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数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧

目指すべきまちの姿１　未来に希望がもてるまち 目指すべきまちの姿２　多様な幸せを実感できるまち

数値目標 数値目標

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

 学校が楽しいと
 思っている  ％ 　　  

小学校 82.9 小学校 90.0

 児童生徒数   　　  
中学校 84.2 中学校 90.0

 子育て世帯の 
 転入者数 0歳～15歳の社会増減 人  

 
 年間出生数  人  

指　標 指標の説明 単　位 当　初（2019） 目　標（2024）

 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   ％ 

小学校 71.6 小学校 85.0

 たり広げたりするこ    中学校 76.1 中学校 85.0

 とができている児童
 生徒の割合

 自分には良いところ
 があると思っている   ％ 小学校 80.0 小学校 90.0

 児童生徒の割合    中学校 78.2 中学校 90.0 

 週に１日以上運動す
 る児童生徒の割合   ％ 

小学校 89.1 小学校 95.0

     
中学校 83.2 中学校 95.0

  【市民意識調査】南砺市の
  市政への満足度を問う設問
 子育てしやすい環境 の中の産み育てやすい子育
 と感じる市民の割合 て環境づくりの項目につい  ％ 　  84.5  85
  て、「満足」「やや満足」
  「ふつう」と回答した数／
  有効回答数

 

男性の家事育児時間    % 　　18 向上させる

  【市民意識調査：18歳未満
 就労しながら無理な のお子さんがいる家庭】就
 く子育てできると感 労しながら無理なく子育て  ％      69.7  65
 じる市民の割合 することができると思うと
  回答した数／有効回答数

 年間婚姻数 一年間（４月～翌年３月）
  に提出された婚姻届の件数  件      157  　  137

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

  年齢階級別の人口、５年間   
 健康寿命 の死亡数、65歳以上の要介  歳  
  護認定者数頭により算出

 介護予防活動への 高齢者が週1回、居場所に    
 参加率 参加する割合  ％  

 日頃から運動する 【市民意識調査】日頃から

 人の割合 運動を行っていると回答し  ％  
  た数／有効回答数
 

 寛容な社会が形成さ
 れていると感じる市   
 民の割合

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「新スポーツテスト」より

年間出生数（４月～翌年３月） 247

11（2017.10～2018.9） 75人／5年

1,491人／5年

【市民意識調査】休日に
1日あたり合計2時間以
上、家事、育児、介護を
すると回答した男性の数
／男性の有効回答数

【市民意識調査】文化や
言語が自分と異なる人々
を理解しようとする雰囲
気があると感じると回答
した数／有効回答数

男性 79.82
女性 83.96
（2018公表）

男性 80.47
女性 84.61

1.7 5

44.2

28.4 向上させる％
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数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧

目指すべきまちの姿１　未来に希望がもてるまち 目指すべきまちの姿２　多様な幸せを実感できるまち

数値目標 数値目標

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

 学校が楽しいと
 思っている  ％ 　　  

小学校 82.9 小学校 90.0

 児童生徒数   　　  
中学校 84.2 中学校 90.0

 子育て世帯の 
 転入者数 0歳～15歳の社会増減 人  

 
 年間出生数  人  

指　標 指標の説明 単　位 当　初（2019） 目　標（2024）

 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   ％ 

小学校 71.6 小学校 85.0

 たり広げたりするこ    中学校 76.1 中学校 85.0

 とができている児童
 生徒の割合

 自分には良いところ
 があると思っている   ％ 小学校 80.0 小学校 90.0

 児童生徒の割合    中学校 78.2 中学校 90.0 

 週に１日以上運動す
 る児童生徒の割合   ％ 

小学校 89.1 小学校 95.0

     
中学校 83.2 中学校 95.0

  【市民意識調査】南砺市の
  市政への満足度を問う設問
 子育てしやすい環境 の中の産み育てやすい子育
 と感じる市民の割合 て環境づくりの項目につい  ％ 　  84.5  85
  て、「満足」「やや満足」
  「ふつう」と回答した数／
  有効回答数

 

男性の家事育児時間    % 　　18 向上させる

  【市民意識調査：18歳未満
 就労しながら無理な のお子さんがいる家庭】就
 く子育てできると感 労しながら無理なく子育て  ％      69.7  65
 じる市民の割合 することができると思うと
  回答した数／有効回答数

 年間婚姻数 一年間（４月～翌年３月）
  に提出された婚姻届の件数  件      157  　  137

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

  年齢階級別の人口、５年間   
 健康寿命 の死亡数、65歳以上の要介  歳  
  護認定者数頭により算出

 介護予防活動への 高齢者が週1回、居場所に    
 参加率 参加する割合  ％  

 日頃から運動する 【市民意識調査】日頃から

 人の割合 運動を行っていると回答し  ％  
  た数／有効回答数
 

 寛容な社会が形成さ
 れていると感じる市   
 民の割合

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「全国学力・学習状況調査」
　　　　　　　　　　より

「新スポーツテスト」より

年間出生数（４月～翌年３月） 247

11（2017.10～2018.9） 75人／5年

1,491人／5年

【市民意識調査】休日に
1日あたり合計2時間以
上、家事、育児、介護を
すると回答した男性の数
／男性の有効回答数

【市民意識調査】文化や
言語が自分と異なる人々
を理解しようとする雰囲
気があると感じると回答
した数／有効回答数

男性 79.82
女性 83.96
（2018公表）

男性 80.47
女性 84.61

1.7 5

44.2

28.4 向上させる％
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数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧

目指すべきまちの姿３　心豊かな暮らしができるまち 目指すべきまちの姿４　皆で考えともに行動するまち

数値目標 数値目標

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

 若者の純移動率の       106.4   109.8
 改善 住民基本台帳人口より算出  ％  
    
 域内消費額 RESAS「地域経済循環図」
  より 億円    1,745 （2013）   1745

  
  市町村税課税状況等の調に
 平均所得 おける総所得金額等／所得 万円  　 262（2018） 向上させる
  割納税義務者により算出

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

  市内企業に就職した新卒学  新規雇用者数 生数（４月１日時点）  人    148     200

 住宅着工件数 富山県市町村別新設住宅着      131 
  工件数  件       131

  南砺市応援市民制度による   ふるさと納税
  応援活動参加者数、副業応   1,192件
 貢献活動数 援市民制度による応援活動  件 応援市民活動 向上させる   参加者数、ふるさと納税に   12人
  よる寄附件数などの合計件   副業応援市民
  数   12人  

 市営バス利用者数 市営バス利用者実績  人 　　  119,884   120,000

  【市民意識調査】主に南砺
  市内で買い物をすると回答
  した数／回答総数から無回
 市内で買物をする市 答を除した数、で算出した  ％ 　　     35.3       35
 民の割合 食料品、日用雑貨、衣料品、
  電化製品、趣味に関するも
  のの割合の平均値

  工業統計調査「市町村別製
  造品出荷額」より、年間
 製造品出荷額 （１月～１２月）の製造品 百万円 　　  227,340   232,000
  出荷額（従業員４人以上の
  事業所）

  外国人の市内延べ宿泊者数
 外国人延べ宿泊者数 の年間（１月～１２月）人  人 　      15,893   20,000
  数 

  農林水産省が公表している
 農業産出額 「市町村別農業産出額（推 千万円 　　 796 （2017）      796
  計）」の額

 素材生産量（呉西6市）森林組合における単年度の  
  針葉樹の素材生産量  ㎥ 　　       58,000

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

 南砺市や地域に誇り 【市民意識調査】南砺市へ

 や愛着を感じる市民 の「誇り」や「愛着」を感じ  ％   70
 の割合 ていると回答した数／有効 
  回答数

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

  【市民意識調査】今後も現
 住み続けたいと思う 在住んでいる地域に住み続  ％   70
 市民の割合 けたいと思うと回答した
  数／有効回答数
 
 自信をもって紹介で
 きる文化や景観があ   ％  向上させる
 ると答えた市民の割
 合

  【市民意識調査】広報なん
 南砺市が発信してい と、南砺市HP、Facebook
 る情報を利用してい なんとくんのいずれかを利  ％  向上させる
 る人の割合 用したことがあると回答し
  た数/有効回答数
 
 空き家等のリノベー 空き家等のリノベーション
 ションスクールによ スクールをうけて、実践に  回   5
 る実践件数 繋がった件数（累計）
 
 まちづくりに取り組
 む人材の育成に関す セミナーやワークショップ  人  向上させる
 るセミナーへの参加 等への参加者数
 者数 
 

指　標 指標の説明 単　位 当　初 目　標

（2016～2018の平均）

56,162 （2018）

67.6

9.4% 向上させるまちづくりに参加し
ている市民の割合

【市民意識調査】市や
国、県が実施するまちづ
くり事業に参加したと答
えた数／有効回答数

47.6（2018）

69.5

72.0

76.1

0

598

% 向上させる
自らまちづくりに取
り組む市民の割合

【市民意識調査】友人や
知人にぜひお勧めしたい
南砺市内の文化や景観が
あると答えた数／有効回
答数

【市民意識調査】友人や知
人にぜひお勧めしたい南砺
市内の文化や景観があると
答えた数／有効回答数

（2015→2020）
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数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ）一覧
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重要業績評価指標（ＫＰＩ）
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 住宅着工件数 富山県市町村別新設住宅着      131 
  工件数  件       131
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第２次南砺市総合計画策定の体制 １ 策定の経緯２

市　　長
上 程

議 決

諮 問

答 申

素案の提出 市民意見による
案への対応指示

※アンケートやまちづくり検討会議の
　実施にあたっては、小中高生も含め
　意見を募る

案について
意見公募

市民意見による
対応後の案の提出

＜諮問機関＞
南砺市総合計画審議会 議　　会

総合計画策定本部

幹　事　会

専　門　部　会

事務局
（地方創生推進課）

素案の指示

素案の提出

意見

意見の提出

素案の提出

素案の指示

市民参画

パブリックコメント

総 合 企 画 市 民 会 議

市民アンケート

市民意識調査

地域審議会

まちづくり検討会議

地域づくり検討会議

なんと未来ミーティング

市長への提言

年月日 計画策定 総合計画審議会 市議会 市議会参画等

・総合計画策定本部会議
（27日）

・総合計画策定本部会議
（１日）

・総合計画策定本部会議
（14日）

・総合計画策定本部会議
（23日）

・総合計画策定本部会議
（16日）

・総合計画策定本部会議
（７日）

・第１回総合計画
審議会
　（21日）

・総合計画策定本部会議
（６日）
・総合計画策定本部会議
（24日）

・全員協議会にて策定スケ
ジュール、組織を説明
　（７日）

・全員協議会にてまちづく
り検討会議の結果報告
　（10日）
・全員協議会にて地域づく
り検討会議の結果報告
　（５日）
・全員協議会にて市民アン
ケートの結果報告
　（27日）

・全員協議会にて策定スケ
ジュール、方針の説明
　（７日）
・全員協議会にて将来像素
案の説明
　（３日）

・地域づくり検討会議
　（10月～12月）

・市民アンケート、転出者　
アンケート
　（12月～１月）

・地域審議会

・地域審議会にてまちづくり
検討会議・地域づくり検討
会議の結果報告
・第１回総合計画市民会議
　（24日）

・ローカルサミットNEXTin
南砺＆南砺まちづくりビ
ジョンフォーラム（28日）
・パブリックコメント
　（7月～8月）

・第２回総合計画市民会議
　（17日）

・第３回総合計画市民会議
　（14日）

・第４回総合計画市民会議
　（26日）

・第５回総合計画市民会議
　（16日）

2018年４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

2019年１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月
９月
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第２次南砺市総合計画策定の体制 １ 策定の経緯２

市　　長
上 程

議 決

諮 問

答 申

素案の提出 市民意見による
案への対応指示

※アンケートやまちづくり検討会議の
　実施にあたっては、小中高生も含め
　意見を募る

案について
意見公募

市民意見による
対応後の案の提出

＜諮問機関＞
南砺市総合計画審議会 議　　会

総合計画策定本部

幹　事　会

専　門　部　会

事務局
（地方創生推進課）

素案の指示

素案の提出

意見

意見の提出

素案の提出

素案の指示

市民参画

パブリックコメント

総 合 企 画 市 民 会 議

市民アンケート

市民意識調査

地域審議会

まちづくり検討会議

地域づくり検討会議

なんと未来ミーティング

市長への提言

年月日 計画策定 総合計画審議会 市議会 市議会参画等

・総合計画策定本部会議
（27日）

・総合計画策定本部会議
（１日）

・総合計画策定本部会議
（14日）

・総合計画策定本部会議
（23日）

・総合計画策定本部会議
（16日）

・総合計画策定本部会議
（７日）

・第１回総合計画
審議会
　（21日）

・総合計画策定本部会議
（６日）
・総合計画策定本部会議
（24日）

・全員協議会にて策定スケ
ジュール、組織を説明
　（７日）

・全員協議会にてまちづく
り検討会議の結果報告
　（10日）
・全員協議会にて地域づく
り検討会議の結果報告
　（５日）
・全員協議会にて市民アン
ケートの結果報告
　（27日）

・全員協議会にて策定スケ
ジュール、方針の説明
　（７日）
・全員協議会にて将来像素
案の説明
　（３日）

・地域づくり検討会議
　（10月～12月）

・市民アンケート、転出者　
アンケート
　（12月～１月）

・地域審議会

・地域審議会にてまちづくり
検討会議・地域づくり検討
会議の結果報告
・第１回総合計画市民会議
　（24日）

・ローカルサミットNEXTin
南砺＆南砺まちづくりビ
ジョンフォーラム（28日）
・パブリックコメント
　（7月～8月）

・第２回総合計画市民会議
　（17日）

・第３回総合計画市民会議
　（14日）

・第４回総合計画市民会議
　（26日）

・第５回総合計画市民会議
　（16日）

2018年４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

2019年１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月
９月
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年月日 計画策定 総合計画審議会 市議会 市議会参画等

・総合計画策定本部会議
（１日）
・総合計画策定本部会議
（26日）

・総合計画策定本部会議
（９日）
・総合計画策定本部会議
（20日）

・総合計画策定本部会議
（16日）

・総合計画策定本部会議
（25日）

・第２回総合計
画審議会
　（２日）

・第３回総合計
画審議会
　（２0日）
・第４回総合計
画審議会
　（17日）
・答申（20日）

・全員協議会にて将来像素
案、パブリックコメント
の結果報告
　（７日）
・議員懇談会にて、将来像
案、現行総合計画、総合
戦略の評価説明
　（26日）
・議員懇談会にて素案、人
口推計資料提供
　（23日）
・議員懇談会にて素案、
キャッチフレーズの決定
　（15日）

・全員協議会にて全体概要
の説明（６日）
・議員懇談会にて全体像、
全事業の説明（18日）
・全員協議会にて全体像、
指標、財政見通しの説明
　（27日）

・ローカルサミットNEXTin
南砺（26日～27日）

・パブリックコメント
　（１月～２月）

・地域審議会

2019年10月

11月

12月

2020年１月

２月
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総合計画審議会条例３  
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総合計画審議会委員名簿４
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総合計画審議会委員名簿４
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諮問文５
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諮問文５
  

  
  

 
   

 
 

       
 
 

  
 
 

  
  

答申文６  

  

  

    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 



55

資　料　編資　料　編資　料　編

市民参画等７ 用語説明８
（１）市民アンケート

概 要　今後目指すべきまちづくりの参考とするためのアンケート
・対象者：無作為抽出した南砺市民　2,500世帯
・方　法：郵送による配布・回収
・期　間：2018年12月28日～2019年１月15日
・回収数：2,072票

（２）転出者アンケート
概 要　住み続けたい、戻ってきたい地域となるためのアンケート
・方　法：市民アンケートに同封し、家族に転出者がいる方に回答してもらう
・期　間：2018年12月28日～2019年１月15日
・回収数：224票

（３）総合計画市民会議
概 要　将来像を考えるワークショップ
・回　数：全 5回（2019年 2月～ 6月）
・委　員：25名（内、市職員 5名）

（４）まちづくり検討会議
概 要　将来を見据えたまちづくりの方向性を検討する会議
・地　域：城端、井波、福野、福光
・回　数：全57回（2018年 2月～12月）
・委　員：各地域15名

（５）地域づくり検討会議
概 要　地域の将来像を考えるワークショップ
・地　域：平、上平、利賀、井口
・回　数：全16回（2018年10月～12月）
・委　員：各地域10名

（６）地域審議会
・地　域：城端、平、上平、利賀、井波、井口、福野、福光地域
・回　数：全24回（2019年 2月、2019年 9月、2020年 2月）
・委　員：9名～15名

（７）パブリックコメント
１回目

２回目

・期　間：2019年 8月１日～20日
・件　数：5件

・期　間：2020年１月23日～ 2月11日
・件　数：0件

頁 用　語 説　　　　明
●
あ
行

11,35 ＩｏＴ Internet of Thingsの略で、モノのインターネットの意味。コンピュータな
どの情報・通信機器だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、
インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動
制御、遠隔計測などを行うこと。

●
か
行

24 合併算定替 合併特例法に基づき、普通交付税を合併後10年間は合併前の市町村ごと
に算定した額とし、その後５年間は激変緩和措置がある。

35 クリエイティブ産業 芸術、映画、コンピュータゲーム、服飾デザイン、広告など、知的財産権を
有した生産物の生産に関わる産業。

8,22,
26,34

関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や
地域の人々と多様に関わる人々のことを指す（地域内にルーツがある人、
過去に勤務や居住した人、行き来する人など）。

1 基本構想 総合計画は、地方自治体のすべての計画の基本となり、行政運営の総合的
な指針となる計画で、一般的に、将来像や目標を示す「基本構想」と、これ
を実現するための施策を示す「基本計画」などで構成される。1969年の
地方自治法の改正により、基本構想の策定が地方自治体に義務付けられ
ていたが、2011年の地方自治法改正により、基本構想の策定義務がなく
なった。

29 ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術
の意味。通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。

9,25,
34

ＩＪＵターン 都市や地方から別の地方へ移住する「Ｉターン」、地方から大都市等へ移
住したあと、地方近くの中規模な都市等へ移住する「Ｊターン」、地方から
都市へ移住したあと、再び地方へ戻る「Ｕターン」の総称。

12,34 空き家バンク 空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き
家を利用・活用したい人に紹介するシステム。

21 エコノミック
ガーデニング

アメリカで始まった地域経済活性化施策で、地域経済を「庭」、地元の中
小企業を「植物」に見立て、行政、経済団体、金融機関などが連携して、地
元企業が成長できるようなビジネス環境をつくるもの。

2,22 エコビレッジ これまでの物質的・金銭的豊かさと効率性を追求してきた物質エネルギー
文明を見直し、いのちを営 と々つなぎ、地域内での資源の循環と地域の自
立を目指す新しい暮らし方によるコミュニティ。

2,11,
27

ＳＤＧｓ未来都市 自治体によるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた優れた取組
を提案する都市を国が選定し、取組を支援する制度。

22 応援市民 市外に住みながらも、南砺市を愛し、応援活動を実施いただける方を「応
援市民」として登録する制度。

26,36 インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。
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市民参画等７ 用語説明８
（１）市民アンケート

概 要　今後目指すべきまちづくりの参考とするためのアンケート
・対象者：無作為抽出した南砺市民　2,500世帯
・方　法：郵送による配布・回収
・期　間：2018年12月28日～2019年１月15日
・回収数：2,072票

（２）転出者アンケート
概 要　住み続けたい、戻ってきたい地域となるためのアンケート
・方　法：市民アンケートに同封し、家族に転出者がいる方に回答してもらう
・期　間：2018年12月28日～2019年１月15日
・回収数：224票

（３）総合計画市民会議
概 要　将来像を考えるワークショップ
・回　数：全 5回（2019年 2月～ 6月）
・委　員：25名（内、市職員 5名）

（４）まちづくり検討会議
概 要　将来を見据えたまちづくりの方向性を検討する会議
・地　域：城端、井波、福野、福光
・回　数：全57回（2018年 2月～12月）
・委　員：各地域15名

（５）地域づくり検討会議
概 要　地域の将来像を考えるワークショップ
・地　域：平、上平、利賀、井口
・回　数：全16回（2018年10月～12月）
・委　員：各地域10名

（６）地域審議会
・地　域：城端、平、上平、利賀、井波、井口、福野、福光地域
・回　数：全24回（2019年 2月、2019年 9月、2020年 2月）
・委　員：9名～15名

（７）パブリックコメント
１回目

２回目

・期　間：2019年 8月１日～20日
・件　数：5件

・期　間：2020年１月23日～ 2月11日
・件　数：0件

頁 用　語 説　　　　明
●
あ
行

11,35 ＩｏＴ Internet of Thingsの略で、モノのインターネットの意味。コンピュータな
どの情報・通信機器だけでなく、様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、
インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動
制御、遠隔計測などを行うこと。

●
か
行

24 合併算定替 合併特例法に基づき、普通交付税を合併後10年間は合併前の市町村ごと
に算定した額とし、その後５年間は激変緩和措置がある。

35 クリエイティブ産業 芸術、映画、コンピュータゲーム、服飾デザイン、広告など、知的財産権を
有した生産物の生産に関わる産業。

8,22,
26,34

関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や
地域の人々と多様に関わる人々のことを指す（地域内にルーツがある人、
過去に勤務や居住した人、行き来する人など）。

1 基本構想 総合計画は、地方自治体のすべての計画の基本となり、行政運営の総合的
な指針となる計画で、一般的に、将来像や目標を示す「基本構想」と、これ
を実現するための施策を示す「基本計画」などで構成される。1969年の
地方自治法の改正により、基本構想の策定が地方自治体に義務付けられ
ていたが、2011年の地方自治法改正により、基本構想の策定義務がなく
なった。

29 ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術
の意味。通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。

9,25,
34

ＩＪＵターン 都市や地方から別の地方へ移住する「Ｉターン」、地方から大都市等へ移
住したあと、地方近くの中規模な都市等へ移住する「Ｊターン」、地方から
都市へ移住したあと、再び地方へ戻る「Ｕターン」の総称。

12,34 空き家バンク 空き家の賃貸・売却を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き
家を利用・活用したい人に紹介するシステム。

21 エコノミック
ガーデニング

アメリカで始まった地域経済活性化施策で、地域経済を「庭」、地元の中
小企業を「植物」に見立て、行政、経済団体、金融機関などが連携して、地
元企業が成長できるようなビジネス環境をつくるもの。

2,22 エコビレッジ これまでの物質的・金銭的豊かさと効率性を追求してきた物質エネルギー
文明を見直し、いのちを営 と々つなぎ、地域内での資源の循環と地域の自
立を目指す新しい暮らし方によるコミュニティ。

2,11,
27

ＳＤＧｓ未来都市 自治体によるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた優れた取組
を提案する都市を国が選定し、取組を支援する制度。

22 応援市民 市外に住みながらも、南砺市を愛し、応援活動を実施いただける方を「応
援市民」として登録する制度。

26,36 インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。
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頁 用　語 説　　　　明
●
か
行

9,21,
25,32

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で、平均寿
命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。

●
さ
行

25 ジェンダーギャップ 男女の違いにより生じる格差のこと。世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が毎年
発表しているジェンダーギャップ指数の2019年版では、153か国中121位
で、過去最低となった。

25 シビックプライド 都市に対する市民の誇りのこと。地域に対する愛着だけでなく、自分自
身が関わって地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づく自負心を
指す。

9,13 自然動態 一定期間における出生・死亡に伴う人口の動き。

10,13 社会増減 市外からの転入、市外への転出による人口の増減。

9,13,
14,22

社会動態 一定期間における転入、転出及びその他の増減に伴う人口の動き。

4 重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

目標を達成するための取組の進捗状況を定量的に測定するための指標
（Key Performance Indicator）。

24 実質公債費比率 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地
方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。

10 社会移動 一定期間における市外移動及び市内移動に伴う人口の動き（転入、転出）。

24 減債基金 地方債の返済を計画的に行うために設けられる基金。

9,10 合計特殊出生率 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がそ
の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

21,22 コミュニティビジネス 地域課題の解決をビジネス的な手法で取り組むもの。

22,36 コンベンション 大規模な集会や会議のこと。

22 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続
的に利用することができるもの。太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気
中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが挙げられ、温室効果ガス
をほとんど排出しない環境にやさしいエネルギー。

24 財政調整基金 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられ
る基金。

4 産官学金労言 産業界、官公庁、大学、金融機関、労働団体、言論界（メディア）を指す。

34 コンシェルジュ フランス語のconciergeは集合住宅の管理人で、そこからホテルをはじめ
様々な施設で、客のあらゆる要望や案内に対応する総合世話係の職名とし
て使われるようになった。

頁 用　語 説　　　　明
●
さ
行

7,22 循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概
念で、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減され
た社会。

●
た
行

●
な
行

●
は
行

11,21 土徳 民藝運動をリードした柳宗悦が、南砺の信仰風土・精神風土を表した
造語。

23 地方交付税の一本算定 地方交付税は、地方公共団体の税収の不均衡を是正し、どの地方公共団
体においても、一定の行政水準を確保できるよう、国が国税から配分する
もの。
合併後一定期間は合併算定替により旧市町村ごとに算定した額が配分さ
れていたが、激変緩和機関を経て、合併から最長15年過ぎると、１つの団
体として算定した額となる。

38 なんとポイント制度 地域課題を解決したり、地域を盛り上げるなど公益的な活動に参加した人
にポイントを付与し、市内の商店等で商品やサービスと交換することがで
きる南砺市の制度。

21,30 ネウボラ フィンランド語で助言の場という意味で、妊娠期から出産、子供の就学前
までの間、母子とその家族を支援する拠点や制度。

1,3,4,
5

ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）の４段階
を繰り返すことによって、継続的に改善する手法。

5 地方版総合戦略 「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「市町村まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の総称。

29 なんと元気っ子教室 幼児とその保護者を対象とした運動遊びの実技指導をとおして、運動･
スポーツの楽しさや喜びを感じ、継続的な運動の習慣づけを目指す事業。

9,10 人口ビジョン まち・ひと・しごと創生法に基づき、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビ
ジョン」を勘案して、各都道府県及び各市町村が策定する計画。人口の現
状分析、将来人口推計を基に、将来目標人口や将来像を示している。

27 ステークホルダー 利害関係者のこと。金銭的な利害だけでなく、地域住民、行政機関、企
業、研究機関、金融機関など、直接的・間接的な様々な利害関係者を
含む。

27 スマート農業 ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産を
実現する等を推進している新たな農業のこと。

34 地域おこし協力隊 地方自治体が募集を行い、地域おこしや地方の暮らし等に興味のある都
市部の住民を受け入れて委嘱し、地域協力活動に従事してもらい、定住・
定着を図る制度。

25 地域包括ケア 医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・
予防・住まい・生活支援が包括的に確保されるという考え方。
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頁 用　語 説　　　　明
●
か
行

9,21,
25,32

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で、平均寿
命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。

●
さ
行

25 ジェンダーギャップ 男女の違いにより生じる格差のこと。世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が毎年
発表しているジェンダーギャップ指数の2019年版では、153か国中121位
で、過去最低となった。

25 シビックプライド 都市に対する市民の誇りのこと。地域に対する愛着だけでなく、自分自
身が関わって地域を良くしていこうとする、当事者意識に基づく自負心を
指す。

9,13 自然動態 一定期間における出生・死亡に伴う人口の動き。

10,13 社会増減 市外からの転入、市外への転出による人口の増減。

9,13,
14,22

社会動態 一定期間における転入、転出及びその他の増減に伴う人口の動き。

4 重要業績評価指標
（ＫＰＩ）

目標を達成するための取組の進捗状況を定量的に測定するための指標
（Key Performance Indicator）。

24 実質公債費比率 地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地
方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。

10 社会移動 一定期間における市外移動及び市内移動に伴う人口の動き（転入、転出）。

24 減債基金 地方債の返済を計画的に行うために設けられる基金。

9,10 合計特殊出生率 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がそ
の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。

21,22 コミュニティビジネス 地域課題の解決をビジネス的な手法で取り組むもの。

22,36 コンベンション 大規模な集会や会議のこと。

22 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続
的に利用することができるもの。太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気
中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが挙げられ、温室効果ガス
をほとんど排出しない環境にやさしいエネルギー。

24 財政調整基金 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられ
る基金。

4 産官学金労言 産業界、官公庁、大学、金融機関、労働団体、言論界（メディア）を指す。

34 コンシェルジュ フランス語のconciergeは集合住宅の管理人で、そこからホテルをはじめ
様々な施設で、客のあらゆる要望や案内に対応する総合世話係の職名とし
て使われるようになった。
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7,22 循環型社会 大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概
念で、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減され
た社会。

●
た
行

●
な
行

●
は
行

11,21 土徳 民藝運動をリードした柳宗悦が、南砺の信仰風土・精神風土を表した
造語。

23 地方交付税の一本算定 地方交付税は、地方公共団体の税収の不均衡を是正し、どの地方公共団
体においても、一定の行政水準を確保できるよう、国が国税から配分する
もの。
合併後一定期間は合併算定替により旧市町村ごとに算定した額が配分さ
れていたが、激変緩和機関を経て、合併から最長15年過ぎると、１つの団
体として算定した額となる。

38 なんとポイント制度 地域課題を解決したり、地域を盛り上げるなど公益的な活動に参加した人
にポイントを付与し、市内の商店等で商品やサービスと交換することがで
きる南砺市の制度。

21,30 ネウボラ フィンランド語で助言の場という意味で、妊娠期から出産、子供の就学前
までの間、母子とその家族を支援する拠点や制度。

1,3,4,
5

ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）の４段階
を繰り返すことによって、継続的に改善する手法。

5 地方版総合戦略 「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「市町村まち・ひと・しごと
創生総合戦略」の総称。

29 なんと元気っ子教室 幼児とその保護者を対象とした運動遊びの実技指導をとおして、運動･
スポーツの楽しさや喜びを感じ、継続的な運動の習慣づけを目指す事業。

9,10 人口ビジョン まち・ひと・しごと創生法に基づき、国の「まち・ひと・しごと創生長期ビ
ジョン」を勘案して、各都道府県及び各市町村が策定する計画。人口の現
状分析、将来人口推計を基に、将来目標人口や将来像を示している。

27 ステークホルダー 利害関係者のこと。金銭的な利害だけでなく、地域住民、行政機関、企
業、研究機関、金融機関など、直接的・間接的な様々な利害関係者を
含む。

27 スマート農業 ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産を
実現する等を推進している新たな農業のこと。

34 地域おこし協力隊 地方自治体が募集を行い、地域おこしや地方の暮らし等に興味のある都
市部の住民を受け入れて委嘱し、地域協力活動に従事してもらい、定住・
定着を図る制度。

25 地域包括ケア 医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り、住み慣れた地域でその
有する能力に応じ自立した生活を続けることができるよう、医療・介護・
予防・住まい・生活支援が包括的に確保されるという考え方。
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頁 用　語 説　　　　明
●
は
行

27 ５Ｇ 5th Generationの略で、第5世代移動通信システムのこと。高速・大容量、
低遅延、多数端末との接続という特徴により、社会に大きな技術革新をも
たらすと期待されている。

●
ま
行

●
ら
行

39 リノベーション renovationは建物の改修のことで、既存の建物に大規模な改修工事を行
い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えること。

24 扶助費 社会保障の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に対
して行っている様々な支援に要する経費。

32 フレイル Frailty（フレイルティ）を語源とし、健常から要介護に移行する中間の段
階。加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、心身の
脆弱性が出現した状態であるが、適切な介入・支援により、生活機能の維
持向上が可能な状態。

3 まち・ひと・しごと
創生総合戦略

まち・ひと・しごと創生法に基づき、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」を勘案して、都道府県は「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を、市町村は「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するよう努
めることとされている。

22 木質バイオマス
エネルギー

「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）、一般に「再生可能な、
生物由来の有機性資源（化石燃料は除く）」のことを指し、その中で、木材
からなるバイオマスのことを「木質バイオマス」と呼ぶ。

24 普通交付税 地方交付税には普通交付税と特別交付税があり、普通交付税は、各地
方公共団体が標準的な行政を行うのに必要な財源を保障するため、一
定のルールに基づいて算定された額が交付されるもの。特別交付税は、
普通交付税で捕捉できない特殊事業による財源需要に対して配分され
るもの。
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