


　人口減少の局面を迎える中で、社会・経済情勢の変化や市民ニーズの多様化など、様々な課題に対応し
ていくことが求められており、本市の特徴を生かして地方創生を推進し、より魅力的で活力のある住みよ
い砺波市をつくり上げていく必要があります。
　この計画は、今後 10年間で目指すべき本市の将来像とその実現のための施策を取りまとめたものであ
り、まちづくりの「羅針盤」として、本市の最上位計画と位置付け、まちづくりを総合的かつ計画的に展
開するため、策定したものです。

　「砺波市人口ビジョン」の目標に沿った場合の平成37年の人口は47,016人であり、本計画の目標年度
である平成38年の目標人口を47,000人とします。

１　基本構想
　本市のまちづくりの基本理念や目指すべき将来像並びにこの将来像を実現するための基本方針など
を定めたものです。

２　基本計画
　基本構想に基づき、まちづくりの主要施策の内容を体系的に定めたものです。

３　実施計画
　基本計画に定めるまちづくりの主要施策を実行するための具体的な事業計画です。
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３年間を計画期間として、
以降も毎年度見直します。

資料：砺波市人口ビジョン　※国勢調査によるH27人口は49,000人。※推計方法の違いによりH27・H32年は数値が逆転しています。
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基本
理念

人づくり人づくり

もに輝き　
支えあう

と ごやかな 
暮らしを育む

な
安心づくり安心づくり まちづくりまちづくり

　らいに　
活力をつなげる
み

～庄川と散居が織りなす花と緑のまち～

もっと元気  ほっと安心  ずっと幸せ “やっぱり砺波”
教養と文化を高め

こころ豊かなまちをつくります
勤労を喜び 産業をはぐくむ

元気なまちをつくります

花や緑を愛し
美しいまちをつくります笑顔があふれる

健康で明るいまちをつくります
互いに助けあい 励ましあう
あたたかいまちをつくります

共通方針
協働と持続可能な自治体経営

将来像

基本方針

将来像

　まちづくりの基本理念のもと、砺波市の将来像を実現するために、次の３つの基本方針及び基本方針を
推進するための共通方針に基づき施策を展開していきます。

花壇（共通方針）に、３本の美しいチューリップ（基本方針「と・な・み」）が花開くイメージです。

　将来像は、私たちが目指す砺波市の姿です。基本理念を踏まえ、清流「庄川」と豊かな「里山」、そして
「散居」に育まれた「花と緑のまち」を将来に継承するとともに、全ての市民が住みよさや幸せを実感し、
いつまでも暮らし続けたい「選ばれるまち砺波」を理想の姿としています。

～ 庄川と散居が織りなす花と緑のまち ～

もっと元気  ほっと安心  ずっと幸せ  “やっぱり砺波”

基本構想
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ともに輝き支えあう　人づくり基本方針１

なごやかな暮らしを育む　安心づくり基本方針２

教育の充実主要施策1
個別施策1／学校教育の充実
①知、徳、体のバランスのとれた児童生徒の育成
②地域とともに育てる学校教育の推進
③共に支え高め合う特別支援教育の充実
④学校施設の整備と充実
⑤子供の安全確保
個別施策2／幼児教育・保育の充実
①幼児教育・保育の環境充実

心豊かな人の育成主要施策2
個別施策3／青少年の健全育成
①家庭教育力の向上	 ②家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進
③青年・女性団体活動の活性化
個別施策4／生涯学習の推進
①地域を学ぶ機会の充実	 ②学びを充実し生かす仕組みづくり
③生涯学習施設の整備・充実	 ④図書館機能の充実
個別施策5／スポーツの推進
①生涯スポーツの振興	 ②スポーツ競技力の向上と指導者の育成
③スポーツ施設の充実
個別施策6／文化芸術の振興
①文化芸術活動への支援	 ②文化財の保護と活用　 ③地域文化の理解と継承

地域力・家族力の向上主要施策3
個別施策7／地域コミュニティの活性化
①コミュニティ活動の推進
個別施策8／三世代同居の推進
①三世代同居の実現・継続に向けた支援
②世代を超えた交流の推進

交流・定住の促進主要施策4
個別施策9／国際・国内交流の推進
①国際交流の推進	 ②国際理解の推進　　　 ③国内交流の推進
個別施策10／移住・定住の促進
①IJUターンの促進	 ②都市部からの交流促進

■ 主な指標
指　標 現状値【H27】 目標値【H33】

小中学校スタディメイト配置率 83.3％ 100％

認定こども園の設置数 1施設 6施設

三世代同居率 22.9％【H22】 22.9％【H32】

■ 主な指標
指　標 現状値【H27】 目標値【H33】

いきいき百歳体操自主グループ数 19カ所 100カ所以上

出生数 395人 400人

人口1万人当たりの防災士数 20.51人 22.0人

保健・医療の充実主要施策5
個別施策11／健康づくりの推進
①市民の健康づくりの支援
②受けやすい検診体制の整備
③予防対策の充実
④主要死因及び要介護の原因となる疾病対策
個別施策12／医療の充実
①かかりつけ医の啓発
②地域医療支援病院の設置
③5疾病5事業及び在宅医療体制の確保
④在宅医療・在宅介護の連携強化

子育て環境の充実主要施策7
個別施策16／妊娠・出産・子育て支援の充実
①親子の保健の充実
②子育て支援サービスの充実
③子育てと仕事の両立支援
個別施策17／結婚支援の推進
①結婚に対する意識の啓発
②結婚活動（婚活）に対する支援

福祉の充実主要施策6
個別施策13／高齢者福祉の推進
①在宅生活に向けた支援強化	 ②介護予防の推進　　③介護サービスの充実
④生きがいづくりの推進	 ⑤高齢者の就労支援
個別施策14／障がい者（児）福祉の推進
①障がい福祉サービスと就労支援の充実　　②社会参加と相談支援の充実
個別施策15／地域福祉の推進
①地域ぐるみによる福祉の充実　　　　　　②ひとり親家庭の福祉の充実
③生活保護受給者等の自立支援　　　　　　④社会保障制度の運営

市民生活の安全性の向上主要施策8
個別施策18／防災力、消防・救急救助体制の充実強化
①国民保護施策の充実	 ②自主防災組織の強化
③地域防災対策の充実	 ④地域排水対策の推進
⑤治水・砂防対策の充実	 ⑥消防力の充実
⑦救急救助の充実・強化	 ⑧防火意識の啓発
⑨除雪対策の推進
個別施策19／防犯・交通安全の推進
①防犯活動の推進	 ②交通安全の推進

基本計画
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市民協働の推進主要施策14
個別施策34／市民と行政の協働の推進
①NPO・ボランティア活動の推進
②行政への市民参画の推進
個別施策35／人権尊重・男女共同参画の推進
①人権が尊重される社会の実現
②男女共同参画の意識づくり
③ワーク・ライフ・バランスの推進
④職業生活における女性の活躍の推進
⑤あらゆる暴力の根絶

自然・環境の保全と活用主要施策9
個別施策20／自然環境・景観の保全
①散居景観の保全と活用　　②自然と共生するまちづくりの推進
③豊かな森林づくり
個別施策21／花と緑の普及推進
①花と緑のまちづくりの推進	 ②緑花意識の高揚
個別施策22／生活環境の保全
①循環型社会の構築	 ②環境保全対策の推進
③斎場・霊苑の維持管理

農林業の振興主要施策11
個別施策26／生産基盤・経営体制の充実
①生産基盤の保全・整備	 ②担い手・経営体制の強化
個別施策27／地域ブランド化の取組支援
①花き・球根、園芸、畜産の推進	
②水稲・大麦・大豆、種子の生産と品質の向上
③地産地消・販路拡大の推進

商工業の振興主要施策12
個別施策28／基幹・既存産業の振興・強化
①基幹産業の強化	 ②コミュニティビジネスの推進
③伝統産業の振興
個別施策29／企業誘致、起業・創業支援
①企業誘致の推進	 ②起業・創業支援
個別施策30／中心市街地・商店街の活性化
①中心市街地・商店街の利便性の向上
②中心市街地・商店街の機能の充実
③中心市街地・商店街の賑わいの創出
個別施策31／雇用環境の整備
①雇用条件・就労環境の安定支援
②職業訓練の充実	 ③勤労者福祉の推進

生活基盤の充実主要施策10
個別施策23／住宅環境の整備
①優良な宅地の供給	 ②住宅水準の向上
③市営住宅の整備
個別施策24／都市基盤の整備
①道路交通網の整備	 ②安全な市道の整備
③生活基盤等の整備	 ④上水道の充実
⑤下水道の安定運営
個別施策25／公共交通の充実
①公共交通の利用促進

観光の振興主要施策13
個別施策32／観光資源の魅力創出
①散居村の魅力創出	 ②四季を通じた賑わいの創出
③観光資源の充実	 ④歴史・文化の活用
⑤文化や情報の交流促進
個別施策33／観光情報発信・受入体制の充実
①情報発信の充実	 ②広域観光の推進
③国際観光の推進	 ④受け入れ体制の充実

持続可能な自治体経営主要施策15
個別施策36／効率的な行財政運営
①開かれた市政の推進
②効率的な自治体運営の推進
③職員の育成
④くらしの情報発信
⑤行政の情報化の推進
個別施策37／広域行政・事業連携の推進
①広域行政の充実
②事業連携の推進

■ 主な指標
指　標 現状値【H27】 目標値【H33】

散居景観モデル事業自治会数 6件 24件

チューリップ球根出荷量 618万球／年 700万球／年

地域資源活用・農商工連携新商品開発件数 2件 8件

観光客入込客数 185万人／年 200万人／年

■ 主な指標
指　標 現状値【H27】 目標値【H33】

市ボランティアセンター登録者数（個人＋団体） 5,294人 6,100人

審議会等における女性委員の割合 24.8％ 30.0％

みらいに活力をつなげる　まちづくり基本方針３

協働と持続可能な自治体経営共通方針
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砺波市の将来像「もっと元気 ほっと安心 ずっと幸せ “やっぱり砺波”」の実現に向け、基本計画に掲げる施
策を推進していく上で、今後５か年で特に重点的かつ優先的に実施すべき施策を10ＷＡＶＥ（テンウェーブ）
プロジェクトとして10のプロジェクトを設定し、その波及効果も期待しながら事業の着実な進捗に努めます。

※「10ＷＡＶＥ」とは、「10波」つまり「となみ」を表しています。

　安心して子供を産み育てることができるよう、母子保健や子育て支援サービスの充実など、妊娠・
出産・子育てに対する切れ目のない支援の充実を図るとともに、保育・幼児教育の充実や幼保の一元
化を推進します。

○子育て世代包括支援センター推進事業　　○児童発達支援事業
○認定こども園化推進事業　　等

　幼児期から高齢期まで、生涯を通して健康でいきいきと学び、活動することができるよう、生涯学習・
生涯スポーツの推進と施設の充実を図るとともに、健康寿命の延伸に向けて健康づくりを推進します。

○新砺波図書館整備事業　　○新砺波体育センター整備事業
○いきいき百歳体操普及事業　　等

　家庭内での子育てや高齢者介護など、世代間で支え合う機能が期待される「三世代同居」を推進す
ることで、「出生率の上昇」、「高齢者の生きがい創造」、「女性の就業機会の拡大」、「空き家の
減少」などの効果により人口減少の抑制を図ります。

○三世代子育て応援給付金給付事業　　○三世代同居住宅支援事業
○孫とお出かけ支援事業　　等

　散居景観やチューリップなど豊かな地域資源を広く国内外へ情報発信し、地域イメージの向上と交
流人口の拡大を図るとともに、くらしの魅力や充実した各種支援制度を市内外にPRすることで、定住
人口の増加と郷土愛の醸成に取り組みます。

○シティプロモーション事業　　○地域おこし協力隊による魅力発信事業
○首都圏PRイベント事業　　等

　住み慣れた地域で、生涯にわたり自分らしく暮らし続けることができるよう、病診連携、総合相談
支援体制の充実、医療・保健・介護・福祉など多職種連携を進めることで、地域包括ケアシステムの
取り組みを推進します。

○市立砺波総合病院とかかりつけ医とによる医療機能分化と連携の強化事業
○介護保険制度地域支援事業（シニア元気あっぷポイント事業・ふれあいいきいきサロン事業）
○認知症対策事業（初期集中支援チーム・認知症カフェ事業）　等

　地域防災体制を充実させることや市街地での雨水対策、災害時に防災拠点となる本庁舎の耐震化等
の検討を進めることで、防災力の強化を図ります。

○地域防災体制充実事業（消防団・自主防災組織・防災士会の強化）
○出町市街地雨水対策事業（雨水貯留施設整備事業）
○本庁舎耐震化等調査研究事業　　等

　公共施設や道路・橋梁、上下水道、公園等のインフラの更新・長寿命化・統廃合など、社会環境の
変化に対応した公共施設等の総合的な管理を推進します。

○砺波チューリップ公園再整備事業（公園施設長寿命化・防災機能強化）
○砺波駅前広場イメージアップ事業　　○道路橋梁維持修繕事業　　等

　市営バスの利便性向上や民営バスの運行支援、JR城端線の利用促進に取り組むとともに、高齢化の進
行や家族構成の変化等の社会情勢に対応した市民が利用しやすい地域公共交通サービスを推進します。

○デマンド型交通調査・導入事業
○城端・氷見線活性化事業（交通ICカード利用エリア拡大・運行本数増便）
○利用しやすい市営バス等運行事業（ダイヤ改正・路線検討）　　等

　市の花であるチューリップの球根・切花等の新たな販路を開拓するとともに、球根生産の省力化に
よる担い手の育成や、切花生産の拡大などによりチューリップ産業の振興を図ります。

○チューリップ球根ネット栽培体系確立事業
○チューリップ球根・切花販路開拓支援事業
○チューリップ球根の担い手育成支援事業　　等

　地域資源等を活用した新商品・新事業の創出や農商工等連携、農業の6次産業化を推進するとともに、
優れた市産品を｢となみブランド｣として普及し、販路拡大を図ることで地域経済の活性化を促進します。

○地域資源活用・農商工連携推進支援事業　　○となみブランド後継者育成支援事業
○となみ中山間地域チャレンジ事業　　等

子育て応援プロジェクト

主な事業
主な事業

主な事業 主な事業

主な事業
主な事業

主な事業
主な事業

主な事業
主な事業

防災力強化プロジェクト

公共施設等長寿命化・最適化プロジェクト

地域公共交通推進プロジェクト

チューリップ産業振興プロジェクト

地域資源活用・農商工連携推進プロジェクト　

学びの充実と健康寿命延伸プロジェクト

三世代同居推進プロジェクト

魅力情報発信強化プロジェクト

地域包括ケア充実プロジェクト

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 プロジェクト
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砺波市の将来像「もっと元気 ほっと安心 ずっと幸せ “やっぱり砺波”」の実現に向け、基本計画に掲げる施
策を推進していく上で、今後５か年で特に重点的かつ優先的に実施すべき施策を10ＷＡＶＥ（テンウェーブ）
プロジェクトとして10のプロジェクトを設定し、その波及効果も期待しながら事業の着実な進捗に努めます。

※「10ＷＡＶＥ」とは、「10波」つまり「となみ」を表しています。

　安心して子供を産み育てることができるよう、母子保健や子育て支援サービスの充実など、妊娠・
出産・子育てに対する切れ目のない支援の充実を図るとともに、保育・幼児教育の充実や幼保の一元
化を推進します。

○子育て世代包括支援センター推進事業　　○児童発達支援事業
○認定こども園化推進事業　　等

　幼児期から高齢期まで、生涯を通して健康でいきいきと学び、活動することができるよう、生涯学習・
生涯スポーツの推進と施設の充実を図るとともに、健康寿命の延伸に向けて健康づくりを推進します。

○新砺波図書館整備事業　　○新砺波体育センター整備事業
○いきいき百歳体操普及事業　　等

　家庭内での子育てや高齢者介護など、世代間で支え合う機能が期待される「三世代同居」を推進す
ることで、「出生率の上昇」、「高齢者の生きがい創造」、「女性の就業機会の拡大」、「空き家の
減少」などの効果により人口減少の抑制を図ります。

○三世代子育て応援給付金給付事業　　○三世代同居住宅支援事業
○孫とお出かけ支援事業　　等

　散居景観やチューリップなど豊かな地域資源を広く国内外へ情報発信し、地域イメージの向上と交
流人口の拡大を図るとともに、くらしの魅力や充実した各種支援制度を市内外にPRすることで、定住
人口の増加と郷土愛の醸成に取り組みます。

○シティプロモーション事業　　○地域おこし協力隊による魅力発信事業
○首都圏PRイベント事業　　等

　住み慣れた地域で、生涯にわたり自分らしく暮らし続けることができるよう、病診連携、総合相談
支援体制の充実、医療・保健・介護・福祉など多職種連携を進めることで、地域包括ケアシステムの
取り組みを推進します。

○市立砺波総合病院とかかりつけ医とによる医療機能分化と連携の強化事業
○介護保険制度地域支援事業（シニア元気あっぷポイント事業・ふれあいいきいきサロン事業）
○認知症対策事業（初期集中支援チーム・認知症カフェ事業）　等

　地域防災体制を充実させることや市街地での雨水対策、災害時に防災拠点となる本庁舎の耐震化等
の検討を進めることで、防災力の強化を図ります。

○地域防災体制充実事業（消防団・自主防災組織・防災士会の強化）
○出町市街地雨水対策事業（雨水貯留施設整備事業）
○本庁舎耐震化等調査研究事業　　等

　公共施設や道路・橋梁、上下水道、公園等のインフラの更新・長寿命化・統廃合など、社会環境の
変化に対応した公共施設等の総合的な管理を推進します。

○砺波チューリップ公園再整備事業（公園施設長寿命化・防災機能強化）
○砺波駅前広場イメージアップ事業　　○道路橋梁維持修繕事業　　等

　市営バスの利便性向上や民営バスの運行支援、JR城端線の利用促進に取り組むとともに、高齢化の進
行や家族構成の変化等の社会情勢に対応した市民が利用しやすい地域公共交通サービスを推進します。

○デマンド型交通調査・導入事業
○城端・氷見線活性化事業（交通ICカード利用エリア拡大・運行本数増便）
○利用しやすい市営バス等運行事業（ダイヤ改正・路線検討）　　等

　市の花であるチューリップの球根・切花等の新たな販路を開拓するとともに、球根生産の省力化に
よる担い手の育成や、切花生産の拡大などによりチューリップ産業の振興を図ります。

○チューリップ球根ネット栽培体系確立事業
○チューリップ球根・切花販路開拓支援事業
○チューリップ球根の担い手育成支援事業　　等

　地域資源等を活用した新商品・新事業の創出や農商工等連携、農業の6次産業化を推進するとともに、
優れた市産品を｢となみブランド｣として普及し、販路拡大を図ることで地域経済の活性化を促進します。

○地域資源活用・農商工連携推進支援事業　　○となみブランド後継者育成支援事業
○となみ中山間地域チャレンジ事業　　等

子育て応援プロジェクト

主な事業
主な事業

主な事業 主な事業

主な事業
主な事業

主な事業
主な事業

主な事業
主な事業

防災力強化プロジェクト

公共施設等長寿命化・最適化プロジェクト

地域公共交通推進プロジェクト

チューリップ産業振興プロジェクト

地域資源活用・農商工連携推進プロジェクト　

学びの充実と健康寿命延伸プロジェクト

三世代同居推進プロジェクト

魅力情報発信強化プロジェクト

地域包括ケア充実プロジェクト

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 プロジェクト
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〒939︲1398
富山県砺波市栄町７番３号

TEL 0763︲33︲1111（代表）　FAX 0763︲33︲5325
http://www.city.tonami.toyama.jp

富山県砺波市

～ 庄川と散居が織りなす花と緑のまち ～

もっと元気  ほっと安心  ずっと幸せ  “やっぱり砺波”


