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分野目標Ⅳ（快適・心の豊かさ）の施策目標 

１１．快適でうるおいのあるまちづくりの推進 

住む人がすごしやすく、愛着を感じるまちをめざします 

４ 分野目標Ⅳ 快適・心の豊かさ                        

＊現況と課題 

平地においては公園や緑地はゆとりや安らぎを提供してくれるだけでなく、災害時の

避難先や救済活動の拠点といった安全・防災機能や、生物多様性の保全機能といった多

面的な公益的機能を併せ持っています。 

市では、都市公園や農村公園に加え、河川敷や街路樹の整備にも取り組んでおり、公

共施設のみならず住宅や事業場内における緑化の推進に取り組んでいます。 

また、中山間地から山間地においては二酸化炭素吸収源や、水の涵養機能等の公益的

機能を持つ森林で、市とSDGｓの推進に関する包括連携協定を締結する企業と市民参

加等による森林環境保全活動に取り組んでいますが、さらなる展開も望まれます。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

都市公園や農村公園の樹木防除や草刈、清掃等の適正な管理に努めます。住宅地や事業

場内における緑化活動を奨励し、企業や市民が参加する森づくり活動を支援します。 

住宅地や公共施設における緑化活動を奨励し、市内の緑化活動を推進します。市内の道

路や駅前、商店街等に花を植え、訪れる人をいっぱいの花で出迎えるための「花いっぱい

まちづくり運動」を推進します。また、市道の草刈りや清掃の支援活動をアピールし、市

民による清掃美化活動の支援を推進していきます。 

重点事項 

・都市公園や農村公園の樹木防除や草刈、清掃等の適正管理を徹底します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

公共緑地の面積 ha 97 97 97 
市内の現存緑地量のうち、公共緑
地（公園、緑地、広場、運動場、
墓苑、その他）の面積 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・森林の保全活動に積極的に参加しましょう。 

事業者 ・森林の保全活動に積極的に協力・参加しましょう。 

滞在者等 ・森林の保全活動に積極的に参加しましょう。 

（１） 花と緑豊かなまちづくりの推進 
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＊現況と課題 

市民環境意識調査では、「住まい周辺の清潔さ（ポイ捨てや犬のフン放置がない等）」

に満足している回答割合は６４．８％※１と、前回の６７．１％を下回り、ポイ捨てやペ

ットのフンの放置等のマナーの低下が気になっている傾向が見受けられます。 

また、このような迷惑行為を放置することはまち全体の環境保全意識の低下にも繋が

ることから、迷惑行為者にはマナーの向上を促すとともに、まちの美化を市民全員で守

る意識を持つことが必要となっています。市内では、市民団体や地元有志、学生等の参

加による自主的な清掃美化活動が行われており、市ではこれらの団体に対し、活動資材

（ごみ袋や軍手）の支給や回収ごみの処分費減免措置での支援、市道のクリーンアップ

の補助をしていますが、条例をもとに、さらなる清掃美化活動の促進が必要です。 
※１「満足」と「やや満足」を合わせた割合 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

市内の山や川、身近な自然が保全されるよう、市民による清掃美化活動を支援します。

ごみのポイ捨てやペットのフン放置等のマナー改善を呼びかけます。 

重点事項 

・市民による清掃美化活動の支援を推進します。 

・ごみのポイ捨てやペットのフン放置等のマナー改善を呼びかけます。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

清掃美化活動の参加

者数 
人 4,794 4,800 4,800 

市内で行われている山・川・道路・
市街地・村等の清掃美化活動の年間
参加者数 

住まい周辺の清潔さ

に満足している市民

の割合 

％ 64.8 80 90 

市民環境意識調査の住まい周辺の
清潔さ（ポイ捨てやペットのフン放
置がない等）に「満足」または「や
や満足」と回答した数／有効回答数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 

・地域の清掃美化活動に参加しましょう。 

・ペットボトル等のポイ捨てを防止しましょう。 

・ペットのフン持ち帰り運動を推進しましょう。 

事業者 
・事業所周辺の清掃を行いましょう。 

・市と協働による景観づくりに取り組みましょう。 

滞在者等 ・行楽地等で出したゴミは持ち帰りましょう。 

（２） 美しく清潔なまちづくりの推進 
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＊現況と課題 

市内の公共交通（バス・JR城端線）を利用する人は減少傾向にあります。しかしなが

ら、少子高齢化や環境への影響を考慮し、重要な交通手段として今後も公共交通を維持

していくことが必要です。公共交通機関を使いやすいと感じる市民の割合は 24.2％

（R2）※1と年々減少傾向にあり、そのため、市民の利用を促進させる施策や利便性を

向上させる新たな取り組みを行い、脱炭素に向けて市民の意識を変えるきっかけとな

るようなシンポジウム等を開催し、公共交通利用への転換を図っていく必要がありま

す。 

※1資料：市民意識調査

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

民間路線バスについては、路線を維持して市民の生活の足を確保するとともに、市営バ

スについては利便性が高く、予約に応じて運行するようなデマンド方式など、効率的な運

行を図っていきます。ＪＲ城端線については、ＪＲや県、沿線市と連携し、利便性向上や

活性化策等を検討するとともに、公共交通の利用促進のための広報啓発活動を推進します。

また、道路交通網の整備や、道路・交差点の整備・改良を推進し、渋滞緩和などの通行の円

滑化に努めます。 

重点事項 

・市営バスについては利便性が高く、効率的な運行を図っていきます。 

・ＪＲ城端線の利便性向上や活性化策等を検討します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

ＪＲ城端線の一日平

均乗車人員数（市内乗

車駅分） 

（再掲） 

人 1,691 1,700 1,700 
ＪＲ城端線（高儀駅、福野駅、東
石黒駅、福光駅、越中山田駅、城
端駅）のR1一日平均乗車人員数 

市営バスの年間乗車

人員数 

（再掲） 

人 102,970 120,000 120,000 市営バスの年間乗車人員数 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・公共交通機関の利用や徒歩、自転車によるエコ通勤を実践しましょう。 

事業者 ・公共交通機関による通勤を推奨しましょう。 

（３） 交通環境の整備 
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＊現況と課題 

本市は、県内でも有数な豪雪地帯であることから、日頃から消融流雪施設の充実や維

持管理、有利な水源の確保に努めることが必要です。また、将来的には、除雪機械の老

朽化や修繕費の増加だけでなく、業者が保有する除雪機械の減少や除雪オペレーター

の高齢化・人材不足といった問題も抱えており、さらに道路改良事業の進捗に伴って除

雪延長路の増加が予想されることから、今以上に効率的に除雪機械の配置や、官・民の

協働による除排雪活動を進める等して、除雪体制の強化を図っていく必要があります。

さらに、今後ますます深刻化する高齢化社会に向けて、「小規模多機能自治」の手法に

よる新たな住民自治のしくみの中で、一人暮らしや高齢者世帯の屋根の雪下ろしとい

った除排雪活動の支援等を行い、安心して暮らせるまちづくりを目指していく必要が

あります。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

水利状況や地域の実情に応じた消融流雪施設を整備するとともに、除雪機械の計画的な

整備や関係機関との連携を強化することで、除雪機械のオペレータの確保に努めるととも

に、円滑で効率的な除雪計画を策定します。また、地域ぐるみの除排雪活動が活発化する

ように支援します。 

重点事項 

・地域ぐるみの除排雪活動を支援します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

消融雪施設の延長 km 146.5 153.3 160 
市道に消雪散水管、流雪溝の設置
整備が行われた延長 

除雪機械の台数 台 118 120 121 
市で保有している大型除雪機械
の台数 

地域ぐるみ除排雪機械台

数 
台 247 255 260 

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・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 ・地域の除雪活動に協力しましょう。 

事業者 ・地域の除雪活動に協力しましょう。 

（４） 雪に強いまちづくりの推進 
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散居村と伝統的家屋（アズマダチ） 

分野目標Ⅳ（快適・心の豊かさ）の施策目標 

１２．特色ある景観・文化の保全・創造

郷土の文化・景観資源を守り、活かします 

＊現況と課題 

市内には歴史や風土を活かした地域色豊かな景観が形成されていますが、ライフスタ

イルの変化等によって、市固有の景観が変容しつつあります。 

例えば、世界遺産の五箇山の合掌造り集落では後継者不足や規制に伴う生活の不便さ

等が要因となり、空き家の増加と人口減少により集落の景観維持が危惧されている状

況であり、また、散居村集落では、農業を営む世帯の減少や高齢化が進む中にあって、

剪定枝、落葉についても野焼の禁止により処理が困難になり、屋敷林を伐採する世帯が

増加するなど、砺波平野における伝統的な農村景観が失われつつあります。その一方で、

これらの景観の保全を目的とした茅場の整備、茅の安定確保を協力するため、市と住民

による協定締結も視野に入れ、今後もこうした市民による保全活動を支援しながら、地

域が一体となって景観を保全していく必要があります。 

桜ヶ池は美しい風景を残した観光地であるとともに、景観や自然を守りながら南砺市

エコビレッジ構想の先導的モデルエリアとして再生可能エネルギーの活用や農林業の

再生等の様々なプロジェクトが行われています。エコビレッジ構想実現に向けた「自立

した小さな循環」を創り上げるため、市民一人一人が主体的に関わって施策を展開して

いくことが求められています。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

市民による景観づくりを推進するため、景観づくり住民協定の締結を促進し、景観づく

りに関する意識高揚を図るための PR 活動を推進します。また、世界遺産等の環境整備と

して、五箇山の合掌造り集落や周辺地域の環境を保存・維持します。さらに、散居景観を

活かした地域づくり協定」の締結を促進し、県と連携して散居景観の維持や創造を目的と

した研修会の開催や活動を支援します。 

五箇山の合掌造り集落と茅葺屋根の葺替作業

（１） 魅力的な景観の保全・創造 
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重点事項 

・五箇山の合掌造り集落や周辺地域の環境を維持・保全します。 

・「散居景観を活かした地域づくり協定」の締結を促進します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

散居村景観保全協

定の締結数 
件 141 145 145 

散居村景観保全協定の締
結数 

コガヤ年間生産量 束 12,000 15,000 15,000 
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） 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 
・景観の保全や創造を目的とした研修会や活動に参加しましょう。 

・景観づくり住民協定を検討しましょう。 

事業者 ・建築物等の色彩や形状等が周辺の景観と調和するようにしましょう。 

滞在者等 ・地域の魅力的な文化・景観についてSNS等を通じて情報発信しましょう。 
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主な伝統産業（五箇山和紙［左］、井波彫刻［右］） 

＊現況と課題 

地域の長い歴史の中で守られてきた史跡や文化財、伝統芸能・伝統技術といった文化

的資源はその地域の宝であり、その土地の歴史や文化を正しく理解するために欠くこ

とができないものです。近年では、歴史や文化に対する価値観の変化や、地域内の繋が

りが希薄化していることを背景に、これらの文化的資源が徐々に失われつつあり、多く

の自治体においてもそのことが問題視されています。 

本市においても、民俗文化財を継承しようとしている集落では後継者不足が深刻です。

このため、今後は市域全体で文化財や伝統文化に対する理解を深めるとともに、文化財

の収集・保存や、伝統芸能・伝統技術の保存・継承に努めていく必要があります。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

「南砺市文化財保護条例」に 基づき、指定文化財を保存・活用し、埋蔵文化財調査にも

適切に対応します。また、伝統文化保存団体の活動支援と後継者の育成に努めるとともに、

地域の民俗文化財を保存し、継承団体の活動を支援します。そして、伝統産業の振興と活

用を推進するため、後継者の育成活動、文化財の修理技術等の販路拡大を支援しながら、

時代のニーズにあった新商品の開発に向けた調査研究及び販路拡大に努めます。 

重点事項 

・地域の民俗文化財を保存し、継承団体の活動を支援します。 

・伝統産業の振興と活用を推進するため、後継者の育成活動を支援します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

文化財指定件数 件 242 245 247 
国・県・市指定の文化財指
定数 

（２） 歴史的・文化的遺産の保存・活用 
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市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 
・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産の理解を深めて、地域の

文化遺産や景観の保全と継承に努めましょう。 

事業者 

・地域の祭りやイベントに協力し、地域活性化に貢献する等して、自社の PR 活動に利用

しましょう。 

・建築物等の色彩や形状等が周辺の景観と調和するようにしましょう。 

滞在者等 

・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産に訪れましょう。 

・地域の祭りや郷土芸能に参加しましょう。 

・地域の名産品・特産品を購入し、地域の文化に触れましょう。 

・地域の魅力的な文化・景観についてSNS等を通じて情報発信しましょう。 



85

＊現況と課題 

本市で開催される各種芸術文化活動は、それぞれの地域の魅力を引き出すものである

とともに、豊かな人間形成やうるおいのある生活を実現させるものとして、なくてはな

らないものです。 

市内では、四季折々の祭りやイベントが開催されており、優れた国際芸術文化事業と

して有名な「SCOT の演劇を核とした国際芸術村構想」や「スキヤキ・ミーツ・ザ・

ワールド」、「いなみ国際木彫刻キャンプ」等では、国内外を問わず集結した参加者と市

民との交流が行われています。その一方で、伝統行事においては後継者不足が深刻な問

題となっていることから、今後も芸術文化活動に対して、活動の場の充実や各種団体へ

の支援等を進める一方、市民等に対して活動への参加の呼びかけを進める必要があり

ます。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

芸術文化活動の質的向上や規模拡大を図った交流の促進、国際舞台芸術活動、芸術文化

活動を担う人材の育成活動の支援を行います。美術展の定期開催による芸術文化に親しむ

機会や市民が多彩な芸術文化活動に参加できる機会の拡充を行います。 

重点事項 

・芸術文化活動の質的向上や規模拡大を図った交流の促進、国際舞台芸術活動、芸術文化

活動を担う人材の育成活動の支援を行います。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

文化ホール等利用

者数 
人 

53,806（R2） 

101,864（H28） 
110,000 110,000 

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 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 
・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産の理解を深めて、地域の

文化遺産や景観の保全と継承に努めましょう。 

事業者 
・地域の祭りやイベントに協力し、地域活性化に貢献する等して、自社の PR 活動に利用

しましょう。 

滞在者等 
・地域の祭りや郷土芸能に参加しましょう。 

・地域の魅力的な文化・景観についてSNS等を通じて情報発信しましょう。 

（３） 小さな文化都市活動の振興 
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＊現況と課題 

郷土の文化や歴史的景観を次代に継承する上で、とりわけ子どもたちが日頃から地域

の文化や芸術に親しむことが重要な要素となることから、歴史的価値のある景観や歴

史的・文化的遺産とのふれあい、祭りや伝統行事をはじめとする各種芸術文化活動への

参加を促し、歴史的景観を保全する意識を高めることにつなげていく必要があります。  

市では、「第２期南砺市食育推進計画」を策定し、地域資源の循環と交流を取り入れた

食育の推進に取り組んでおり、地産地消の推進等の「食育」への理解が広がりつつあり

ます。 

＊施策（環境保全に対する取組方向） 

郷土に根付いた資産を学習教材として活用し、ふるさと教育を通じて、子どもの郷士意

識の醸成を図ります。伝統催事の開催を支援し、各地に伝わる固有の伝統芸能や神事を保

存・継承します。市産の旬の食材を使った郷土料理を学校給食のメニューにとり入れるな

ど児童生徒へも機会を促して継承するとともに、新しい郷土料理の育成、家庭で食卓を囲

むことの大切さを啓発する活動を推進し、食育の充実を図ります。 

重点事項 

・ふるさと教育を推進します。 

環境指標の設定 

主な行動指標 単位 
現状 

（R2） 

中間目標 

(R8) 

目標 

(R13) 
環境指標の説明 

南砺市全体の分野

別説明教材の種類 
種類 7 7 7 

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 

市民・事業者・滞在者等の環境行動指針 

市民 
・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木等の歴史的・文化的遺産の理解を深めて、地域

の文化遺産や景観の保全と継承に努めましょう。 

事業者 
・地域の祭りやイベントに協力し、地域活性化に貢献する等して、自社の PR 活動に利用

しましょう。 

滞在者等 ・地域の名産品・特産品を購入し、地域の文化に触れましょう。 

（4） 郷土意識の醸成 


