紙19人であるが、井波彫刻については彫刻師が毎年年季明けとなるため、
若干の増加が見込めることから、目標値を190人に設定しました。

【伝統産業年間販売額】

　平成19年度の平成16年度に対する減少率は0.61であるが、景気は平成20年のリーマンショック前の水準まで
に回復する兆しがあり、文化財等の修復が見込めることから、目標値を700百万円に設定しました。

【市内で買い物をする市民の割合】

　様々な社会環境の変化も想定されるが、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
として設定しました。

市内商業事業者数 社
1,059

（H16）
960

（H19）
900

商業従業員数 人
4,125

（H16）
3,656

（H19）
3,500

商業年間販売額 百万円
65,764

（H16）
52,015 46,000

伝統産業事業所数 事業所 －
118

（H19）
120

伝統産業従事者数 人 － 185 190

伝統産業年間販売額 百万円
1,040

（H16）
637

（H19）
700

市内で買い物をする市民の割合 ％ －
42.3 

（H23） 
42.3 市民意識調査は H23から実

施のため、H17は数値なし

目標値の設定理由

※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。

主な指標
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用 語 解 説

2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

　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。

○観光資源
　市内には、世界遺産「五箇山合掌造り集落」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、緑豊かな自然や多彩な文化、農林
業、商工業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、多様な観光ニーズに対応するとともに、滞在型
の観光を推進する必要があります。また、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。平成20年に東海北陸自動車道が全線開通し、
今後、北陸新幹線が開業を迎える中において、中京
圏や首都圏に向けた戦略的な情報発信により誘客活
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、おもてなし環境を向上する必要がありま
す。
　また、基幹交通網から観光地への二次交通の整備
など、交通アクセスの利便性を向上させる必要があ
ります。

○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
山が最高評価の三つ星観光地として高い評価を受け
ており、こ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を
はじめ、広域連携による海外誘客事業を展開する必
要があります。

2-5-4　観光の振興

施策の目指すべき姿

※ 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。

現状と課題
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

観光資源の開発と活性化 ▶▶▶ ・地域資源の発掘と観光資源のブラッシュアップ
・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

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

観光客受け入れ態勢の
強化

▶▶▶
・交通アクセスなどの利便性向上
・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

国際観光の推進 ▶▶▶ ・広域連携による誘客活動
・外国人受け入れ態勢の整備

観光客入り込み数 万人 358 316 330

市内宿泊施設利用者数 人 91,900 98,500 120,000 
南砺里山博の体験プログラムに参加

した市民の割合
％ －

5.9
（H23）

10.0 市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

観光ボランティアガイドが観光客を

案内した回数
回 － 296 330 H17は調査未実施

【観光客入り込み数】

　過去４年間の傾向から、315万人水準で推移すると見込まれます。しかし、公共交通の利便性向上、体験交
流型の観光資源開発など、より満足感の高い観光の推進でリピーターを増やすことにより、目標値を５％増の
330万人に設定しました。　（※平成27年度は北陸新幹線の開業により一時的に観光客数が伸びると予測）

【市内宿泊施設利用者数】

　過去４年間の傾向から、10万人水準で推移すると見込まれます。しかし、公共交通の利便性向上、体験交流
型の観光資源開発など、より満足感の高い観光の推進でリピーターを増やすことにより、目標値を20％増の12
万人に設定しました。

【南砺里山博の体験プログラムに参加した市民の割合】

　30代女性への働きかけを強めることで、目標値を10％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】

　過去４年間の傾向から、320回水準で推移すると見込まれます。観光ボランティアガイドの市内ネットワー
クを組織化することなどにより、目標値を330回に設定しました。

主な指標

目標値の設定理由

施策の展開

滞在型・体験型観光の推進……「自然環境の保全と活用」（36ページ）及び「農業・農村の振興」（84ページ）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……「道路・交通ネットワークの充実」（42ページ）に関連施策を掲載。
国際観光の推進……「国内外交流の推進」（100ページ）に関連施策を掲載。
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用 語 解 説

2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

2-5-5　工業の振興と企業誘致

　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ます。
　新産業の創出や企業誘致と既存企業の育成支援による雇用機会の拡大を目指します。

○中小企業
　独自の技術や高い品質などを誇る多くの業種があ
りますが、更に付加価値をつけた競争力のあるモノ
づくりが求められています。
　今後、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を行っていく必要
があります。

○企業立地
　企業誘致に必要な適地は、ほとんどが農業施策な
どの各種規制を受ける優良農地であることから、基
盤整備に相当の日数を必要とします。
　一方、スマートインターチェンジの新設や北陸新
幹線の開業により、交通の利便性向上が期待される
ことから、優良な工業用地の確保とともに、光ファ
イバーなどの超高速ネットワークの整備促進を図り
ながら、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
　新たな事業を開始するために必要な資金面での支
援を行っています。
　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。

○新産業の創出
　バブル崩壊後の国内経済の長期低迷や生産拠点の
海外移転などの影響により、市内においても製造業
などで工場の閉鎖が発生しています。
　今後、地域経済を支え、地域活力を維持していく
ためにも、産学官の連携体制を推進し新産業を創出
することで地域の活性化を図っていく必要がありま
す。

現状と課題

※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。

工場立地

施策の目指すべき姿
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施策中分類 主な事業

中小企業の振興 ▶▶▶ ・企業の安定経営や積極的な事業展開への支援
・企業の新分野進出への支援

企業立地の促進 ▶▶▶
・立地条件を活かした企業誘致活動の展開
・工業用地の造成による企業立地基盤の整備
・高速通信回線網の整備促進

起業（家）支援 ▶▶▶ ・起業家・ベンチャー企業の育成支援

新産業の創出 ▶▶▶ ・産業間や異業種間の情報交流

産学官連携の強化 ▶▶▶ ・産学官連携強化などによる新産業の創出

市内事業所数 社 296 245 229

製造品出荷額（従業員数４人以上） 億円 2,496 2,376 2,305

新規立地企業数 社 0 2 4 H17からの累計値

増設をした既存企業数 社 1 8 18 H17からの累計値

新規起業（家）数 社（人） 0 3 18 H17からの累計値

【市内事業所数】

　５年間の事業所数の平均値に過去五年間の減少率を加味することで、目標値を229社に設定しました。
【製造品出荷額】

　５年間の製造品出荷額の平均値に過去五年間の減少率を加味することで、目標値を2,305億円に設定しました。
【新規立地企業数】

　（仮称）南砺スマートインターチェンジの供用に併せて工業用地の造成を計画しており、新たな企業の誘致
を見込むことで、目標値を４社に設定しました。

【増設をした既存企業数】

　企業立地助成金の申請状況を参考として、目標値を18社に設定しました。
【新規起業（家）数】

　起業家育成支援事業の申請状況を参考として、目標値を18社（人）に設定しました。

指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

主な指標

目標値の設定理由

立地条件を活かした企業誘致活動の展開……「道路・交通ネットワークの充実」（42ページ）に関連施策を掲載。
高速通信路回線網の整備促進……「情報化の推進」（110ページ）に関連施策を掲載。

施策の展開
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用 語 解 説

2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

2-5-6　雇用の確保と創出

　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、I J U ターンを促進します。
　高齢者や障がい者も安心して働ける雇用環境づくりを進めます。

○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、新規就職者への市内企業
の情報提供による I J U 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。

○高齢者や障がい者等の雇用
　現代におけるノーマライゼーション理念の浸透
は、高齢者や障がい者など誰もが等しく生活できる
社会が到来したことを示しています。
　今後は、 高齢者が有する高度なものづくりを支え
る熟練の技・経験・知識などを活かせる機会の提供
やボランティア活動・まちづくり活動等への積極的
な参加を促す必要があります。
　また、団塊世代の力を活かす施策の推進や障がい
者雇用等について、企業の理解と協力の拡充を図る
必要があります。

就職説明会

※ I J U（いじゅう）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。
※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。

施策の目指すべき姿

現状と課題
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

就業・雇用の対策 ▶▶▶

・新規就職者等への市内企業の就職情報の提供　
・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　
・新規就職者への市内企業の情報の提供による、I J U ターン

を促進
・企業と求職者のミスマッチ解消の支援
・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

高齢者や障がい者等の
雇用の確保

▶▶▶

・高齢者が有する熟練した技能・知識の活用と継承
・障がい者雇用の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高める場の創

出

完全失業率 ％ 4.0 3.9 3.0 ハローワーク砺波管内

有効求人倍率 倍 0.96 0.60 0.95 ハローワーク砺波管内

高齢者雇用割合 ％ 5.7 10.3 15.0 ハローワーク砺波管内

【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、雇用状況は平成20年のリーマンショック前の水
準に達しています。今後は、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、リー
マンショック前の水準を維持すると見込み、「完全失業率」の目標値を３％、「有効求人倍率」の目標値を0.95
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、目標値を15％に設定しました。

主な指標

目標値の設定理由

高齢者や障がい者等の雇用……「高齢者福祉の充実」（64ページ）及び「障がい者福祉の充実」（66ページ）に関連施策を掲載。
新規就職者への市内企業の情報の提供による IJU ターンを促進……「定住化の推進」（98ページ）に関連施策を掲載。

施策の展開
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用 語 解 説

2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

2-5-7　定住化の推進

　市内で定住する人が増え、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。

○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、
定住施策の推進は重要な課題となっています。
　本市では、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、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る
ことが重要です。
　さらに、魅力ある地域づくりに取り組み、I J U 
ターンを促進する必要があります。

○過疎地域対策
　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中山間地域では、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に理解をいただき、維持保全に
取り組むことで、本市の一体的な発展を図る必要が
あります。

○婚活施策
　本市では、人口増対策として、新たに婚活支援係
を設置し、行政が主体となって独身者の結婚活動を
積極的に支援しています。これまで、「婚活倶楽部」
や「なんとおせっ会」といった婚活支援組織を立ち
上げ、会員の加入促進を図るなど活発な活動を展開
していますが、これを機に、婚姻数を伸ばし人口増
を図っていくことが求められています。
　今後、婚活イベントの開催や出会いと交流の場、
地域の魅力に触れる場の創設を関係機関と協力して
進める必要があります。

施策の目指すべき姿

※南砺市定住奨励金事業
　南砺市内に住宅用地及び住宅を、新たに一定の用件を満たして取得して定住しようとする人に、奨励金を交付する事業。
※南砺市優良住宅団地開発支援事業

　民間の業者等が造成する、一定の用件を満たす住宅団地内の道路や側溝等の整備の経費に対して補助金を交付する事業。

現状と課題
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

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（I J U ターン促進）

結婚活動への支援 ▶▶▶ ・婚活倶楽部会員の勧誘と活動促進
・なんとおせっかいの会への活動支援

過疎地域対策の推進 ▶▶▶
・過疎地域振興条例（仮称）の制定
・過疎地域振興事業の展開

住み続けたいと思う市民の割合 ％ －
76.8

（H23）
80.0 市民意識調査は H23から実

施のため、H17は数値なし

定住奨励金の交付件数 件 － 53 55 H20から事業実施のため、
H17は数値なし

年間婚姻数 件 245 187 150

【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。

【定住奨励金の交付件数】

　定住奨励金については、不動産業者や住宅メーカーからの積極的なＰＲにより、該当する方への周知がかな
り徹底してきています。今後は、この制度が定住を進めるきっかけとなるよう更にＰＲすることで、目標値を
微増の55件に設定しました。

【年間婚姻数】

　年間婚姻数は、平成19年が252件、平成22年が187件であり、３か年で25.8％減少しています。この率で減少
すると、平成28年には103件となることから、婚活施策の展開によりこの減少率を低くすることで、目標値を
現在の２割減の150件に設定しました。

主な指標

目標値の設定理由

施策の展開

定住促進への支援……「良質な住宅・宅地の供給」（50ページ）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……「子育て環境の充実」（60ページ）及び「子育て家庭への支援」（62
ページ）に関連施策を掲載。
I J U ターン促進……「雇用の確保と創出」（96ページ）に関連施策を掲載。
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2－5 いきいきとした活力あるまちづくり

2-5-8　国内外交流の推進

　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。

○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）は、海外７、
国内９と多くを数え、現在も様々な交流事業が行わ
れています。
　合併後７年が経過し、国際・国内交流の和が少し
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、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。

現状と課題

施策の目指すべき姿

※旧町村での姉妹都市・友好都市締結（覚書）の都市
　　　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。
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指　　標 単位 H17 現 状
（H22）

目標値
（H28）

備　　考

施策中分類 主な事業

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

南砺市友好交流協会会員数 人 － 760 840 友好交流協会が H19設立のた
め、H17は数値なし

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 2,000 友好交流協会が H19設立のた

め、H17は数値なし

オーナー制度事業に市外から参加

した人数
人 86 70 100

【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については、協会結成後順調に伸びてきましたが、平成21年度以降伸び悩みの
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、目標値を一
割増の840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。
今後、市民の方への周知を図り参加者を増やすことで、目標値を一割増の2,000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】

　現在、オーナー制度については参加者数が伸び悩んでいる状況であり、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100人に設定しました。

目標値の設定理由

主な指標

施策の展開

各オーナー制度による都市住民との交流……「農業・農村の振興」（84ページ）に関連施策を掲載。
国内外交流の推進……「観光の振興」（92ページ）に関連施策を掲載。


