3－6 市民と行政の協働のまちづくり
3-6-1

協働のまちづくり

施策の目指すべき姿
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。

現状と課題
○まちづくり基本条例
市民と行政の協働のまちづくりの実現に向けて、
その仕組みづくりの根幹となる「南砺市まちづくり
基本条例」の制定に取り組んでいます。今後、条例
制定に向けて市民の皆さんの理解を欠くことができ
ません。

○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。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。

○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ＮＰＯ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。

○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。

○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、毎年４月にそ
の達成状況をとりまとめ、すべての自治振興会長、
自治会長、町内会長に報告しています。また、頑張
る自治振興会応援プログラム事業や協働のまちづく
りモデル事業により、市民協働による地域課題の解
決を支援しています。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。

協働のまちづくりモデル事業
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第2編

後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業

協働事業の推進

・まちづくり基本条例の制定と普及
▶▶▶ ・協働のまちづくりモデル事業の実施
・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
▶▶▶ ・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

自治振興会を核とした
住民自治組織との連携

▶▶▶

市民団体等への支援

▶▶▶ ・協働のまちづくりモデル事業の実施

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の実施

・地域づくり交付金事業の実施
・地域づくり支援員の設置

第２編／第２章

主な指標
指

標

協働のまちづくりに取り組んでいる
市民の割合
市が取り組んでいる協働事業数

現 状

目標値

（H22）

（H28）

－

15.1
（H23）

50.0

5

10

20

単位

H17

％
事業

備

考

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
【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50％と設
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を推進していくためには、各部、各課において、市が提供できる協働事業を
増やしていくことが大切です。目標値を現行事業の倍となる20事業に設定しました。

用 語 解 説

※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。
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3－6 市民と行政の協働のまちづくり
3-6-2

コミュニティ活動への支援

施策の目指すべき姿
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。

現状と課題
○地域内分権と地域づくり交付金

○自治振興・コミュニティ活動

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。地域の個性
と実情にあった地域づくりを自己決定、自己責任に
おいて取り組むことを可能とした地域内分権制度が
新しく導入されました。今後は、地域コミュニティ

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、頑張る自治振興会
応援プログラムや協働のまちづくりモデル事業の展
開、集落支援員「いっしょに頑張り隊」の派遣など
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

の核となる自治振興会と連携を図りながら、この制
度の定着と具体的な成果が求められています。

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、資産の有効活用が求められています。

○コミュニティ施設
本市は昔ながらの「結の精神」が根付く地域です。
しかしながら、少子高齢化と過疎化により人口が著
しく減少し、連帯感や地域社会への関心が希薄にな
るなど、コミュニティが失われつつあります。今後、
コミュニティ活動の活性化を図るためには、地域コ
ミュニティの活動拠点となる施設の充実に取り組む
必要があります。

自主防災組織防災訓練

がんばる自治振興会応援プログラム事業
用 語 解 説
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※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。

第2編

後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業

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

自治会・自治振興会への
・集落支援員「いっしょに頑張り隊」の派遣
▶▶▶
支援
・自主防災組織支援事業の推進
コミュニティ活動・まち
▶▶▶ ・協働のまちづくり支援センターの設置
づくり団体への支援
第２編／第２章

▶▶▶

地域人材育成の推進

・地位づくりリーダー養成事業「七転び八起き塾」の開設
・各種まちづくり講座の開催

主な指標
指

標

自治会町内会に加入している世帯の
割合
自治会町内会行事に参加している
市民の割合
地域づくり事業を行っている自治会数

単位

H17

％

－

％

－

か所

－

現 状

目標値

（H22）

（H28）

91.1
（H23）
71.8
（H23）
29

備

考

95.0

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

75.0

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

40

対象事業は H21から実施の
ため、H17は数値なし

目標値の設定理由
【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変えていくために、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。現在でも加入率は全国的には高い水準ですが、更に４％増の
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の目標値を市民全体の3/4となる75％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」を指標として、目標値を40か所と設定しました。

地域拠点施設の整備、コミュニティ活動への支援……「生涯学習の推進」（76ページ）に関連施策を掲載。
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3－6 市民と行政の協働のまちづくり
3-6-3

ボランティア活動の推進

施策の目指すべき姿
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、共に助けあい、
心豊かに暮らすことができる社会の実現を目指します。

現状と課題
○ボランティア活動

○ボランティア育成

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

ボランティア養成講座やコーディネーター育成講
座など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。一方で
は、ボランティアへの関心と参加意欲の高揚を図る
ために、ボランティアポイント制度の導入が求めら
れています。
また、ボランティア情報の収集や発信、ボラン

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。

ティア団体間の連携強化を図るために、今後、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
います。

用 語 解 説
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※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）、又はその立場をいいます。
※ボランティアサポーター
ボランティアをする方を支援（サポート）する人。日常的な相談を受けたり、助言したりする。

第2編

後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業

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
・ボランティアセンター機能の充実
▶▶▶
充実
・災害ボランティアの支援
ボランティア団体の
連携・活動強化

▶▶▶

・ボランティアコーディネーターの強化
・ボランティア活動の支援

指

標

ボランティア活動に参加している市民
の割合
ボランティアセンター登録団体数
ボランティアセンター登録ボランティ
アサポーター数

現 状

目標値

（H22）

（H28）

－

40.2
（H23）

50.0

団体

165

168

185

人

16

40

62

単位

H17

％

備

考

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

第２編／第２章

主な指標

目標値の設定理由
【ボランティア活動に参加している市民の割合】
「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、ボランティア活動に参加している市民の割合の目標値を50％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ボランティアサポーター数】
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ボランティアサポーター数」を62
人と設定しました。

ボランティア活動……「地域福祉の推進」（58ページ）に関連施策を掲載。
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3－6 市民と行政の協働のまちづくり
3-6-4

男女共同参画社会の推進

施策の目指すべき姿
男女が互いにその人権を尊重し、性別にとらわれることなく、対等なパートナーとして認め合い、
共に責任を担い、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。

現状と課題
○男女共同参画の推進
女性と男性が共に互いの能力を発揮することので
きる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開きがあり、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。今後も、子育てや介護問題など、男女共同参
画で対応しなければ解決できない社会的課題を具体
的に取り上げながら、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。

男女共同参画推進員研修会
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第2編

後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業

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

主な指標
指

標

目標値
（H28）

－

25.7
（H23）

40.0

人

97

126

153

人

66

77

80

H17

男女共同参画を理解し実現を目指す
市民の割合

％

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数

備

考

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

第２編／第２章

現 状
（H22）

単位

目標値の設定理由
【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、男女共同参
画社会の実現を目指す市民の割合を現行の25.7％に対して、目標値として40％に設定しました。
【各種行政委員の中の女性委員の人数】
市の各種行政委員の内女性委員の人数について、目標値を、その三割にあたる153人に設定しました。
【男女共同参画推進数】
男女共同参画推進員数は、前期計画目標値と同数の80人に目標値を設定しました。
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3－7 健全で開かれたまちづくり
3-7-1

情報化の推進

施策の目指すべき姿
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。

現状と課題
○地域情報化の推進

○電子自治体の推進

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 I C T（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、職員へのパソコンの配備や
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、ホームページを介した迅

I C T 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。

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、I C T 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。

特に、I C カード（住基カード）の普及啓発と
I C カードを利用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。

○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、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の見
守りや情報伝達に、情報通信ネットワークを活用し
た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。

○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。

用 語 解 説

※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。
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超高速ネットワークの整備促進……「工業の振興と企業誘致」（94ページ）に関連施策を掲載。
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後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業

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
▶▶▶
・エリアワンセグなどの新たな 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（住基カード）
・I C カードの普及啓発
▶▶▶
の普及啓発
・I C 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

主な指標
指

標

住基カードの機能を知っている市民の
割合
ケーブルテレビ加入率
ホームページ閲覧件数
インターネットを利用している市民の
割合
住基カード発行率
住基カードを利用した証明書の交付率

現 状

単位

H17

％

−

％
万件

49.1
33

％

−

％

38.8

86.2
（H23）
58.6
134
56.8
（H23）
58.2

％

−

35.5

（H22）

目標値

（H28）

91.0

備

考

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし
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・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

61.0
150
70.0

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

65.0
41.0

自動交付機は H19より導入の
ため、H17の数値なし

目標値の設定理由
【住基カードの機能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86.2％ですが、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91％に設定しました。
【ケーブルテレビ加入率】
平成22年度末の加入率は58.6％ですが、平成23年７月の地デジ移行に伴いケーブルテレビ加入かアンテナを
設置するかの選択がなされたところであり、今後の加入促進は大変難しい状況です。しかしながら、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61％に設定しました。
【ホームページ閲覧件数】
平成22年度の閲覧件数は134万件ですが、平成23年度は若干減少する見込みです。市のホームページのリ
ニューアルにより充実を図ることで、目標値を150万件に設定しました。
【インターネットを利用している市民の割合】
市民意識調査では、インターネットを利用していると答えた人の割合は56.8％でした。今後は、更にブロー
ドバンド環境の充実や I C T 利活用による情報化の推進を図ることで、目標値を70％に設定しました。
【住基カード発行率】
平成22年度末の発行率は58.2％ですが、年代別保有状況は、50歳以上が80％、20歳代が21％、30歳代が50％
と若年層の保有率が低い状況です。現在の住基カードの主な機能は、身分証明と各種証明書の発行、図書の貸
し出しのみであり、今後新たなサービスやアプリケーションの充実を図り、若年層の保有率を高めることで、
目標値を65％に設定しました。
【住基カードを利用した証明書の交付率】
平成22年度末の交付率は35.5％ですが、平成23年8月よりコンビニ交付を開始し、より便利に証明書の交付
を受けることができるようになりました。今後は、窓口交付申請者に対し自動交付機暗証番号登録の推進等の
ＰＲを行うことで、目標値を41％に設定しました。
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3－7 健全で開かれたまちづくり
3-7-2

効果的で効率的な行政経営

施策の目指すべき姿
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。

現状と課題
○広域行政の推進

○職員資質の向上

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。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

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。
職員の能力や専門性を最大限に引き出す配置を行
うとともに、人材育成基本方針に基づき職員が積極
的に研修を重ねることで、市民ニーズへの対応力や
職務遂行能力の向上を図ることが求められていま

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。

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、他の自
治体に比べて多い職員・公共施設数の見直しや、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、職員定員適正化計画に基づき計画的な職員
採用に努めるなど、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。

職員研修

用 語 解 説
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※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。
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後期基本計画
第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業
・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

▶▶▶

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）の活用
・公共施設再編計画に基づく施設の適正配置

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

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

第２編／第２章

広域行政の推進

主な指標
指

標

単位

H17

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

%

−

職員数（病院事業会計職員を除く）

人

848

単位人口（1,000人）当たりの職員数

人

14.6

経常経費節減額（対平成17年度比較） 百万円

−

現 状

目標値

（H22）

（H28）

68.8
（H23）
707
（H23）
13.1
（H23）
1,406

80.0

備

考

市民意識調査は H23から実
施のため、H17は数値なし

647
12.9
未定

行政改革実施計画が H18か
らスタートしているため、
H17の数値なし

目標値の設定理由
【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】
市民意識調査により、現在、どちらかといえばそう思わない（適正だと思わない）と答えた市民の約半数の
方に、どちらかといえばそう思う（適正だと思う）と答えていただけることを目指して、目標値を80％に設定
しました。
【職員数（病院事業会計職員を除く）】
職員定員適正化計画により、現在の行政サービス水準を維持する最低限の職員数（平成28年度）647人を目
標値に設定しました。
【単位人口（1,000人）当たりの職員数】
職員数（病院事業会計職員を除く）の目標値を人口推計値に基づいて算定した数値を目標値に設定しました。
【経常経費節減額（対平成17年度比較）】
次期行政改革実施計画（平成24 〜 28年度の５か年計画・未策定）の数値と整合させる必要があるため、現
在は未定です。
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3－7 健全で開かれたまちづくり
3-7-3

財政の健全化

施策の目指すべき姿
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。

現状と課題
○財政運営

○公共施設の再編

合併特例債の発行は平成26年度までとなってお
り、また、地方交付税についても算定替えにより平
成27年度以降減額される予定ですが、それまでには
大型建設事業を完了し、公共施設再編等を進めるこ
とで経常経費を節減する必要があります。
また、総合計画に基づき、事業の予算化や財源措
置のある有利な資金の活用など、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。

○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、市有財産の効率的な管理と指定
管理者制度を充実することで、市民サービスを向上
する必要があります。
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。

南砺市は８町村が合併し、人口に比べて面積が大
きく、公共施設は1,200を数えます。また、施設の
老朽化に伴い、耐震化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、11月には
「温泉・スキー場・宿泊施設の再編等の方向性」が
示されました。
今後は、この方針に基づき計画的に公共施設の再
編を進めることで、経常経費を削減する必要があり
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
人市民税も事業所の収益悪化等から減少していま
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。

小中学生の「税に関する作品」入賞作品
用 語 解 説
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※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
てて国や県の許可が必要となる。25％以上の団体は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、財源に余裕があるので水準以上の行政サービスが可能。
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施策の展開
施策中分類

主な事業

市有財産の適正管理

▶▶▶

・公会計管理台帳システムの活用
・指定管理者制度の充実による市民サービスの向上

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

公共施設の再編

・公共施設の再配置に関する方針に基づく再編の促進
▶▶▶ ・小中学校・保育園・消防署所などの統廃合と耐震化
・温泉施設・スキー場・宿泊施設等の再編

自主財源の確保

▶▶▶

第２編／第２章

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
・経常経費の節減と基金積立の実施

・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

主な指標
指

標

現 状

目標値

（H22）

（H28）

91.9

80.5

90.0

17.2

14.3

16.0

0.383

0.402

0.420

単位

H17

経常収支比率

％

実質公債費比率（３か年平均）

％

財政力指数（３か年平均）
市普通財産（山林を除く土地の総面積）

ha

27.5

23.3

17.5

滞納整理による収納率（過年度分）

％

16.9

14.7

20.0

備

考

目標値の設定理由
【経常収支比率】
扶助費の伸びが高く、普通建設事業が減少するため、現状よりも硬直化します。
【実質公債費比率】
繰上償還により改善しましたが、合併特例債などの借入増加により悪化する見込みから、目標値を16％に設
定しました。
【財政力指数】
税収増は期待できないものの、分母である基準財政需要額の減により、目標値を0.42に設定しました。
【市普通財産】
売却実績が伸びていることから、目標値を17.5ha 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。
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