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１．施策の体系
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●規模、地域性を活かした特色ある学習環境づくり
●学校教育を支える環境の整備
●思いやりと助け合う心の育成
●自らがやりたいことを考え、選択できる環境づくり

未来に夢と希望をもてる教育環境の充実 

●妊娠・出産・子育てに切れ目ない総合的な支援
●妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減
●家庭での子育て力の向上
●出産・子育てに理解のある社会づくり

出産・子育て支援 

●パートナーにめぐりあう機会の創出
●若者の結婚・出産・子育てに対する意識の向上
●結婚希望者の婚活力向上支援

結婚・出会いの場の創出 

●若者の希望にあう就業への支援
●多様な働き方に対する情報発信力の強化
●若者の住環境への支援
●関係人口との連携
●移住希望者の受け入れ環境の充実

若者が住みたくなる魅力づくり 

●公共交通の利便性の向上
●「買ってみたい」「行ってみたい」と思わせる魅力ある
　お店づくり
●南砺のモノ、サービスの高付加価値化

誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実 

●既存産業の生産性向上への支援
●明日を切り拓く後継者の育成
●インバウンドで稼げる観光の育成
●稼げる農林業の育成

地域の活力を支える産業の発展 

●地域を知る、学ぶ機会の創出
●南砺市の魅力の見える化と発信
●地域固有の景観の保全と育成

南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成 

●市民とのコミュニケーションの推進
●情報共有基盤の強化みんなが参加したくなるまちづくり 

●地域づくりを担う人材の育成
●新たな地域実践活動への支援
●様々な主体が連携するまちづくりへの支援

市民がまちをつくる実感の醸成 

●地域での介護予防事業の推進
●高齢者・障がい者の福祉サービスの充実
●ライフステージに応じた健康管理や生活習慣病予防
　などの支援

心身ともに健康で暮らしやすい社会 

●年齢や性別、国籍などにとらわれず多様な住民が
　活躍できるまちづくり多様性を認める社会の構築 

目標 「幸福度の向上」 

指標 健康寿命、多様な地域とのつながり 

目標 「暮らしやすさの実感の向上」 

指標 IJＵターン数、域内消費、平均所得 

皆で考えともに行動するまち 
【まちづくり、情報公開・発信、誇り】 

目標 「シビックプライドの醸成」 

指標 誇り、まちづくりへの参加、 まちづくりの実感 

未来に希望がもてるまち 
【教育、成長、学び、子育て、結婚】 

目標 「将来を担う世代の育み」 

指標 教育環境の充実度 
子育て世代の転入数、出生数 

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
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 【将来像】 【目指すべきまちの姿】 【やるべきこと（政策）】 【やるべきこと（施策）】 

南砺まちづくりビジョン 南砺まちづくりプラン 分野横断的な観点 

SDGs達成に
向けた取組 

Society 5.0 
への対応 

地域づくり 
への新たな
取組 

地域にある 
ストック
資産の活用

心豊かな暮らしができるまち 
【ライフスタイル、交通、しごと、働き方、移住・定住】

多様な幸せを実感できるまち
【地域包括ケア､地域活動､多様性の容認､ジェンダーギャップの解消】
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２．時代の潮流に即した全分野へ横断的に関わる４つの観点

（１）分野横断的な４つの観点の考え方

（２）４つの観点における対応

　時代の潮流におけるＳＤＧｓやSociety5.0、新たな地域づくりや地域にあるストック資産などについ
ては、ビジョンを実現するために非常に重要な観点です。
　これら４つの観点から導かれる対応策を、総合的に各施策に反映していくことで、４つの目指すべ
きまちの姿の実現を図っていくこととします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

南砺市ＳＤＧｓ未来都市計画と

連携した取組による南砺市らし

いライフスタイルの提案 

 

未来技術の活用（Society5.0）

による地域の利便性向上の支援 

小規模多機能自治の手法を用い

た持続可能な地域づくりに取り

組む住民団体との一層の連携 

地域にあるストック資産（公共

施設や空き家等）の有効な利活

用 

①南砺市ＳＤＧｓ未来都市推進実施計画

（仮称）と本計画の連携による施策の推進 

②多様なステークホルダーとの連携の強化 

③ＳＤＧｓの普及・啓発 

 

①５Ｇの導入促進、利活用の推進 

②スマート農業等の未来技術の導入 

③将来的な自動運転、遠隔診療などの検討 

①持続可能な地域づくりに向けた地域との

連携 

②市民の「暮らしやすさ」や「稼ぐ」を高

める地域との連携 

 

①空き公共施設の民間活用の推進 

②空き家の適切な管理と利活用に向けた仕

組の構築 

②空き店舗の解消に向けた利活用推進への

支援 

ＳＤＧｓ達成に向けた取組 

Society5.0 への対応 

地域づくりへの新たな取組 

地域にあるストック資産の活用 

  

    

総合的に実施 

 
未来に希望が
もてるまち 

多様な幸せを 
実感できるまち 

心豊かな暮らしが 
できるまち  

皆で考えともに 
行動するまち 

分野横断的な観点

目指すべきまちの姿

本計画における対応
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２．時代の潮流に即した全分野へ横断的に関わる４つの観点
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１．未来に希望がもてるまち

 

① 未来に夢と希望をもてる教育環境の充実（未来を切り拓く南砺っ子プロジェクト） 

・少子化に対応した活力ある教育環境の整備 

・少子化に伴う、部活動等における子どもの選択肢の減少 

・教育のＩＣＴ化に向けた環境整備 

・高校の統廃合による進学先に対する選択肢の減少と経済的負担等の増加 

 

 

自身の夢をかなえることができる、また、地域を支え、地域に大きく貢献できる

人材を育てるために、思いやりと助け合う心の育成及び生きていく力を身につけ

ることができる教育の充実や、「学ぶことが楽しい」と思える、ステージに応じ

た教育環境の充実を図ります。 

 

目標 教育環境の充実度 指標 学校が楽しいと思っている 

児童生徒の割合 

小学校 90.0％、中学校 90.0％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●規模、地域性を活かした特色ある学習

環境づくり 

●学校教育を支える環境の整備 

●思いやりと助け合う心の育成 

●自らがやりたいことを考え、選択でき

る環境づくり 

・義務教育学校整備事業 

・学校間をつなぐ遠隔協働学習事業 

・山村留学定住事業 

・小中学校ＩＣＴ機器整備事業 

・中学校部活動支援事業 

・なんと元気っ子教室事業 

・地域クラブ活動支援事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

 

ＫＰＩ 

自分には良いところがあると思っている児童生徒の割合 小学校 90.0％ 

中学校 90.0％ 

（個別の

達成目標） 

学級の友達との間で話し合う活動を通じて自分の考えを

深めたり広げたりすることができている児童生徒の割合 
小学校 85.0％ 

中学校 85.0％ 

 週に１日以上運動する児童生徒の割合 小学校 95.0％ 

中学校 95.0％ 

現状と課題

今後の方針

② 出産・子育て支援（子どもも親もにっこにこプロジェクト）  

現状と課題  

・初めての子育てに対する不安 

・出産、子育てにかかる経済的負担が大きい 

・夫の子育てに対する意識の向上が必要 

・仕事と家庭を両立できる働き方環境の充実 

・地域でのつながりの希薄化による子育て環境の変化 

・放課後でも子どもを見てもらえる環境が不十分 

 

 

子どもが欲しいと願う全ての人の希望がかなうように、妊娠から出産・子育てま

での切れ目のない積極的な支援を行い、子育てが楽しい、子どもの成長が楽しみ

と思ってもらえる環境の充実を図ります。 

 

目標 子育て世代を増やす 指標 子育て世帯の転入数 

５年間で７５人 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●妊娠・出産・子育てに切れ目ない総合

的な支援 

●妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽

減 

●家庭での子育て力の向上 

●出産・子育てに理解のある社会づくり 

・南砺市型「ネウボラ」推進事業 

・子育て交流サロン事業 

・小児医療推進事業 

・こども医療費助成事業 

・子育て応援事業 

・保育料軽減・利用料支援事業 

・母子家庭等就業自立支援事業 

・働き方改革推進事業 

・子どもの居場所づくり促進事業 

・子育て・親育ち応援事業 

・放課後児童クラブ事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 子育てしやすい環境と感じる市民の割合 85％ 

（個別の 男性の家事育児時間 向上させる 

達成目標） 就労しながら無理なく子育てできると感じる市民の割合 65％ 

 

今後の方針
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１．未来に希望がもてるまち

 

① 未来に夢と希望をもてる教育環境の充実（未来を切り拓く南砺っ子プロジェクト） 

・少子化に対応した活力ある教育環境の整備 

・少子化に伴う、部活動等における子どもの選択肢の減少 

・教育のＩＣＴ化に向けた環境整備 

・高校の統廃合による進学先に対する選択肢の減少と経済的負担等の増加 

 

 

自身の夢をかなえることができる、また、地域を支え、地域に大きく貢献できる

人材を育てるために、思いやりと助け合う心の育成及び生きていく力を身につけ

ることができる教育の充実や、「学ぶことが楽しい」と思える、ステージに応じ

た教育環境の充実を図ります。 

 

目標 教育環境の充実度 指標 学校が楽しいと思っている 

児童生徒の割合 

小学校 90.0％、中学校 90.0％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●規模、地域性を活かした特色ある学習

環境づくり 

●学校教育を支える環境の整備 

●思いやりと助け合う心の育成 

●自らがやりたいことを考え、選択でき

る環境づくり 

・義務教育学校整備事業 

・学校間をつなぐ遠隔協働学習事業 

・山村留学定住事業 

・小中学校ＩＣＴ機器整備事業 

・中学校部活動支援事業 

・なんと元気っ子教室事業 

・地域クラブ活動支援事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

 

ＫＰＩ 

自分には良いところがあると思っている児童生徒の割合 小学校 90.0％ 

中学校 90.0％ 

（個別の

達成目標） 

学級の友達との間で話し合う活動を通じて自分の考えを

深めたり広げたりすることができている児童生徒の割合 
小学校 85.0％ 

中学校 85.0％ 

 週に１日以上運動する児童生徒の割合 小学校 95.0％ 

中学校 95.0％ 

現状と課題

今後の方針

② 出産・子育て支援（子どもも親もにっこにこプロジェクト）  

現状と課題  

・初めての子育てに対する不安 

・出産、子育てにかかる経済的負担が大きい 

・夫の子育てに対する意識の向上が必要 

・仕事と家庭を両立できる働き方環境の充実 

・地域でのつながりの希薄化による子育て環境の変化 

・放課後でも子どもを見てもらえる環境が不十分 

 

 

子どもが欲しいと願う全ての人の希望がかなうように、妊娠から出産・子育てま

での切れ目のない積極的な支援を行い、子育てが楽しい、子どもの成長が楽しみ

と思ってもらえる環境の充実を図ります。 

 

目標 子育て世代を増やす 指標 子育て世帯の転入数 

５年間で７５人 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●妊娠・出産・子育てに切れ目ない総合

的な支援 

●妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽

減 

●家庭での子育て力の向上 

●出産・子育てに理解のある社会づくり 

・南砺市型「ネウボラ」推進事業 

・子育て交流サロン事業 

・小児医療推進事業 

・こども医療費助成事業 

・子育て応援事業 

・保育料軽減・利用料支援事業 

・母子家庭等就業自立支援事業 

・働き方改革推進事業 

・子どもの居場所づくり促進事業 

・子育て・親育ち応援事業 

・放課後児童クラブ事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 子育てしやすい環境と感じる市民の割合 85％ 

（個別の 男性の家事育児時間 向上させる 

達成目標） 就労しながら無理なく子育てできると感じる市民の割合 65％ 

 

今後の方針
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③ 結婚・出会いの場の創出（素敵な結婚応援プロジェクト）

 

・結婚を意識できる相手にめぐり合えない等の理由による晩婚化・非婚化 

・価値観の多様化 

・経済的な負担等、将来に対する潜在的な不安感による出生数の減少 

 

 

少子化の原因の一つである若者の非婚化や晩婚化に対して、若者の出会いの場の

創出と、「結婚したい」と思える意識の醸成を図ります。 

 

目標 子どもの減少を抑える 指標 年間出生数 

５年間で 1,491人 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●パートナーにめぐりあう機会の創出 

●若者の結婚・出産・子育てに対する意

識の向上 

●結婚希望者の婚活力向上支援 

・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト 

・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト 

・結婚等意識調査事業 

 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 年間婚姻数 137 件 

（個別の   

達成目標）   

 

  

現状と課題

今後の方針

２．多様な幸せを実感できるまち
① 心身ともに健康で暮らしやすい社会（いつまでも元気で活躍プロジェクト）  

 

・地域での介護予防事業の推進が必要 

・人間ドックの費用負担が高額なイメージがあり受診が敬遠される 

・若年層における健康診断の受診率が低く、将来的な受診率低下が懸念される 

 

 

いつまでも健やかに、安心して暮らせるように、高齢者福祉の充実と医療体制の

確保を図ります。また、ライフステージに応じた健康管理により、健康の維持と

増進を図ります。 

 

目標 健康寿命を延ばす 指標 健康寿命 

男性 80.47歳 

女性 84.61歳 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●地域での介護予防事業の推進 

●高齢者・障がい者の福祉サービスの充実 

●ライフステージに応じた健康管理や生

活習慣病予防などの支援 

・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 

・訪問型サービスＢ事業 

・介護人材雇用型訓練委託事業 

・フレイル予防事業 

・新 40歳人間ドック受診促進事業 

・学生健診事業 

・若年層胃疾患リスク健診事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 介護予防活動への参加率 5.0％ 

（個別の 日頃から運動する人の割合 41％ 

達成目標）   

現状と課題

今後の方針
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第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン

③ 結婚・出会いの場の創出（素敵な結婚応援プロジェクト）

 

・結婚を意識できる相手にめぐり合えない等の理由による晩婚化・非婚化 

・価値観の多様化 

・経済的な負担等、将来に対する潜在的な不安感による出生数の減少 

 

 

少子化の原因の一つである若者の非婚化や晩婚化に対して、若者の出会いの場の

創出と、「結婚したい」と思える意識の醸成を図ります。 

 

目標 子どもの減少を抑える 指標 年間出生数 

５年間で 1,491人 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●パートナーにめぐりあう機会の創出 

●若者の結婚・出産・子育てに対する意

識の向上 

●結婚希望者の婚活力向上支援 

・あなたと私を結ぶ赤い糸プロジェクト 

・婚活応援団なんとおせっ会プロジェクト 

・結婚等意識調査事業 

 

 

 指標名 中間年（2024 年）

の目標値 

ＫＰＩ 年間婚姻数 137件 

（個別の   

達成目標）   

 

  

現状と課題

今後の方針

２．多様な幸せを実感できるまち
① 心身ともに健康で暮らしやすい社会（いつまでも元気で活躍プロジェクト）  

 

・地域での介護予防事業の推進が必要 

・人間ドックの費用負担が高額なイメージがあり受診が敬遠される 

・若年層における健康診断の受診率が低く、将来的な受診率低下が懸念される 

 

 

いつまでも健やかに、安心して暮らせるように、高齢者福祉の充実と医療体制の

確保を図ります。また、ライフステージに応じた健康管理により、健康の維持と

増進を図ります。 

 

目標 健康寿命を延ばす 指標 健康寿命 

男性 80.47歳 

女性 84.61歳 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●地域での介護予防事業の推進 

●高齢者・障がい者の福祉サービスの充実 

●ライフステージに応じた健康管理や生

活習慣病予防などの支援 

・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 

・訪問型サービスＢ事業 

・介護人材雇用型訓練委託事業 

・フレイル予防事業 

・新 40歳人間ドック受診促進事業 

・学生健診事業 

・若年層胃疾患リスク健診事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 介護予防活動への参加率 5.0％ 

（個別の 日頃から運動する人の割合 41％ 

達成目標）   

現状と課題

今後の方針
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② 多様性を認める社会の構築（誰もが認めあえる社会形成プロジェクト）

  

現状と課題

今後の方針

３．心豊かな暮らしができるまち
① 若者が住みたくなる魅力づくり（若者が住みたくなる魅力ＵＰプロジェクト）  

現状と課題

今後の方針

・外国人の定住や来訪が近年増加してきている 

・年齢や性別、国籍などにとらわれず、多様な市民が活躍できるまちづくりが必要 

 

 

年齢や性別、国籍、文化、障がいの有無などにとらわれず、様々な生き方や考え

方などの多様さを受け入れ、互いを認め合い、ともに生活し、活躍していくこと

ができる、寛容な社会の構築を図ります。 

 

目標 地域の人との交流を充実させる 指標 地域とのつながりを実感する市民の割合 

向上させる 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●年齢や性別、国籍などにとらわれず多

様な住民が活躍できるまちづくり 

・外国人児童生徒支援事業 

・観光客受入環境整備事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 寛容な社会が形成されていると感じる市民の割合 向上させる 

（個別の   

達成目標）   

 

  

 

・市内企業の魅力が知られていない 

・大学進学で地域とのつながりが希薄になる 

・転出した若年層を就職等で呼び戻すことが必要 

・南砺を「選ぶ」「戻る」という動機づけが必要 

 

 

次代を担う若者が、本市で暮らしたくなるよう、定住促進や若者が集える場の確

保などにより流出抑制を図るとともに、本市の魅力の発信と交流活動の積極的な

展開により、交流人口と関係人口の増加を目指します。 

 

目標 若者のＩＪＵターンを増やす 指標 若者の純移動率の改善 

109.8％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●若者の希望にあう就業への支援 

●多様な働き方に対する情報発信力の

強化  

●若者の住環境への支援 

●関係人口との連携 

●移住希望者の受け入れ環境の充実

 

・起業家育成支援事業 

・就活・雇用促進事業 

・就農マッチングツアー事業 

・地域おこし協力隊 

・定住支援事業 

・多世代同居推進住宅改修等助成事業 

・空き家バンク活用促進事業 

・移住コンシェルジュ事業 

・移住コーディネート事業 

・とやま呉西圏域連携事業 

 

 指標名 中間年（2024 年）

の目標値 

ＫＰＩ 新規雇用者数 200人 

（個別の 住宅着工件数 131件 

達成目標） 応援活動数 向上させる 
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第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン

② 多様性を認める社会の構築（誰もが認めあえる社会形成プロジェクト）

  

現状と課題

今後の方針

３．心豊かな暮らしができるまち
① 若者が住みたくなる魅力づくり（若者が住みたくなる魅力ＵＰプロジェクト）  

現状と課題

今後の方針

・外国人の定住や来訪が近年増加してきている 

・年齢や性別、国籍などにとらわれず、多様な市民が活躍できるまちづくりが必要 

 

 

年齢や性別、国籍、文化、障がいの有無などにとらわれず、様々な生き方や考え

方などの多様さを受け入れ、互いを認め合い、ともに生活し、活躍していくこと

ができる、寛容な社会の構築を図ります。 

 

目標 地域の人との交流を充実させる 指標 地域とのつながりを実感する市民の割合 

向上させる 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●年齢や性別、国籍などにとらわれず多

様な住民が活躍できるまちづくり 

・外国人児童生徒支援事業 

・観光客受入環境整備事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 寛容な社会が形成されていると感じる市民の割合 向上させる 

（個別の   

達成目標）   

 

  

 

・市内企業の魅力が知られていない 

・大学進学で地域とのつながりが希薄になる 

・転出した若年層を就職等で呼び戻すことが必要 

・南砺を「選ぶ」「戻る」という動機づけが必要 

 

 

次代を担う若者が、本市で暮らしたくなるよう、定住促進や若者が集える場の確

保などにより流出抑制を図るとともに、本市の魅力の発信と交流活動の積極的な

展開により、交流人口と関係人口の増加を目指します。 

 

目標 若者のＩＪＵターンを増やす 指標 若者の純移動率の改善 

109.8％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●若者の希望にあう就業への支援 

●多様な働き方に対する情報発信力の

強化  

●若者の住環境への支援 

●関係人口との連携 

●移住希望者の受け入れ環境の充実

 

・起業家育成支援事業 

・就活・雇用促進事業 

・就農マッチングツアー事業 

・地域おこし協力隊 

・定住支援事業 

・多世代同居推進住宅改修等助成事業 

・空き家バンク活用促進事業 

・移住コンシェルジュ事業 

・移住コーディネート事業 

・とやま呉西圏域連携事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 新規雇用者数 200 人 

（個別の 住宅着工件数 131 件 

達成目標） 応援活動数 向上させる 
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第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン

② 誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実（暮らしを楽しめるまち創造プロジェクト）

現状と課題

③ 地域の活力を支える産業の発展（地域の活力を支える産業育成プロジェクト）  

現状と課題

今後の方針

 

 

・市内での購買意欲の低さ 

・市内での経済循環の向上 

・高齢者や中高生の移動手段の確保 

・魅力ある商品や店舗の充実 

 

 

公共交通の利便性向上や魅力ある商店・商品づくり、ＩｏＴなどの活用による生

活の利便性向上など、出かけたくなる、暮らしやすい快適で便利なまちづくりを

進めます。 

 

目標 市内での消費額を増やす 指標 域内消費額 

1,745 億円 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●公共交通の利便性向上 

●「買ってみたい」「行ってみたい」

と思わせる魅力あるお店づくり 

●南砺のモノ、サービスの高付加価

値化 

・空き家・空き店舗利用促進事業 

・クリエイティブ産業振興・発信事業 

・なんバスで暮らそう事業 

・南砺ブランド商品開発支援事業 

・官学・官民連携事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 市営バス利用者数 120,000人 

（個別の 市内で買い物をする市民の割合 35％ 

達成目標）   

 

今後の方針

・農林業従事者の減少・高齢化、後継者不足 

・市内観光消費額の向上、広域での観光振興 

・魅力ある観光コンテンツの充実や開発 

・外国人観光客対応の環境整備 

 

 

本市が将来においても活力と魅力を維持し、市民や企業が安定した収入を得られ、

地域が持続的に発展していくために、産業の振興や本市の地域資源の活用、科学

技術の積極的な導入などを図ります。 

 

目標 市民の所得を増やす 指標 平均所得 

262万円 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●既存産業の生産性向上への支援 

●明日を切り拓く後継者の育成 

●インバウンドで稼げる観光の育成 

●稼げる農林業の育成 

・企業立地奨励事業 

・小規模事業者後継者支援事業  

・伝統的工芸品後継者育成支援事業  

・新規就農研修支援事業  

・とやま帰農塾推進補助事業  

・森林・林業担い手育成事業  

・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業

 ・南砺金沢線活用誘客促進事業

 ・コンベンション支援等事業

 ・地方創生道整備推進交付金事業  

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 製造品出荷額 232,000百万円 

（個別の 外国人延べ宿泊者数 20,000人 

達成目標） 農業算出額 維持する 
 素材生産量（呉西６市） 58,000㎥ 
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第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン

② 誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実（暮らしを楽しめるまち創造プロジェクト）

現状と課題

③ 地域の活力を支える産業の発展（地域の活力を支える産業育成プロジェクト）  

現状と課題

今後の方針

 

 

・市内での購買意欲の低さ 

・市内での経済循環の向上 

・高齢者や中高生の移動手段の確保 

・魅力ある商品や店舗の充実 

 

 

公共交通の利便性向上や魅力ある商店・商品づくり、ＩｏＴなどの活用による生

活の利便性向上など、出かけたくなる、暮らしやすい快適で便利なまちづくりを

進めます。 

 

目標 市内での消費額を増やす 指標 域内消費額 

1,745億円 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●公共交通の利便性向上 

●「買ってみたい」「行ってみたい」

と思わせる魅力あるお店づくり 

●南砺のモノ、サービスの高付加価

値化 

・空き家・空き店舗利用促進事業 

・クリエイティブ産業振興・発信事業 

・なんバスで暮らそう事業 

・南砺ブランド商品開発支援事業 

・官学・官民連携事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 市営バス利用者数 120,000人 

（個別の 市内で買い物をする市民の割合 35％ 

達成目標）   

 

今後の方針

・農林業従事者の減少・高齢化、後継者不足 

・市内観光消費額の向上、広域での観光振興 

・魅力ある観光コンテンツの充実や開発 

・外国人観光客対応の環境整備 

 

 

本市が将来においても活力と魅力を維持し、市民や企業が安定した収入を得られ、

地域が持続的に発展していくために、産業の振興や本市の地域資源の活用、科学

技術の積極的な導入などを図ります。 

 

目標 市民の所得を増やす 指標 平均所得 

262 万円 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●既存産業の生産性向上への支援 

●明日を切り拓く後継者の育成 

●インバウンドで稼げる観光の育成 

●稼げる農林業の育成 

・企業立地奨励事業 

・小規模事業者後継者支援事業  

・伝統的工芸品後継者育成支援事業  

・新規就農研修支援事業  

・とやま帰農塾推進補助事業  

・森林・林業担い手育成事業  

・なんと！幸せのおすそわけキャンペーン事業

 ・南砺金沢線活用誘客促進事業

 ・コンベンション支援等事業

 ・地方創生道整備推進交付金事業  

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 製造品出荷額 232,000百万円 

（個別の 外国人延べ宿泊者数 20,000 人 

達成目標） 農業算出額 維持する 
 素材生産量（呉西６市） 58,000 ㎥ 
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４．皆で考えともに行動するまち
① 南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成（南砺大好き市民を増やそうプロジェクト）  

・南砺の魅力を市民や他地域の人が十分に認知していない 

・南砺の伝統や魅力を知ることができる場の創出 

・魅力ある景観の保全・継承 

 

 

、地域住民の郷土愛の醸成を図ります。また、

地域固有の景観や文化を保全・継承し、我がまちを誇りに思うことができる地域

づくりを進めます。 

 

目標 南砺市に誇りや愛着を感じる人を増やす 指標 南砺市や地域に誇りや愛着を感じる割合 

70％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●地域を知る、学ぶ機会の創出 

●南砺市の魅力の見える化と発信 

●地域固有の景観の保全と育成 

・ふるさと教育 

・五箇山茅場造成補助事業 

・地場産農作物消費向上事業 

・なんと自然給食ものがたり事業 

・散居景観保全事業 

・ＳＤＧｓ推進事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 住み続けたいと思う市民の割合 70％ 

（個別の 

達成目標） 

自信をもって紹介できる文化や景観があると答えた市民

の割合 
向上させる 

 

  

現状と課題

今後の方針

本市を選んでもらい、そしていつまでも住み続けてもらうために、地域の魅力を

知り、学ぶ機会を創出するとともに

② みんなが参加したくなるまちづくり（みんなでまちを考える気運創出プロジェクト） 

・市民ニーズに適合したまちづくりへの支援 

・市民と行政のコミュニケーションの場の充実 

まちづくりや地域づくりにもっと関心をもってもらい、まちづくりのアイデアを

様々な人から募るために、市民と行政の接点となる機会を積極的に創出し、まち

づくり情報の共有と参加者の増加を図ります。 

 

目標 まちづくりに参加する人を増やす 指標 まちづくりに参加している市民の割合 

向上させる 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●市民とのコミュニケーションの推進 

●情報共有基盤の強化 

・地域の困りごと解決事業 

・地域住民主体のまちづくり拠点施設整備事業 

・地域住民主体のまちづくり活動支援事業 

・副業応援市民プロジェクト事業 

・なんとポイント制度運営事業 

・若者活躍ネットワーク創設事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 南砺市が発信している情報を利用している市民の割合 向上させる 

（個別の 

達成目標） 

  

現状と課題

今後の方針
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第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン第７章　南砺まちづくりプラン

４．皆で考えともに行動するまち
① 南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成（南砺大好き市民を増やそうプロジェクト）  

・南砺の魅力を市民や他地域の人が十分に認知していない 

・南砺の伝統や魅力を知ることができる場の創出 

・魅力ある景観の保全・継承 

 

 

、地域住民の郷土愛の醸成を図ります。また、

地域固有の景観や文化を保全・継承し、我がまちを誇りに思うことができる地域

づくりを進めます。 

 

目標 南砺市に誇りや愛着を感じる人を増やす 指標 南砺市や地域に誇りや愛着を感じる割合 

70％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●地域を知る、学ぶ機会の創出 

●南砺市の魅力の見える化と発信 

●地域固有の景観の保全と育成 

・ふるさと教育 

・五箇山茅場造成補助事業 

・地場産農作物消費向上事業 

・なんと自然給食ものがたり事業 

・散居景観保全事業 

・ＳＤＧｓ推進事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 住み続けたいと思う市民の割合 70％ 

（個別の 

達成目標） 

自信をもって紹介できる文化や景観があると答えた市民

の割合 
向上させる 

 

  

現状と課題

今後の方針

本市を選んでもらい、そしていつまでも住み続けてもらうために、地域の魅力を

知り、学ぶ機会を創出するとともに

② みんなが参加したくなるまちづくり（みんなでまちを考える気運創出プロジェクト） 

・市民ニーズに適合したまちづくりへの支援 

・市民と行政のコミュニケーションの場の充実 

まちづくりや地域づくりにもっと関心をもってもらい、まちづくりのアイデアを

様々な人から募るために、市民と行政の接点となる機会を積極的に創出し、まち

づくり情報の共有と参加者の増加を図ります。 

 

目標 まちづくりに参加する人を増やす 指標 まちづくりに参加している市民の割合 

向上させる 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●市民とのコミュニケーションの推進 

●情報共有基盤の強化 

・地域の困りごと解決事業 

・地域住民主体のまちづくり拠点施設整備事業 

・地域住民主体のまちづくり活動支援事業 

・副業応援市民プロジェクト事業 

・なんとポイント制度運営事業 

・若者活躍ネットワーク創設事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 南砺市が発信している情報を利用している市民の割合 向上させる 

（個別の 

達成目標） 

  

現状と課題

今後の方針
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③ 市民がまちをつくる実感の醸成（みんなのみんなによるまちづくりプロジェクト）

現状と課題

 

今後の方針

・地域活動を推進するための情報・資金・人材の不足 

・地域活動の拠点となる場所・施設の確保 

・活動に関する情報の共有や地域間連携 

 

 

「我々のまちは、我々がつくり、我々が守り育てる」と考える、地域づくりを担

う人材を育成するために、小規模多機能自治の考え方のもと、地域活動への支援

や人材育成支援を積極的に図ります。 

 

目標 
自分の地域は自分たちで良くする事が 

できると考える人を増やす 
 

自らまちづくりに取り組む市民の

割合 53％ 

 

施策の内容 やるべきこと（主な具体的事業） 

●地域づくりを担う人材の育成 

●新たな地域実践活動への支援 

●様々な主体が連携するまちづくりへの

支援 

・住民自治（小規模多機能自治）の推進 

・なんと未来創造塾開催事業 

・事業化促進事業 

・空き家対策事業 

・地域内資金循環システム構築事業 

・地域内移動サービス実証実験事業 

 

 指標名 中間年（2024年）

の目標値 

ＫＰＩ 

（個別の 

空き家等のリノベーションスクールをうけて、実践に繋

がった件数（累計） 
５件 

達成目標） セミナーやワークショップ等への参加者数 向上させる 

 

指標


