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　第２章で整理した政策分野別の39の施策の柱を展開するに当たり、重点施策として総合戦略を位置づけま
す。総合戦略は、人口減少や少子化、高齢化の進行による地域経済の縮小や地域社会の維持を困難にすると
いった喫緊の課題を克服し、そして、地域で「ひと」を増やし、「ひと」が「しごと」をつくり、「まち」
をつくるという好循環を実現するため、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的考え方
や政策５原則を基に、人口ビジョンで掲げた将来展望を踏まえ、総合計画のうち特に必要な課題へ分野横断
的に取り組む「戦略的」な行動計画として位置づけ、平成27年度～平成31年度の取り組みについて、基本目
標及び具体的な施策と客観的な成果指標をとりまとめたものです。 
　総合計画に掲げる施策の中から、とりわけ人口問題と地域経済縮小の克服について即効性のより高いも
の、まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立により強く資するものを選定し、政策分野の異なる施策を一
体的に連携させながら、市民と行政がともに取り組んでいきます。

第１節  重点施策の位置づけ

行政として取り組むべき課題、
市民・企業等との協働のもとで進めるべき課題

重点施策の基本的方向

重点施策【総合戦略】

①人口減少と地域経済縮小の克服
②地域の個性を活かし、多様性のある地域の実現
③豊かな地域資源の活用と循環社会の構築
④安心して住み続けることができる社会の実現
⑤市民のやる気を支援して「やりたいこと」が「できる」地域を実現
⑥若者、女性、高齢者のがんばりを支援し、活躍できる社会を実現
⑦次世代にツケを回さない行財政運営

結婚・出産・子育
て・教育の支援、
地域共助の確立

若者と女性がいき
いきと輝いて活躍
できる環境の整備、
中小企業活性化、
創造型産業構築、
地域の伝統資源の
活用、ブランド商
品開発

地域コミュニティ
の堅持（協働型社
会の構築）、循環
型社会と新たなラ
イフスタイルの構
築、行財政効率化
の推進

ひとと出会い、ひ
とを呼び込む、交
流人口・貢献市民
の拡大、大学・民
間企業等との連携
の推進

心豊かで安心して
暮らすことができ
る社会を実現する。

「やりたいこと」が
「できる」地域を実
現する。

地域資源を活用・
循環させワクワク
する「懐かしい未
来」を実現する。

ひとと出会い、ひ
とと深くつながる
まちを実現する。

心豊かな「結」と「土
徳」のまち創造

多様な仕事を育む
地域課題解決のま
ち創造

南砺版エコビレッ
ジによる新しいラ
イフスタイルのま
ち創造

文化・芸術・景観・
ひとが紡ぐ交流の
まち創造
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第１節  重点施策の位置づけ

【参考】「重点施策」と総合計画の７つの基本方針及び総合戦略の４つの基本目標との関係

総合戦略の4つの基本目標

総合計画の7つの基本方針

1　心豊かな「結」と
　「土徳」のまち創造

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

1-3）健やかなやすらぎの
まちづくり

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

3-6）市民と行政の協働の
まちづくり

3-7）健全で開かれたまち
づくり

心豊かで安心して暮らすことができる
社会を実現する
（1）結婚・出産・子育て・教育の支援
（2）地域共助の確立

「やりたいこと」が「できる」地域を実
現する
（1）若者と女性がいきいきと輝いて活
躍できる環境の整備
（2）中小企業活性化、創造型産業構築
（3）地域の伝統資源の活用、ブランド
商品開発

地域資源を活用・循環させワクワクする
「懐かしい未来」を実現する
（1）地域コミュニティの堅持（協働型
社会の構築）
（2）循環型社会と新たなライフスタイ
ルの構築
（3）行財政効率化の推進

ひとと出会い、ひとと深くつながるまち
を実現する
（1）ひとと出会い、ひとを呼び込む
（2）交流人口・貢献市民の拡大
（3）大学、民間企業等との連携の推進

南砺版エコビレッジ構想による環境負荷の少な
い新しいライフスタイル（循環型社会）を構築
し、散居景観などの環境保全と豊かな自然の活
用、地域の特性を活かした土地の有効利用によ
り、自然と人が共生できるまちをつくります。

市内外を結ぶ利便性の高い道路・交通ネット
ワークの構築や快適に暮らせる社会基盤の整
備、安全で安心な生活環境の確保により、いつ
までも暮らし続けることができるまちをつくり
ます。

［1⑥］暮らしやすさを実感できる地
域の創造

［3⑤］森里川海のつながりでいのち
湧く地域の形成

［3②］木質バイオマスエネルギー
等の活用

［3③］地産地消推進による食の自
給率向上

［3④］南砺の農林水産業の維持と
新たな挑戦

［4④］貢献市民の拡大
［4⑤］「文化芸術創造都市」として

の魅力をさらに高める

［4③］交流観光の推進

［4①］移住定住施策の推進
［4②］市民がつながり、交流する仕

組みづくりの支援
［4⑥］高校、高専、大学、大学院、民

間企業などとの連携の拡充

［3①］コミュニティビジネスの支援
と笑顔あふれる豊かな地域
の創造

［3⑥］公共施設再編計画の実現

［1⑤］南砺を想う子どもを育む

［1①］若者の結婚活動を支援

［1②］妊娠、出産、子育てに切れ目
ない総合的な支援

［1③］高齢者を地域全体で見守る体
制づくりを支援

［1④］平均寿命と健康寿命を延伸

［2①］起業・コミュニティビジネス
支援と就業支援

［2②］企業誘致の推進と新たなビジ
ネスを支える地域創生ファン
ドの組成

［2③］南砺版エコノミックガーデニ
ングの構築

［2④］クリエイターの集積による新
たな魅力の創造

［2⑤］五箇山&南砺ブランド商品の
開発と販売促進

［2⑥］職人育成と伝統工芸の維持

市民がともに支えあい、生きがいと喜びを持っ
て生活できるよう、総合的な福祉・健康対策の
推進と医療・救急体制の充実を図ることによ
り、住み慣れた地域でやすらぎのある暮らしが
できるまちをつくります。

市民が、学校教育や芸術文化活動、スポーツ活
動を通じて創造的で生きがいのある生活を送
り、文化財・伝統文化の保存、活用、継承を通じ
て心豊かに暮らせるまちをつくります。

農林業施策の展開や伝統・地場産業の育成と振
興、魅力ある観光・商工業の振興、企業誘致や
起業家支援による新産業の創出などで、多様な
雇用の創出を図り、やりたいことができる活力
と魅力あるまちをつくります。

地域コミュニティ活動やボランティア活動の支
援体制を構築し、市民や企業と行政が助け合
い、支え合いながら地域課題や社会問題の解決
に取り組み、郷土に誇りと愛着を持ち、いつま
でも住み続けたいと思える共助、協働のまちを
つくります。

行政の効率化、財政の健全化を図り、将来にわ
たり安定した行財政経営に努めるとともに、市
民の利便性向上と市民に効果的な行政サービス
が提供できるよう開かれたまちをつくります。

2　多様な仕事を育む
　  地域課題解決のまち創造

3　南砺版エコビレッジによる
　  新しいライフスタイルのまち創造

4　文化・芸術・景観・ひとが紡ぐ
　  交流のまち創造

安心して住み続けることが
できる社会の実現

地域経済縮小の克服、市民
のやる気を支援して「やり
たいこと」が「できる」地域
を実現。若者・女性・高齢者
のがんばりを支援し、活躍
できる社会を実現

人口減少の克服、地域の個
性を活かし、多様性のある
地域の実現

循環型社会の構築

豊かな地域資源の活用

次世代にツケをまわさない
行財政運営
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第１節  重点施策の位置づけ

【参考】「重点施策」と総合計画の７つの基本方針及び総合戦略の４つの基本目標との関係

総合戦略の4つの基本目標

総合計画の7つの基本方針

1　心豊かな「結」と
　「土徳」のまち創造

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

1-3）健やかなやすらぎの
まちづくり

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

3-6）市民と行政の協働の
まちづくり

3-7）健全で開かれたまち
づくり

心豊かで安心して暮らすことができる
社会を実現する
（1）結婚・出産・子育て・教育の支援
（2）地域共助の確立

「やりたいこと」が「できる」地域を実
現する
（1）若者と女性がいきいきと輝いて活
躍できる環境の整備
（2）中小企業活性化、創造型産業構築
（3）地域の伝統資源の活用、ブランド
商品開発

地域資源を活用・循環させワクワクする
「懐かしい未来」を実現する
（1）地域コミュニティの堅持（協働型
社会の構築）
（2）循環型社会と新たなライフスタイ
ルの構築
（3）行財政効率化の推進

ひとと出会い、ひとと深くつながるまち
を実現する
（1）ひとと出会い、ひとを呼び込む
（2）交流人口・貢献市民の拡大
（3）大学、民間企業等との連携の推進

南砺版エコビレッジ構想による環境負荷の少な
い新しいライフスタイル（循環型社会）を構築
し、散居景観などの環境保全と豊かな自然の活
用、地域の特性を活かした土地の有効利用によ
り、自然と人が共生できるまちをつくります。

市内外を結ぶ利便性の高い道路・交通ネット
ワークの構築や快適に暮らせる社会基盤の整
備、安全で安心な生活環境の確保により、いつ
までも暮らし続けることができるまちをつくり
ます。

［1⑥］暮らしやすさを実感できる地
域の創造

［3⑤］森里川海のつながりでいのち
湧く地域の形成

［3②］木質バイオマスエネルギー
等の活用

［3③］地産地消推進による食の自
給率向上

［3④］南砺の農林水産業の維持と
新たな挑戦

［4④］貢献市民の拡大
［4⑤］「文化芸術創造都市」として

の魅力をさらに高める

［4③］交流観光の推進

［4①］移住定住施策の推進
［4②］市民がつながり、交流する仕

組みづくりの支援
［4⑥］高校、高専、大学、大学院、民

間企業などとの連携の拡充

［3①］コミュニティビジネスの支援
と笑顔あふれる豊かな地域
の創造

［3⑥］公共施設再編計画の実現

［1⑤］南砺を想う子どもを育む

［1①］若者の結婚活動を支援

［1②］妊娠、出産、子育てに切れ目
ない総合的な支援

［1③］高齢者を地域全体で見守る体
制づくりを支援

［1④］平均寿命と健康寿命を延伸

［2①］起業・コミュニティビジネス
支援と就業支援

［2②］企業誘致の推進と新たなビジ
ネスを支える地域創生ファン
ドの組成

［2③］南砺版エコノミックガーデニ
ングの構築

［2④］クリエイターの集積による新
たな魅力の創造

［2⑤］五箇山&南砺ブランド商品の
開発と販売促進

［2⑥］職人育成と伝統工芸の維持

市民がともに支えあい、生きがいと喜びを持っ
て生活できるよう、総合的な福祉・健康対策の
推進と医療・救急体制の充実を図ることによ
り、住み慣れた地域でやすらぎのある暮らしが
できるまちをつくります。

市民が、学校教育や芸術文化活動、スポーツ活
動を通じて創造的で生きがいのある生活を送
り、文化財・伝統文化の保存、活用、継承を通じ
て心豊かに暮らせるまちをつくります。

農林業施策の展開や伝統・地場産業の育成と振
興、魅力ある観光・商工業の振興、企業誘致や
起業家支援による新産業の創出などで、多様な
雇用の創出を図り、やりたいことができる活力
と魅力あるまちをつくります。

地域コミュニティ活動やボランティア活動の支
援体制を構築し、市民や企業と行政が助け合
い、支え合いながら地域課題や社会問題の解決
に取り組み、郷土に誇りと愛着を持ち、いつま
でも住み続けたいと思える共助、協働のまちを
つくります。

行政の効率化、財政の健全化を図り、将来にわ
たり安定した行財政経営に努めるとともに、市
民の利便性向上と市民に効果的な行政サービス
が提供できるよう開かれたまちをつくります。

2　多様な仕事を育む
　  地域課題解決のまち創造

3　南砺版エコビレッジによる
　  新しいライフスタイルのまち創造

4　文化・芸術・景観・ひとが紡ぐ
　  交流のまち創造

安心して住み続けることが
できる社会の実現

地域経済縮小の克服、市民
のやる気を支援して「やり
たいこと」が「できる」地域
を実現。若者・女性・高齢者
のがんばりを支援し、活躍
できる社会を実現

人口減少の克服、地域の個
性を活かし、多様性のある
地域の実現

循環型社会の構築

豊かな地域資源の活用

次世代にツケをまわさない
行財政運営
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第２節  重点施策の展開

１.《基本目標１》心豊かな「結」と「土徳」のまち創造 ２.《基本目標２》多様な仕事を育む地域課題解決のまち創造
〈施策の体系〉

心豊かな「結」と
「土徳」のまち創造

（1）結婚・出産・子育て・
教育の支援

① 若者の結婚活動を支援
② 妊娠、出産、子育てに切れ目のない総合
的な支援

③ 高齢者を地域全体で見守る体制づくり
を支援

④ 平均寿命と健康寿命を延伸
⑤ 南砺を想う子どもを育む
⑥ 暮らしやすさを実感できる地域の創造

（2）地域共助の確立

〈施策の体系〉

多様な仕事を育
む地域課題解決
のまち創造

（1）若者と女性がいきいき
と輝いて活躍できる
環境の整備

① 起業・コミュニティビジネス支援と就業支援
② 企業誘致の推進と新たなビジネスを支える地
域創生ファンドの組成

（3）地域の伝統資源の活
用、ブランド商品開発

（2）中小企業活性化、　
創造型産業構築

③ 南砺版エコノミックガーデニングの構築
④ クリエイターの集積による新たな魅力の創造

⑤ 五箇山＆南砺ブランド商品の開発と販売促進
⑥ 職人育成と伝統工芸の維持

い質で魅力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけている。こうした伝統工芸を維持するためには、
技術を継承する人材の確保が不可欠であり、継承者の育成支援への取組みを推進する。また、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、地元だけでなく全国、海外へ積極的に
打って出ることのでき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
開なども重要である。

（１）結婚・出産・子育て・教育の支援
◯結婚、妊娠、出産、子育て、教育の総合的な支援により、安心して子育てできる環境を整える。
・人口減少の主要因の一つである出生率の低下に歯止めをかけるため、先ずは非婚化、晩婚化を解消し婚姻
数を伸ばし人口増を図っていく必要がある。本市では、これまで行政が主体となって「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
おり、今後より一層の成果をあげるべく、次のような取組みを行う。
・独身者の多様なニーズにあった情報発信や出会いの場提供などの支援メニューの多彩化を図るとともに、
独身者が結婚しやすくなるための雇用の改善、若者の経済的安定化などの総合的な環境づくりを進める。
また地域の人的ネットワークを幅広く持つ有用な人材の活用や独身者の勤務先の企業との連携など、地域
を巻き込んだ取組みを推進する。
・既婚者には、出生率の向上を促すため、出産・育児に対する様々な不安の解消に対処し、産前・産後・子
育ての切れ目ない支援により、安心して産み育てられ、また子どもが心身ともに健全に育つ環境づくりを
進める。このため、身近で信頼できる専門職の確保・養成とともに、ワンストップでサービスが受けられ
る地域拠点の整備などを推進する。

（２）地域共助の確立
◯市民が共に支えあい、住み慣れた地域で生きがいと喜びを感じ、健康に暮らし続けられる地域をつくる。
・高齢化や核家族化が進み一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が多く、自力では車の運転や雪下ろし等
ができなくなるなど、地域の生活に不安を抱く人が増えている。
・人口減少とそれに伴う過疎化をくい止めるためには、高齢者が安全で、安心感を持って、住み慣れた場所
で生きがいと喜びを感じつつ、健康に暮らし続けられる地域をつくることが重要である。このため、地域
住民や保健・医療・福祉関係者が連携し、支えあ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、地域包括医療ケア体制を確立していく必要がある。
・地域の困りごとの解決や多世代の交流に、高齢者の経験と知恵と技を活かせるような活動をコミュニティ
内で日常的に取り組めることにより、地域内での役目を作ることで生きがいづくりにつながり、健康寿命
の延伸や平均寿命の延伸につながる。
・長期的将来にわたって人口減少に歯止めをかけていくためには、地域で生まれ育った人の転出を抑制し、
進学や就職で一旦は市外に転出しても必ず市内に戻ってくるようにすることが重要である。そのために
は、子どもの時代から郷土を思う意識を醸成することや地域愛を育むことが大切であり、そのために学校
教育等において本市の良さを知る機会の提供や地域との絆を深める取組みなどを推進する。
・定住人口を増やすためには、暮らしやすさを実感できる地域づくりが必要である。それには本市の強みで
ある豊かな自然環境やコミュニティの結束の固さなどの特徴を活かした施策を進める必要があり、あわせ
て本市の弱みである地域間の遠隔性への対応として、公共交通や情報通信技術の利便性をより高めること
で市民に利便性を感じてもらえるよう取り組みを進める。

（１）若者と女性がいきいきと輝いて活躍できる環境の整備
◯「やりたいこと」が「できる」、多様で魅力的な起業環境整備や就業支援を推進する。
・若者や女性、ＩＪＵターン者等の多様な就業希望に応えられるよう、既存企業のイノベーションによる活
性化及び新規企業の誘致を進めるとともに、新たにチャレンジする起業家、ベンチャー企業を育成、支援
し、「やりたいことが見つかる」見つからなければ「やりたいことが自らできる」環境づくりを推進して
いく必要がある。
　また、子育てで離職された女性の再就職などの就業支援をこれまで以上におこなっていく必要がある。
・人口減少によって、地域の商業・サービス施設等の利用者を失い閉店するものが増えることが予想され、
住民サービスの低下を招くことになる。このため、地域で暮らしていく上での日常的な需要（購買、福
祉、教育等）に対して、地域住民が主体となってきめ細かな心の行き届いたサービスを供給するコミュニ
ティビジネスの展開などが今後強く求められる。このような地域（コミュニティ）を支える多様な人材の
育成と、その人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こうした観点から地域の若者や高齢者、女性
などが起業しやすい環境整備を推進する必要がある。

（２）中小企業活性化、創造型産業構築
◯地域の雇用と経済を担う既存産業の成長を支援し､企業とともに歩むまちづくりを推進する｡
・本市の中小企業、小規模事業者は、地域の雇用と経済を支え、技術、伝統及び文化の継承並びにまちづく
りとのかかわりについても、地域社会と市民生活を支える大きな役割を担っている。地域の中小企業・小
規模事業者が活動しやすく、成長できるような環境を整えていくことが地域経済活性化につながるもので
あることから、事業者、経済団体、金融機関及び市が連携しながらエコノミックガーデニングを推進する
必要がある。
・地方都市立地でわが国有数のアニメ制作会社がある本市の強みを活かし、全国からクリエイターが集まる
コンテンツ産業を構築し、空き家を活用したテレワーク環境など、クリエイターが活動・生活しやすい環
境を整え、多くのクリエイターの集積による新たな魅力を創出する。
・本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創出や地域
の振興など、地域内でお金を循環させ、地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の金融機関との協
働により市民と行政によるファンドの創設を検討する。

（３）地域の伝統資源の活用、ブランド商品開発
◯本市の強みである伝統工芸技術と地域資源の融合等による新たな地域ブランド商品の開発を図る。
・一次産業による特産物を活かして、二次産業（加工技術等）、三次産業（デザイン・販売等）との組合せ
による新たな産業活動の展開を支援し、地域ブランド商品の開発を図る。
・井波彫刻や五箇山和紙といった国指定の伝統的工芸品をはじめ、本市の地場産業は、その歴史と伝統、高
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１.《基本目標１》心豊かな「結」と「土徳」のまち創造 ２.《基本目標２》多様な仕事を育む地域課題解決のまち創造
〈施策の体系〉

心豊かな「結」と
「土徳」のまち創造

（1）結婚・出産・子育て・
教育の支援

① 若者の結婚活動を支援
② 妊娠、出産、子育てに切れ目のない総合
的な支援

③ 高齢者を地域全体で見守る体制づくり
を支援

④ 平均寿命と健康寿命を延伸
⑤ 南砺を想う子どもを育む
⑥ 暮らしやすさを実感できる地域の創造

（2）地域共助の確立

〈施策の体系〉

多様な仕事を育
む地域課題解決
のまち創造

（1）若者と女性がいきいき
と輝いて活躍できる
環境の整備

① 起業・コミュニティビジネス支援と就業支援
② 企業誘致の推進と新たなビジネスを支える地
域創生ファンドの組成

（3）地域の伝統資源の活
用、ブランド商品開発

（2）中小企業活性化、　
創造型産業構築

③ 南砺版エコノミックガーデニングの構築
④ クリエイターの集積による新たな魅力の創造

⑤ 五箇山＆南砺ブランド商品の開発と販売促進
⑥ 職人育成と伝統工芸の維持

い質で魅力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけている。こうした伝統工芸を維持するためには、
技術を継承する人材の確保が不可欠であり、継承者の育成支援への取組みを推進する。また、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、地元だけでなく全国、海外へ積極的に
打って出ることのでき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
開なども重要である。

（１）結婚・出産・子育て・教育の支援
◯結婚、妊娠、出産、子育て、教育の総合的な支援により、安心して子育てできる環境を整える。
・人口減少の主要因の一つである出生率の低下に歯止めをかけるため、先ずは非婚化、晩婚化を解消し婚姻
数を伸ばし人口増を図っていく必要がある。本市では、これまで行政が主体となって「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
おり、今後より一層の成果をあげるべく、次のような取組みを行う。
・独身者の多様なニーズにあった情報発信や出会いの場提供などの支援メニューの多彩化を図るとともに、
独身者が結婚しやすくなるための雇用の改善、若者の経済的安定化などの総合的な環境づくりを進める。
また地域の人的ネットワークを幅広く持つ有用な人材の活用や独身者の勤務先の企業との連携など、地域
を巻き込んだ取組みを推進する。
・既婚者には、出生率の向上を促すため、出産・育児に対する様々な不安の解消に対処し、産前・産後・子
育ての切れ目ない支援により、安心して産み育てられ、また子どもが心身ともに健全に育つ環境づくりを
進める。このため、身近で信頼できる専門職の確保・養成とともに、ワンストップでサービスが受けられ
る地域拠点の整備などを推進する。

（２）地域共助の確立
◯市民が共に支えあい、住み慣れた地域で生きがいと喜びを感じ、健康に暮らし続けられる地域をつくる。
・高齢化や核家族化が進み一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が多く、自力では車の運転や雪下ろし等
ができなくなるなど、地域の生活に不安を抱く人が増えている。
・人口減少とそれに伴う過疎化をくい止めるためには、高齢者が安全で、安心感を持って、住み慣れた場所
で生きがいと喜びを感じつつ、健康に暮らし続けられる地域をつくることが重要である。このため、地域
住民や保健・医療・福祉関係者が連携し、支えあ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、地域包括医療ケア体制を確立していく必要がある。
・地域の困りごとの解決や多世代の交流に、高齢者の経験と知恵と技を活かせるような活動をコミュニティ
内で日常的に取り組めることにより、地域内での役目を作ることで生きがいづくりにつながり、健康寿命
の延伸や平均寿命の延伸につながる。
・長期的将来にわたって人口減少に歯止めをかけていくためには、地域で生まれ育った人の転出を抑制し、
進学や就職で一旦は市外に転出しても必ず市内に戻ってくるようにすることが重要である。そのために
は、子どもの時代から郷土を思う意識を醸成することや地域愛を育むことが大切であり、そのために学校
教育等において本市の良さを知る機会の提供や地域との絆を深める取組みなどを推進する。
・定住人口を増やすためには、暮らしやすさを実感できる地域づくりが必要である。それには本市の強みで
ある豊かな自然環境やコミュニティの結束の固さなどの特徴を活かした施策を進める必要があり、あわせ
て本市の弱みである地域間の遠隔性への対応として、公共交通や情報通信技術の利便性をより高めること
で市民に利便性を感じてもらえるよう取り組みを進める。

（１）若者と女性がいきいきと輝いて活躍できる環境の整備
◯「やりたいこと」が「できる」、多様で魅力的な起業環境整備や就業支援を推進する。
・若者や女性、ＩＪＵターン者等の多様な就業希望に応えられるよう、既存企業のイノベーションによる活
性化及び新規企業の誘致を進めるとともに、新たにチャレンジする起業家、ベンチャー企業を育成、支援
し、「やりたいことが見つかる」見つからなければ「やりたいことが自らできる」環境づくりを推進して
いく必要がある。
　また、子育てで離職された女性の再就職などの就業支援をこれまで以上におこなっていく必要がある。
・人口減少によって、地域の商業・サービス施設等の利用者を失い閉店するものが増えることが予想され、
住民サービスの低下を招くことになる。このため、地域で暮らしていく上での日常的な需要（購買、福
祉、教育等）に対して、地域住民が主体となってきめ細かな心の行き届いたサービスを供給するコミュニ
ティビジネスの展開などが今後強く求められる。このような地域（コミュニティ）を支える多様な人材の
育成と、その人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こうした観点から地域の若者や高齢者、女性
などが起業しやすい環境整備を推進する必要がある。

（２）中小企業活性化、創造型産業構築
◯地域の雇用と経済を担う既存産業の成長を支援し､企業とともに歩むまちづくりを推進する｡
・本市の中小企業、小規模事業者は、地域の雇用と経済を支え、技術、伝統及び文化の継承並びにまちづく
りとのかかわりについても、地域社会と市民生活を支える大きな役割を担っている。地域の中小企業・小
規模事業者が活動しやすく、成長できるような環境を整えていくことが地域経済活性化につながるもので
あることから、事業者、経済団体、金融機関及び市が連携しながらエコノミックガーデニングを推進する
必要がある。
・地方都市立地でわが国有数のアニメ制作会社がある本市の強みを活かし、全国からクリエイターが集まる
コンテンツ産業を構築し、空き家を活用したテレワーク環境など、クリエイターが活動・生活しやすい環
境を整え、多くのクリエイターの集積による新たな魅力を創出する。
・本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創出や地域
の振興など、地域内でお金を循環させ、地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の金融機関との協
働により市民と行政によるファンドの創設を検討する。

（３）地域の伝統資源の活用、ブランド商品開発
◯本市の強みである伝統工芸技術と地域資源の融合等による新たな地域ブランド商品の開発を図る。
・一次産業による特産物を活かして、二次産業（加工技術等）、三次産業（デザイン・販売等）との組合せ
による新たな産業活動の展開を支援し、地域ブランド商品の開発を図る。
・井波彫刻や五箇山和紙といった国指定の伝統的工芸品をはじめ、本市の地場産業は、その歴史と伝統、高
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３.《基本目標３》南砺版エコビレッジによる新しいライフスタイルのまち創造

４.《基本目標４》文化･芸術･景観･ひとが紡ぐ交流のまち創造

〈施策の体系〉

南砺版エコビ
レッジによる新
しいライフスタ
イルのまち創造

（1）地域コミュニティの堅持
（協働型社会の構築）

① コミュニティビジネスの支援と笑顔あふ
れる豊かな地域の創造

（3）行財政効率化の推進

（2）循環型社会と新たなライ
フスタイルの構築

②木質バイオマスエネルギー等の活用
③地産地消推進による食の自給率向上
④南砺の農林水産業の維持と新たな挑戦
⑤森里川海のつながりでいのち湧く地域の
形成

⑥公共施設再編計画の実現

〈施策の体系〉

文化･芸術･景観
･ひとが紡ぐ交
流のまち創造

（1）ひとに出会い、ひとを呼
び込む

① 移住定住施策の推進
② 市民がつながり、交流する仕組みづくりの
支援

（3）大学、民間企業との連携
の推進

（2）交流人口･貢献市民の
拡大

③ 交流観光の推進
④ 貢献市民の拡大
⑤ 「文化芸術創造都市」としての魅力をさら
に高める

⑥ 高校､高専､大学､大学院､民間企業などとの
連携の拡充

い質で魅力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけている。こうした伝統工芸を維持するためには、
技術を継承する人材の確保が不可欠であり、継承者の育成支援への取組みを推進する。また、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、地元だけでなく全国、海外へ積極的に
打って出ることのでき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
開なども重要である。

む必要がある。また林業においては地元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る。こうした取組みにより、南砺ら
しい持続可能な農林水産業を実現し、農山村の生活文化の継承とともに、都市と農山村との交流を展開
し、誇りと愛着の持てる地域づくりを推進する。
・南砺市の誇れるところ、優れたところは「豊かな自然」という声がアンケートや委員、市民から大多数の
意見である。我々は、この豊かな自然から、きれいな空気、豊かな水、おいしい食料だけでなく、生活文
化やレクリエーションなど数え切れない恩恵を受けている。自然を象徴する森・里・川・海の保全は、こ
の恩恵を将来の世代へ引き継ぐことにつながることから、本市を流れる庄川や小矢部川の流域の自治体と
も連携し、住民や民間企業などともつながりながら森・里・川・海の保全活動とその恩恵を享受しながら
豊かなまちづくりを推進する。

（３）行財政効率化の推進
◯地域における様々な資源を暮らしに活かすことで、行財政運営の健全化を図る。
・次世代にツケを回さないよう、行政の効率化、財政の健全化を図り、将来にわたり安定した行財政経営を
実現すべく、市民の利便性等に配慮しつつ、公共施設再編計画の実現を図る。
・本市は８町村が合併したことにより、機能的に重複する公共施設が多数存立している。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が必要になる。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、公共施設の再編に向けた取組みを進めているところであるが、今後の
人口減少の影響等を勘案すると待った無しの状況にあり、今後は従来に増して重点的戦略課題として取組
み、公共施設再編計画の早期実現を図る。
　なお、縮減する公共施設については、民間活力などを用いて、従来のサービスを維持、拡充するよう努め
るとともに、それぞれの地域における小規模多機能サービスの拠点施設等としての有効活用を図る。

・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）若者と女性がいきいきと輝いて活躍できる環境の整備
◯「やりたいこと」が「できる」、多様で魅力的な起業環境整備や就業支援を推進する。
・若者や女性、ＩＪＵターン者等の多様な就業希望に応えられるよう、既存企業のイノベーションによる活
性化及び新規企業の誘致を進めるとともに、新たにチャレンジする起業家、ベンチャー企業を育成、支援
し、「やりたいことが見つかる」見つからなければ「やりたいことが自らできる」環境づくりを推進して
いく必要がある。
　また、子育てで離職された女性の再就職などの就業支援をこれまで以上におこなっていく必要がある。
・人口減少によって、地域の商業・サービス施設等の利用者を失い閉店するものが増えることが予想され、
住民サービスの低下を招くことになる。このため、地域で暮らしていく上での日常的な需要（購買、福
祉、教育等）に対して、地域住民が主体となってきめ細かな心の行き届いたサービスを供給するコミュニ
ティビジネスの展開などが今後強く求められる。このような地域（コミュニティ）を支える多様な人材の
育成と、その人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こうした観点から地域の若者や高齢者、女性
などが起業しやすい環境整備を推進する必要がある。

（２）中小企業活性化、創造型産業構築
◯地域の雇用と経済を担う既存産業の成長を支援し､企業とともに歩むまちづくりを推進する｡
・本市の中小企業、小規模事業者は、地域の雇用と経済を支え、技術、伝統及び文化の継承並びにまちづく
りとのかかわりについても、地域社会と市民生活を支える大きな役割を担っている。地域の中小企業・小
規模事業者が活動しやすく、成長できるような環境を整えていくことが地域経済活性化につながるもので
あることから、事業者、経済団体、金融機関及び市が連携しながらエコノミックガーデニングを推進する
必要がある。
・地方都市立地でわが国有数のアニメ制作会社がある本市の強みを活かし、全国からクリエイターが集まる
コンテンツ産業を構築し、空き家を活用したテレワーク環境など、クリエイターが活動・生活しやすい環
境を整え、多くのクリエイターの集積による新たな魅力を創出する。
・本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創出や地域
の振興など、地域内でお金を循環させ、地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の金融機関との協
働により市民と行政によるファンドの創設を検討する。

（３）地域の伝統資源の活用、ブランド商品開発
◯本市の強みである伝統工芸技術と地域資源の融合等による新たな地域ブランド商品の開発を図る。
・一次産業による特産物を活かして、二次産業（加工技術等）、三次産業（デザイン・販売等）との組合せ
による新たな産業活動の展開を支援し、地域ブランド商品の開発を図る。
・井波彫刻や五箇山和紙といった国指定の伝統的工芸品をはじめ、本市の地場産業は、その歴史と伝統、高

（１）地域コミュニティの堅持（協働型社会の構築）
◯地域の中で助け合う、持続可能なコミュニティづくりを推進する。
・本市は昔ながらの「結の精神」が根付く地域であるが、少子高齢化と人口減少により、コミュニティ活動
が制約され、コミュニティの存続が危惧される地域が増えつつある。
・こうした中で、従来の地域コミュニティが維持されるよう、地域コミュニティの活動拠点の充実に取り組
むとともに、コミュニティを支える人材の育成、住民の協働によって高齢世帯等の日常生活を支援するコ
ミュニティビジネス等の地域活動を支援する。
・さらに、自治振興会を単位とした地域運営組織（小規模多機能自治組織）への取り組みを支援し、それぞ
れの地域の現実に合った地域運営体制の構築による、持続可能な地域づくりを推進する。

（２）循環型社会と新たなライフスタイルの構築
◯地域資源を生かし、自然と人が共生できる循環型社会と新たなライフスタイルを構築する。
・南砺市の強みである豊富な地域資源を生かし、自然と人が共生できる循環型社会を構築するとともに、そ
れらを取り入れた南砺市らしいライフスタイルを確立する。これによって、自然と共生する循環型社会に
共感する人を呼び込み、人口定着を促進する。
・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る。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など、多様な形態で実施されている。今後も、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。
・本市には、市域の８割を占める広大な森林とともに、豊かな水と整備された農地を基盤に、多岐にわたる
農林水産業が営まれている。農山村においては、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・里山環境が形成されており、こうした農山村の持つ豊かな自然、伝承文化等の多面的機能を保
持していく必要がある。このため、農業においては、水稲、野菜・果樹の園芸作物、畜産等の生産性の向
上に加えて、新たな特産物の開発やブランド化、六次産業化による産地育成と販路・消費の拡大に取り組

（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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第２節  重点施策の展開

３.《基本目標３》南砺版エコビレッジによる新しいライフスタイルのまち創造

４.《基本目標４》文化･芸術･景観･ひとが紡ぐ交流のまち創造

〈施策の体系〉

南砺版エコビ
レッジによる新
しいライフスタ
イルのまち創造

（1）地域コミュニティの堅持
（協働型社会の構築）

① コミュニティビジネスの支援と笑顔あふ
れる豊かな地域の創造

（3）行財政効率化の推進

（2）循環型社会と新たなライ
フスタイルの構築

②木質バイオマスエネルギー等の活用
③地産地消推進による食の自給率向上
④南砺の農林水産業の維持と新たな挑戦
⑤森里川海のつながりでいのち湧く地域の
形成

⑥公共施設再編計画の実現

〈施策の体系〉

文化･芸術･景観
･ひとが紡ぐ交
流のまち創造

（1）ひとに出会い、ひとを呼
び込む

① 移住定住施策の推進
② 市民がつながり、交流する仕組みづくりの
支援

（3）大学、民間企業との連携
の推進

（2）交流人口･貢献市民の
拡大

③ 交流観光の推進
④ 貢献市民の拡大
⑤ 「文化芸術創造都市」としての魅力をさら
に高める

⑥ 高校､高専､大学､大学院､民間企業などとの
連携の拡充

い質で魅力ある観光資源として多くの観光客を惹きつけている。こうした伝統工芸を維持するためには、
技術を継承する人材の確保が不可欠であり、継承者の育成支援への取組みを推進する。また、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、地元だけでなく全国、海外へ積極的に
打って出ることのでき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
開なども重要である。

む必要がある。また林業においては地元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る。こうした取組みにより、南砺ら
しい持続可能な農林水産業を実現し、農山村の生活文化の継承とともに、都市と農山村との交流を展開
し、誇りと愛着の持てる地域づくりを推進する。
・南砺市の誇れるところ、優れたところは「豊かな自然」という声がアンケートや委員、市民から大多数の
意見である。我々は、この豊かな自然から、きれいな空気、豊かな水、おいしい食料だけでなく、生活文
化やレクリエーションなど数え切れない恩恵を受けている。自然を象徴する森・里・川・海の保全は、こ
の恩恵を将来の世代へ引き継ぐことにつながることから、本市を流れる庄川や小矢部川の流域の自治体と
も連携し、住民や民間企業などともつながりながら森・里・川・海の保全活動とその恩恵を享受しながら
豊かなまちづくりを推進する。

（３）行財政効率化の推進
◯地域における様々な資源を暮らしに活かすことで、行財政運営の健全化を図る。
・次世代にツケを回さないよう、行政の効率化、財政の健全化を図り、将来にわたり安定した行財政経営を
実現すべく、市民の利便性等に配慮しつつ、公共施設再編計画の実現を図る。
・本市は８町村が合併したことにより、機能的に重複する公共施設が多数存立している。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が必要になる。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、公共施設の再編に向けた取組みを進めているところであるが、今後の
人口減少の影響等を勘案すると待った無しの状況にあり、今後は従来に増して重点的戦略課題として取組
み、公共施設再編計画の早期実現を図る。
　なお、縮減する公共施設については、民間活力などを用いて、従来のサービスを維持、拡充するよう努め
るとともに、それぞれの地域における小規模多機能サービスの拠点施設等としての有効活用を図る。

・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）若者と女性がいきいきと輝いて活躍できる環境の整備
◯「やりたいこと」が「できる」、多様で魅力的な起業環境整備や就業支援を推進する。
・若者や女性、ＩＪＵターン者等の多様な就業希望に応えられるよう、既存企業のイノベーションによる活
性化及び新規企業の誘致を進めるとともに、新たにチャレンジする起業家、ベンチャー企業を育成、支援
し、「やりたいことが見つかる」見つからなければ「やりたいことが自らできる」環境づくりを推進して
いく必要がある。
　また、子育てで離職された女性の再就職などの就業支援をこれまで以上におこなっていく必要がある。
・人口減少によって、地域の商業・サービス施設等の利用者を失い閉店するものが増えることが予想され、
住民サービスの低下を招くことになる。このため、地域で暮らしていく上での日常的な需要（購買、福
祉、教育等）に対して、地域住民が主体となってきめ細かな心の行き届いたサービスを供給するコミュニ
ティビジネスの展開などが今後強く求められる。このような地域（コミュニティ）を支える多様な人材の
育成と、その人たちが活躍できる環境の整備が重要であり、こうした観点から地域の若者や高齢者、女性
などが起業しやすい環境整備を推進する必要がある。

（２）中小企業活性化、創造型産業構築
◯地域の雇用と経済を担う既存産業の成長を支援し､企業とともに歩むまちづくりを推進する｡
・本市の中小企業、小規模事業者は、地域の雇用と経済を支え、技術、伝統及び文化の継承並びにまちづく
りとのかかわりについても、地域社会と市民生活を支える大きな役割を担っている。地域の中小企業・小
規模事業者が活動しやすく、成長できるような環境を整えていくことが地域経済活性化につながるもので
あることから、事業者、経済団体、金融機関及び市が連携しながらエコノミックガーデニングを推進する
必要がある。
・地方都市立地でわが国有数のアニメ制作会社がある本市の強みを活かし、全国からクリエイターが集まる
コンテンツ産業を構築し、空き家を活用したテレワーク環境など、クリエイターが活動・生活しやすい環
境を整え、多くのクリエイターの集積による新たな魅力を創出する。
・本市にある伝統や歴史、技術、人など豊富な地域資源を活かした、地域の生業（なりわい）の創出や地域
の振興など、地域内でお金を循環させ、地域の課題解決や活性化につなげるため、地域の金融機関との協
働により市民と行政によるファンドの創設を検討する。

（３）地域の伝統資源の活用、ブランド商品開発
◯本市の強みである伝統工芸技術と地域資源の融合等による新たな地域ブランド商品の開発を図る。
・一次産業による特産物を活かして、二次産業（加工技術等）、三次産業（デザイン・販売等）との組合せ
による新たな産業活動の展開を支援し、地域ブランド商品の開発を図る。
・井波彫刻や五箇山和紙といった国指定の伝統的工芸品をはじめ、本市の地場産業は、その歴史と伝統、高

（１）地域コミュニティの堅持（協働型社会の構築）
◯地域の中で助け合う、持続可能なコミュニティづくりを推進する。
・本市は昔ながらの「結の精神」が根付く地域であるが、少子高齢化と人口減少により、コミュニティ活動
が制約され、コミュニティの存続が危惧される地域が増えつつある。
・こうした中で、従来の地域コミュニティが維持されるよう、地域コミュニティの活動拠点の充実に取り組
むとともに、コミュニティを支える人材の育成、住民の協働によって高齢世帯等の日常生活を支援するコ
ミュニティビジネス等の地域活動を支援する。
・さらに、自治振興会を単位とした地域運営組織（小規模多機能自治組織）への取り組みを支援し、それぞ
れの地域の現実に合った地域運営体制の構築による、持続可能な地域づくりを推進する。

（２）循環型社会と新たなライフスタイルの構築
◯地域資源を生かし、自然と人が共生できる循環型社会と新たなライフスタイルを構築する。
・南砺市の強みである豊富な地域資源を生かし、自然と人が共生できる循環型社会を構築するとともに、そ
れらを取り入れた南砺市らしいライフスタイルを確立する。これによって、自然と共生する循環型社会に
共感する人を呼び込み、人口定着を促進する。
・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る。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など、多様な形態で実施されている。今後も、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。
・本市には、市域の８割を占める広大な森林とともに、豊かな水と整備された農地を基盤に、多岐にわたる
農林水産業が営まれている。農山村においては、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・里山環境が形成されており、こうした農山村の持つ豊かな自然、伝承文化等の多面的機能を保
持していく必要がある。このため、農業においては、水稲、野菜・果樹の園芸作物、畜産等の生産性の向
上に加えて、新たな特産物の開発やブランド化、六次産業化による産地育成と販路・消費の拡大に取り組

（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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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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