第２章
分野別計画
第１節

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

1-3

健やかなやすらぎのまちづくり

1-2

第２節

創造的で元気なまち
2-4
2-5

第３節

安全で快適なまちづくり

心豊かで創造的なまちづくり

いきいきとした活力あるまちづくり

開かれたふれあいのまち
3-6
3-7

市民と行政の協働のまちづくり
健全で開かれたまちづくり

自然に優しい住みよいまちづくり

1−1

1-1-1

自然環境の保全と活用

施策の目指すべき姿
南砺の豊かな水と緑を守り育むため、市民と行政が連携して活動を進めます。
散居村景観や自然環境を保全し、人と自然が共生できる安全でやすらぎのある美しいまちをつくります。

現状と課題
○緑の保全と緑化の推進

○清潔で美しい環境の保全

白山国立公園を中心とする白山ユネスコエコ

清潔で美しい環境をつくるため、花や緑を育て

パークを含む豊かな森林、全国でも珍しい散居村

るとともに、市民・地域・企業など全員が一体と

という独特の田園空間。これらの自然環境は、多

なって行うゴミの適正な処理や環境保全活動の推

様な公益的機能を有するばかりでなく、市民の心

進が求められています。市民の環境に対する関心

に潤いと安らぎを与えるものであるといえます。

の高まりの中で、河川敷や山間部における不法投

将来とも、かけがえのない自然環境との調和や生

棄やポイ捨てなど、市民全員の目で監視をしてい

物多様性の保全を維持し、市民一人ひとりが豊か

く必要があります。

な「緑の里」を守り育て、生活基盤となる「美し
い住みよいまちづくり」を進めていく必要があり
ます。

○自然災害の防止対策
国土の保全や水源の涵養など、森林の持つ多面
的な機能を保全するため、保安林の整備をはじ

○散居村景観の保全
散居村を構成しているカイニョ（屋敷林）やア
ズマダチと呼ばれる伝統的な農家住宅は、生活ス

め、砂防指定地・急傾斜地、地すべり地域におけ
る監視と災害防止対策等を進めるなど、自然災害
に対する適切な備えが求められています。

タイルの変化に伴い年々減少し、固有の農村景観
が変容しつつあります。今後は、その保全と活用

○豊かな森・里・川づくり

に向け、「散居景観を活かした地域づくり協定」

近年、クマやニホンジカの出没や害虫の被害な

の締結による保全活動や市民意識の向上が求め

ど、森林を取り巻く環境は大きく変化しているこ

られています。また、新たに文化的景観の指定に

とから、里山 ※ の整備、野生動物との棲み分け対

向けた調査を進め、貴重な日本の農村の原風景と

策、企業や森林ボランティアを含めた市民参加の

して、引き続き保全を進める必要があります。

森・里・川づくりなどが求められています。

※

また、森林や清らかなせせらぎなど自然環境を
○水環境の保全
豊かな森林から流れ出る清らかな水は、市民生
活に潤いを与えてくれるばかりでなく、イワナや
ミズバショウなど、貴重な動植物の生息の場と
なっています。健全な水環境の維持を基本に、外
来生物の駆除をはじめとして生態系に配慮した水
辺環境の保全や、ホタルやメダカなどが棲める河
川や用水路などの整備が求められています。
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活用して、山村と都市との交流促進や、自然とふ
れあう機会を提供していく必要があります。
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施策の展開
施策中分類

主な事業
・花と緑の銀行等関係団体の協力による緑化活動の推進

美化運動の推進

・美化意識の高揚による美化運動の推進
・地域における清掃活動の支援

散居村景観の保全

・地域活動などと連携した景観保全の推進

水環境の保全

・水環境学習の推進による保全意識の高揚
・生態系に配慮した水辺環境の保全

河川の環境整備

・計画的な河川改修の推進
・うるおいのある良好な水辺空間の形成

不法投棄の防止

・不法投棄防止啓発活動の推進によるモラルの向上
・不法投棄監視員の活動強化
・監視カメラによる防止活動

自然災害の防止

・パトロールや危険箇所の調査
・危険箇所の調査に基づく計画的な事業の推進

自然公園等の整備と管理

・施設の保全と適切な整備・維持管理

森里川海のつながりで
いのち湧く地域の形成

・自然環境保全活動推進事業

豊かな森づくりの推進

・森林環境の保全による野生動物との共生の推進
・企業、市民参加による植林、育林などの森づくり活動の支援
・山村と都市との交流促進とグリーン・ツーリズムの普及促進

第２編／第２章

緑化の推進

用 語 解 説
※散居景観を活かした地域づくり協定
散居景観の保全、屋敷林の維持管理についての内容を定めたもの。散居景観保全事業を実施するための条件であり、
集落内全世帯の３分の２以上または20世帯以上の参加があれば市と締結できる。
※里山
集落周辺の森林
※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）
水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表したもの。一般的にＢＯＤの値が大きいほど、
その水質は悪いと言える。
※ユネスコエコパーク
ユネスコが推進してきた「MAB計画（Man and Biosphere Programme：人間と生物圏計画）」における「生物圏保存地域」のこと。

関 連 施 策
・散居村景観の保全……2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・水環境の保全、不法投棄の防止……1-2-8「安心して暮らせる環境衛生対策の充実」及び2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・自然災害の防止……1-2-2「消防・防災対策の充実」に関連施策を掲載。
・山村と都市との交流促進とグリーン・ツーリズムの普及促進……
2-5-1「農業の振興と農村の活性化」及び2-5-4「豊富な地域資源を活かした観光の振興」に関連施策を掲載。
・豊かな森づくりの推進……2-5-2「林業の振興と山村の活性化」に関連施策を掲載。
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1−1

自然に優しい住みよいまちづくり
主な指標
指
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標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

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

％

74.7

81.4

85.0

散居村景観保全協定の締結数

件

122

133

135

不法投棄件数

件

48

24

6

森づくり活動の参加者数

人

2,380

2,780

3,000

企業の森植樹本数

本

−

11,000

15,000

市内河川の BOD※基準達成率

％

77.7

90.0

100

備

考
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目標値の設定理由
【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】
今後とも森づくりや自然環境等の保全活動を市民と行政の協働により進めることで、市民の意識向上が
期待できることから目標値を85％に設定しました。
【散居村景観保全協定】
散居村景観及び屋敷林の保全活動を進めることで、屋敷林がある集落の意識高揚が期待できることか
ら、対象となる全193集落のうち概ね70％に当たる135集落を目標値に設定しました。
【不法投棄件数】
警察との連携及び市民によるパトロールなど監視体制を強化することにより、不法投棄の抑制が期待で
きることから目標値を６件に設定しました。
【森づくり活動の参加者数及び企業の森植樹本数】
地域やＮＰＯ法人、企業における森づくり活動が定着しています。森づくり活動の参加者数は近年増加
傾向にあり、今後取組みを継続することで、目標値を3,000人に設定しました。また、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について、今後取組みを継続的に進めることで現状の５割増
第２編／第２章

である15,000本を目標値に設定しました。
【市内河川のBOD 基準達成率】
今後、基準値を超える原因を調査し指導を強化することで、目標値を100％に設定しました。
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1−1

自然に優しい住みよいまちづくり
1-1-2

エコビレッジ構想による持続可能な社会の構築

施策の目指すべき姿
市民や事業者の意識を高めることにより、ごみ排出量の抑制と資源化率の向上、省エネルギーへの取り
組みを進めます。また、豊富な地域資源を活かし、新エネルギー ※ や未利用エネルギーの活用を進めま
す。これにより、南砺市らしい自然と人が共生できる新しいライフスタイルの確立とともに、環境負荷の
少ない循環型社会の構築を目指します。

現状と課題
○ごみの減量化、資源化対策
ごみの減量化や資源化に、市民総ぐるみで、こ
れまで取り組んできたところです。ごみの総排出
量は減少している一方で、一人一日当たりのごみ
排出量は増加傾向にあります。
循環型社会の構築に向けた取り組みとして、ご
みを出さないライフスタイルを家庭・地域単位で
心がけ、更なるごみの減量化、資源化を図らなけ
ればなりません。今後とも、リサイクルやごみ減
量化など市民の自発的な意識の高揚が求められて
います。

○環境基本計画、エコビレッジ※構想
地球温暖化や廃棄物の処理などの環境問題に対
処するためには、循環型社会の構築に向け、それ
ぞれの事業活動等から環境負荷の低減に努める必
要がありますが、近年、市民のこうした環境に対
する意識が次第に高まってきています。
今後、環境基本計画やエコビレッジ構想の推進
により、南砺市らしい自然と人が共生できる新し
いライフスタイルの確立とともに、循環型社会の
構築に向けた取り組みを進める必要があります。
○エネルギー対策
地球環境の保全は、市民一人ひとりの心がけや
習慣づけが最も大切です。特に家庭や学校、それ
ぞれの事業所などの積極的な実践が求められてい
ます。
また、環境負荷の少ないエネルギーへの転換を
目指し、今後は新エネルギーを利活用しやすい環
境づくりを進める必要があります。

施策の展開
施策中分類
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主な事業

ごみ減量化の推進

・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）意識の啓発
・生ごみ処理機購入助成及び減量化活動に対する支援

ごみ資源化の推進

・ごみ分別意識の啓発による資源化率の向上
・資源ごみ集団回収に対する支援
・分別収集体制及び適正処理の推進

環境基本計画の推進

・環境基本計画に基づく啓発及び支援
・地球温暖化防止対策の推進

エコビレッジ構想の推進

・循環型社会の構築
・エコビレッジ住宅ゾーン基本計画策定及び分譲事業

バイオマスの利活用の推進

・バイオマスエネルギーの利活用に対する調査研究及び支援
・再生可能エネルギー推進事業
・薪ステーション

新エネルギーの利活用の
推進

・新エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱等）の調査研究
及び情報提供
・新エネルギーの導入や利活用への支援
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主な指標
指

標

ごみの総排出量（家庭系可燃ごみ）
一人一日当たりのごみ排出量
（家庭系可燃ごみ）
総資源化量
木質ペレット利用量
住宅用太陽光発電設置件数

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

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

再生可能エネルギー

熱

GJ

−

799

1,700

導入容量

電気

kW

−

2,704

4,500

備

考

目標値の設定理由
第２編／第２章

【ごみの総排出量、一人一日当たりの家庭系可燃ごみの排出量】
ごみ減量化や資源化の啓発などへ積極的に取り組むことで、市民の環境への意識の高まりによりごみの
排出量の減少に期待できることから、目標値として「ごみの総排出量」を7,300ｔ、「一人一日当たりの家
庭系可燃ごみの排出量」を410ｇに設定しました。
【総資源化量】
市民や団体、自治会等に対して、ごみ資源化の啓発や活動の支援を行うことで、市民のリサイクル意識
の高まりに期待できることから、目標値を2,200ｔに設定しました。
【木質ペレット利用量】
公共施設でのペレットの利用について積極的に取り組むことで、利用率の増加が期待できることから、
目標値を1,699ｔに設定しました。
【住宅用太陽光発電設置件数】
今後も、国、県、市による住宅用太陽光発電設置経費への助成制度の継続が見込まれることから設置数
の伸びが期待できるため、目標値を950件に設定しました。
【再生可能エネルギー導入容量】
再生可能エネルギーの導入経費への助成制度を活用したペレットストーブや住宅用太陽光発電機の設置
数の伸びが期待できるため、目標値として、「補助金により設置されたペレットストーブの合計熱量」を
1,700GJ、「補助金により設置された住宅用太陽光発電機の合計出力」を4,500kWに設定しました。

用 語 解 説
※新エネルギー
石油に代わるエネルギーのこと。太陽光や熱、風力、潮力、地熱など自然現象から得られるものであり、石油や石炭などのいわゆる化石燃料が
枯渇性の不安を抱えるのに対して、主に太陽が照りつづける限り枯渇の心配がないことから、「再生可能エネルギー」とも言われる。
※エコビレッジ
「お互いが支え合う社会」と「自然と調和した環境負荷の少ない循環型の生活」を持続可能とすることを目的としたまちづくりの概念。

関 連 施 策
・バイオマスの利活用の推進……2-5-1「農業の振興と農村の活性化」に関連施策を掲載。
・木質ペレットの利用（間伐材の有効利用）……2-5-2「林業の振興と山村の活性化」に関連施策を掲載。
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1−1

自然に優しい住みよいまちづくり
1-1-3

適正な土地利用の推進

施策の目指すべき姿
限られた土地の有効かつ高度な利用を図り、自然環境や地域の特性を活かした秩序ある土地利用を進め
ます。

現状と課題
○土地利用の整序・適正化
本市の個性は、豊かな自然環境のみならず、自

地籍調査は、土地取引の円滑化や行政の効率化

然と調和した世界遺産「五箇山の合掌造り集落」

に役立つことが期待されています。過疎化や境界

や散居村などの農山村風景、古くからのまちなみ

精通者の高齢化等により境界の不明確化が懸念さ

など、歴史を感じさせる景観にあります。これら

れる中、大規模災害などにおける迅速な復旧事業

は、自然の保全と開発の調和を基本とした先人の

の着手、市街地や山林などにおける円滑な土地利

努力によって築かれ、市のイメージともなってい

用の基礎づくりのため、自治会組織等を中心に市

ます。一方、地球の環境問題や社会環境の変化、

民と一体となった円滑な調査が求められていま

都市としての成長過程の中で、森林・農地の保全

す。

や適正な維持管理による生産基盤の確保と公益的
機能の強化が求められています。また、市街地に
おける低・未利用地の有効活用や災害に強い都市
構造、周辺景観と調和した潤いのある都市空間の
形成にも配慮していく必要があります。
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○地籍調査

第２編 後期基本計画

第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類
国土利用計画の適正な運用

・都市計画マスタープランの推進
・農業振興地域整備計画の推進
・森林整備計画の推進

土地の有効活用

・市街地における低・未利用地の有効活用
（空き地対策の推進）
・耕作放棄地対策の推進

地籍調査の推進

・適切な土地の管理を目的とした地籍調査の推進

主な指標
標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

地籍調査の進捗率※

％

24.4

25.8

26.0

耕作放棄地面積

ha

14.0

11.3

10.0

備
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国：49% 県：28%
※国県は H22 データ

目標値の設定理由
【地籍調査の進捗率】
今後も、面積に対して筆数の多い地区を実施する予定であり、これまでの進捗率から推計して26％に設
定しました。
【耕作放棄地面積】
山間地では、地目が畑でありながら現況は雑木林の箇所もありますが、農地と認められる土地の耕作放
棄地解消の取組みを促し、耕作放棄地を増やさない施策を進めることで、目標値を10ha に設定しました。

用 語 解 説
※地籍調査の進捗率
国有林及び湖沼等の公有水面を除いた面積の内、地籍調査が終了した面積割合。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-1

道路網の整備と公共交通環境の充実

施策の目指すべき姿
産業・経済・災害時などにおける広域的な連携の強化を図るため、多重性・安全性の高い道路網をつく
ります。
人にやさしいみちづくりに努め、快適に利用できる道路環境をつくります。
少子高齢化に対応した持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークの構築を進めます。

現状と課題
○東海北陸自動車道の整備
広域交通の大動脈であり、本市の中央を縦貫す
る東海北陸自動車道は、市内に福光ＩＣと五箇山
ＩＣと南砺スマートＩＣを有しており、東海方面
からの玄関口となっています。また、北陸自動車
道、能越自動車道とも直結され、地域防災、観
光、企業誘致など、市発展の要となる道路です。
しかし、対面通行のため、交通渋滞や事故が多
発しています。今後は一層の交通量の増加も予想
されることから、対面通行区間の車線付加（４車
線化）等による安全性の確保が早期に求められて
います。併せて、城端ＳＡ周辺の魅力づくりとし
て、新たな観光・産業振興や救急医療活動の強
化、地方創生の実現等を図るため、城端ＳＡへの
スマートＩＣの設置を継続して要望していく必要
があります。
○道路網の整備促進
地域産業、経済、文化の発展を図り、市民の生
活を支える重要な基盤として、国道、主要地方
道、一般県道、幹線市道、補助幹線市道、都市計
画道路の整備と、耐用年数を経過した橋梁や劣化
した舗装の改善など、計画的な道路改良や維持修
繕等が必要です。
今後も、国・県道の整備促進に向け、関係機関
へ積極的に働きかけていくとともに、市道につい
ても必要な路線・箇所を選定し、道路改良、雪寒
対策、維持修繕など、早期に事業効果が発揮でき
る道路網の整備と、安全で機能的な市街地道路の
形成に向け、集中的に取り組む必要があります。
○公共交通利用対策の推進
市民の日常の移動手段となる生活路線バス、市
営バスの運行など、公共交通機関の適正な運行と
路線の維持が求められています。今後は、利用者
の目的に応じた運行計画の検討や、高齢化社会の
進行に見合った通院・買物等の移動手段及び山間
過疎地域における移動手段を確保する必要があり
ます。
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○JR城端線活性化の推進
公共交通の軸であるＪＲ城端線は、これまで地
域住民と観光客の移動を支え、生活と観光振興の
基盤となってきましたが、近年のモータリゼー
ションの進展や少子化の進行に伴い、年々利用者
数が減少しています。
しかし、車を運転できない高齢者の増加や、鉄
道が安全で環境にやさしい移動手段であることに
鑑みると、JR城端線は重要な交通機関であり、維
持活性化していくことが求められています。
今後、事業者や関係機関、沿線自治体と連携
し、ＪＲ城端線・氷見線の直通化や、増便による
便数の確保などの利便性向上施策と市民の利用促
進施策の推進を図るとともに、市民のJR城端線の
利用に対する意識の高揚を図っていく必要があり
ます。また、北陸新幹線を利用する観光客のＪＲ
城端線利用を促進するため、新幹線ダイヤとの接
続性の向上や、速達タイプ新幹線の新高岡駅停車
などの利用促進策の推進が求められています。
○案内サインの整備
道路案内標識や観光サインなど、様々な案内サ
インが整備されていますが、今後はサイン計画に
沿った誘導看板の設置や案内看板の統一を図り、
市民や観光客にわかりやすく系統的な誘導ができ
るよう、案内標識の改善・新設が求められていま
す。
○公営駐車場等の整備
市民や観光客の利便性向上のため、各地域で公
営駐車場や駐輪場の整備・維持管理を図ることが
重要です。今後も施設の有効活用や、需要に合わ
せた機能的な配備により、市民にとって使いやす
い駐車場・駐輪場にする必要があります。

第２編 後期基本計画

施策の展開

施策中分類

第２章

分野別計画

主な事業
・東海北陸自動車道の４車線化促進

道路網の整備促進

・国道、主要地方道、一般県道のうち、
合併支援道路等の未整備区間の早期改良促進
・冬期間を含む安全対策施設整備の促進
・国・県道と連携した市道新設改良による道路整備の推進
・金沢福光連絡道及び八乙女連絡道の整備構想の具体化
・橋梁長寿命化修繕計画を基にした橋梁補修の推進
・市道の適切な維持修繕
・都市計画道路や幹線道路等の整備による利便性の向上
・街路樹、防護柵などの交通環境の充実
・効率的な道路整備の推進

公共交通利用対策の推進

・生活路線バスなど公共交通サービスの維持改善対策
・利便性を考慮した広域バス、市営バスなどの運行推進
・利用促進のための広報啓発活動の推進
・北陸新幹線開業を活かした公共交通体系の検討
・なんバスで暮らそう事業
・南砺金沢線バス運行事業

JR城端線活性化の推進

・イベント開催等による利用促進策の検討
・駅周辺の環境整備による利便性の向上
・ＪＲ城端線駅舎Wi-Fi整備事業
・ＪＲ城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画の推進

案内サインの整備

・誘導看板の設置や案内看板の統一化
・外国人観光客のための外国語案内サインの整備

公営駐車場等の整備

・利用者の動向に応じた駐車場、駐輪場の計画的な整備

第２編／第２章

東海北陸自動車道の整備

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

道路を快適に移動していると感じる市民の割合

％

47.7

53.8

58.0

公共交通機関を使いやすいと感じる市民の割合

％

47.3

36.7

40.0

市道新設改良率

％

75.2

75.2

76.0

都市計画道路改良率

％

59.7

65.7

70.0

備

考

目標値の設定理由
【道路を快適に移動していると感じる市民の割合】
関係機関と連携を取りながら道路改良を計画的に取り組んできたこれまでの進捗率から推計して、目標
値を58％に設定しました。
【公共交通機関を使いやすいと感じる市民の割合】
公共交通事業者と利用者の協議会を設置して対策に取り組むことにより、これまでの減少傾向に歯止め
をかけ、新たな施策を実施することで、目標値を40％に設定しました。
【市道改良率】
限られた道路財源の中で、道路の新設改良から既存ストックの維持管理にシフトしていることを勘案
し、目標値を76.0％に設定しました。
【都市計画道路整備率】
安全で機能的な市街地道路の形成に向け、都市計画街路の整備を促進することにより、目標値を70％に
設定しました。
関 連 施 策
・東海北陸自動車道の整備、道路網の整備促進、公共交通利用対策の推進、ＪＲ城端線活性化の推進、案内サインの整備
……2-5-4「豊富な地域資源を活かした観光の振興」に関連施策を掲載。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-2

消防・防災体制の充実

施策の目指すべき姿
災害などから市民の生命・財産を守る体制を充実します。
「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を高め、自主防災活動を通じ、災害に強いまちづくり
に向けて活動します。

現状と課題
○災害対策・国民保護※体制の整備
近年全国的に頻発している地震災害、風水害・
土砂災害や、東日本大震災による原子力発電所の
事故を教訓に地域の防災意識が高まっています。
また国際的には組織的武力行為・威嚇行為などに
よる危険性、緊張感が高まっています。よりきめ
細かな災害対策、国民保護体制※の整備が必要です。
災害等に備えた各種警報システム等により迅速
な災害情報の伝達を行う仕組みを早期に構築し、
「国民保護計画」に基づいた防災意識の正しい普
及啓発を図る必要があります。
○消防・救急体制の充実
市域が広く、災害の起こりやすい要因が多いた
め、市民生活の安全・安心確保に向け、消防・救
急装備の充実を図り機動力を高めることで、広い
市域をカバーする体制を整備する必要があります。
広域消防との連携を図り、関係機関への要請は
もとより、消防車両等の計画的配備、防火水槽・
消火栓などの設置、消防団員の確保に努めるな
ど、地域の状況に応じた整備を図る必要があります。
○防災体制・防災行政無線の整備
地域のコミュニティが有効に機能しており、自
主防災組織の組織率もほぼ100％になっていま
す。自主防災組織を中心に、多くの住民が参加す
る防火・防災の学習・訓練活動を活発に行い、住
民意識の向上を図っていく必要があります。こう
した地域防災力の強化に向けた活動への支援を目
指し、防災こころえ隊員（防災士）の人数を計画
的に増員していきます。また、防災行政無線のデ
ジタル化による高度化・高機能化の推進や防災
マップ等を活用した迅速で正確な情報伝達体制の
整備、関係機関との防災支援協定の締結等を進め
ていく必要があります。

○公共施設の防災安全度の向上
東日本大震災や各地の集中豪雨被害など、近
年、多くの自然災害が頻発していることから、災
害時における避難行動要支援者 ※ や被災者の収容
施設となる公民館、学校、体育館などの避難施設
（公共施設）や医療拠点である病院、診療所の耐
震化、浸水対策、土砂災害対策等を更に進めてい
く必要があります。
○防災ダムの整備
近年の異常気象の状況を見ると局地的集中豪雨
が多く発生し、浸水被害などの水害や土砂災害に
より、貴重な生命、財産が失われていることか
ら、国土の保全や洪水調整機能を有する防災ダム
の役割が重要となっています。
今後は、現在建設中の利賀ダムをはじめ、防災
ダムの必要性と周辺環境整備を関係機関に強く働
きかけていく必要があります。

用 語 解 説
※国民保護
武力攻撃、テロ、原発（核）等から国民の生命・身体及び財産を保
護すること。
※国民保護体制
国民保護計画で定める地域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実
施するために必要な組織を整備すること。
参照「国民保護法」平成16年９月施行。
※避難行動要支援者
災害発生時に一人で避難することが難しい人、避難生活などが困難
な人。

関 連 施 策
・防災ダム関連施設の整備……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施
策を掲載。
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第２編 後期基本計画

施策の展開

施策中分類

第２章

分野別計画

主な事業
・地震に対応した緊急連絡体制（警報システム）の整備
・国民保護実施体制の整備
・防災意識の普及啓発

消防・救急体制の充実

・消防団員の確保
・消防施設（消防水利等）の充実、計画的な更新

防災体制・防災行政
無線の整備・充実

・地域防災計画の定期的見直し
・総合防災訓練の実施
・防災拠点施設等の整備・防災支援協定の締結
・防災行政無線の維持管理とデジタル化

自主防災組織への支援

・自主防災組織活動強化への支援（訓練補助等）
・自主防災用資機材の整備促進

火災予防の推進

・防火クラブ等への活動支援
・防火意識の啓発

公共施設の耐震化

・耐震診断に基づいた公共施設耐震化の推進

防災ダム関連施設の整備

・ダム周辺環境整備と維持管理体制の強化
・利賀ダムの建設

第２編／第２章

地震対策・
国民保護体制の整備

主な指標
指

標

災害に対する備えをしている世帯の割合
消火栓設置箇所数
耐震性貯水槽・防火水槽設置箇所数
自主防災組織が実施した訓練回数
防災計画で避難できる機能の整った施設割合
防災こころえ隊の人数

単位

H22

％
か所
か所
回
％
人

28.7
1,909
457
31
60.0
−

現状（H27）

75.0
1,925
462
32
78.2
54

目標値（H31）

備

考

90.0
1,935
469
37
83.0
70

目標値の設定理由
【災害に対する備えをしている世帯の割合】
近年全国各地で頻発している大規模災害を教訓に、災害に対する危機意識が高まりつつあり、今後更な
る防災意識の高揚・啓発、自主防災組織に対する支援等を行うことにより、目標値を90％に設定しました。
【消火栓設置箇所数、耐震性貯水槽・防火水槽設置箇所数】
市街地の防災力の強化を進める上において、現行の配置計画を勘案し目標値を「消火栓設置箇所数」は
1,935か所、「耐震性貯水槽・防火水槽設置箇所数」は、469か所としました。
【自主防災組織が実施した訓練回数】
自主防災組織活動の強化に対する支援や、自主防災用資機材の整備促進を図ることにより、目標値を37
回に設定しました。
【防災計画で避難できる機能の整った施設の割合】
将来の「公共施設の再編の方向性」とあわせ避難所として施設の増加は見込めないが、防災上の耐震化
を進めることにより、目標値を83％に設定しました。
【防災こころえ隊の人数】
防災意識の高まりによる更なる普及を期待して、目標値を70人に設定しました。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-3

交通安全・防犯対策の推進

施策の目指すべき姿
警察や関係団体と連携して、交通事故や犯罪等から市民を守り、安全・安心なまちづくりを進めます。

現状と課題
○交通安全対策
本市の交通事故発生件数は減少傾向にあります

消費生活の変化等を反映して、偽装表示や欠陥

が、内訳を見ますと、高齢者の割合が半数近くを

商品、悪質商法などの消費者トラブルが多様化、

占めています。

複雑化しています。

今後とも、地域の交通安全活動に対する支援、

本市においてもトラブルに関する相談件数が

高齢者や子どもを中心とした交通安全教室などを

年々増加しており、特に、高齢者がその半数近く

通じ、交通安全意識を啓発する必要があります。

を占めています。

また、子どもたち等を交通事故から守るための通

今後とも、相談窓口の充実や消費生活安心情報

学路を中心とした歩道など、交通安全施設の整備

の提供、クーリング・オフ制度の普及啓発など、

が求められています。

消費生活の安全・安心が求められています。

○防犯対策
本市の犯罪発生件数は減少傾向にあるものの、
家や車、自転車などに鍵を掛けず、盗難被害に遭
うケースが多く見受けられます。
今後とも、地域の自主防犯活動に対する支援、
犯罪の発生状況の迅速な情報提供など、市民の防
犯意識向上のための対策が求められています。
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○消費生活の安全・安心

第２編 後期基本計画

第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類

・高齢者の運転免許自主返納支援
・交通安全大会及び交通安全教室の開催
・交通安全活動及び団体への支援

交通安全施設の充実

・歩道の整備や交通安全施設などの整備促進

防犯対策の推進

・防犯意識の啓発
・迅速な犯罪情報の提供
・防犯活動及び団体への支援

消費生活の
安全・安心の確保

・消費生活意識の啓発
・消費生活相談体制の充実
・消費生活情報の提供

第２編／第２章

交通安全の啓発

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

歩道整備延長

㎞

145.3

157.0

159.0

交通安全活動等に参加した市民の割合

％

35.4

35.9

40.0

防犯対策を心がけている市民の割合

％

67.9

71.6

76.0

クーリング・オフの制度を知っている市民の割合

％

75.6

83.8

86.0

備

考

目標値の設定理由
【歩道整備延長】
今後も子どもたちの通学路や交通量が増加し安全に歩けない道路を中心に歩道整備を進めることで、目
標値を159㎞に設定しました。
【交通安全活動等に参加した市民の割合】
今後、幅広い世代を対象にした交通安全教室を開催することで、目標値を40％に設定しました。
【防犯対策を心がけている市民の割合】
今後、市民が犯罪情報を入手し易い環境を整備することで、目標値を76％に設定しました。
【クーリング・オフの制度を知っている市民の割合】
今後も消費契約上のポイントを紹介するなど市民による賢い消費生活を促進することで、目標値を86％
に設定しました。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-4

雪に強いまちづくりの推進

施策の目指すべき姿
市民と行政との協働により、地域の特性に応じた克雪・親雪・利雪活動を行い、雪に強いまちづくりを
進めます。

現状と課題
○消融雪・防雪施設の整備
本市は、県内でも有数な豪雪地帯であり、平時
から消融雪施設の充実や維持管理、有利な水源確
保に努めることが重要です。
今後も、機械除雪が困難な箇所への計画的な消
融流雪施設の新設や更新と防雪施設の整備につい
て、引き続き進める必要があります。
○除雪計画
市内一円の道路や歩道の除雪については、除雪
計画に基づき、円滑な除雪作業を行って道路交通
網の確保に努めていますが、近年、除雪オペレー
ターの高齢化や人材不足が課題となっています。
また、道路改良事業の完了により、除雪延長の増
加も予想され、今以上に効率的な除雪体制を確保
することが必要です。
今後は、除雪機械の老朽化や修繕費の増加に加
え、業者が保有する除雪機械の減少も予想される
ことから、より効率的な除雪機械の配置と官・民
協働による除排雪活動を進め、除雪体制の強化を
図ることが求められています。

○地域ぐるみ除排雪
地域の特性に応じた除排雪や流水制限の確立を
図ることや、一人暮らしや高齢者世帯の屋根雪処
理等除排雪活動の支援など、安心して暮らせる生
活環境を支えるため、地域ぐるみで行う除排雪を
強化する必要があります。
今後も地域ぐるみ除排雪などの組織体制を確立
し、地域が主体となった雪に強いまちづくりが求
められています。
○親雪・利雪
冬季も各地域でイベントや交流事業を積極的に
開催し、雪を地域活性化事業に利用することが重
要です。
雪を水資源や観光資源として捉えた雪国ならで
はのスキー・クロスカントリー等のウインタース
ポーツや、冬を楽しむイベント等、今後も多彩な
活動の展開と、新たな雪の利活用が求められてい
ます。

施策の展開
施策中分類
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主な事業

消融雪施設の整備

・水利状況や地域の実情に応じた消融流雪施設の整備

除雪機械の整備・更新

・除雪機械の計画的な整備、更新

克雪対策の推進

・有利な水源確保の調査研究
・防雪施設の計画的な整備

除雪計画の策定

・円滑で効率的な除雪計画の策定
・効率的な除雪体制の強化

地域ぐるみ除排雪の推進

・地域ぐるみ除排雪活動への支援
・市民協働による除雪の推進
・高齢者等除雪支援サービス等の提供

親雪・利雪活動の推進

・雪の多様な利活用推進
・地域に応じた親雪事業の開催

第２編 後期基本計画

第２章

分野別計画

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

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

％

54.3

65.3

68.0

雪を活用したイベントに参加した
市民の割合

％

18.1

16.2

20.0

消流雪施設の延長

㎞

125.5

145.6

150.0

機械除雪道路延長

㎞

840

847

850

地域ぐるみ除排雪機械台数

台

182

232

270

備

考

目標値の設定理由
第２編／第２章

【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】
当市は今後ますます高齢化社会が進み自力による除排雪活動が困難な状況となります。今後、除雪機
械、消雪施設整備の強化と地域ぐるみ除排雪活動組織の確立体制を進めることで、目標値を68％に設定し
ました。
【雪を活用したイベントに参加した市民の割合】
積極的な雪利用と地域の特性に応じたイベントや交流事業の展開、親雪・利雪の広報活動を進めること
で、目標値を20％に設定しました。
【消流雪施設の延長】
財源が厳しい中、機械除雪と消流雪施設との整備方針の比較検討を進め、水源が確保されれば消流雪延
長の増加に努めることで、目標値を150㎞に設定しました。
【機械除雪道路延長】
財源の厳しい中でも、効率的な除雪体制による道路除雪延長の増加に努めることで、目標値を850㎞に
設定しました。
【地域ぐるみ除排雪機械台数】
市民と協働での地域ぐるみ除排雪活動を推進するため、小型除雪機械の購入助成を拡大することで、目
標値を270台に設定しました。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-5

快適な住環境づくりの推進

施策の目指すべき姿
良質な住宅や宅地を安定的に取得したり、利用できるなど、ライフステージに応じて必要な居住環境を
選択し容易に住替えができる多世代交流型の快適な住環境をつくります。

現状と課題
○住環境の整備

○公営住宅などの整備・改築・管理

安全で快適な住環境を創出するため、木造住宅

公営住宅401戸や特定公共賃貸住宅 ※129戸、賃

の耐震改修支援事業や克雪住宅普及事業、優良住

貸住宅35戸等を供給し、居住の安定を図るととも

宅団地開発支援、バリアフリー住宅の普及や住ま

に、既存住宅の修繕や住生活マスタープラン ※ に

いの情報提供を行っています。

よる住宅の建替えと新規供給を行っています。

今後は、若者世代（子育て世代）の定住に向け

今後は、公営住宅等長寿命化計画 ※ に基づき、

て、三世代同居や子育て支援型住宅の供給や、環

エレベーター設置等のバリアフリー化や外壁補修

境にやさしい省エネ住宅などの普及が求められて

等による居住水準の向上と、適切な維持管理によ

います。

る既存の公営住宅などの有効活用が求められてい
ます。

○空き家対策
人口減少に伴い、空き家が増加しています。空

○住替え定住の促進

き家は、防災・防犯、景観、環境等の面で様々な

世帯のライフステージ（新婚期・育児期・教育

問題を内包しており、とりわけ適正管理されず放

期・子独立期・老夫婦期など）に応じて、必要な

置された老朽建物は倒壊の危険性が高く、所有者

居住環境を選択し容易に住替えができるよう（南

の同意のもと解体・撤去が求められています。適

砺に住み続けたいという希望をかなえる）、空き

正管理されている建物は、リフォームなどにより

家のストックも含めた住宅情報の提供など住替え

有効活用することが求められています。

支援システムの整備が求められています。

用 語 解 説
※特定公共賃貸住宅
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、地方公共団体が国の補助を受けて建設する中堅所得者層を対象とした住宅。
※住生活マスタープラン
住みよい「住まい」や「まち」をつくっていくために、将来の目標や取り組みの基本的方針、推進していく具体的な施策などを定めた計画。
※公営住宅等長寿命化計画
敷地条件、住戸や住棟の整備状況、建設からの経過年数や経年劣化状況等に応じて修繕、改善、建設などの公営住宅等の活用手法を定め、
長期的な維持管理を実現するとともに、予防保全的な観点から修繕や改善の計画を定めることにより、コストの削減を目指す計画。
※空き家バンク
空き家の活用を促進するため、空き家情報を集め、空き家の所有者と利用希望者のマッチングを行う仕組み。
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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
主な事業

施策中分類
住環境の整備

・優良な住宅団地の造成支援
・移住･住替え希望者などへの住宅情報の提供
・住宅相談所の開設・充実
・木造住宅の耐震改修支援や克雪住宅普及事業などの実施
・三世代同居奨励金及び推進リフォーム助成事業
・南砺市版空き家再生等推進事業

公営住宅などの整備・
改築・管理

・住生活マスタープランによる公営住宅等の整備
・公営住宅等長寿命化計画による公営住宅や
特定公共賃貸住宅の改修

指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

現在の住宅が住みやすいと感じる
市民の割合

％

71.8

72.8

75.0

木造住宅の耐震改修支援住宅数

件

6

17

25

空き家バンク※の契約件数

件

10（H25）

11

15

備

第２編／第２章

主な指標
考

累計

目標値の設定理由
【現在の住宅が住みやすいと感じる市民の割合】
住まいの老朽化を理由に住みにくいと感じている方が多いので、微減することが見込まれますが、耐震
化を理由に挙げている方も多いので、木造住宅の耐震改修支援やその他の住宅施策を実施することで、目
標値を75％に設定しました。
【木造住宅の耐震改修支援住宅数】
制度制定後の支援件数の平均は１件／年で少ないですが、改修支援制度の周知を図ることで、目標値を
25件に設定しました。
【空き家バンクの契約件数】
空き家バンクに登録された物件で売買･賃貸の成約件数が毎年１件程度あるものとして、目標値を累計
で15件に設定しました。

関 連 施 策
・住環境の整備……2-5-7「移住・定住対策の推進」に関連施策を掲載。
・木造住宅の耐震改修支援や克雪住宅普及事業などの実施……2-5-2「林業の振興と山村の活性化」に関連施策を掲載
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-6

地域と調和した景観づくりの推進

施策の目指すべき姿
遠景には五箇山に連なる豊かな里山を望み、中景には広々とした田園と散居集落が展開し、近景には緑
豊かな公園や緑地が市街地をうるおします。これらの多彩な緑と、商店街や住宅街が調和した南砺らしい
ふるさとの安らぎ･懐かしさを感じさせる美しい景観をつくります。

現状と課題
○地域と調和した景観整備

○屋外広告物の適正化

市街地では、歴史、文化的な景観に配慮した美

里山、農村集落、まちなみが一体となった南砺

しいまちなみの形成や、景観づくり住民協定 ※ の

市の美しい景観を保全するには、屋外広告物法と

締結などによる個性豊かな都市景観づくりが進め

富山県屋外広告物条例に基づいた屋外広告物の適

られています。今後は、景観づくり住民協定にか

正化に取り組むことが求められています。

かる支援の継続・周知、まちなみの空き家対策の
検討が求められています。

○公園緑地の整備・充実

また、世界遺産を含む五箇山地域では、景観条

利用目的や地域の特性に応じた個性豊かな公園

例の制定、景観計画の策定により、五箇山らしい

の整備に努めています。今後は、利用者の多様な

良好な景観の保全が求められています。具体的に

ニーズへの対応を心掛け、豊かな自然環境と調和

は、景観にそぐわない行為の抑制や景観に貢献し

した公園緑地の整備・充実と、公園施設の定期的

ている建築物の景観資産としての指定、眺望点の

な点検や老朽化した遊具の更新などの適正な維持

指定、景観づくりに取り組む個人・団体の表彰な

管理が求められています。

どにより、景観保全に対する意識を高め、市民、
事業者、行政連携での景観づくりを進める必要が
あります。

用 語 解 説
※景観づくり住民協定
地域の優れた景観を保全及び創造する目的で締結する住民協定。
※五箇山景観条例
世界遺産「五箇山の合掌造り集落」に登録された自然環境・伝統文化を市民共有のかけがえのない「たから」として守り育て、
次の時代へと受け継ぐために平成28年４月１日に制定された条例。
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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
主な事業

施策中分類
地域と調和した景観整備

・景観づくり住民協定の締結促進
・景観づくりの意識高揚のためのＰＲの推進

屋外広告物の適正化

・屋外広告物基準の普及及び啓発

公園緑地の整備・充実

・市民の参画による公園緑地のリニューアル
・地域の特徴的な景観や自然環境と調和した緑の保全と創出
・遊具などの安全点検や更新による快適な公園緑地の整備

主な指標
標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

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

％

71.7

73.6

75.0

まちなみが美しく保たれていると
感じる市民の割合

％

61.5

62.5

65.0

景観づくり住民協定数

件

2

3

6

備

考

第２編／第２章

指

目標値の設定理由
【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】
現在の公園、緑地の適正な維持管理や屋外広告物の適正化の取組み等を行うことで、目標値を75％に設
定しました。
【まちなみが美しく保たれていると感じる市民の割合】
積極的にまちなみ形成に取り組んでいる地域もありますが、空き家等の増加によりまちなみの悪化が予
想される地域もあります。そのため、現状値の横ばいが予測されますが、住民協定支援制度の普及を図る
ことで、目標値を65％に設定しました。
【景観づくり住民協定数】
住民自らの景観づくり活動に対する市単独の補助事業｢南砺市景観づくり事業｣の活用促進を図ること
で、目標値を６件に設定しました。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-7

快適な暮らしを支える上下水道の整備

施策の目指すべき姿
安全な水を安定的に供給するため、上水道等の整備・更新を進めます。
快適で衛生的な暮らしの実現や市街地における浸水被害の不安解消を図るため、下水道※の整備・更新
を進めます。
適正な使用料水準を維持するため、一層の収益確保と経費節減を進め、経営の健全化に努めます。

現状と課題
○水道施設

○雨水排水対策の推進

安全な水を安定供給する上水道は、市民生活を

各地でゲリラ豪雨が多発していることから、雨

支える重要なライフラインであり、本市ではほぼ

水排水施設が不十分な市街地においては整備を急

全域に普及しています。

ぐ必要があります。

今後も未普及地区の解消に努めるとともに、老
朽化した管路や配水池等を計画的に更新・改修
し、併せて耐震化を進める必要があります。

○上下水道事業の経営
水道事業、下水道事業とも使用料収入を主な収

さらに、塩素に耐性のある病原性微生物に対応

益とする企業会計で運営していますが、今後は人

した高度浄水供給エリアの拡大も求められていま

口の減少等に伴い収益の減少が懸念されていま

す。

す。
こうした状況下にあっても、経営の安定を図り

○下水道施設

適正な使用料水準を維持していくには、水道の漏

下水道は、公共水域の水質保全という環境面で

水・下水道の不明水※を減らして有収率※を上げる

重要な役割を担うライフラインであり、本市の汚

ことや下水道の接続率を向上させるなどして、収

水処理人口普及率はほぼ100％となっています。

益を確保する必要があります。

汚水処理については、今後も未普及地区の解消

また、施設更新事業量の平準化や事務委託の拡

に努めるとともに、老朽化した管路や処理施設等

大などで経費を節減することも求められていま

を計画的に更新・改修し、併せて耐震化も進める

す。

必要があります。

用 語 解 説
※下水道
この計画書では、公共下水道のほか集落排水等も含める。
※不明水
下水道に入り込む雨水や地下水などの生活排水以外の水。多くなれば処理経費もかさむ。
※高度浄水
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。
※有収率
全水量のうち使用料の対象となる水量の割合で、収益に大きく影響する経営上の重要な指標。
悪化する要因は、水道では漏水、下水道では不明水が主なもの。
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第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類

・高度浄水施設整備事業の推進
・老朽管、石綿管、鉛給水管の更新・取替え
・管路、配水池等の耐震化の推進

下水道施設の整備・更新

・未普及解消公共下水道事業の実施
・公共下水道施設の長寿命化計画の策定と実施
・農業集落排水事業（機能強化）の実施

雨水排水対策の推進

・浸水対策下水道事業の実施

上下水道事業の経営の
健全化

・水道の漏水対策の継続的実施
・下水道の不明水対策の継続的実施
・下水道への接続啓発活動の実施

第２編／第２章

水道施設の整備・更新

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

高度浄水※普及率

％

79.9

97.5

100.0

水道事業有収率※

％

74.9

79.8

83.0

下水道接続率

％

88.3

91.9

92.0

下水道事業有収率

％

77.8

80.2

82.0

備

考

目標値の設定理由
【高度浄水普及率】
より安全な水の確保に向けたこれまでの取組み実績に基づき、目標値を100％に設定しました。
【水道事業有収率】
水道管の老朽化等によって実績値が横ばい状態で推移しています。今後漏水の防止に取り組むことで、
目標値を83％に設定しました。
【下水道接続率】
90％を超えると他自治体でも伸び率が鈍化すること、また、人口減少･空き家の増加が接続率の伸びに
影響を及ぼすことが見込まれることから、これまでの実績値の推移をもとに今後の鈍化傾向を勘案して目
標値を92％に設定しました。
【下水道事業有収率】
近年の実績値はほぼ横ばいで推移しています。今後老朽化した管路の更新等による不明水の減少化に取
り組むことで、目標値を82％に設定しました。
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1−2

安全で快適なまちづくり
1-2-8

安心して暮らせる環境衛生対策の充実

施策の目指すべき姿
市民が快適に安心して暮らせる生活環境を目指します。

現状と課題
○公害防止対策

○生活環境衛生対策

本市においては、これまで大規模な被害を及ぼ

市で運営している斎場及び市営墓地について

す公害は発生していませんが、河川の水質汚濁や

は、適正に整備管理がなされていますが、墓地に

悪臭等の苦情が寄せられています。

ついては需要が多く、計画的な整備が求められて

今後とも市民が快適で安心して生活できるよう、

います。

関係機関と連携して、水質調査など環境調査の定

また、ペットに関して、飼い主マナー向上のた

期的な実施と、公害を未然に防止するための指導

めの指導のほか、登録等の届け出や狂犬病予防注

監視を強化していく必要があります。

射の徹底など、安心して生活できる環境対策が求
められています。

関 連 施 策
・公害防止対策の推進、河川の水質汚濁などの公害防止対策……1-1-1「自然環境の保全と活用」に関連施策を掲載。
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第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類
公害防止対策の推進

・公害防止に対する意識の啓発
・水質、騒音、悪臭などの環境調査の実施と公開
・水質汚濁防止法などの各種法律に基づく指導の強化

生活環境衛生対策の充実

・斎場、墓地の適正な管理及び計画的な整備
・動物等の飼い主マナー向上に対する意識の啓発
・犬の登録等の届け出や狂犬病予防注射の徹底

主な指標
指

標

H22

現状（H27）

目標値（H31）

身近な河川がきれいだと感じている
市民の割合

％

48.9

56.0

61.0

狂犬病予防注射接種率

％

83.7

82.7

100.0

備

考

第２編／第２章

単位

目標値の設定理由
【身近な河川がきれいだと感じている市民の割合】
今後も市民と連携し、さらなる美化推進を図ることで、目標値を61％に設定しました。
【狂犬病予防注射接種率】
実績値は小幅な上下を繰り返しながらほぼ横ばいで推移している。今後適正な届出等のさらなる周知啓
発を図ることで、目標値を100％に設定しました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-1

ともに支えあう地域福祉の推進

施策の目指すべき姿
ともに支えあいながら、住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らせる地域社会を実現します。

現状と課題
○地域包括ケアシステムの推進

○市民支援者※の確保

平成29年１月に南砺市地域包括ケアセンターが

今後も増加が予想される避難行動要支援者 ※ に

オープンし、隣接する南砺市民病院とあわせ「医

対し、必要な市民支援者を確保することが重要な

療・介護・保健・福祉」が連携することにより、

課題となっています。そのためには潜在市民支援

市民が住み慣れた地域で暮らし続けるための様々

者（支援活動をしていながら登録が漏れている

な相談に、ワンストップで迅速に対応できる体制

人）の発掘や、市民活動団体のボランティアセン

が整えられています。

ター登録を推進するとともに、講座等の福祉教育

今後、このセンターを拠点として、地域包括ケ
アシステムをさらに推進し、地域で支えあう仕組

の推進により市民支援者を育成し、組織化を図る
などの取り組みを進める必要があります。

みづくりと市民へのサービス提供体制の充実を図
る必要があります。

○社会福祉活動団体等との連携強化
避難行動要支援者の早期把握や孤立化の防止、

○地域福祉活動
市民一人ひとりが、住み慣れた場所で、安心し

見守りの強化に向け、地域、社会福祉活動団体、
行政等が密接に連携を図る必要があります。

て快適な生活を送るためには、お互いに支えあっ
ていくことが重要です。近年は、少子高齢化や核

○公共施設等のインクルーシブデザイン※の推進

家族化が進み、家庭や地域の福祉に対する支援機

誰もが、自分らしく安心して暮らせる社会の実

能が低下していることから、地域の福祉活動組織

現が求められており、公共施設の新築・改築時に

の活動支援やボランティアの育成と活動拠点の整

は、すべての人が利用しやすいデザインに配慮し

備、地域福祉計画（地域包括ケア推進プラン）に

た整備が求められています。また、多数の市民が

基づく効果的な施策の展開による、市民と行政の

訪れる民間の施設においても、高齢者や障がい者

協働による地域福祉づくりが求められています。

に優しい施設づくりに配慮するよう啓発活動を行
う必要があります。

用 語 解 説
※市民支援者
ボランティアセンター登録者、ケアネット協力員及び生活支援員等。
※避難行動要支援者
災害が発生した場合に自力での移動や情報の収受が難しく、何らかの手助けが
必要となる方で、在宅で生活する次のような方を対象。
①ひとり暮らし高齢者（65歳以上）
②高齢者のみの世帯（65歳以上）
③介護保険要介護３以上の方
④障がいのある方
⑤難病患者の方
⑥その他（上記に該当しない方で支援が必要、希望される方）
※インクルーシブデザイン
高齢者や障がいのある人など、特別なニーズを抱えた人々をデザインの開発・設計の初期の段階から積極的に巻き込んでいく手法。
超高齢社会の様々な施設・製品・サービス・ＷＥＢなどをデザインするための大変有効なデザイン方法論として注目されている。

関 連 施 策
・地域の福祉活動……3-6-3「地域社会を支えるボランティア活動の推進」に関連施策を掲載。
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第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

地域福祉活動拠点の確保

・地域福祉の活動の拠点となる公民館の交流サロン施設の整備
・既存施設の有効活用

地域福祉計画の着実な推進

・福祉サービスの適切な利用促進や社会福祉関連事業の推進
・地域福祉活動への住民参加の促進

社会福祉活動団体
などへの支援

・社会福祉協議会への支援
・地域福祉活動組織への支援
・人材の発掘・育成や地域福祉活動への参加促進支援
・福祉関係団体との連携強化
・福祉情報の提供と相談窓口の充実

公共施設等の
インクルーシブデザインの推進

・人にやさしい公共施設の整備・改修
・高齢者や障がい者に優しい民間施設づくりの啓発

第２編／第２章

施策中分類

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

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

％

9.5

9.3

11.0

市民支援者となっている市民の割合

％

8.98

11.16

15.10

避難行動要支援者一人に対する市民
支援者数

人

0.69

0.70

0.87

備

考

目標値の設定理由
【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】
社会福祉団体への活動支援や市民にボランティア情報を提供することで、市民の活動の増加が期待でき
ることから、目標値を11％に設定しました。
【市民支援者となっている市民の割合】
総人口に対する市民支援者数の割合は平成27年現在で11.16％であるが、これまでの市民支援者数の傾向
から今後も増加が見込まれることから、将来の人口に対する目標値を15.10％に設定しました。
【避難行動要支援者一人に対する市民支援者の割合】
長期的計画目標として、要支援者一人に対し市民支援者一人の確保を目指しているが実績値は0.7人前後
を上下している状況にある。今後人口減少に伴い地域の共助意識がより高まることが見込まれ、目標値を
0.87人に設定しました。

60

1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-2

障がい者への支援体制の充実

施策の目指すべき姿
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め、支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮
らしていける社会づくりを進めます。
障がいのある人が、自立した生活を送ることができる支援体制の充実に取り組みます。

現状と課題
○障がい者※の福祉施設

○障がい者の相談支援

介助者の高齢化などが進行する中で、障がいの

障がいのある人が地域で安心して自立した生活

ある人が、社会活動に参加することで、責任や喜

を送っていくためには、地域住民が障がいのある

びを分かち合える社会の実現が求められており、

人を理解し、見守り助け合い、また日々の暮らし

自立支援を基本としたグループホーム等福祉施設

の中で抱える悩みや相談に対応するなど、必要に

の設置に対する市民の理解を図るとともに、施設

応じたサービスが提供できるよう相談支援体制の

の充実や運営支援を強化する必要があります。

強化が求められています。

○障がい者の自立支援
障がいの有無にかかわらず、すべての人が住み
よい社会を目指し、障がいのある人やその家族の
精神的、経済的負担を軽減するため、障害福祉
サービスによる支援の強化のほか、地域参加をサ
ポートするボランティアの充実や就労の場の確保
など、自立に向けた支援策の拡充が求められてい
ます。

用 語 解 説
※障がい者
一般的に「障がい者」の 害 の字は「悪くすること」「わざわい」などの否定的な意味があり、その人を表すときに 害 を用いることは人権
尊重の観点からも好ましくないものと考え、本計画においては「障がい者」と表記します。
ただし、国の法律や県・市の条例などに基づく、制度や施設名、あるいは法人、団体などの固有名詞（身体障害者療護施設・障害者福祉手当など）
についてはそのままの表記とします。
※地域活動支援センター
障害者自立支援法によって定められた、障がいによって働くことが困難な障がい者の日中の活動をサポートする福祉施設。

関 連 施 策
・障がい者自立への支援（就労支援）……2-5-6「雇用の確保と就業環境の充実」に関連施策を掲載。
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分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類
障がい者福祉施設の充実
及び運営支援

・障がいのある人の生活や就労支援の拠点となる施設の充実
・地域活動支援センター※の運営支援

障がい者生活福祉の充実

・福祉金等の支給、日常生活用具の検討、医療費等の助成

障がい者自立への支援

・自立支援を基本とした障害福祉サービスの充実

主な指標
指

標

H22

現状（H27）

目標値（H31）

障がい者一人当たりの
障がい者支援サポーター数

人

0.06

0.07

0.11

グループホーム等利用者数

人

42

59

65

備

考

第２編／第２章

単位

目標値の設定理由
【障がい者一人当たりの障がい者支援サポーター数】
障がい者支援サポーター数は増加傾向で推移しており、今後も手話講座受講者、ケアネット事業の協力
員、日常生活支援員からの参加を見込むことにより、障がい者一人当たりの障がい者支援サポーター数の
目標値を0.11人に設定しました。
【グループホーム等利用者数】
グループホーム等利用者数は増加傾向で推移しており、今後も同水準での増加が見込めることから、目
標値を65人に設定しました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-3

高齢者福祉サービスの充実

施策の目指すべき姿
高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って暮らせるよう、様々なサービスの充実に取り組み
ます。
高齢者が、生きがいを持って、自立した生活を送ることができる支援体制の充実に取り組みます。

現状と課題
○介護・高齢者福祉施設
高齢化や核家族化が進み、一人暮らし高齢者や
高齢者のみ世帯が増えていることから、家族介護
力の低下が著しく、在宅支援サービス等の必要度
が高くなっています。また、市内の介護保険３施
設（特養、老健、療養病床）では国の基準により
今後の増床等の施設整備は困難となっており、こ
れからは介護施設、高齢者福祉施設の有効利用や
地域密着型サービス※の提供が求められています。
○在宅介護・福祉サービス
介護を必要とする高齢者が増加しており、家族
による介護だけでは対応できない状況も多く、介
護家族を含めて在宅介護を支えるための福祉サー
ビスの充実が求められています。このため介護現
場で不足する介護を担う人材の確保・育成を図る
必要があります。

○高齢者の相談・支援体制の充実
認知症高齢者の増加等に伴い、高齢者虐待や生
活困難者が増加していることから、高齢者に身近
な相談窓口を整備するとともに、地域住民や保
健・医療・福祉関係者が連携し、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る
ことで、地域包括ケア ※ 体制を高めていく必要が
あります。
○高齢者の生きがい・健康づくり
高齢者が豊富な知識や経験、技術を活かし、地
域社会で積極的な役割を果たすことが期待されて
います。老人クラブへの活動支援やシルバー人材
センターへの支援など、高齢者が生きがいを持っ
て生活できる環境づくりを進め、健康寿命の延伸
につなげていくことが求められています。

○介護予防
団塊の世代の高齢化とともに、認知症・虚弱高
齢者の急増が予測されます。要介護状態にならな
いよう、あるいは、悪化しないようにする「介護
予防」の取り組みを一層強化する必要がありま
す。介護を担う専門職が不足していることから、
自治振興会などの地縁組織による住民主体の介護
予防活動の推進が課題となっています。このため
地域の施設を有効に活用し、介護予防の活動拠点
として、施設の改修や活動に必要な備品等の整備
拡充と地域ぐるみの支え合い体制の構築が求めら
れています。
用 語 解 説
※地域密着型サービス
認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が住み慣れた地域での生活が継続できるように、平成18年度から創設されたサービスで、
「小規模多機能型居宅介護」や「グループホーム」など施設規模が小さいため、利用者のニーズにきめ細かく応えることができます。
※地域包括ケア
高齢者や子ども、障がい者、子育て世代などが可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、住まい・医療・介護・
予防・生活支援が一体的に提供される体系や仕組み。

関 連 施 策
・地域包括ケア体制の推進……1-3-5「安心できる医療の確保」に関連施策を掲載。
・高齢者の生きがい、健康づくりの推進……2-5-6「雇用の確保と就業環境の充実」に関連施策を掲載。
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分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類

・地域密着型サービスの整備促進

高齢者福祉施設の充実

・老人福祉センターや老人福祉施設、
高齢者生活福祉センターの効率的な管理運営と有効活用

通所系介護サービスの充実

・デイサービス、ショートステイ、デイケアの充実

在宅介護・
福祉サービスの充実

・在宅生活支援サービスや家族介護支援サービスの充実
・訪問看護、訪問リハビリ、訪問介護などの在宅サービスの
充実
・「介護人材育成タウンなんと」の推進

介護予防の推進

・介護予防事業の取り組みの強化
・地縁組織による介護予防活動の推進
・介護予防・日常生活支援活動拠点施設改修及び備品等
整備事業

高齢者の相談・
支援体制の充実

・高齢者の相談窓口の拡大、充実
・認知症高齢者見守り体制の強化推進
・地域包括ケア体制の推進

高齢者の生きがい、
健康づくりの推進

・老人クラブ活動支援や高齢者の生きがいと健康づくりの
支援推進
・シルバー人材センターへの支援

第２編／第２章

介護施設の整備・充実

主な指標
指

標

単位

H22

％

16.9

18.1

19.4

訪問看護、訪問リハビリ利用者数

人／月

390

412

460

地縁組織による介護事業所数

事業所

−

0

15

要支援・要介護認定率

現状（H27）

目標値（H31）

備

考

目標値の設定理由
【要支援・要介護認定率】
団塊世代が高齢化するに伴い、要支援・要介護認定率は全体的に高まります。第６期南砺市高齢者保健
福祉計画における要介護度別認定者率の将来推計（推計の基準年：平成26年度実績）によると、平成31年
度は約 21.6％になっており、これに平成27年実績を基にした補正係数を乗ずると、約19.4％になります。
そこで、「要支援・要介護認定率」の目標値を19.4％に設定しました。
【訪問看護、訪問リハビリ利用者数】
訪問看護・リハビリや各種の要介護者の在宅介護を推進する在宅サービスを行いながら、利用者数の伸
びを年２％として、目標値を月460人に設定しました。
【地縁組織による介護事業所数】
地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業のうち、多様なサービス及び一般介護予防事業の地域
介護予防活動支援事業を実施する地域組織数の目標値を15事業所に設定しました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-4

こころとからだの健康づくりの推進

施策の目指すべき姿
市民の健康意識を高める取り組みを進めます。
市民が心身ともに健康で長生きできるまちを目指します。

現状と課題
○保健事業

○保健センター

乳幼児から高齢者までが、ライフステージに応

少子高齢化の進行や多様化する生活様式、食生

じた心身の健康の保持増進と疾病の早期発見・治

活の変化に伴い生活習慣病が増加する中で、市民

療に努めるために効果的な保健予防活動の推進や

の健康管理や健康づくり、保健活動の拠点となる

各種健康診査の充実が求められています。また安

保健センターの役割が一層重要となっています。

心して妊娠・出産・子育てができるよう切れ目な

地域と連携した保健活動の推進を図るため、保健

い母子保健事業の充実が求められています。

センターの機能の充実が求められています。

○健康づくり
市民一人ひとりが健やかで心ゆたかに生活する
ためには、心身の健康を保持増進して疾病を予防
することが大切です。個人の健康づくりが社会的
負担の軽減につながることから、各種団体と連携
のもと、健康教育、健康啓発活動や自殺予防のた
めの心の健康づくり活動、健康づくりボランティ
アの養成などを進め、自分の健康は自分で守ると
いう意識の醸成が求められています。
個人の健康づくりには、日常生活において外
出・交流機会、歩行機会を増やすことが有効であ
り、今後は行政だけではなく、企業、民間団体、
スポーツクラブ等の他機関と連携し、健康を支え
守るための社会環境の整備が必要となっていま
す。

用 語 解 説
※特定健診
特定健康診査。平成20年から導入された健康診査。糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的とする。
※ネウボラ
妊娠から出産、子育てまで切れ目なくサポートを提供する総合的な支援サービス。
※健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

関 連 施 策
・南砺市型「ネウボラ」……1-3-7「子育て家庭への切れ目ない総合的な支援」に関連施策を掲載。
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施策の展開
主な事業

施策中分類

・効果的な保健予防活動の推進
・各種健康診査の充実と推進
・母子保健事業に対する関係機関との連携強化
・妊娠から出産、子育て期の切れ目ない母子保健事業体制の
充実（南砺市型「ネウボラ※」推進事業）

健康づくり事業の推進

・健康づくり推進協議会、歯科保健推進協議会の運営
・健康プランに基づく健康づくりの普及啓発
・健康づくりボランティアの養成と地区組織の育成及び
活動支援
・心の健康づくりの推進と自殺予防対策の推進
・「孫とふるさと学習支援事業」の実施
・「あなたのからだをナビゲート事業」の実施

保健センターの機能充実

・ライフステージに応じた健康管理の支援や生活習慣病予防
など一貫した保健サービスの提供
・母子保健相談事業の推進
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保健事業の推進

主な指標
指

標

単

位

H22

現状（H27） 目標値（H31）

心身ともに健康だと感じて
いる市民の割合

％

45.8

49.3

55.0

75 歳未満の死亡率
特定健診※における受診率

人／人口 10 万
％

305.3
57.1

314.5
63.1

265.0
65.0

健康寿命※

歳

男性 77.97 男性 79.60
女性 82.97 女性 83.45

備

考

男性 78.97
女性 83.97

目標値の設定理由
【心身ともに健康だと感じている市民の割合】
健康づくり事業や相談事業を充実することにより、健康に不安を感じている市民を減らすことができる
ことから、現状（平成27年）から毎年１％程度の増加を見込んで、目標値55％に設定しました。
【75歳未満の死亡率】
がん検診や特定健診の受診率を上げて、病気の早期発見早期治療に結びつけることにより死亡率の低減
化を目指すものとして、75歳未満の人口10万人あたりの死亡率の目標値を265.0に設定しました。
【特定健診における受診率】
平成29年度までの国の目標は60％であるが、本市では現状で既に超えており、今後さらに対象者への積
極的な啓発を行うことにより、目標値を65％に設定しました。
【健康寿命】
本市の平成22年の健康寿命は男性77.97歳、女性82.97歳となっています。今後健康づくりの取組みによ
り、男女ともに１歳伸ばすものとして、目標値を男性78.97歳、女性83.97に設定しました。なお、男性につ
いては既に目標値に達していますが、さらに延伸するよう各種施策の推進に努めます。
66

1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-5

安心できる医療の確保

施策の目指すべき姿
市民が必要なときに適切な治療を受けることができるまちを目指します。

現状と課題
○地域医療

○市立医療機関

高齢化の進行に伴い、在宅医療サービスに対す

本市は、山地に隔てられた地域や散居村の集落

る需要が増加しており、市民の視点に立った地域

形態といった背景から、２病院４診療所、そして

包括ケアシステムの実現に向けて、公立医療機関

１訪問看護ステーションの市立医療機関を設置し

や民間開業医などとの連携強化、在宅支援機能や

ており、市民が健康で安心できる生活、市民の信

砺波医療圏での医療救急体制の対応が重要となっ

頼に基づいた良質で安全かつ効率的な医療の提供

ています。

に努めています。

また、市民も地域医療の現状を理解し、地域全
体で医療体制を育んでいく必要があります。

しかし、医療制度改革や医療技術の進歩、そし
て疾病構造の変化などにより、医療を取り巻く環
境も大きく変化しており、全国的に医師・看護師
不足、或いは偏在といった現象が発生していま
す。本市も医師や看護師などの医療職員不足は例
外でなく、特定診療科が無くなるなど、病院本来
の能力を活用できない状況にあり、大きな課題と
なっています。
また、民間病院や開業医が少ない本市では、市
民が安心できる暮らしの実現を図るうえでも、市
立医療機関の診療体制の充実が必要とされる一方
で、市の将来人口や医療需要を見据えた市立病院
のあり方、そして経常的な赤字体質である病院事
業運営の収支改善が求められています。そのため
には、県の地域医療構想 ※ を踏まえて平成28年度
に策定した新たな病院改革プランに基づき、その
取り組みを推進していく必要があります。

用 語 解 説

南砺市医師会地域医療連携部会

※地域医療構想
限られた医療資源を効率的に活用し、切れ目ない医療・介護サービスの体制を築く目的で、地域の実情に応じた方向性を定めていくこと。
※新病院改革プラン
地域における良質な医療を確保していくため、経営効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し等、適切な医療提供体制の再構築に
取り組む病院事業の経営改革プラン。
※医業収支比率
医業収益÷医業費用×100

関 連 施 策
・地域包括ケアシステムの構築……1-3-3「高齢者福祉サービスの充実」に関連施策を掲載。
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施策の展開
主な事業

施策中分類

・安定的な医療提供体制の構築と経営の健全化
・新病院改革プラン※による経営改善の推進

診療体制の充実

・医師や看護師など医療スタッフの確保
・救急医療体制の充実と高次救急病院との連携
・一次救急体制の強化支援
・産婦人科医の新規開業支援

施設整備と医療機器の
導入・更新

・市民の健康を守るための医療機器の整備
・医療情報の ＩＴ化推進と病診連携の充実
・やすらぎの療養空間を提供する環境の整備

地域包括ケアシステムの
構築

・在宅医療の充実を目指した医療とリハビリテーション体制の
強化
・生活習慣病をはじめとする疾病予防の推進
・市立医療関係機関や医師会、民間医療機関との連携強化
・「地域医療・地域活性化マイスター養成講座」及び「南砺の
地域包括医療・ケアを守り育てる会」の実施
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市立病院経営の健全化

主な指標
指

標

単位

H22

現状（H27）

目標値（H31）

人口 10 万人当たり医師数

人

151.7

163.3
（H26）

175.0

人口 10 万人当たり看護・准看護師数

人

1,092.8

1,197.0
（H26）

1,257.0

医業収支比率※

％

86.8

84.2

92.0

備

考

南砺市立２病院

目標値の設定理由
【人口10万人当たり医師数】
医師が勤務しやすい魅力ある地域となるような環境を整備し、医師へのＰＲを進めることにより、目標
値を175.0人に設定しました。なお、南砺市の医師数で表すと、現状より約６人増の目標となります。
【人口10万人当たり看護・准看護師数】
看護師を目指す人材の育成への助成などを行うことにより、目標値を1,257.0人に設定しました。なお、
南砺市の看護師数で表すと、現状より約20人増の目標となります。
【医業収支比率】
医業収支比率は80％台をやや減少傾向で推移しています。地域の医療提供体制の確保、そして運営を継
続していくには医業収支比率の向上が重要であることから、目標値を92.0％に設定しました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-6

生活を支える社会保障制度の適正な運営

施策の目指すべき姿
国民健康保険制度、介護保険制度、生活保護制度等の社会保障制度を適正に運営します。

現状と課題
○国民健康保険

○生活困窮者自立支援

国民健康保険は、被保険者が疾病・負傷・出

生活保護に至らない段階から生活再建を進める

生・死亡した場合に必要な給付を行い、安心した

ことを目指しています。困窮者が抱える様々な問

生活を送るために大きな役割を果たしています。

題解決に向け、福祉、医療、教育、就労などの各

その一方で、高齢化や生活習慣病、医療技術の高

関係機関と連携を取りながら、困窮者一人一人に

度化に伴い医療費は年々増加傾向にあり、保険財

合った自立に向けた支援を行うことが求められて

政健全化に努めるとともに、平成30年度からの国

います。

保の都道府県単位化に向けた対応が求められてい
ます。

○国民年金
少子高齢化に伴い、年金給付総額の増加と保険

○介護保険
団塊の世代の高齢化の進行に伴い、要介護者と

状維持と適正な負担とのバランスが今後一層重要

給付費が更に増加すると予想されることから、持

になってきます。公的年金は老後の生活を支える

続可能な介護保険制度の構築に向けて、公平な介

基盤であることから、長期的に安定した信頼され

護認定と保険財源の確保、被保険者への啓発など

る年金制度を維持するために、日本年金機構と連

による円滑で安定的な制度運営が求められていま

携をとりながら、制度の周知・PRが求められて

す。

います。

○生活保護
生活保護の保護率は、県内でも低率で推移して
います。近年は傷病、障がいを理由に働けない稼
働年齢層からの相談や申請が増えています。健康
で文化的な生活を送れるように、制度の適正な運
用による生活権の保障を図る一方、自立に向けた
援助が不可欠となっています。
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施策の展開
主な事業

施策中分類
社会保障制度の適正な運営

・国民健康保険制度の適正な運営
・介護保険制度の適正な運営
・生活保護制度の適正な運用
・生活困窮者自立支援制度に基づく包括的支援
・国民年金制度の啓発、相談

主な指標
指

標

H22

現状（H27）

目標値（H31）

国民健康保険被保険者一人当たりの
医療費

万円

33.0

37.5

39.8

一人当たりの介護給付費

万円

169

173

176

備

考

第２編／第２章

単位

目標値の設定理由
【国民健康保険被保険者一人当たりの医療費】
全国の一人当たり医療費の伸び率が近年２〜３％台で推移している中で、本市においては今後の医療費
適正化の効果により毎年1.5％程度の伸びを見込むこととして、目標値を39.8万円に設定しました。
【一人当たりの介護給付費】
要介護認定者の増加や要介護者の重度化に伴い今後も介護給付費の増加が想定されます。引き続き、介
護予防事業（高齢者サロン等）を充実することにより今後２％の伸びに抑え、目標値を176万円に設定し
ました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-7

子育て家庭への切れ目ない総合的な支援

施策の目指すべき姿
保護者等が、喜びや生きがいを持って子育てができる環境づくりを進めます。

現状と課題
○妊娠、出産、子育てに切れ目ない総合的な支援

○児童・子育て家庭相談の充実

妊娠中や育児における様々な不安や悩みの解消

子育ての悩みや相談に親身に応じてもらえる場

を図り、安心して子どもを産み育てられ、さらに

や相談体制を求める声が多いことから、関連部局

もう一人産みたいと思えるよう、妊娠・出産・子

の連携を一層強化し、体制の充実を更に図ってい

育てに切れ目ない相談支援体制の充実が求められ

く必要があります。一方で、発達障がい児や「特

ています。このため、地域のより身近なところに

別な支援が必要な子」への専門的支援機関が近く

専門職を配置するとともに、ワンストップで必要

に無く、施設の設置が求められています。また、

な支援が受けられる拠点の充実を図る必要があり

子どもの人権を守るため、児童虐待への対応にも

ます。

引き続き取り組む必要があります。

○子育て支援サービスの充実

○ひとり親家庭の自立支援

地域子育て支援センターやファミリー・サポー

母子・父子家庭が増えており、経済的援助や相

ト ※ ・センターの機能の充実など、地域全体で子

談体制をより一層充実していくことが求められて

育てを支援していくことが求められています。保

います。子どもの修学資金や生活資金の貸付制度

育料無料化や軽減及びこども医療費助成制度の充

の拡充と周知徹底を図るとともに、より細かな相

実を図るとともに、子育て応援券の利用対象サー

談の場を提供していく必要があります。

ビスの拡充を継続して要望していく必要がありま
す。

また、就労しながら無理なく子育てができるよ
う、雇用や勤務体系などにおいて育児に理解のあ
る企業等を増やすなど、ひとり親家庭が自立する

○次代の親の育成

ための環境づくりが求められています。

核家族化や少子化が進行する中で、家庭や地域
での教育が重要となっています。中学生や高校生
の時から乳幼児とふれ合う機会を設けたり、子育
て講座を開催するなど、次代の親づくりが求めら
れています。

用 語 解 説
※ファミリー・サポート
登録された民間の保育サポーターによる子どもの一時預かり制度。

関 連 施 策
・次代の親の育成……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。
・子育て支援サービスの充実……2-5-7「移住・定住対策の推進」に関連施策を掲載。
・南砺市型「ネウボラ」……1-3-4「こころとからだの健康づくりの推進」に関連施策を掲載。
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第２章

分野別計画

施策の展開
施策中分類

主な事業
・南砺市型「ネウボラ」推進事業の実施

子育て支援サービスの充実

・出生祝い金制度の実施
・子育て支援センターやファミリー・サポート・センターの機能充実
・保育料等軽減事業の実施
・こども医療費助成制度の実施
・南砺の３人っ子政策の推進
・認可外保育施設に通う子どもにかかる利用料（保育料等）
支援事業の実施
・マイナンバーカード連携「なんとすこやか親子支援事業」の実施

次代の親の育成

・保育園・児童館等での「14才の挑戦」事業やボランティア
活動の受入促進
・子育て講座の開催

児童・子育て家庭相談の
充実

・発達障がい児や「特別な支援が必要な子」への支援の充実と
専門的支援機関の誘致
・児童虐待防止の推進

ひとり親家庭の自立支援

・母子家庭等就業･自立支援事業の実施と支援の充実
・ひとり親世帯子育て応援制度の実施
・修学資金・福祉資金等の貸付制度の周知徹底
・出前相談の実施
・子どもの貧困対策の推進
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妊娠、出産、子育てに
切れ目ない総合的な支援

主な指標
指

標

単位

H22

か所

4

9

9

回／年

14

17

30

子育てに喜びや生きがいを
感じている保護者の割合

％

88.5

91.2

95.0

家族が協力して子どもを
育てている割合

％

−

97.8

100.0

地域子育て支援センター
（公立・私立）箇所数
乳幼児と中高生のふれあいの場や
子育て講座の回数

現状
（H27）

目標値
（H31）

備

考

目標値の設定理由
【子育て支援センター（公立・私立）箇所数】
当初の目標値よりも１か所減となっていますが、児童館内の機能移転等により、私立を合わせて適正な
箇所数となっています。今後も維持していくことが重要であることから、目標値を９か所に設定しました。
【乳幼児と中高生のふれあいの場や子育て講座の回数】
「ふれあいの場」を児童館（４か所）と公立子育て支援センター（８か所）でそれぞれ１回開催、「子
育て講座」を子育て支援センター（９か所）でそれぞれ２回開催することとし、目標値を年30回に設定し
ました。
【子育てに喜びや生きがいを感じている保護者の割合】
子育て支援サービスや子育て家庭の相談内容を充実することにより、より多くの保護者に子育てに喜び
を感じてもらえることが期待できることから、目標値を95％に設定しました。
【家族が協力して子どもを育てている割合】
子育てに関する社会的意識の変化により、多くの家庭において子育てに対する協力の増加が期待できる
ことから、目標値を100％に設定しました。
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1−3

健やかなやすらぎのまちづくり
1-3-8

子どもを育てやすい環境づくりの推進

施策の目指すべき姿
保護者等が、就労しながら無理なく子育てに携わることができるよう支援体制の充実に取り組みます。
子どもが、心身ともに健全に育つ環境づくりを進めます。

現状と課題
○保育園の整備
南砺市立保育園審議会の答申を基に、保育園の
統合再編が完了し、子育て支援センター ※ の増設
並びに適正配置が進んでいます。一方で、廃止保
育園の有効活用を検討していく必要があります。
また、少子化による入園児の減少に伴い、小規
模保育園並みの園児数となっている保育園も出て
きており、配置保育士の人数との関係から、延長
保育等の保育サービスの提供ができなくなるとい
うことも考えられます。
保育園の運営においては、保育サービスのあり
方等の検討や民間活力導入の可能性など、今後の
方向性について検討していく必要があります。

○保育サービスの充実及び幼児教育・保育への支援
女性の社会進出、核家族化等の子育て環境の変
化に伴い、低年齢児の入園希望が増えています。
園児の受け入れ先を確保するため、私立保育園や
教育と保育を一体的に行う認定こども園等の運営
にかかる費用への支援を行うなど、多様化する保
育ニーズに対応したサービスの充実が求められて
います。
また、保育士や看護師の人材確保とともに、園
児や保護者への関わり方をはじめとした保育の質
の向上を目指す研修の機会を拡充するなど、職員
の意識啓発を図っていくことが求められていま
す。

○児童の居場所づくりの推進
児童の居場所を提供する児童館は、多様なサー
ビスの提供とより効率的な運営を行う必要があ
り、現在、指定管理者制度を導入して運営してい
ます。
小学校区毎に学童保育の場は概ね確保されてい
ます。地域の実情に柔軟に対応できる地域主体の
学童保育 ※ の継続に向けて今後も財政支援をして
いく必要があります。
また、就労等のため保護者が日中不在となる小
学校児童を対象とした放課後児童クラブ ※ の需用
は増える傾向にあり、定員等について、今後の利
用者の動向を十分勘案しながら、定員やクラブの
増設等の検討を進める必要があります。
用 語 解 説
※子育て支援センター
保育園等に入園していない子どもを家庭で保育している保護者等の交流、情報交換などの子育て支援の場。
※地域主体の学童保育
留守家庭に限らず地域で取り組む自主的な子どもの居場所づくり「とやまっ子さんさん広場推進事業」を指す。
※放課後児童クラブ
保護者等が労働等により日中家庭にいない小学校の児童を預かるサービス。
※放課後子ども教室
放課後や週末等に公民館等を児童の安全安心な居場所として提供するとともに地域の協力を得て学習活動等を実施する活動。
※病後児保育
保護者等が仕事の都合等で病気回復期の未就学児（満１歳以上）を家庭で保育できない場合に通常の集団保育とは別に保育園で保育するサービス。

関 連 施 策
・子育て環境の充実……2-5-7「移住・定住対策の推進」に関連施策を掲載。
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第２章

分野別計画

施策の展開
主な事業

施策中分類

・保育環境の整備
・廃止保育園の有効活用
・保育園の運営及び保育サービスのあり方の検討
・保育園の民間活力導入等の方向性の検討

児童の居場所づくりの推進

・児童館と放課後児童クラブのサービスの充実と効率的な運営
・地域主体の学童保育への財政支援
・放課後子ども教室※の充実

保育サービスの充実及び
幼児教育・保育への支援

・保育園での保育サービスの統一
・子どもや保護者支援のための保育士の資質の向上
・保育士・看護師の人材確保
・私立保育園や教育と保育を一体的に行う認定こども園への
支援
・事業所・企業内保育・小規模保育等への支援
・なんとで育児ａｎｄ育自（子育て交流サロン）の実施
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保育園の整備

主な指標
指

標

単位

H22

延長保育実施施設数

か所

8

9

9

病後児保育※施設整備数

か所

1

4

5

休日保育実施施設数

か所

1

6

8

地域主体の学童保育実施数

か所

4

5

6

％

52.0

65.2

70.0

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

現状（H27）

目標値（H31）

備

考

目標値の設定理由
【延長保育実施施設数】
保育園統合後の状況を勘案し、目標値は現状を維持するものとして９か所に設定しました。
【病後児保育施設整備数】
保育園統合後の保育サービスの充実を目指し、目標値を５か所に設定しました。
【休日保育実施施設数】
保育サービスの充実を目指し、目標値を８か所に設定しました。
【地域主体の学童保育実施数】
児童の居場所づくりの充実を目指し、目標値を６か所に設定しました。
【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】
平成26年現在で58.5％であり、今後子育て支援施策の取組み成果が反映されるものとして、目標値を
70％に設定しました。
74

