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第1章 基本計画の構成
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　基本計画（後期基本計画平成24年度～平成28年度）は、砺波市の理想のすがたとする

「砺波市の将来像」の実現のために実施する施策や事業を、基本構想に示す「まちづくりの基

本方針」に沿って組み立てたものです。「基本方針」「主要施策」「施策区分」「施策」の４つの

階層から構成しており、「基本方針」から「施策」までの全体像を施策の体系として表してい

ます。

基本計画の構成

1.  基本計画の構成

2.  施策の体系例示

 

 

 

笑顔があふれる
福祉のまちづくり

基本方針

市民の主体的な
健康づくり支援

施　　策

健康づくりの推進

施策区分

健康で豊かな生活を送るために

生涯を通した心身の健康づくり

主要施策



第2章 施策の体系
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施策の体系

笑顔があふれる
福祉のまちづくり

健康づくりの推進

健康で豊かな生活を送るために
生涯を通した心身の健康づくり

市民の主体的な健康づくり支援

地域保健・医療の充実 安心して利用できる地域保健・医療体制の整備

予防対策の推進 受けやすい検診体制の整備

感染症予防の充実

子育て支援の充実

安心して　生み育てるために
夢や喜びを感じる子育て環境の整備

子育て支援サービスの充実

親と子が健やかに暮らせる環境づくり

子育て施設の充実

子育てと仕事の両立支援

高齢者福祉の充実

高齢者の生きがいの充実

高齢者が地域で安心し生きがいを持って暮らすために
長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実

在宅生活向上に向けた支援強化

生きがいづくりの支援

就労の支援

介護予防の推進

介護サービスの充実

地域福祉活動の推進

ひとり親家庭福祉の充実

生活保護の自立支援

社会保障制度の運営

安心して自立した生活を送るために
みんなで支えあう福祉活動の推進

地域ぐるみの福祉活動の推進

生活保護制度の適切な運用

国民健康保険、介護保険などの円滑な運営

自立支援の推進

相談体制の充実

障がい者（児）福祉の充実

障がい者（児）が自信を持って暮らすために
自立を支援する障がい者（児）福祉の充実

障がい福祉サービスと就労支援の充実

社会参加と相談支援の充実
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「人」と「心」を
育むまちづくり

生きる力を育む教育の充実

子どもが健やかに育つために
自立と共生の人間形成をめざした教育の充実

自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実

安全で安心な教育環境づくり 学校施設の整備・充実

子どもの安全確保

豊かな心を育む教育の充実

健やかな体づくりと食育の推進

活力ある健全な青少年の育成

若者が未来を拓くために
豊かな人間力を高める人づくりの推進

家庭教育力の向上

家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進

青少年活動の機会の提供

生涯学習の充実

生涯学習環境の充実

人生を心豊かに送るために
楽しく学び自らを高める生涯学習の推進

地域を学ぶ機会の充実

生涯学習施設の整備・充実

図書館機能の充実

学びを充実し生かす仕組みづくり

交流を図る学習の推進

スポーツ・レクリエーションの振興

スポーツ環境の充実

健やかで明るく過ごすために
健全な心と体を育むスポーツの振興

生涯スポーツの振興

スポーツ競技力の向上と指導者の育成

スポーツ施設の充実

芸術・文化活動の振興

伝統文化の継承

地域の心を伝え　潤いを実感して暮らすために
芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承

芸術・文化活動への支援

文化財の保護と活用

地域文化の理解と継承
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庄川と散居に広がる
快適なまちづくり

景観の保全と整備

自然豊かなとなみ野を守るために
清流や散居を活かした景観の整備

散居景観の保全と活用

花と緑の推進
緑化意識の高揚と後継者育成

庄川を含む河川の親水空間の整備

花と緑のまちづくりの推進

自然との共生

循環型社会の構築

森林の保全と整備

生活環境の保全と整備

持続可能な社会を確立するために
環境にやさしい循環型社会の形成

自然と共生するまちづくりの推進

豊かな森林づくり

環境保全対策の推進

斎場・霊苑の維持管理

地球温暖化防止の推進

ごみの減量化・資源化の推進

道路交通網の整備

都市基盤の整備

公共交通の充実

魅力ある都市づくりのために
機能的な都市基盤の整備

高速自動車道の整備促進

市道や橋梁などの維持管理

都市基盤の整備促進

公共交通の利用促進と活性化

国道・県道の整備促進

市道の整備促進と道路網の検討

上水道の充実

下水道の推進

住宅の充実

暮らしやすい生活を送るために
快適な居住環境の整備

計画的な施設整備の実施

利用者サービスの充実

公共下水道の計画的な整備

安定した下水道事業の運営

宅地の供給

住宅水準の向上

市営住宅の改修・整備
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地域防災基盤の整備

安全な暮らしのために
安全で安心して暮らせるまちづくりの推進

自主防災組織の強化と活動支援

消防・救急体制の充実

防犯体制の充実と交通安全の推進

除雪対策の推進

治山治水対策の充実

国民保護施策の充実

消防力の充実

救急・救助の充実

防火意識の啓発

防犯組織の活動促進と普及啓発

防犯対策の強化と消費者の自立支援

交通事故防止のための安全教育の推進

除雪対策の推進

地域防災対策の充実

地域排水対策の推進
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魅力ある産業が
発展するまちづくり

農林業の生産基盤・経営体制の充実

明日へつながる農林業を育むために
確かな基盤づくりと風土を活かした新たな農林業の確立

生産基盤の保全・整備

ブランド化の取組支援
水稲・大豆、種子の生産と品質の向上

地産地消・販路拡大の推進

後継者・経営組織の育成支援

花き・球根、園芸、畜産の推進

企業誘致の推進

起業家、既存産業の育成・支援

伝統産業の支援

活力に満ちた元気なまちをつくるために
時代を先取る産業と伝統産業の振興

新しい企業の誘致

コミュニティビジネスの育成

新商品開発の支援

販路拡大の支援

ハイテク・ミニ企業団地の支援

経営診断・技術指導の支援

商店街の活性化

人が集まり楽しめるまちをつくるために
にぎわいと魅力ある商店街の振興

歩いて楽しめる商店街づくり

各種イベントとのタイアップ

商店街活動の支援

雇用機会の提供支援

職業訓練・勤労者福祉の充実

世代に応じた住みよいまちをつくるために
安定した魅力ある雇用環境の確立

雇用条件・就労環境の安定支援

職業訓練の充実

勤労者福祉の推進

観光資源の魅力創出

観光振興戦略の推進

地域資源を活かした観光を発信するために
通年型・滞在型観光交流の確立

散居・自然景観の魅力創出

四季を通じた賑わいの創出

地域伝統芸能・歴史文化資源の活用

観光施設の充実

観光情報受発信機能の充実

広域・国際観光の推進と市民交流の拡充

ホスピタリティあふれるもてなし体制の整備
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市民と行政が協働
するまちづくり

市民と協働のまちづくりの推進

市民と行政がともに歩むために
市民と一体となった行政の推進

コミュニティ活動の推進

男女共同参画の推進 男女共同参画の意識づくりと様々な分野への推進

あらゆる暴力の根絶

ワーク・ライフ・バランスの実現と男女の健康支援

行政への幅広い市民参画

NPO・ボランティア活動の推進

健全な自治体運営の推進

電子自治体の推進

広域行政の推進

元気が続く砺波市であるために
持続可能な行政の運営

開かれた市政の推進

暮らしの情報発信の充実

広域行政の充実

広域的事業の推進

効率的な自治体運営の推進

職員の育成

国際交流の推進

国内交流の推進

国際性など広い視野を身につけるために
国外・国内との多様な交流の推進

姉妹・友好都市との交流推進

国際理解の推進

国内交流の推進



第3章 基本計画（各論）



Ⅰ  笑顔があふれる福祉のまちづくり

基 本 方 針

　生涯を通して、心身ともに健康で、明るく豊かな生活を送ることは、市民の

共通の願いです。子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、家庭や地域でと

もに助け合い、支えあいながら、健康で安心していきいきと暮らし、市民の

笑顔があふれるまちづくりを進めます。

Ⅰ  笑顔があふれる福祉のまちづくり



健康都市宣言

　生涯を通じて健康で、明るく生きがいのある生活を送ることは、すべての市

民の切実な願いです。

　庄川と散居の広がる、豊かな自然に恵まれた砺波市。

　市民一人ひとりが自分の健康は自ら築き、世代をこえてお互いを思いやる心

をはぐくみ、より健やかな体をつくり、笑顔あふれる砺波市をめざして、ここに

「健康都市」を宣言します。

（平成17年9月21日）
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   生涯を通した心身の健康づくり
【施策区分テーマ】   健康づくりの推進

現状と課題

●生涯にわたり、健康で生きがいを感じながら、安心して豊かな生活を送ることは、市民
　すべての願いです。

●生活習慣病を予防し、介護を要しない状態で生活するためには、個人の実践とともに個
　人の取組を支える地域ぐるみでの健康づくりを推進することが必要です。

●＊食生活改善推進員協議会や＊母子保健推進員連絡協議会、＊ヘルスボランティア連絡
　会など健康づくりの活動を行っているボランティア団体の育成・活動支援に努めています。

●健康づくりの情報提供を行うことにより、市民一人ひとりが望ましい生活習慣を実践し、
　主体的に健康づくりができる環境を＊環境保健衛生協議会と協働で整備していくことが
　必要です。

●働き盛りの壮年期の3大死因は、がん、心疾患、脳血管疾患があげられており、50歳代
　男性は自殺する割合が高いようです。また、要介護状態となる原因には、認知症、脳血管
　疾患後遺症、転倒・骨折などがあげられます。これら壮年期死亡、要介護者が増加しな
　いよう個人の身体の状態に合った運動・栄養・心の健康・禁煙などの健康づくりに関す
　る意識の啓発が重要です。

●社会環境が複雑化するなかで、ストレスなどによる心の健康が問題となっています。この
　ため、精神保健に関する理解を深める取組を進めるとともに、精神保健対策の充実を
　図る必要があります。

●医療や介護に要する社会的費用の抑制の観点から、若い世代も含めた幅広い年齢層を
　対象とした総合的な健康づくり施策を展開することが必要です。

健康的な生活習慣への改善意向

資料：富山県厚生部健康課

※平成22年12月実施、健康づくり県民意識調査

■改めたいと思う　 ■できれば改めたいと思う　 ■あまり思わない　 ■思わない　 ■無回答

全　体

男　性

女　性

0%

（人）

20% 40% 60% 80% 100%

23.1 39.8 31.0 5.9

0.2

19.2 41.8 31.7 6.7

26.6 38.0 30.3 5.2

0.5
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施策キーワード
●地域ぐるみの健康づくり
●市民との協働による健康への意識啓発
●砺波市健康プラン21の推進

主な施策内容

1.  市民の主体的な健康づくり支援

○環境保健衛生協議会が中心となり、地域ぐるみの健康づくりを推進します。
○食生活改善推進員やヘルスボランティア、母子保健推進員の養成・育成を行います。
○広報となみやケーブルテレビ、FMラジオ、ホームページを活用し、健康に対する意識
　の啓発に努めます。
○出前講座などにより健康教育を実施し、心身の健康に対する意識啓発に努めます。　
　また、市民が電話や窓口などにおいて、健康に関する悩みを気軽に相談できるような
　環境づくりに努めます。
○市民の健康寿命を延ばし、健康で明るく活気に満ちた地域を目指し、＊「砺波市健康
　プラン21」に基づき、市民、関係機関、行政が一体となった健康づくりを総合的かつ
　計画的に推進します。
○心の病気に関する正しい知識の普及に努め、早期に相談や治療ができるような体制の
　整備を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

健康づくりボランティア地区活動の
実施回数及び参加者数

1,519回
16,180人

203回
6,813人

2,000回
18,000人

220回
7,500人

市民との協働による、健康づくりの
推進に努める

健康教育機会の充実を進め、健康
に対する意識啓発の推進に努める

健康教育の実施回数及び参加者数

「食生活改善推進員協議会」
　「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、地域において料理講習会などを通して健康な食生活習慣を広めるボランティ
アの組織。

「母子保健推進員連絡協議会」
　地域母子保健の向上のため、１歳児訪問などを通じた養育者の身近な相談相手として、すこやかな子どもの成長を支援す
るボランティアの組織。

「ヘルスボランティア連絡会」
　市民が生涯を通した健康づくりを積極的に実践できるよう、地域における健康キャンペーンやイベントなどの企画運営、
ヘルスチェックや健康診査の呼びかけ、お話ボランティアなどを通して健康づくりを支援するボランティア組織。

「環境保健衛生協議会」
　21地区の自治振興会・婦人会からなる地区部会と、上記3つの健康づくり関係ボランティア団体によって構成する専門部
会からなる組織。

「砺波市健康プラン21」
　健康寿命の延伸を目的とした健康増進法に基づく本市の健康づくりのための計画。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   生涯を通した心身の健康づくり
【施策区分テーマ】   予防対策の推進

現状と課題

●本市における死亡原因は、「がん」によるものが一番多くなっています。また、医療件数
　では、長い間の生活習慣によって引き起こされる高血圧性疾患や糖尿病が際立って多く、
　年々増加する傾向にあります。

●生活習慣病は、自覚症状がないまま静かに進行する特徴があり、時には合併症を引き
　起こし、生命を脅かすこともあります。そこで、特定健康診査の受診によって＊メタボリッ
　クシンドロームを早期に発見し、生活習慣病を予防することが重要です。

●健康センターでは、特定保健指導・各種がん検診などを実施し、医療機関と連携した適
　切な指導を行うとともに、働き盛りの年代に対し受診勧奨を行い、受診率を向上させる
　ことが、予防を推進する上での重要な課題となっています。

●今日、様々な感染症の予防や治療が可能になっていることから、従来のような集団予防
　から、個人の疾病予防と早期治療を組み合わせた方法へと予防対策の転換が図られて
　います。また、感染症に関する正しい知識の普及と適切な情報の提供、予防接種の接種
　率向上に努めることが重要です。

主要死因の推移

資料：富山県保健統計年報

がん（悪性新生物） 肺炎 心疾患 脳血管性疾患
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施策キーワード
●壮年期死亡率の低下に向けて
●予防接種個別化の推進

主な施策内容

1.  受けやすい検診体制の整備

○乳幼児から高齢者までの＊ライフステージに合った健康診査や健康相談を実施すると
　ともに、それぞれの身体の状況に適した保健指導を行うなど市民の健康管理の支援を
　行います。
○受診機会を拡大し、健康診査体制を充実することにより、受診率の向上を図り、生活
　習慣病や歯周疾患、むし歯などの早期発見、早期治療に努めます。
○広報となみ、ケーブルテレビ、ＦＭラジオやホームページを活用しながら積極的に各種
　健康診査のＰＲを行い、受診率の向上を図ります。

2.  感染症予防の充実

○予防接種は、集団接種から個別接種への移行を進めるとともに、接種率が向上するよ
　う積極的な啓発活動を行います。
○地域の医師会と連携し、個別接種がより安心して受けられるよう予防接種の環境整備
　に努めます。
○新たな感染症や結核など再流行の危険性がある感染症を予防するとともに、市民の
　不安を取り除くため、正しい知識の普及を行います。
○感染症発生時における迅速な情報収集や関係機関への的確な情報提供など、危機管
　理体制の確立に努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

がん検診の受診率
・胃がん
・乳がん
・子宮がん

21.0％
34.9％
33.4％

89.1％
予防接種の接種率
・麻しん風しん

30％以上
45％以上
40％以上

95％以上

検診体制の整備を進め、受診率の向上を図る

啓発活動を推進し、接種率の向上を図る

「メタボリックシンドローム」
　内臓脂肪型肥満（内臓肥満・腹部肥満）に高血糖・高血圧・高脂血症のうち2つ以上を合併した状態をいう。

「ライフステージ」
　人間が誕生してから死ぬまでの様々な過程における生活史上の各段階のこと。
　幼児期、児童期、青年期、老年期などがある。



70

笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   生涯を通した心身の健康づくり
【施策区分テーマ】   地域保健・医療の充実

現状と課題

●けがをしたり病気になった場合に、身近なところで、適切な医療を安心して受けられる
　ことが大切です。

●高齢化が進行し、今後ますます医療ニーズの高まりが予想されることから、地域に密着
　した医療体制の充実が求められています。

●身近なかかりつけ医による医療や健康診査・健康相談などの保健・医療サービスを推進
　していくことが重要です。

●かかりつけ医と連携のとれた高度医療を行う病院が身近にあり、精密検査や入院治療が
　行われることは、市民の大きな安心につながります。

●市立砺波総合病院は、砺波医療圏の中核病院であり、＊二次医療機能の充実を図るととも
　に、身近なかかりつけ医（＊一次医療）との＊病診連携を進めることが必要です。

●医療機関が連携し、質の高い医療と高度な治療を提供するとともに、休日や夜間などに
　おける救急医療体制を充実させることが重要です。

●健康センターは、健康づくりの拠点施設として日常の健康管理の支援や生活習慣病の
　予防など一貫した保健サービスを提供するとともに、母子保健事業、健康増進事業など
　の充実を図ります。

市内医療関係施設
病　院 診

療
所

薬　

局

歯
科
診
療
所

病　床　数 そ の 他

※（　）は市立砺波総合病院、平成23年4月1日現在
　資料：砺波厚生センター届出

市
立

1 5 41 17 15 17 32（514）
978

（461）
477

（44）
97

（0）
395

（4）
4

（5）
5

総
数

一
般

結
核

精
神

感
染
症

療
養
型

は
り
灸

あ
ん
ま

整　

復

柔　

道
私
立

※平成20年12月末現在
　資料：砺波厚生センター医療従事者届

市内医療関係従事者

医　師 歯科医師 薬剤師 助産師
看護師

（含准看護師） 保健師

133人 29人 78人 27人 513人 25人
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施策キーワード
●身近なところで支援できる体制
●地域完結型医療の充実

主な施策内容

1.  安心して利用できる地域保健・医療体制の整備

○誰もが身近なところで治療が受けられるよう医療体制の整備を支援します。また、日
　ごろから安心して相談できるかかりつけ医を持つことの重要性について、普及啓発に
　努めます。
○きめ細かな医療サービスや必要に応じた専門的治療が提供されるよう、かかりつけ医
　と医療機関との連携強化や役割分担を図って体制整備に努めます。
○地域の医療機関や訪問看護ステーション、福祉機関が連携を図り、在宅医療体制を充
　実します。
○市立砺波総合病院は、砺波医療圏の中核病院です。夜間や休日、緊急時などに適切な
　医療を提供するため、医療機器の整備や医師をはじめ医療スタッフの確保に努めます。
　また、医療機関の連携強化や役割分担をすすめ、高度医療や救急医療に対応した地域
　医療体制の充実に努めます。
○健康センターは、ライフステージに沿った健康診査、健康教育、健康相談、訪問指導な
　ど地域における保健活動を推進します。
○市立砺波総合病院、健康センター、地域包括支援センター、庄川健康プラザなどの連
　携強化を図り、医療・保健・福祉の総合的かつ一体的なサービスの提供に努めます。

「二次医療」
　専門的な外来診療や入院医療など。

「一次医療」
　通常の病気や外傷の治療、慢性期の療養管理など。

「病診連携」
　病院と診療所などがお互いの機能を活かして協力・連携する診療体制。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   夢や喜びを感じる子育て環境の整備
【施策区分テーマ】   子育て支援の充実

現状と課題

●各種健診などを実施し、乳幼児や妊産婦の健康の保持・増進に努めるとともに、子育て
　に関する手当制度をはじめ、子育て支援医療費の助成など子育てにかかる経済的負担
　の軽減を図っています。

●市内には、保育所が13か所、幼稚園が10か所あり、利用者の状況に応じて、延長保育や
　一時預かりなどのサービスを提供しています。また、民間の幼稚園・保育所への運営支援
　を行っています。

●少子化の進行と子育てに悩む保護者の増加から、＊子育て支援センターでの子育て相談
　や指導助言に努めています。

●安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに成長するためには、妊娠・出産・育児の環
　境整備が重要です。各種乳幼児健康診査や健康相談・訪問指導を実施し、医療・保健・
　福祉・教育が連携をとりながら、子どもの成長にあった支援をすることが必要です。

●支援を必要とする発達障害等の児童や保護すべき児童の家庭からの相談が増加する傾
　向にあるため、家庭児童相談の体制を充実させることが必要です。

●低年齢児保育や長時間保育の要望が年々多くなってきている一方、幼稚園への入園希望
　が減少する傾向にあることから、既存の施設を活かして保育と幼児教育を一体的に捉え
　た施設整備と運営への移行を進める必要があります。

●子育てサークルや育児相談、児童相談、親子の交流などの活動拠点となる子育て支援
　センターの整備・充実を図る必要があります。

●子育てサポーターリーダーや＊ファミリーサポートセンターなど、地域で活動する子育て
　支援団体や組織活動を広報となみなどで紹介し、支援していくことが必要です。

●核家族化や共働きなどにより保育所への入所希望者が増加するとともに、＊病児・病後
　児保育や休日保育など特別保育の需要が高まっています。

●仕事などの都合により、保護者が日中不在となる小学校児童（1～3年生）の放課後児童
　対策として、市内小学校校区9箇所に＊放課後児童クラブを設置しています。

●育児休業や育児休暇が取得しやすくなるよう、民間企業に対して制度を普及啓発する必
　要があります。　

●出生率低下の主な原因として、非婚化や晩婚化、若年労働者の不安定雇用などの進行が
　考えられるため、子育ての喜びや生きがい、新しい生命の尊さなど若い世代への意識啓
　発を図るとともに、雇用の安定を図っていくことが重要な課題となっています。
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年齢別人口と14歳以下比率の推移

※平成22年の数値は、国勢調査速報値を住民基本台帳人口で年齢層別に按分したもの

資料：こども課

※各年4月1日現在、広域受託児童含む
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施策キーワード
●子育て支援サービスの充実
●子育て施設の充実

●子育てと仕事の両立支援
●親と子が健やかに暮らせる環境づくり

主な施策内容

1.  子育て支援サービスの充実

○安心して子育てができるよう、病児・病後児保育の施設整備と運営に努めます。
○延長保育や一時預かりに加え、休日保育などの市民ニーズに対応し、民間保育所と連
　携した保育の拡充に努めます。
○子育て家庭に対し、適切な子育て支援サービスや保育を提供するため、子育てサポー
　ターの養成や子育てサークル活動への支援など、地域における子育て支援サービスの
　ネットワークづくりに努めます。
○子育てにかかる負担を軽減するため、子育て支援医療費の助成など経済的支援を継
　続します。

2.  子育て施設の充実

○国の動向に合わせ、幼保の一体化を図るなど、総合施設への移行について検討します。
○保育施設における耐震改築の整備を検討します。また、幼稚園施設における預かり機
　能の充実など子育て・保育ニーズに対応した効率的な取組を検討します。

3.  子育てと仕事の両立支援

○地域住民が子育てへの関心や理解を深め、地域全体で子育て家庭を支えることがで
　きるよう意識啓発を図ります。
○子育てに関する相談指導や仲間づくりなど、すくすく広場や子育て支援センターにお
　ける子育て相談・支援体制の充実を図ります。
○地区公民館などを有効活用した放課後子ども教室とともに、児童館や各小学校区放
　課後児童クラブの適正な運営に努め、共働き家庭などへの支援を図ります。
○育児休業や育児休暇の定着など雇用環境の整備に向け、事業主団体を通して民間企
　業などに積極的に働きかけを行います。
○男女が仕事や育児などを協力し合う意識が醸成されるよう普及啓発に努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

病児・病後児保育箇所数 0箇所

9クラブ放課後児童クラブ数

1箇所

10クラブ

病児・病後児保育施設を開設し、子育
て支援を充実する

子育てと仕事の両立を支援するため、
放課後児童クラブの充実を図る
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4.  親と子が健やかに暮らせる環境づくり

○妊娠期や出産期、新生児期、乳幼児期を通して母子の健康が確保されるよう、妊産婦
　及び乳幼児健康診査や子育て支援医療助成制度の充実を図ります。
○母親教室や育児相談、訪問指導を通じて、妊娠・出産・育児不安の解消に努めます。
○不妊治療に関する情報提供や相談体制の整備を図るとともに、治療に要する医療費
　の一部助成により経済的負担の軽減を図ります。
○＊「砺波市次世代育成支援行動計画（後期計画）」に基づき、子どもを生み育てながら、
　安心して働くことができるやさしいまちづくりを推進します。
○医療・保健・福祉・教育の連携を強化し、産科連絡会、子育て支援連絡会、要保護児童
　対策地域協議会などで、子どもの成長にあったサポートをします。

「子育て支援センター」
　地域の子育て家庭に対する相談指導や子育てに関する情報提供、子育てサークルの育成支援などを行う機関で、主に保
育所と併設し、子育て経験の豊かな専門職員が配置されている。

「ファミリーサポートセンター」
　育児の援助を受けたい人（依頼会員）と提供したい人（協力会員）が会員登録をして、相互に助け合う有償ボランティア
組織。センター事務局では、依頼会員の依頼に応じて協力会員を仲介する。

「病児・病後児保育」
　病中及び病気回復期にあり集団保育が適当でない児童を一時的に保育するサービス。

「放課後児童クラブ」
　日中保護者のいない小学校児童を主な対象として、遊びなどを通して健全な育成を図る活動。

「砺波市次世代育成支援行動計画（後期計画）」
　次世代育成支援対策推進法及び児童福祉法に基づき、子どもを安心して産み育てることができる社会の構築を重要施策
として定めた計画。前期計画は平成17年度から平成21年度の5年間、後期計画は平成22年度から平成26年度の5年間
であり、平成21年度に計画の見直しを行い、現在後期計画に基づき事業が行われている。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実
【施策区分テーマ】   高齢者福祉の充実

現状と課題

●わが国の老年人口（65歳以上）の割合は年々上昇しており、国立社会保障・人口問題研
　究所の「日本の将来推計人口」によると平成25年（2013年）には約4人に1人が高齢
　者になると予想されています。

●本市においても、高齢化率が年々上昇し、平成22年には約24％になっています。特に、
　後期高齢者（75歳以上）の人口増加が進んでおり、健康づくりや生きがい対策、保健・
　介護・福祉サービスなどとの連携や充実が必要となります。

●高齢化の進行に伴う認知症高齢者などの増加が社会問題となっています。

●高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、各々の健康状態や生活状態に
　応じた高齢者施策を進めるとともに、地域医療の充実が必要です。

●医療・保健・福祉・教育などの機関や地区福祉推進協議会、各種民間組織、ボランティア
　やNPOなどの組織が連携し、高齢者に対する支援・協力体制を構築するとともに、ふれ
　あいや助け合い活動などにより地域で高齢者の自立を支えていくことが重要です。

●在宅介護サービスや支援の強化、地域密着型施設の整備が必要となります。

●高齢者が自立した生活を送るためには、地域において相談できるような環境整備の充実
　やひとり暮らし高齢者に対する身近な地域での見守り活動などが大切になります。

●要介護認定者や要介護支援者に対するサービス基盤を整えるとともに、高齢者が要介
　護状態や重度の介護状態にならないような介護予防が重要です。

●庄川健康プラザは、加齢に伴い低下した＊運動器の維持・改善や日常生活の自立支援な
　ど、介護予防事業を推進する拠点施設であり、高齢化社会を迎えてさらにその重要性が
　高まっています。

地域包括支援センター
分　　野 施　設　名

地域包括支援センター

砺波市地域包括支援センター
砺波市地域包括支援センター　南部サブセンター
砺波市地域包括支援センター　庄東サブセンター
砺波市地域包括支援センター　庄川サブセンター
砺波市地域包括支援センター　北部サブセンター

在宅介護支援センター
分　　野 施　設　名

在宅介護支援センター
砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター
砺波ふれあいの杜在宅介護支援センター
ケアポート庄川在宅介護支援センター
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年齢別人口と高齢者率の推移

資料：国勢調査
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施策キーワード
●高齢者保健福祉計画の推進
●在宅生活（24時間365日）の支援体制の構築
●総合的な介護予防システムの確立

主な施策内容

1.  在宅生活向上に向けた支援強化

○65歳以上のひとり暮らしや老々世帯が増加しているなか、在宅で高齢者を支える
　＊生活支援サービスや住宅改修、＊ホームヘルプサービス事業、訪問看護事業などの充
　実に取り組んでいきます。
○高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、地域における見守
　り活動などの支援体制を強化します。
○＊富山型デイサービスや認知症高齢者対応の＊グループホームなどの地域密着型サービ
　スの推進に努めます。
○「高齢者保健福祉計画」を着実に推進し、要介護認定者を含む地域のすべての高齢者
　に対する保健・福祉サービスの向上を図ります。

2.  介護予防の推進

○介護に頼らない自立した生活が送れるよう、各々の健康状態に応じた運動の機会を提
　供したり栄養指導を行ったりして介護予防を推進します。
○地域支援事業や予防給付、保健事業などの取組が一貫して実施されるよう、医療・保
　健・福祉の各種サービスの総合的な提供体制を確立します。
○高齢者の健康保持や介護予防に向け、地域包括支援センターや健康センター、庄川健
　康プラザが連携をとり、福祉センターなどを活用しながら事業を展開します。

3.  介護サービスの充実

○要介護・要支援高齢者ができるだけ自立した生活を送ることができるよう、地域にお
　ける包括的かつ継続的な＊ケアマネジメントや総合相談など、介護保険制度に基づく
　幅広いサービスを提供していきます。
○在宅介護が主流となっていることにより、介護休暇を取得しやすい環境を整えるため
　の啓発活動や＊デイサービス、＊ショートステイなど在宅介護支援の強化とともに、＊小
　規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの充実を図ります。
○＊地域包括支援センターにおいては、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活する
　ことができるよう、高齢者や家族に対する総合的な相談・助言をはじめ、予防給付、
　ケアプランの作成、ケアマネジャーに対する指導・助言などの支援体制の充実を図っ
　ていきます。
○地域包括支援センターと市内3箇所の＊在宅介護支援センターが密接に連携し、在宅
　要介護者や介護者の総合的な相談に応じるとともに、各々のニーズに応じた保健・福
　祉サービスの充実を図っていきます。
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「運動器」
　身体運動に関わる骨・筋肉・関節などの総称。

「生活支援サービス」
　在宅高齢者の生活を支えるサービス。外出支援サービス、配食サービス、福祉機器リサイクル、生活福祉金貸付などの事
業がある。

「ホームヘルプサービス」
　日常生活に支障がある高齢者や障がい者を抱える家庭にホームヘルパーを派遣し、家事・介護などを行うサービス。

「富山型デイサービス」
　高齢者や障がい者（児）を区別することなく、一緒に住宅型施設で受け入れる小規模デイサービス。富山県が発祥の地で
あることからこのように呼ばれる。

「グループホーム」
　比較的安定した認知症状態にある高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら、少人数で共同生活する場。

「ケアマネジメント」
　要援護者の在宅福祉において、公的サービスと地域に散在している社会資源をつないで、トータル的なサービスを提供
していくため、必要とされるサービスを調整し、適切なケアプランを作成・実施するための技術。

「デイサービス」
　介護を要する高齢者や障がい者をバスなどにより日帰りで送迎し、入浴や食事などのサービスを提供すること。

「ショートステイ」
　介護を要する高齢者や障がい者の介護者が病気などで一時的に介護ができなくなった場合、施設などで短期的に預かり
介護するサービス。

「小規模多機能型居宅介護」
　平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたもので、介護が必要となった高齢者が今までの人間関係や生活環境
を維持できるよう、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なく提供するサービス。

「地域包括支援センター」
　高齢者の心身の健康の保持や医療・保健・福祉の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中心機関。

「在宅介護支援センター」
　在宅での生活や介護について不安や悩みを持つ高齢者やその家族に対し、在宅介護などに関する総合的な相談に応じ、
ニーズに合った各種医療・保健・福祉サービスを総合的に提供できるよう調整する機関。



80

笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実
【施策区分テーマ】   高齢者の生きがいの充実

現状と課題

●日本人の平均寿命が年々伸びてきており、これまで以上に高齢者が健康で生きがいを
　もって暮らしていくことが大切なこととなっています。

●＊団塊の世代の退職に伴い、高齢者が増加傾向にあります。その豊富な経験や知識を活
　かしながら、世代間交流や子育て支援、ひとり暮らしの高齢者に対する援助活動を行う
　など、地域社会を支える一員として活動できる地域づくりが重要な課題となっています。

●高齢者が地域社会の一員として活動していくことは、健康の保持・増進、介護予防の面
　からも大切なことです。

●健康増進と福祉の向上を目的として整備された福祉センターは、趣味やレクリエーショ
　ンなどを通して高齢者を中心とした交流の場を提供しています。

●＊シルバー人材センターでは、労働能力活用と就業による高齢者の社会参加を促し、身近
　な地域で多様な働き方ができるよう事業を進めています。ひとり暮らしの高齢者住宅の
　室内清掃や除草など軽度の生活支援、むかし遊びの伝承を通じて子どもたちと交流する
　事業なども実施しています。

●高齢者が携わる各種事業をさらに拡大・充実させるとともに、社会参加や地域交流がで
　きる環境づくりをより一層進めていくことが大切です。

福祉施設
分　　野 施　設　名

福祉センター

生きがいセンター

福祉保養センター

麦秋苑
苗加苑
社会福祉庄東センター
ケアポート庄川老人福祉センター
北部苑

出町生きがいセンター
生きがいセンター　庄川高砂会館

やまぶき荘
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施策キーワード
●団塊の世代の退職による高齢者の増加
●高齢者の地域社会への参加と技術の継承

主な施策内容

1.  生きがいづくりの支援

○高齢者がこれまで培ってきた知識や経験を若い世代に伝える世代間交流や、健康の保
　持・増進のためのスポーツ・レクリエーション活動、知識や教養を高めるための生涯学
　習や社会奉仕活動、花や緑にふれあう活動など、高齢者が地域社会に参画する活動を
　支援します。
○福祉センターなどの＊福祉施設は、今後の少子高齢化社会にあって、市民の世代間交
　流の促進や余暇活動の充実などによる幅広い活用が一層期待されることから、利用状
　況や利便性、老朽度を勘案しつつ計画的な整備に努め、既存公共施設において福祉機
　能の充実を図ります。

2.  就労の支援

○高齢者の能力を活かした活力ある地域社会づくりをめざし、シルバー人材センターの
　運営を支援するとともに、砺波公共職業安定所（ハローワーク）などと連携し、就労支
　援に努めます。
○シルバー人材センターで行うサービス業務の積極的な利用を呼びかけ、高齢者の就
　労機会の拡大に努めるとともに、技術が継承できるような体制づくりを支援してい
　きます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

シルバー人材センターの
会員数

658人 720人
高齢者各々の希望と能力に応じた
活動の場を推進し、会員数の増加
を図る

「団塊の世代」
　1946年（昭和21年）から1950年（昭和25年）生まれで、1948年生まれをピークとする第一次ベビーブーム世代のこ
と。日本における人口は約1200万人と最大で、戦後の消費をリードしてきた世代。

「シルバー人材センター」
　臨時的・短期的な就業を希望するおおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人を対象に、各々の希望と能力に応じた
仕事を組織的に提供する団体。

「福祉施設」
　福祉施設には、福祉センター、生きがいセンター、福祉保養センターがあり、①福祉センターでは、地域住民の様々な相談受
付、教養講座、レクリエーションなど　②生きがいセンターでは、高齢者の木工教室や陶芸教室などの創作活動など　③福祉保
養センターでは、温泉入浴、生きがい活動、ふれあい交流活動など、主に高齢者を対象とした健康増進や生きがいづくりの機会
や場を提供している。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   自立を支援する障がい者（児）福祉の充実
【施策区分テーマ】   障がい者（児）福祉の充実

現状と課題

●本市における障害者手帳の所持者数は、平成23年4月1日現在で2,409人であり、平成
　18年と比較すると236人増加しています。その内訳は、身体障がい者が88人（4.9％
　増）、知的障がい者が69人（28.2％増）、精神障がい者が79人（66.9％増）と、増加
　率で比較すると精神障がい者が大きく増加しています。

●近年、障がい者の高齢化や重度・重複化、保護者である家族の高齢化など障がい者を取り
　巻く環境が変化してきており、多様化する障がい者のニーズに適切に対応するため、ホーム
　ヘルプサービスやデイサービス、ショートステイなどの総合的な障がい福祉サービスの
　充実が求められています。また、サービスの利用に関する支援や情報提供、相談体制の
　確立が必要とされています。

●働くことを希望する障がい者が、能力を十分に発揮して、就労を通じた社会参加の実現
　や職業的な自立を図るため、雇用・福祉・教育の分野が連携し、障がい者の就労支援の
　充実・強化を図ることが求められています。

●精神障がい者における「入院医療中心から地域生活中心へ」と言われる施策のなか、医
　療・保健・福祉の連携や地域における精神障がい者に対する正しい理解の啓発促進を
　今後とも図る必要があります。

●国では、平成25年8月までに「障害者自立支援法」を廃止し、利用者の応能負担を基本
　とする「障害者総合福祉法（仮称）」が制定されることとされており、障がい保健福祉施策
　の見直しが検討されています。

●障がい児の療育の充実を図るとともに、関係機関と連携し、きめ細やかで各年代に合っ
　た教育を推進するなど総合的な対応が課題となっています。
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障害者手帳所持者数の推移

※各年4月1日現在

資料：社会福祉課
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障がい者関連施設
区　　分 施　設　名

知的障害児施設 県立砺波学園

就労継続支援B型、就労移行支援

グループホーム、ケアホーム

ワークハウスとなみ野

就労継続支援B型
障害福祉サービス事業砺波事業所（福祉作業所油田）
障害福祉サービス事業砺波事業所（福祉作業所庄川）

たびだちの会ケアホーム　たびだち荘
たびだちの会ケアホーム　ゆうゆう荘
ホーム庄川

就労移行支援
障害福祉サービス事業砺波事業所（福祉作業所南天桐）
花椿いろは

生活介護 障害福祉サービス事業砺波事業所（サポートぷらす）

グループホーム ホーム十年明

相談支援 障がい者サポートセンターきらり

相談支援、地域活動支援センターⅠ型 地域活動支援センターとなみ野
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施策キーワード
●障がい者の地域生活への支援
●障害者総合福祉法（仮称）への対応

主な施策内容

1.  障がい福祉サービスと就労支援の充実

○障がい者が障がい福祉サービスを自ら選択し、適切に利用できるよう、相談や情報提
　供、支援サービスの調整機能を強化し、利用者の立場に立った仕組みづくりを推進し
　ます。
○インターネットなどを活用し、各種サービスの内容やサービス提供業者に関する情報
　の提供、利用者間の情報交換などネットワークづくりを支援します。
○住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、ホームヘルプサービスや
　ショートステイ、デイサービス、グループホームなどの障がい福祉サービスの充実を図
　り、それぞれのニーズに応えられる生活支援体制の整備に努めます。
○障がい者やその家族の経済的負担の軽減を図るため、各種制度の充実と利用の促進
　に努めます。
○職業能力開発センターのパソコン研修や各種教室などの情報提供に努め、障がい者
　の就労能力の向上を図ります。
○砺波公共職業安定所（ハローワーク）などの関係機関と連携しながら、雇用の充実と
　就労の促進を図り、自立した生活に向けた支援を行います。
○事業者に障がい者の自立支援に対する理解を求め、障がい者が一般企業へ就労しや
　すくなるよう支援します。
○＊「砺波市障がい者福祉計画」に基づき、障がい者が地域で自立した生活ができるよ
　う、具体的な施策を総合的かつ計画的に推進します。
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「砺波市障がい者福祉計画」
　障害者基本法に基づき、障がい者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障がいのある人もない人も共に生きる福祉
社会の実現をめざすことを目的とした計画。

「ボランティアセンター」
　ボランティア情報の収集を行うとともに、様々なボランティアニーズを迅速に把握し、ニーズに対応するボランティア活動
の組織化とコーディネートを行う機関。本市では、砺波市社会福祉協議会の本所と支所に設置されている。

車イス介助ボランティア

2.  社会参加と相談支援の充実

○NPOやボランティアなどの協力により、文化、スポーツ・レクリエーションなどの地域 
　活動への参加を支援します。
○グループホームなど在宅支援機能を持つ障がい者向け住宅への支援に努めます。
○障がい者の自立と社会参加を支援するため、手話通訳や点字などの専門技術を持った
　ボランティアの養成・確保に向けた＊ボランティアセンターの事業の充実を図ります。
○障がい者に関する正しい知識を普及するとともに、障がい者の自立を支援するボラン
　ティアなどの育成に努めます。
○障がいの早期発見・早期療育に向け、医療、保健、福祉、教育などの関係機関の連携を
　強化し、相談体制の充実を図ります。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   みんなで支えあう福祉活動の推進
【施策区分テーマ】   地域福祉活動の推進

現状と課題

●核家族化の進展やひとり暮らし高齢者世帯・老々世帯の増加により、地域における住民
　の連帯感が薄れ、支えあいや助けあう心が失われていく傾向が見られます。

●連帯意識の希薄化が進む地域社会において、世代間交流の果たす役割は重要であり、
　交流の機会を充実させることが求められています。

●地域福祉活動を進める中心的な組織は、地域住民に身近な存在である地区福祉推進協
　議会です。市内21地区ごとに設置されており、自治会・町内会役員、民生委員・児童委
　員や地区福祉推進員などで構成され、地域ケアネット活動などの各種事業を行っています。

●家庭や住み慣れた地域のなかで、周りの人とのふれあいを保ち合いながら、生活を送る
　ことができる環境が求められています。一方で、個人情報の取り扱いに注意を払うことが
　必要です。

●砺波市ボランティア連絡協議会には福祉ボランティアを中心に、数多くの団体や個人が
　登録されており、さまざまなボランティア活動を通して地域社会に貢献しています。

●「レッツ！ボランティアとなみ」をスローガンとし、市民1人1ボランティアを目標に掲げる
　とともに、市民や行政、医療・保健・福祉の関係者、ボランティア、NPO、企業などが、そ
　の特性を活かしながら協働し、地域社会全体で福祉活動を支えあう仕組みを構築して
　います。

ケアネットチーム数及び参加人数の推移

資料：社会福祉課
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施策キーワード
●地域社会の連帯意識の向上
●地域ケアネット活動の推進
●市民1人1ボランティアの推進

主な施策内容

1.  地域ぐるみの福祉活動の推進

○地域住民の積極的な参加による子育て支援や障がい者に対する支援、ひとり暮らし高
　齢者に対する支援などの地域ケアネット活動を引き続き推進します。
○地区福祉推進協議会の活動紹介を通して、地域福祉活動に対する市民の理解を深め
　るとともに、市民参加を促します。
○市民1人1ボランティアの目標を達成できるように、ボランティア活動に関する体験や
　研修の機会を提供し、ボランティア活動に参加するきっかけづくりなど気軽に参加で
　きる環境づくりに努めます。
○福祉関係機関やNPOなどとの協力体制の整備に努めるとともに、福祉ボランティア
　の育成や活動を支援します。
○児童・生徒のボランティアに関する意識啓発や活動体験など、学校教育における福祉
　教育の充実を図ります。
○屋根雪下ろしや玄関先の除排雪活動など、地域における高齢者の生活を支える取組
　を支援します。
○地域におけるスポーツ・レクリエーションや公民館活動、各種サークル活動を通して、
　高齢者から子どもまでの世代間交流を充実します。
○子育て支援や学童保育などを通して、高齢者から若い世代へ知識や知恵を伝える機
　会を提供します。
○高齢者や障がい者（児）などの社会的弱者が、健常者とできるだけ同じように生活で
　きるユニバーサルな地域社会の確立に努めます。
○＊「砺波市地域福祉計画」に基づき、地域福祉事業を総合的かつ計画的に推進します。

「砺波市地域福祉計画」
　地域住民の主体的参加のもと、すべての地域住民が、生活の拠点である地域において、その人らしく安心して充実した生
活が送ることができるよう、地域福祉を総合的かつ計画的に推進するための行政計画。計画期間は、平成18年度から平成
27年度までの10年間。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   みんなで支えあう福祉活動の推進
【施策区分テーマ】   ひとり親家庭福祉の充実

現状と課題

●核家族化や都市化が進むなかで、地域における子育て機能の低下など子どもに関わる
　様々な問題が起こっています。

●本市では、ひとり親家庭が年々増加傾向にあり、安心して子育てができるような子育て
　支援の充実が求められています。

●ひとり親家庭の多くは、就労・養育・家事などを一人で担うため、日常生活全般にわたっ
　ての負担が重く、多くの課題を抱えています。このため、生活の安定と自立支援のための
　施策の拡充が課題となっています。

●保育所の入所については、ひとり親家庭の子どもが優先されるよう配慮しています。

●ひとり親家庭の生活の安定のためには、継続的な自立支援が必要であり、児童扶養手当
　の支給や＊母子寡婦福祉資金の貸付、ひとり親家庭の医療費助成などの経済的支援を
　行っています。

●母子自立支援員を設置して、就労による自立支援や母子寡婦福祉資金の貸付、生活、教
　育、医療費など経済上の問題も含めた相談・指導を行っています。

ひとり親家庭の推移

資料：社会福祉課

※各年1月1日現在
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施策キーワード
●ひとり親家庭の負担軽減
●相談・指導の体制充実

主な施策内容

1.  自立支援の推進

○ひとり親の就業には、子育て支援サービスなどが必要であるため、ニーズに応じた保育
　の提供に配慮します。
○ひとり親家庭の自立を促すとともに、経済的負担の軽減を図るため、各種資金の貸付
　や医療費の助成など適切な支援に努めます。
○母子寡婦福祉連合会などの関係機関と連携しながら、親子のふれあいを深める交流
　事業などの充実を図ります。

2.  相談体制の充実

○日常生活における家事や児童の養育などの悩み事に対する助言・指導など、母子自立
　支援員による相談体制の充実に努めます。

「母子寡婦福祉資金」
　母子家庭や寡婦家庭の経済的自立や子どもの福祉の向上を図るための資金。事業開始資金や修学資金、生活資金につい
て低利又は無利子で貸付を行っている。
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   みんなで支えあう福祉活動の推進
【施策区分テーマ】   生活保護の自立支援

現状と課題

●本市における最近の生活保護の状況は、平成23年4月1日現在で被保護世帯数が48世
　帯、被保護人数が52人で、被保護世帯を世帯類型別にみると、高齢者世帯が60.4％、
　傷病世帯・障がい者世帯が27.1％、その他世帯が12.5％となっています。

●保護率は1.05‰で全国平均の約15分の1、県平均の約3分の1と低い率で推移してい
　ます。

●保護の状況は、社会経済情勢の変化や核家族化の進行、扶養意識の低下、高齢化の進行
　と深く関係し、被保護者数は近年横ばいの傾向にありますが、保護を適用するケースは
　年々複雑化・多様化しています。

●＊生活保護制度は、最低限の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的とする
　もので、保護の実態と状況を的確に把握し、被保護者世帯の生活の安定と自立を促すた
　め、制度の適正な実施に向け関係機関と連携を図りながら、各種相談や生活支援、就労
　支援を行っていく必要があります。

資料：社会福祉課

被保護人数・世帯数及び保護率の推移
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施策キーワード
●保護適用ケースの複雑・多様化
●制度の適正な運用
●被保護者の自立促進

主な施策内容

1.  生活保護制度の適切な運用

○本市の保護率は、全国や富山県の率と比べて低い状況にはありますが、制度を適切に
　運用していくため、保護の実態と動向を的確に把握していきます。
○被保護世帯の生活の安定を図るため、適正な保護制度の運用による援護施策の実施
　に努めます。
○医療機関や保健機関、民生委員・児童委員などの関係者との連携による相談・援助体
　制を充実させるとともに、自立支援プログラムを推進し、被保護者の自立促進を図り
　ます。

「生活保護制度」
　生活保護法に基づき国が生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的
として、最低限度の生活需要の不足分を給付する制度。

世帯類型別被保護世帯割合の推移
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笑顔があふれる福祉のまちづくり
【主 要 施 策】   みんなで支えあう福祉活動の推進
【施策区分テーマ】   社会保障制度の運営

現状と課題

●社会保障制度は、誰もが健康で文化的な生活を送ることができるよう支えあう制度です。

【＊国民健康保険制度】
●平成21年度における被保険者数は10,295人と、総人口の20.9％を占めます。その内
　訳は、一般被保険者が9,256人、退職被保険者が1,039人となっています。

●近年、被保険者数は伸びており、被保険者の高齢化や医療技術の進歩などにより医療費
　は増加傾向にあります。

●低所得者や高齢者の加入割合が他の医療保険に比べて高いという構造的な問題を抱え
　ており、国民健康保険財政は年々厳しい状況になっていることから、早急な財政基盤の
　強化が求められています。

●後期高齢者医療制度の廃止により、75歳以上の高齢者の多くが国民健康保険に加入す
　るため、2段階で財政運営の都道府県単位化を図ることが検討されています。

【＊介護保険制度】
●介護保険制度は、高齢者に介護が必要となった場合に、住み慣れた地域で安心して自立
　した生活を送ることができるよう、介護状態に応じた介護サービスを保険給付として提
　供するものです。

●介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、給付と負担の明確な社会保
　険方式を導入するとともに、利用者のサービス選択制を取り入れ、医療・保健・福祉にわ
　たる介護サービスを総合的に利用できる制度として創設されました。

●本市の介護保険事業については、本市を含む＊砺波地方介護保険組合において行ってい
　ます。

●介護保険事業の円滑な実施のためには、サービスの量、質ともに確保することが必要です。

●ケアマネジャー（介護支援専門員）などによる支援や施設・在宅サービスの充実を図る
　必要があります。

●介護を必要とする高齢者が安心して生活を送るためには、介護保険サービスをはじめ
　様々なサービスが総合的かつ一体的に提供されることが必要です。

【＊後期高齢者医療制度】
●急激な高齢化の進行による高齢者医療費の増大に対応するため、平成20年4月から75
　歳以上の方を対象に、老人保健制度に代わる医療制度として開始されましたが、国の方
　針によって近年中に廃止されることになっており、新たな制度への変更が検討されてい
　ます。
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国民健康保険事業加入世帯数・被保険者数の推移

資料：市民課

※平成20年度から後期高齢者医療制度開始
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施策キーワード
●高齢化や医療技術の進歩に伴う医療費の増大
●介護サービスの確保と提供

主な施策内容

1.  国民健康保険、介護保険などの円滑な運営

【国民健康保険制度】
○国民健康保険制度の健全な運営を実現するため、被保険者である市民の健康づくりを
　進めるとともに、保険税の必要に応じた改定や収納率の向上による財源の確保に努め
　ます。
○国民健康保険財政の健全化を図るため、レセプト点検を充実し、適切な受診を行うよ
　う意識啓発に努めます。
○医療・保健・福祉との連携を図り、被保険者の疾病予防対策や健康増進対策による医
　療費の適正化に努めます。

【介護保険制度】
○介護保険制度を健全に運営していくため、高齢化社会と高齢者施策を取り巻く環境の
　変化を踏まえ、介護保険事業計画を見直すとともに、介護サービスの充実や基盤整備
　を進めていきます。
○介護サービスに関する情報を、誰にでも公平にかつ適時適切に提供していきます。
○利用者の立場に立ち、迅速かつ円滑なサービスの提供に努めます。
○砺波地方介護保険組合と連携を図りながら、介護保険事業の補完サービスをはじめ、
　ケアマネジャー（介護支援専門員）の充実や地域包括支援センターや在宅介護支援セ
　ンターの事業運営など、地域に根ざしたサービスが提供できるよう支援します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

特定健康診査受診率 62％ 65％
健康診査体制の充実を進め、受診
率の向上を図る

特定保健指導実施率 40％ 45％
受診勧奨等を進め、受診率の向上
を図る

メタボリックシンドロームの
該当者・予備群者の減少率

－ 10％減少
特定健康診査の受診を進め早期発
見することで、該当者の減少を図る
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「国民健康保険制度」
　国民健康保険制度は、自営業、農業従事者、退職した人など、他の健康保険制度に入っていない人を対象とした地域健康
保険制度。市内に住所がある人で、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず加入しなけれ
ばならない。

「介護保険制度」
　国民の老後生活最大の不安要因である介護の問題を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から実施された制度。
40歳以上の保険料と国・県・市町村の負担金を財源として社会保険方式で運営され、保健・医療・福祉にわたる介護サー
ビスが総合的かつ効率的に提供される。

「砺波地方介護保険組合」
　砺波市、小矢部市、南砺市の3市によって介護保険事業事務を効率的に行うことを目的に設立された一部事務組合。

「後期高齢者医療制度」
　老人保健制度を廃止し、平成20年度から新たに75歳以上の人を対象とする高齢者医療制度。

「砺波地方介護保険事業計画」
　要介護者が各々の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険事業に関する保険給付を円滑かつ計
画的に実施するための砺波地方介護保険圏域内の計画。

○在宅介護者が安心して介護することができるよう、介護技術の習得教室や介護者の
　相互交流のための教室を開催するとともに、在宅介護に関する相談体制の充実を図
　ります。
○＊「砺波地方介護保険事業計画」に基づき、介護保険事業にかかる保険給付の円滑な
　実施を計画的に推進します。

【後期高齢者医療制度】
○制度改正に的確に対応し、高齢者医療の充実に努めます。
○高齢者の健康保持や疾病の予防・早期発見などに取り組むことにより、福祉の向上と
　財政負担の軽減を図り、健全な財政運営に努めます。
○後期高齢者医療制度の健全な財政運営のため、保険料収納率の向上による財源の確
　保に努めます。



基 本 方 針

　市民一人ひとりは、それぞれ個性をもった可能性あるかけがえのない存在

です。未来を担う子どもたちが、互いに思いやりの心を持ちながら、のびのび

とたくましく育つ教育環境を整えるとともに、市民の誰もが、地域の歴史や

文化にふれあい学ぶことにより、地域を愛し豊かな心を育む生涯学習の充実

を図ります。また、健やかな生涯を送れるようスポーツ活動に親しみ楽しめ

るまちづくりを進めます。

Ⅱ  「人」と「心」を育むまちづくりⅡ  「人」と「心」を育むまちづくり



青少年健全育成都市宣言

　あすの社会を担い、未来の砺波市を大きく発展させる者は青少年です。

　青少年が、花と緑に彩られたうるおいあふれる中で、心身ともに健やかに育

ち、誇りと責任を自覚し、たくましく生きていく力をたくわえ、広く社会に役

立つ人材に成長することは、市民すべての願いです。

　この願いを実現するため、青少年自らの努力を期待するとともに、家庭、学

校をはじめ地域社会が一体となり、市民総ぐるみで、青少年が健やかに育つ

まちづくりを進めることを決意し、ここに、「青少年健全育成都市」を宣言し

ます。

（平成17年12月22日）
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   自立と共生の人間形成をめざした教育の充実
【施策区分テーマ】   生きる力を育む教育の充実

現状と課題

●学校は基礎的な知識及び技能を習得し、これらを活用して課題解決するために必要な思
　考力・判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学ぶ態度を養い、生きる力の育成を目
　指しています。各学校では地域の風土や歴史、人的な地域資源を活かした特色ある教育
　を行い、「知」「徳」「体」のバランスのとれた教育の実現に努めています。

●より多くの児童や生徒が確かな学力を身につけるため、35人学級の拡大や主要教科で
　の習熟度別指導や少人数指導などが必要とされています。

●地域でのボランティア活動に取り組むことを通して、児童・生徒が人に対する思いやりや
　人の痛みに対する理解力を高め、発達段階に応じた感情や情緒を育んでいます。また、
　児童や生徒が自ら課題を見つけ主体的に問題解決に当たることや生き方を考える「総合
　的な学習の時間」の取組を行っています。

●高度情報化社会の進展で＊ボーダーレス化、＊グローバル化する社会への対応として、国
　際感覚を養う外国語活動や国際理解を深める学習のため、国際交流員を設置し、小学
　校・中学校には外国語指導助手（ALT）を配置しています。

●普通教室で授業をうまく受けられない＊学習障害（LD）や＊注意欠陥多動性障害（AD
　HD）などの発達障がいを持つ児童・生徒に対し、＊特別支援教育の充実やそのための支
　援体制の整備が急務となってきています。

●家庭の教育力の低下や生活環境の多様化により、集団生活や人間関係に適応できない
　児童・生徒が増加し、反社会的な問題行動や不登校、いじめ等の生徒指導や生活指導上
　の課題解決が重要となり、＊適応指導教室や心の教室の充実、スクールカウンセラーや
　スクールソーシャルワーカー等による日常的な支援など相談機能の充実が求められてい
　ます。

●フリーターや＊ニートなど、成人になっても安定した職に就かない若者が増え、社会問題
　化しています。また、若者が地元に定着し、まちを活性化するうえで、人材を育てる地域
　の高等学校などと連携するとともに中学校における進路指導の充実を図ることが大切
　です。

●中学校で実施している＊「社会に学ぶ14歳の挑戦事業」や学校農園での勤労体験は、
　児童・生徒の働く喜びや感謝の気持ちを培うとともに職業や仕事に対する意識を高める
　契機になっています。

●子どもの体力低下現象を改善するため、保育所や幼稚園、小・中学校において、体力向上
　に向けた取組を推進しています。
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●豊かな心の概念は幅広く、育む教育手法も多様です。また、幼児期から義務教育終了ま
　では、人格形成の基礎を培う重要な時期です。道徳の時間はもちろん、あらゆる教育活
　動を通して、発達段階に応じた「心の教育」を展開し、美しいものや自然の事象に感動す
　る心、正義感や公平さを重んじる心など豊かな心を育む必要があります。

●健やかな心身は、幼少期からの家庭での基本的な生活習慣から育まれるものであり、き
　ちんと朝食を食べる習慣付けやバランスの良い食事をとることなど、家庭と連携し正しい
　食習慣を身につける食育を推進することが重要です。

●学校給食では、成長期にある子どもたちに栄養バランスのとれた食事を提供しており、
　学校保健と一体となって食育を推進しています。

●小・中学校において朝読書が実施されています。朝の読書活動は子どもの心を落ち着か
　せ、豊かな人間性や感性を育む教育に役立っています。

資料：教育総務課

学級数及び児童・生徒数の推移

※各年5月1日現在

出町小学校

庄南小学校

砺波東部小学校

砺波南部小学校

砺波北部小学校

庄東小学校

鷹栖小学校

庄川小学校

小学校計

出町中学校

庄西中学校

般若中学校

庄川中学校

中学校計

H22H21H20H19H18
学級数 人数（人） 人数（人） 人数（人） 人数（人） 人数（人）学級数 学級数 学級数 学級数

学　校　名

17

9

27

11

18

10

11

14

117

17

14

7

6

44

426

216

772

235

496

232

247

406

3,030

601

465

142

177

1,385

18

8

26

12

18

9

10

14

115

18

15

6

6

45

463

219

767

241

495

221

231

418

3,055

628

495

137

170

1,430

19

9

26

12

18

10

10

15

119

20

15

5

7

47

480

220

762

252

479

219

224

407

3,043

676

505

117

175

1,473

19

10

23

12

20

10

8

15

117

21

17

5

7

50

482

225

729

268

491

213

215

403

3,026

675

511

114

195

1,495

20

10

22

12

20

11

8

15

118

22

17

5

7

51

501

237

698

257

462

215

201

403

2,974

712

515

107

196

1,530
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施策キーワード
●自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実
●豊かな心を育む教育の充実
●健やかな体づくりと食育の推進

主な施策内容

1.  自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実

○学校教育目標の実現に向け、創意工夫を生かした特色ある学校づくりに努めるととも
　に、＊とやま型学校評価システム等を活用して保護者や地域から信頼される開かれた
　学校をめざします。
○小・中学校の主要教科において、とやま型学力向上プログラムを活用したり、習熟度別
　等の少人数指導を継続し一人ひとりに応じた指導の充実を図ったりするとともに、学
　習の基礎・基本を確実に身につけ主体的に問題を解決しようとする生きる力を身につ
　けた児童・生徒の育成をめざします。
○児童・生徒が学校で楽しく生活し、学ぶ楽しさや成熟感を味わうことができる教育環
　境づくりを進めます。
○地域の風土と歴史に育まれた人的・物的資源を活用し、人権教育や福祉教育、国際理
　解教育、環境教育、情報教育、ふるさと学習などの推進に努めます。
○教育センターでは、社会科の副読本を作成するとともに、教員のニーズに応じた研修
　活動を充実させ、指導力の向上を図ります。また、適切な教育情報を学校や関係団体
　等に提供できるよう努めます。
○｢社会に学ぶ14歳の挑戦事業｣などの勤労体験により、働く喜びや勤労に感謝する気
　持ちを培うとともに、主体的に進路を選択できるたくましい生徒を育てます。
○生きる力を育成するため、基礎学力の定着とその活用を図るとともに、情報機器の活
　用方法や外国語などの習得を行います。
○児童・生徒の外国語活動や外国語の授業の充実のために、中学校に配置している外国
　語指導助手（ALT）を効率的に活用するとともに、小学校においても外国語指導助手
　　（ALT）を配置し、きめ細かな指導を推進していきます。
○学習障害（LD）や注意欠陥多動性障害（ADHD）など発達障がいを持つ児童・生徒の
　教育ニーズに応え、保健師、保育士、幼稚園や学校の教員が専門医と連携し、障がいの
　全体を把握しながら関係者全体で特別支援教育に取り組むことができるよう支援

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

外国人教育指導講師人数 4人

6人心の教室相談員の人数

6人

12人

外国人児童生徒に対する日本語指導及び
生活適応指導の講師の充実を図る

児童生徒の不登校、いじめ等問題行動防止
のための心の教室相談員の充実を図る
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　体制の充実に努めます。また、スタディメイトや心の教室相談員を各学校にバランスよ
　く配置し、児童・生徒の相談活動や支援活動を推進します。
○児童・生徒の性格や問題行動、心や身体の悩み、いじめや不登校、保護者の子育てや
　親子関係の悩み、発達障がいについての相談などに対し、保護者と学校やスクールカ
　ウンセラー、心の教室相談員、適応指導教室等が連携しながら適切な対応を行います。
○保育所や幼稚園から小学校、そして中学校へとスムーズに育ちのリレーがなされるよ
　う相互の連携を深めるとともに、学校と保護者、地域とが良き教育のパートナーとなる
　よう努めます。
○学校行事等で地域の方から学んだり、地域の方とのふれあいや交流を深めたりする活
　動を充実させます。
○優秀な人材の育成を図るため、高等学校や大学の修学に必要な費用について支援（貸
　与）する奨学金制度の充実に努めます。
○男女が協力して家庭を築き、「いのち」の連続が地域社会を創り、さらに日本を創って
　いくことにつながることを児童・生徒が学ぶなど、次世代の親の育成に努めます。

2.  豊かな心を育む教育の充実

○児童・生徒が心豊かに育つよう「いのちの教育」の取組や市内小中学校における「心の
　教育」の研究指定の取組、家庭や地域と協力しながら、＊「みんなで育てよう砺波っ子・
　五本指のめあて」や「健やかな砺波っ子を育てる家族のつながり」の取組を進めます。
○親子や家族の絆を深める「家庭の日」の取組を継続します。
○児童・生徒が本を楽しめるよう学校図書館司書と司書教諭の協力体制を充実させると
　ともに市立図書館との連携を強化し、児童・生徒が読書に親しむことができる環境を
　整備します。
○保育所や幼稚園では、保育者が幼児の心をとらえ、いきいきと楽しく活動する幼児を育
　てる環境づくりに努めます。
○学校農園での稲の栽培や野菜づくりを通して、自然に親しみ自然の恵みに感謝する気
　持ちを育てる教育を進めます。
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3.  健やかな体づくりと食育の推進

○保育所や幼稚園でスポーツ指導者が行う＊「ホップ　ステップ　ジャンプ」や小学校に
　おける＊「みんなでチャレンジ3015」などの取組により、幼児期から運動に親しみ、
　健やかな子どもを育てる環境づくりを進め、子どもの体力向上を図ります。
○新鮮な地元食材を活用する地産地消を進め、栄養バランスのとれた発達段階に応じ
　た給食を提供し、「食」に関心を持ち、「食」への理解を深める教育を推進します。
○保健・福祉・教育の各分野が連携し、子どもの発達段階に応じた「食」に関する学習の
　機会や情報提供に努めます。特に、教育分野においては、栄養教諭が学校保健事業と
　連携した給食指導等を行い、朝食を必ずとる習慣付けなど食習慣の重要性を子どもた
　ちや家庭に啓発します。
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「ボーダーレス化」
　境界が薄れること。特に、世界経済・情報通信・メディア・環境問題など、国家の枠にとどまらない多様な事象や活動につい
ていう。

「グローバル化」
　世界的な規模になること。また、包括的に全体を覆うようになること。

「学習障害（LD）」
　基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のものの習
得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すもの。

「注意欠陥多動性障害（ADHD）」
　年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に
支障をきたすもの。

「特別支援教育」
　障がいがあることにより、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちについて、
一人ひとりの障がいの種類や程度などに応じ、特別な配慮のもとに、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級、あるいは通
級指導において行う適切な教育。

「適応指導教室」
　不登校児童生徒に対し、個や小集団での活動を通して集団生活への適応力を高めたり、学習意欲の喚起・向上を目指した
援助・指導を通して、学校生活への復帰を支援する教室。勤労青少年ホーム内に設置されている。

「ニート」
　就業も通学もせず、職業訓練も受けていない若者。

「社会に学ぶ14歳の挑戦事業」
　中学2年生が1週間学校を離れて地域の事業所などで勤労体験をする事業。平成11年度から実施している。

「とやま型学校評価システム」
　小・中・県立学校の教育活動について的確に評価を行い、その結果を公表する学校評価システム。

「みんなで育てよう砺波っ子・五本指のめあて」
　子どもたちの行動の指針となる５項目。①元気よくあいさつができる子。②心やさしく思いやりのある子。③約束や決まり
を守る子。④正しい言葉づかいができる子。⑤我慢し終わりまでやりとげる子を内容としている。

「ホップ・ステップ・ジャンプ」
　子どもたちの体力低下に対応するため、スポーツ指導員を派遣し、遊びを通して体を動かす楽しさを味わせ、体力の増強
を図るとともに運動好きの子どもを育てる。

「みんなでチャレンジ3015」
　子どもたちの運動を奨励する目的で、独自の「小学生の体力つくりノート」を県下の全小学生に配布し、運動量を得点に置
き換え、立山の高さ3015ｍにちなんで、年間3015得点を目指すもの。



※平成23年4月現在
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   自立と共生の人間形成をめざした教育の充実
【施策区分テーマ】   安全で安心な教育環境づくり

現状と課題

●学校施設の耐震化が急がれることは、平成23年3月に発生した東日本大震災において
　も再認識されたところであり、地震発生時に児童・生徒の安全・安心を確保するために
　も極めて喫緊の課題です。

●学校施設は災害発生時に地域住民の応急避難場所としての機能を果たすため、防災拠
　点としての整備が必要です。

●施設が老朽化した学校では、児童・生徒の安全・安心で豊かな教育環境の整備が必要です。

●社会的なエネルギー問題に対応することから、学校施設においても環境負荷の低減や、
　環境にやさしいエコスクールの整備推進が必要です。

●東日本大震災を踏まえて、学校等における防災教育の強化や自然災害に対応した避難訓
　練の充実が求められています。

●ボランティアによる通学路の見守り活動や地域の安全パトロールなどによって、PTAや
　地域が協力して、より安全・安心で、かつ楽しく学べる環境を整備します。

資料：学校建設室

学校施設整備状況

出町小学校

庄南小学校

砺波東部小学校

砺波南部小学校

砺波北部小学校

庄東小学校

鷹栖小学校

庄川小学校

出町中学校

庄西中学校

般若中学校

庄川中学校

学　校　名 整　備　年　度

校　舎 ： 平成13年度、 体育館：平成13年度

校　舎 ： 昭和53年度、 体育館：昭和54年度

校　舎 ： 平成１8,19年度、 体育館：平成17年度

校　舎 ： 昭和59年度、 体育館：昭和60年度

校　舎 ： 昭和55年度、 平成22年度（平成23年度整備中）
体育館 ： 昭和46年度（平成23年度耐震改修中）

校　舎 ： 昭和56年度、 体育館：昭和57年度

校　舎 ： 平成3年度、 体育館：平成3年度

校　舎 ： 昭和41年度（平成5～7年度改修）、昭和54年度
体育館 ： 昭和42年度

校　舎 ： 昭和47年度（昭和62年度改修）、体育館：昭和61年度

校　舎 ： 昭和60年度、 体育館：昭和60年度

校　舎 ： 昭和47年度、  体育館：昭和49年度（平成21年度耐震化完了）

校　舎 ： 昭和53年度、体育館：昭和49年度（平成20年度耐震化完了）
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施策キーワード
●学校施設の整備・充実
●子どもの安全確保

主な施策内容

1.  学校施設の整備・充実
○平成27年度末までに市内小中学校の耐震化を完了します。
○災害時の避難所として役割を果たすため、防災機能を強化します。
○耐震性に不足がない施設であっても、児童生徒等の安全・安心で豊かな教育環境を整
　備するため、老朽化対策を推進します。
○太陽光発電の導入等環境を考慮したエコスクール化を推進します。
○教科書の大型化に伴う机・椅子の更新を行います。

2.  子どもの安全確保
○教職員による定期的な街頭指導、地域やPTAによる登下校時の子どもたちの見守り
　活動や地域パトロール活動などを継続します。
○スクールガードリーダーの指導助言により、通学路見守り隊による登下校の安全確保
　に一層努めます。
○学校等における防災教育を推進し、地震水害等の自然災害に対応した避難訓練の充
　実を図ります。
○富山県総合教育センターが運用している＊安全情報リアルタイム共有システムを活用
　し、学校、家庭、地域が不審者情報などを共有し、子どもの安全確保に努めます。また、
　携帯電話によるメール配信システムの活用により、不審者情報や安全情報を迅速かつ
　的確に伝達することを継続します。
○児童・生徒が安心して学習できるよう、校内の安全が確保される施設整備に努めます。
○各学校に配備してある自動体外式除細動器（AED）による救急救命講習会を各学校
　で開催するなど、子どもの救急の事態に備えます。
○スクールバスの安全運行に努めるとともに、計画的な車両の更新を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

机・椅子の更新率 －

77.5％

30％

100％

教科書の大型化に伴う机・椅子の
更新を図る

公立学校施設の耐震化に係る目標と
して、平成27年度までに完了する

小中学校耐震化率

「安全情報リアルタイム共有システム」
　児童・生徒の教育情報や安全情報を各学校から保護者や自治会・婦人会の役員など地域関係者の携帯電話などの電子
メールアドレスに一斉配信できるシステム。
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   豊かな人間力を高める人づくりの推進
【施策区分テーマ】   活力ある健全な青少年の育成

現状と課題

●核家族化が進み、社会経験豊かな高齢者の知恵が次の若者世代に受け継がれていない
　実態があり、「親育ち」や「親学び」の取組が必要となっています。

●子どもや青少年の健全育成には、家庭、地域、学校、行政の連携が大切です。

●「社会に学ぶ14歳の挑戦事業」や「総合的な学習の時間」などによる社会体験・自然体
　験・多世代交流によって、子どもが地域と関わる機会を提供しています。

●放課後や週末には、心豊かで健やかに育まれる環境づくりとして、地域の大人が子ども
　と活動する「放課後子ども教室」を実施しています。

●家族の絆を深める＊「ふれあい語り合い！ ̶家庭の日̶」の取組が行われています。

●金曜日の放課後や授業参観日などに教師と保護者が相談する時間を設定し、保護者の
　心配や悩みについて聞くことが、学校と家庭の連携や信頼性の向上に結びついています。

●青少年の社会活動の場が少なくなっていることから、獅子舞など地域の伝統文化の継承
　やスポーツ、福祉など様々な分野における活動機会の提供が必要となっています。

資料：平成20年度　県政世論調査

子どもの成長に地域が果たす役割について

1.　放課後などに子どもたちに安心して遊びや学習ができる居場所づくりを行う

2.　子どもたちを対象にした生活体験、自然体験などの体験活動を行う

3.　草むしりやゴミ拾いなどの環境美化活動を子どもたちとともに行う

4.　地域全体であいさつ運動を実施する

5.　子どもたちの見守り活動や防犯パトロールを実施する

6.　地域に伝わる伝承や伝統芸能を子どもたちに継承するよう取り組む

7.　有害図書やケータイ等による有害情報から子どもたちを守る啓発活動を行う

8.　盆踊りやスポーツ大会など、異年齢・異世代と交わる機会を増やす

45.2％

45.1％

28.0％

27.9％

27.5％

25.8％

23.6％

20.2％

「ふれあい語り合い！ －家庭の日－」
　「家庭の日」において、ふれあい語り合いを通して家庭の絆を深めるため、家庭で「食事」・「学び」・「活動」を楽
しむという3つの実践を市民総ぐるみで運動を展開する。

「砺波もっと元気事業「闘魂元気道場」」
　まちづくりや地域の活性化につながるユニークで若い視点のアイデアを、体験活動やワークショップを経てもっと
地域を元気にすることができる企画を立案し、実行している。
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施策キーワード
●家庭教育力の向上
●家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進
●青少年活動の機会の提供

主な施策内容
1.  家庭教育力の向上
○親が子どものしつけや生活習慣の基本について学ぶなど、「親育ち」に向けた家庭教育講座な
　どの学習機会を提供していきます。
○保護者が子どもの発達段階に応じて学習する保育所や幼稚園、小・中学校の合同研修会の充実
　を支援します。
○家庭教育力の向上に向け、多世代同居の勧めや家族が一緒に過ごし絆を育む「家庭の日」の啓
　発に努めます。
○学校と家庭との信頼関係とパートナーシップを構築し、家庭教育力の向上につなげます。
○規則正しい生活習慣や食習慣などを身につけるため、家庭の協力を得るよう取り組みます。

2.  家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進
○児童虐待など子どもの権利侵害に対する救済のしくみづくりに向け、相談体制の充実や関係機
　関との連携体制の確立を図ります。
○砺波市次世代育成支援行動計画（後期計画）に基づき、子どもたちの健やかな成長と家庭・地域
　における子育ての支援を図ります。
○子どもが自ら考え、行動しながら成長できるよう、地域活動や行事への子どもの参加を促進し
　ます。
○地域社会での子どもの育ちを支援するために、地域における青少年活動団体や指導者の育成を
　図ります。
○いじめや反社会的な行動をなくし、青少年が生命を大切にするなど、社会形成者として豊かに成
　長できるよう青少年育成砺波市民会議などの社会教育の関係機関と協力し、学校・家庭・地域
　との連携を密にしながら青少年の健全育成に努めます。
○「社会に学ぶ14歳の挑戦事業」での勤労体験を通して、子どもたちが地域で学ぶ事業の充実を
　図ります。
○地域の伝統や文化・歴史に関する理解を深め、郷土を愛する心を育てるため、ふるさと学習の充
　実を図るとともに、ふるさと「となみ」探訪事業を継続的に実施します。

3.  青少年活動の機会の提供
○夜高祭りや出町子供歌舞伎曳山、獅子舞などの地域の伝統文化を通して、青少年のつながりを
　強め、郷土を愛する心が育つよう地域活動を支援します。
○地域の行事や活動において、若者世代に役割を分担することにより、社会参加の機会が提供さ
　れる仕組みづくりを推進します。
○福祉や生涯学習、スポーツ指導などボランティア活動から若者の活動の輪が広がるようそれぞ
　れの分野において働きかけを進めます。
○青少年や女性を対象としたリーダー研修などを行い、社会活動活性化の牽引者となるリーダー
　養成に努めます。
○＊砺波もっと元気事業「闘魂元気道場」を展開し、青年活動を支援します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値
代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

スポーツ少年団加入率 42.4％

37.5％

50％

50％

スポーツを通した子どもたちの健全育成を図るため、
少年団活動の充実を図り、団員増を目指す（小学３年
生以上）

中学生の新体力テストで、県平均を上回る項目数が
50％を超えるように、学校全体としての取組を活
発化させる

中学生の体力テスト
県平均を上回る項目の率
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   楽しく学び自らを高める生涯学習の推進
【施策区分テーマ】   生涯学習の充実

現状と課題

●生涯学習活動を支援する場や芸術・文化にふれあう機会を提供しています。

●地域における自主的な生涯学習活動を支援する場や、多様な学習機会の充実を図ると
　ともに、それぞれの能力・知識・技術などに応じた地域貢献活動やスポーツ・レクリエー
　ション活動を行うことができる環境づくりを進めています。

●ゆとりと潤いを実感できる芸術・文化活動を支援し、文化のまちづくりを進めていくとと
　もに、文化財を保護し、地域文化を大切にするまちをめざしています。

●地域での生涯学習をさらに発展させていくために、市民や関係機関が連携し、学習を通
　じて地域コミュニティづくりに参加していくような仕組みづくりが必要です。

●郷土に対する理解を深めることを目的に、市民大学「学遊塾」を年10回程度開催してい
　ます。

●地区公民館では、地域の特色を生かした生涯学習活動等を実施しており、その役割はと
　ても重要です。

●「いつでも、どこでも、誰でも」学習できる生涯学習体制を確立するため、県民生涯学習カ
　レッジ砺波地区センターとの連携や学習サークルに対する学習情報の提供を行っています。

●勤労青少年ホームやとなみ野サロン、庄川いきいき館において、働く青少年や女性、勤労
　家庭の女性の学習や交流を行っています。

●市内には、行政や民間の様々な生涯学習教室や講座があり、自分に適した教室を選択で
　きる環境にあります。これらの情報を収集するとともに、積極的に生涯学習に取り組も
　うとする市民の意欲を醸成することが大切です。

資料：「平成２１年度 社会教育の現状」

講座・教室などの実施状況
区  　分 回数（回） 参加人数（人）講　座　・　教　室
成　　人
高 齢 者

家庭教育

　 計
青 少 年

女 性 等

　 計

砺波市民大学「学遊塾」・「豊かさの追究」
高齢者学級（21地区）
子育てサポーターリーダー養成講座
子育て・親育ち講座
放課後子ども教室推進事業
とやま子育て自然体験事業

生花、ペン習字・書道、エアロビクス、ヒップホップなど15講座
墨絵・日本画、料理、茶道、手話など12教室
家庭菜園、ヨガ、庭木剪定、パソコン、料理など14講座
講演聴講
趣味の学級7回開催

11
152
4
8
15
10
200
318
78
57
3
23
479

394
9,254
83
458
678
646

11,513
4,365
790

1,038
96

1,969
8,258



109

施策キーワード
●地域を学ぶ機会の充実
●学びを充実し生かす仕組みづくり
●交流を図る学習の推進

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

市民大学
「市民の先生事業」講座数

3講座 7講座
生涯学習機会の充実を進め、市民大学「市民
の先生事業」を継続し教室数を増やす

「市民の先生事業」
　ボランティアの講師が、自分の持っている知識・経験・技術を自ら講座を開設し広く市民に伝え、受講生との自主的な運
営により、充実した活動づくりをめざす取組。

主な施策内容

1.  地域を学ぶ機会の充実

○市民の学習ニーズが多様化し、活動内容の充実が求められる社会教育団体に対し、情
　報や活動機会の提供、団体のPRなど側面から活動を支援します。
○史跡をめぐる地域探訪等の活動紹介やPRなどを行うとともに、砺波郷土資料館や庄
　川水資料館、砺波散村地域研究所、となみ散居村ミュージアムなどにおいて、市民が興
　味を持って楽しく地域の歴史や文化を学べる機会を提供します。
○公民館における各種事業や活動団体の交流を通して、地域を学ぶ学習活動を支援します。

2.  学びを充実し生かす仕組みづくり

○一人ひとりの学習活動の成果や習得した技能を活かしたボランティア講座＊「市民の
　先生事業」を推進し、市民交流の機会づくりを進めます。
○市民の自主運営による講座やコミュニティ活動、学習の成果を活かした社会貢献活動
　を、より日常的に展開できるよう支援します。
○専門技術や技能を生かした地域活動を、地域の仲間づくりやコミュニケーションの活
　性化につなげます。

3.  交流を図る学習の推進

○県民生涯学習カレッジ砺波地区センターとの連携や学習サークルに対する学習情報
　の共有を通して、交流の拡大を図っていきます。
○民間や他の行政機関が行う各種講座と連携するとともに、市民ニーズに応じた講座の
　開催に努めます。
○生涯学習施設の一体化を図りながら、勤労青少年ホームやとなみ野サロンの利用者間
　や地域の交流を促進し、主催教室、講座、講演会の開催による学習機会の提供や、会
　場の提供、友の会の自主活動を支援します。
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   楽しく学び自らを高める生涯学習の推進
【施策区分テーマ】   生涯学習環境の充実

現状と課題

●公民館では、市民の自主的な学習や活動等に対する支援を実施し、地域コミュニティの
　拠点としての役割を担っています。

●市内に設置されている生涯学習施設には、地域の人々の読書の場や知的財産の保存と
　活用の場として役割を担っている砺波図書館や庄川図書館をはじめ、会議室や多目的
　ホールなどを備え、総合的な生涯学習や地域交流の場として中心的な役割を果たしてい
　る庄川生涯学習センターなどがあります。また、勤労青少年ホームやとなみ野サロン、庄
　川いきいき館など働く青少年や女性のための学習施設があり、効率的かつ充実した管理
　運営が課題となっています。

●砺波郷土資料館、となみ散居村ミュージアム、民具館など、市内には歴史や文化を学ぶ
　施設が多くあり、今後の活用が必要です。

●砺波・庄川両図書館の連携を図り、市民への学習資料の提供や放課後児童クラブへの図
　書の配達など学校図書館と協力して読書支援を行なっています。

●「ファーストブックの会」、「めばえの会」、「おはなしポケット」による幼児・子どもへの読
　み聞かせのボランティア活動も実施されています。

●建設開館から37年を経過した砺波図書館は、蔵書の増加により開架室が手狭となって
　いることや多様化する図書館サービスの提供が難しくなっており、市民が自ら学び交流
　できる場としての新館建設が強く要望されています。

●公民館や保育所、幼稚園、児童館などに児童図書を配置し、子育て支援の推進に取り組
　んでいます。

図書館の貸出利用者数と蔵書数・庄川生涯学習センターの利用者数

年　　次
図書館貸出利用者数 庄川生涯学習センター 蔵　書　数

総　　　数 利用者数 総　　　数

H18

H19

H20

H21

H22

56,854

48,718

60,220

62,896

61,375

227,157

235,108

238,312

246,432

252,905

28,726

28,218

29,877

27,356

28,269

資料：砺波図書館、庄川生涯学習センター

※図書館の貸出利用者数は、砺波図書館と庄川図書館の合計

（人・冊）
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施策キーワード
●生涯学習施設の整備・充実
●図書館機能の充実

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

砺波図書館の貸出冊数 172,000冊

56,000冊

190,000冊

74,000冊

蔵書内容を充実し、利用者の増加
を図る

蔵書内容を充実し、利用者の増加
を図る

庄川図書館の貸出冊数

主な施策内容

1.  生涯学習施設の整備・充実
○市民が利用しやすい生涯学習施設をめざして、管理・運営方法などを検討するととも
　に、施設整備のあり方の検討や既設施設の老朽化に伴う計画的な改修・改善を行って
　いきます。
○市民が活用しやすい新砺波図書館の建設整備の具体化を図るとともに、既存の生涯
　学習施設の利用状況等を踏まえ、今後の施設運営方針を検討し、効率的な施設配置を
　進めます。
○＊指定管理者制度を導入した庄川生涯学習センターをはじめとする生涯学習施設の効
　率的な運営管理に努めます。
○地区集会施設における＊ユニバーサルデザインなどの施設改修に対して、適切に支援
　していきます。

2.  図書館機能の充実
○多様化するニーズに応えられる図書館機能について、新館建設に併せて、調査・検討を
　行っていきます。
○市民のニーズに的確に対応できるよう蔵書の充実や図書資料の収集を図り、サービス
　の向上に努めるとともに、資料の電子データ化について、調査研究を行います。
○「子ども読書活動推進計画」（第2次）を策定し、子どもたちの発達段階に応じたサービ
　ス、学校図書館との日常的な連携により子どもの読書環境の充実に努めます。
○ボランティアとの協働により、絵本や紙芝居の読み聞かせ、お話し会を実施し、館内外
　でのサービスのネットワークを拡げます。
○地域文庫、福祉施設へ定期的に図書を配本し、市民に読書の利便性の向上並びに「広
　報となみ」やホームページ等により図書資料情報の提供を図ります。

「指定管理者制度」
　公の施設の管理を地方公共団体の指定を受けたものが｢指定管理者｣として管理を代行する制度。文化施設、スポーツ施
設等の市民が利用する施設が対象。

「ユニバーサルデザイン」
　年齢、性別、身体的な状況、国籍、言語、知識、経験などの違いに関係なく、すべての人が使いこなすことのできる製品や
環境などのデザインを目指す概念。
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承
【施策区分テーマ】   芸術・文化活動の振興

現状と課題

●砺波市美術館や庄川美術館では、幼児や小・中学生を対象とした子どもの造形アトリエ
　や絵画展を企画し、美術・芸術分野の人材育成を図るとともに、地域に開かれた美術館
　をめざし、地域作家展や地区美術展などを開催しています。

●砺波市文化会館では、地域文化活動の拠点として質の高い自主企画事業を行うとともに、
　音楽や演劇などの芸術・文化情報を提供しています。

●砺波市文化祭を春と秋の年2回開催するとともに、各種芸術文化事業の後援を行ってい
　ます。

●市民ニーズを把握しながら、指定管理者制度導入のメリットを生かした効率的な施設運
　営を行っています。

●砺波市文化会館や砺波市美術館の築30年、築20年設備診断及び舞台設備・機器の更
　新や大規模改修など文化施設の維持・管理が課題となっています。

●出演者等も様々な体験ができるため、子どもから大人までの参加型事業である市民ミュー
　ジカル「ミュージカルキッズ」は大変好評です。

資料：統計となみ

（人）文化会館・美術館利用者数

H18 H19 H20 H21 H22
年　度

施設名

砺波市文化会館

砺波市美術館

庄川美術館

庄川まちかどギャラリー蔵

81,763

112,153

8,646

3,898

86,699

93,170

8,455

3,460

75,779

75,530

9,918

5,313

89,103

76,510

8,658

4,192

82,526

87,910

8,675

4,597
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施策キーワード
●芸術・文化活動への支援

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

砺波市文化会館の利用者数 82,526人

87,910人

90,000人

98,000人

芸術文化の鑑賞機会等を拡充し、
利用者の増加を目指す

展示内容等の充実を図り、利用者
の増加を図る

砺波市美術館の利用者数

主な施策内容

1.  芸術・文化活動への支援

○郷土作家の作品展をはじめとして、市民の誰もが美術に親しみ、楽しめる企画を考え
　るとともに、より芸術文化が堪能できる企画展を開催します。
○地域に根ざした美術館となるよう、地域住民や各種団体と連携した美術展やイベント
　などを継続して開催していきます。
○文化協会や美術協会などの文化団体の自主的活動を支援し、市民への芸術・文化活動
　の普及・啓発を図っていきます。
○幼児や小・中学生を対象とした団体鑑賞事業をはじめ、小・中・高校生の創作活動を
　支援するなど、芸術・文化に関わる教育普及活動を推進します。
○特色ある芸術・文化の創造をめざし、優れた作品などを身近に鑑賞できる機会を提供
　するとともに、収蔵品の充実に努めます。
○指定管理者制度の下、効率的な運営を図るため、文化施設をネットワーク化し、人材や
　情報、電子媒体などを生かした企画を進めていきます。
○文化コーディネート機能を高め、市民が取り組む創作活動などに対する支援体制を充
　実します。
○公民館事業における地域での文化活動がより充実したものとなるよう支援を継続し
　ます。
○近隣の文化団体と連携し、「となみ野芸術祭」などの広域的な文化交流を推進します。
○文化会館や美術館など、各文化施設の機能が十分発揮できるよう適切で計画的な維
　持・管理に努めます。



※平成23年7月27日現在

（件）
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   芸術・文化活動の振興と伝統文化の継承
【施策区分テーマ】   伝統文化の継承

現状と課題

●先人が残した市民共有の財産である文化財は、新たな文化の創造や個性あるまちづくり
　のための貴重な資源です。文化財を適切に保護し、有効に活用しながら後世に引き継ぐ
　ことが重要です。

●現在、本市には国指定文化財が2件、国登録文化財が2件、県指定文化財が9件及び市
　指定文化財が50件あります。これらの文化財の保護とともに、広く市民が親しみを持て
　るよう、案内板の設置や文化財マップを作成しています。

●増山城跡は、平成21年7月23日に国指定史跡となったことから、より多くの市民が親し
　み活用できるよう保存管理計画を策定して、利活用の方策について検討するとともに、増
　山城戦国祭り等のイベントを地区住民と協働で開催し、全国へ情報発信を行っています。

●県指定文化財の出町子供歌舞伎曳山は、全国的にも数少ない伝統芸能の一つであり、伝
　承指導者の育成を含め、その保存・継承が課題となっています。

●埋蔵文化財を保護するため、開発行為などの規制を行えるよう、分布調査によって遺跡
　地図を作成しています。

●砺波郷土資料館や庄川水資料館、かいにょ苑、となみ散居村ミュージアム、民具館など
　は、市民が歴史・文化を継承していくうえで重要な役割を担っており、より一層の企画の
　充実と適切な管理を行い、有効に活用できる施設運営を行う必要があります。

●地区公民館を中心とした様々な文化活動が展開され、地域文化の定着が図られています。

●若者を中心に市民自らが地域の伝統文化を継承しつつ、歴史・文化を学ぶ機会を持つこ
　とが大切です。

●獅子舞や夜高行燈などの地域文化、伝統芸能は、地域コミュニティの活性化や異世代交
　流促進の場となっていることから、その継承と普及に努める必要があります。

資料：生涯学習・スポーツ課

砺波市の文化財
種　　別 件　数名　　称　　等

有形文化財 
史跡

有形文化財  
民俗文化財
天然記念物
有形文化財  
民俗文化財
記念物

常福寺木造阿弥陀如来立像（彫刻）  
増山城跡
小牧ダム（建造物）外
萬福寺山門（建造物）外
出町子供歌舞伎曳山（無形民俗文化財）
厳照寺の門杉
千光寺観音堂（建造物）外
岩黒の不吹堂（有形民俗文化財）外
御旅屋の井戸（史跡）外

1
1
2
7
1
1
29
4
17
63
54

国指定文化財

国登録有形文化財

県指定文化財

  
市指定文化財
  
計
ふるさと文化財
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施策キーワード
●文化財の保護と活用
●地域文化の理解と継承

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

デジタルミュージアムの
アクセス数

－ 10,000回
デジタルミュージアムの整備により、
アクセス数の増加を図る

主な施策内容

1.  文化財の保護と活用
○増山城跡の保存管理計画に基づき整備計画の検討を行い、整備に向けた取組を進めます。
○指定文化財となっている建造物等の点検を適時行うとともに、修理を適切に実施します。
○開発行為に伴う埋蔵文化財の調査を着実に行い、遺跡などの保護に努めます。
○指定文化財について、案内看板や標柱を設置して周知に努めるとともに、文化財マッ
　プを作成し、親しみやすくわかりやすくなるように、広報となみやケーブルテレビ等で
　普及・啓発を行います。
○指定文化財や＊ふるさと文化財等を普及・啓発するとともに、＊デジタルミュージアム
　を新設するなどして、より多くの人に市の文化財等について理解を深めてもらい、後世
　に継承します。

2.  地域文化の理解と継承
○県指定文化財の出町子供歌舞伎曳山について、三味線や謡曲などの伝承指導者の養
　成に支援を行います。
○獅子舞や夜高行燈、五ケ種チョンガレ、砺波えんじゃら節など地域の伝統文化や伝統
　芸能が継承されるよう、ふるさと学習での取組について支援を行います。
○砺波郷土資料館、庄川水資料館及びかいにょ苑、となみ散居村ミュージアムが連携し
　て企画を充実するなど、身近な地域の歴史や文化について、親しみをもって学ぶこと
　ができる場を提供し、市民の地域の伝統文化に対する意識の向上に努めます。
○砺波散村地域研究所において、全国的にも希少価値を持った散村や散居景観など地
　域に関する調査・研究を進め、市民への情報発信に努めます。
○地域でより細やかに郷土の伝統文化の理解と継承を進めるために、公民館活動への
　支援を推進します。
○各公民館におけるふるさと文化財等を活用した地域理解講座やウォーキング等の取
　組への支援を行います。

「ふるさと文化財」
　地域の財産として親しまれ大切にされている文化的財産であり、砺波市の歴史、文化等の理解のため欠くことができず、
かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものとして登録している。

「デジタルミュージアム」
　資料をデジタル技術で保存（アーカイブ）するミュージアム。資料をデジタル化し記録することにより、半永久的に劣化
せず保存可能な情報資料にすることができる。
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   健全な心と体を育むスポーツの振興
【施策区分テーマ】   スポーツ・レクリエーションの振興

現状と課題

●健康づくりや体力向上への関心が高まるなか、市民がスポーツ・レクリエーション活動に
　親しむために、スポーツに触れ合う機会を増やすことが重要であり、スポーツ施設と＊総
　合型地域スポーツクラブとの連携を基に、日常的に施設を利用できる方法を検討する必
　要があります。

●地域ぐるみでスポーツ・レクリエーションに親しみ、生涯の健康づくりを進めるため、学
　校体育館や地域体育館を拠点とした、地区ごとの体育振興会事業を支援しています。

●年齢や体力に応じたスポーツ教室や軽スポーツ、ニュースポーツの普及が望まれています。

●市内には3つの総合型地域スポーツクラブがあり、各種スポーツ教室やスポーツ講座な
　どを開設するとともに、一年を通して継続したスポーツ活動ができる環境づくりに努め、
　主体的なクラブ運営を行っています。

●子どもの体力向上を図るため、遊びを通じて体を動かす楽しさを味わわせる取組や、総
　合型地域スポーツクラブが実施する「キッズスポーツ」のように、様々なスポーツを体験
　させて選択の幅を広げる取組を進めています。

●砺波市体育協会を中心に競技スポーツの推進が図られていますが、慢性的な指導者不
　足に悩むスポーツ少年団等があり、指導者の養成・確保が課題となっています。また、指
　導者の高齢化が進み、後継者の育成が急務となっています。

年代別「日頃運動している人」の割合

■いつも　 ■時々　 ■以前のみ　 ■全くなし

60代以上

40～50代

20～30代

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「総合型地域スポーツクラブ」
　学校や職場などの枠を越え、地域住民が自主的に運営する多様なスポーツ活動を目指す組織。地域の誰もが会
員となりスポーツ活動に参加できる。
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施策キーワード
●生涯スポーツの振興
●スポーツ競技力の向上と指導者の育成

主な施策内容

1.  生涯スポーツの振興
○スポーツ基本法を基に、「新となみスポーツプラン（後期）」を作成し、だれもがスポーツ
　に親しむことができる市民１人１スポーツを目指した、生涯スポーツ社会の実現に向け
　た施策を推進します。
○指定管理者や体育協会などとさらに連携を深め、ハード事業とソフト事業の両面から
　スポーツの振興を図り、体育施設の効率的な運用と時代に即した各種事業を展開します。
○地域におけるスポーツ環境の整備・充実を図るために、総合型地域スポーツクラブを
　支援するとともに、スポーツ推進委員など指導者の養成や確保を図ります。
○地域体育館の活用や学校体育施設の開放により、市民が年齢やライフスタイルに応じ
　て、主体的に取り組むことができるスポーツやレクリエーションの普及を図り、市民の
　健康増進や体力保持を図ります。
○幼児期から運動の楽しさを体感する取組や、スポーツ少年団などへの加入促進、体力
　追跡調査など子どもたちの体力づくりを支援します。
○市民体育大会や、となみ庄川清流マラソン、スポーツフェスティバルinとなみなど、市
　民がスポーツやレクリエーションに取り組む機会を継続して提供します。
○健康志向の高まりに対応し、運動が苦手の人でも楽しめるウォーキングなどの気軽に
　取り組むことのできる運動の普及を進めます。
○スポーツ活動の支援者となる「スポーツボランティア」の確保と資質向上を推進します。

2.  スポーツ競技力の向上と指導者の育成
○保育所や幼稚園に「運動遊び指導者」を派遣し、子どもたちに運動の楽しさを体感さ
　せることにより、スポーツ好きな子どもを育成します。
○競技力の向上をめざし、スポーツ競技会への参加を奨励するとともに、各種スポーツ
　大会の開催を支援します。
○優秀スポーツ選手の顕彰や全国大会出場選手への激励などを行うことにより、優秀選
　手の育成を図り、市民のスポーツへの関心を高めます。
○スポーツ指導者の養成に対して支援を行い、指導者の育成を図っていきます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明
となみ庄川清流マラソン
参加者数 1,414人

420人

2,000人

800人

生涯スポーツの機会を提供し、参加数
の増を目指す

生涯スポーツの機会を提供し、参加数
の増を目指す

となみ庄川水辺ウオーク
参加者数

1,982人 2,500人 総合型地域スポーツクラブを充実し、
地域における生涯スポーツを推進

総合型地域スポーツクラブ
会員数
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「人」と「心」を育むまちづくり
【主 要 施 策】   健全な心と体を育むスポーツの振興
【施策区分テーマ】   スポーツ環境の充実

現状と課題

●市民がスポーツに親しむことができる環境整備を進めていくことが必要です。

●スポーツ施設については、指定管理者が管理・運営を行っています。民間経営の発想やノ
　ウハウが活かされることで、住民サービスの向上と行政コストの縮減等が図られると期
　待されています。

●健康づくりや体力向上などを目標に、地域体育館が設置され、スポーツに親しむ場や機
　会が増しています。

●スポーツ施設の利用増進を図るために、施設管理の一元化など、効率的で効果的な管
　理・運営が求められています。

●老朽化が進んだ施設の計画的な大規模改修が必要になっています。

砺波市のスポーツ施設一覧

体 育 館

グラウンド等

テニスコート

野球場

プール

その他

砺波体育センター
庄川体育センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
出町体育館
高道体育館
若林体育館
高波体育館
油田体育館
中村体育施設
柳瀬体育館
太田体育館
栴檀野体育館
栴檀山体育館
庄川勤労体育センター
雄神体育館
庄川親雪体育館

高道グラウンド
中村グラウンド
砺波総合運動公園  多目的競技場、野球・ソフ
トボール広場、サッカー・ラグビー広場
向山健民公園

鷹栖テニスコート
太田テニスコート
向山健民公園テニスコート

砺波市野球場
弁財天野球場

温水プール
庄川プール

陸上競技場
武道館
上和田緑地

※平成23年4月1日現在

資料：生涯学習・スポーツ課
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施策キーワード
●スポーツ施設の充実

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

スポーツ施設利用者数 564,441人 620,000人
スポーツに取り組みやすい場を提供し、
利用者の増加を目指す

主な施策内容

1.  スポーツ施設の充実

○生涯スポーツの多様なニーズに応えるため、スポーツ施設の整備・充実に努め、市民が
　スポーツに取り組みやすい環境づくりを推進します。
○安全に利用できるスポーツ施設とするため、施設の計画的な改修を行います。
○スポーツ設備の適切な維持・管理とともに、備品などの充実を図り施設の利用促進に
　努めます。
○利用しやすいスポーツ施設をめざし、施設案内等の情報提供を進めていきます。
○指定管理者制度の長所を生かし、効率的で対応の迅速なスポーツ施設の管理・運営
　を進めます。
○スポーツを通した健康増進や地域コミュニティづくりに向け、地域の魅力を再発見で
　きるウォーキングコースの設定など、自然や地域の特色を生かしたスポーツ環境づく
　りに努めます。
○スポーツ施設の整備について、市民ニーズなどの調査・研究を進めます。



基 本 方 針

　市民にとって魅力のあるまちは、快適で安全かつ安心して暮らすことので

きるまちです。庄川と散居の美しい自然環境を守るとともに、資源を有効に

活用し環境にやさしいまちづくりに努めます。また、治山治水事業や地域の

自主防災組織など災害に対する備えを充実させるとともに、計画的な都市基

盤や上下水道の整備を図り、快適で安全なまちづくりを進めます。

Ⅲ  庄川と散居に広がる快適なまちづくりⅢ  庄川と散居に広がる快適なまちづくり



環境都市宣言

　私たちのまち砺波は、牛嶽に連なる青く清い山々、母なる清流庄川、扇状地
に広がる散居景観などの貴重な自然を今に残しています。
　しかし、地球温暖化など地球規模で進む環境問題への対応が求められてい
ます。
　やすらぎとうるおいを与えてくれる水や緑を守り、育み、いつくしむ心を未
来に伝えていくことは、私たちの責任です。
　よって、砺波市はここに「環境都市」を宣言します。

　　１　おいしい空気や身近な水環境を守ります
　　１　山々の緑や屋敷林・散居の景観を育みます
　　１　限りある資源を大切にし、環境にやさしく行動します
　　１　ふるさとの環境やかけがえのない地球の大切さを学びます
　　１　多様な自然をとうとび、地域をこえたつながりを大切にします

（平成17年3月18日）

交通安全都市宣言

　今日、わが国では、社会・経済の発展にともなう居住環境の変化から交通
事故が多発し、深刻な社会問題となっている。
　砺波市においても交通情勢は厳しく、年々増加する交通事故に対する脅威
はますますつのるばかりである。
　かかる交通事故の絶滅を目指し、安全で安心な住みよい郷土をつくるため
には、道路網の整備、交通安全施設の充実、人命最優先を基本理念とした総
合的な交通安全対策の推進が急務であり、これら諸施策に真剣に取り組み、
市民が一丸となって交通安全意識の高揚を図ることが重要である。
　ここに、全市民とともに、交通事故のない安全で安心な住みよい砺波市を
実現するため、決意を新たに「交通安全都市」を宣言する。

（平成17年3月18日）
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   清流や散居を活かした景観の整備
【施策区分テーマ】   景観の保全と整備

現状と課題

●屋敷林に囲まれたアズマダチやマエナガレなどの伝統的家屋が水田の中に点在している
砺波平野の散居景観は、日本を代表する農村の原風景であり、本市の貴重な財産です。

●アズマダチなどの伝統的家屋は、生活様式や住宅建材の変化、世帯人数の減少などによ
り、取り壊され減少しています。

●屋敷林は、スンバなどの落ち葉の清掃や枝打ち等の維持管理に時間と手間、費用がかか
ることから、次の世代に引き継ぐため、市民の理解が必要不可欠です。

●美しい散居景観の保全及び形成を図るため、維持管理費用に対する助成制度を設けて
います。

●少子高齢化や生活様式の変化などにより、市内に空き家が増えており、適切な管理がさ
れていないため、住民に不安が生じています。

●都市計画マスタープランにおける土地利用については、都市機能が集積する「市街地地
域」、市街地郊外の田園地帯の「農村地域」、庄川東側の「丘陵山間地域」の３地域に区
分しており、都市と自然環境が調和した土地利用が課題となっています。

●となみ散居村ミュージアムを活用し、散居村の生活・文化・歴史・自然を学ぶとともに、
散居景観の保全意識を高め、地域の活性化を図ることが必要です。

●以前のように、庄川での魚とりや水遊びができないため、親子で気軽に水に親しむこと
ができる場所の整備が望まれます。

●庄川合口ダム下流の河川敷において進められている庄川水辺プラザ整備事業の早期完
成が望まれています。
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施策キーワード
●散居景観の保全　　　　　　　　●景観計画に基づいた景観の保全・形成
●観光・交流資源として散居景観　 ●心安らぐ親水空間の整備

主な施策内容

1.  散居景観の保全と活用

○カイニョと呼ばれる屋敷林や伝統的家屋などの散居景観の保全に向けた取組を実施
　し、次の世代に引き継ぐよう努めます。
○散居景観を観光・交流資源として活用できるように、散居村展望台やとなみ散居村
　ミュージアムなどを活かした地域活性化対策や市民の意識高揚を図ります。
○新たに定める景観計画により散居景観を保全するため、「散居景観区域」や「散居景
　観調和区域」、「市街地区域」などに区分し、周辺環境と調和のとれた景観形成を推進
　します。
○屋敷林等の散居景観を保全するため、散居景観保全事業など各種支援施策を推進す
　るとともに、散居村での暮らしに誇りを持ち、次の世代に伝えていく活動を支援します。
○少子高齢化や生活様式の変化などにより市内に空き家が増えており、良好な散居景
　観に向けた適切な維持管理がされないおそれがあることから、安全で安心して生活で
　きるよう地域コミュニティと一体となった空き家対策に努めます。
○となみ野田園空間博物館推進協議会や全国散居村連絡協議会などの関係機関と連携
　し、砺波平野の散居景観に関する情報を広く全国に発信するとともに、散居村ミュー
　ジアムで砺波平野の先人の生活の知恵と文化の伝承、地域で活動する方の活動紹介な
　どを行い、地域への郷土愛を育てます。

2.  庄川を含む河川の親水空間の整備

○自然志向の高まりから庄川水辺空間などの整備を行うとともに、らせん水車や農業用
　用排水などを活用した小水力発電への取組を検討します。
○庄川河川敷において整備している庄川水辺プラザ整備事業の早期完成に努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

散居景観保全事業協定
地域数 93件 120件

散居景観保全に対する高揚及び協
定対象となる自治会と協定締結で
あり、締結数の増加を目指す
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●庄川合口ダム周辺のエドヒガンザクラ、夢の平スキー場のスイセンやコスモスなど、散居
景観と四季折々の花と緑が調和した景色は、緑化を推進する砺波市の象徴となっていま
す。

●民間会社によって造成された住宅団地では、花木や生け垣などが必ずしも十分とはいえ
ないため、緑化に対する意識啓発が必要です。

●花壇コンクールを開催するなど花や緑の啓発活動に努め、花と緑のまちづくりを推進し
ています。

●チューリップタワーや花壇、通路など修繕等が必要な箇所を整備し、チューリップ公園を
中心とした花が咲き誇り、緑あふれるまちづくりを目指します。

●花と緑のまちづくり条例に基づき、市民、事業者、行政が一体となって緑化意識の高揚を
図るとともに、グリーンキーパーなどと連携して各種講習会を開催し、後継者育成に努め
る必要があります。

●道路の街路樹や各地区の花壇などの維持管理は、行政や各地域等で管理し緑化に対す
る啓発を行っていますが、市街地や各家庭でも花や緑を増やし、緑化意識の向上を図る
必要があります。

●花とみどりの少年団では、花や木を育てたり、鳥と森が果たす役割などを学ぶとともに、
花や緑の重要性についての意識高揚に努めています。

庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   清流や散居を活かした景観の整備
【施策区分テーマ】   花と緑の推進

現状と課題

資料：花と緑の財団

（件）砺波市花と緑のコンクール参加件数の推移
部　　門 Ｈ14

計

保育所・幼稚園花壇

小・中学校花壇

私たちの夢花壇・花壇の部

私たちの夢花壇・プランターの部

一般花壇

花の道

個人花壇

生け垣管理

7

4

12

40

21

11

8

0

103

Ｈ15

6

5

12

40

21

9

13

3

109

Ｈ16

6

4

11

35

20

7

11

2

96

Ｈ17

6

4

12

38

27

9

6

1

103

Ｈ18

10

4

12

40

24

8

9

1

108

Ｈ19

8

4

12

38

26

9

6

0

103

Ｈ20

6

3

12

40

27

9

6

2

105

Ｈ21

6

3

12

35

28

9

5

4

102

Ｈ22

6

2

12

39

20

8

4

1

92
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施策キーワード
●散居景観と調和のとれた花と緑のまちづくり
●緑化事業の推進と後継者育成

主な施策内容

1． 花と緑のまちづくりの推進
○花と緑のまちづくり条例に基づき、新興住宅団地を含む散居景観や一年を通した色鮮
　やかな花、山間地を潤す緑など、色彩豊かで調和のとれた花と緑のまちづくりを目指
　します。
○花と緑のまちづくり条例に基づき、緑化協定の締結等を推進するとともに、生け垣設
　置補助金などを広くPRし、花と緑のまちづくりを推進します。
○フラワー都市や友好都市、姉妹都市などを通じて緑化交流を図ります。
○家庭でつくる小さな花壇にも目を向けるなど、砺波市独自の花壇コンクールについて
　検討します。
○＊オランダ王国キューケンホフ公園と連携を図りながら、チューリップ公園芝生広場や
　花壇等について維持管理や整備方法などを学び、市民の憩いの場となるように花や緑
　を育てるとともに、花壇や通路など必要な箇所を整備します。

2． 緑化意識の高揚と後継者育成
○花と緑のまちづくり条例やグリーンプランに基づき、市民、行政、事業者が一体となっ
　て緑化意識の啓発を図るとともに、市民が主体となる花と緑のまちづくり活動を推進
　します。
○街路樹や花壇の管理方法、チューリップ等の花き生産などの講習会や研修会への取組
　を強化し、従事者を増やしていくとともに、花き生産者の育成を図ります。
○花とみどりの少年団活動を支援し、花や木、緑に対する関心を高めるとともに、地域
　や学校と連携し、幼少期から花や緑に触れ合い、育む教育の充実を図ります。
○結婚や誕生、新築のお祝いと緑化意識の啓発を図るため、記念樹交付事業を推進します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

20件

4件

1校

30件

10件

2校

花と緑のまちづくりを推進するため、
コンクールへの参加を呼びかける

花や緑への関心をもち、心豊かな児
童を育てるため、少年団設置校の増
加を目指す

花と緑のまちづくりを推進するため、
コンクールへの参加を呼びかける

「オランダ王国キューケンホフ公園」
　オランダ王国リッセ市（姉妹都市）近郊にある世界最大のチューリップ園。32ヘクタールもある園内では、チューリップだ
けでなく、ヒヤシンスや水仙など約700万株の春の球根花が色鮮やかに咲いている。第60回となみチューリップフェアで
は、キューケンホフ公園花壇デザイナーの監修を受け、園内に「オランダ風花壇」を設置した。

砺波市花と緑のコンクール
参加件数　【一般の部】

花とみどりの少年団設置校

　　〃　　【個人の部】



資料：生活環境課（レッドデータブック）

分類別選定種・個体群一覧
絶滅種

計

小　　　計

哺乳類

野鳥類

両生類・爬虫類

淡水魚類

昆虫類

淡水貝類

植物

2

2

3

5

絶滅危惧種

1

7

4

3

2

2

19

18

37

危急種

2

9

3

8

15

2

39

5

44

希少種

6

5

15

4

26

56

9

65

情報不足

1

1

2

2

復活種

1

2

1

4

4

分布拡大種

5

3

8

8

地域個体群

0

11

11

合　計

11

26

25

16

47

5

130

46

176
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   環境にやさしい循環型社会の形成
【施策区分テーマ】   自然との共生

現状と課題

●地球全体の自然環境が悪化しているなか、動植物の生態系も変化しています。また人体
への影響も心配されます。

●本市は、車や工場などの音が少なく、たいへん静かで住みよい地域だと言われています。

●中山間地域では、山間部の樹木の枝打ちや庭等の草刈りなどの管理がされない空き家
や住宅が増えています。

●ビオトープ等の設置や環境学習などにより、自然に触れたり環境教育を受ける機会が
多くなっていますが、自分たちが住んでいる地域にどんな動植物がいるのか知ることが
大切です。



127

施策キーワード
●自然と動植物と人間が共生できる地域づくり

「県民参加による水と緑の森づくり事業」
　県民の貴重な財産である「とやまの森」を森林所有者だけでなく、県民全体で守り育てていくために、富山県が実施する
事業。「水と森づくり税」を導入し、里山再生整備事業や県産材利用促進事業にあてられる。

主な施策内容

1． 自然と共生するまちづくりの推進

○農村地域や山間地域、砺波平野を流れる河川等に生息する動植物など、自然と人間が
　共生できる地域づくりに努めます。
○市内に生息する動植物の実態を調査し、保存などに努めることを目的として、平成22
　年３月に「砺波市版レッドデータブック」を発刊しました。このレッドデータブックを活
　用した施策を展開し、市内の動植物の保存などに努めます。
○富山県が中心となって実施している＊「県民参加による水と緑の森づくり事業」を積極
　的に活用し、里山の再生や森林の維持管理などを実施します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

1回 2回
レッドデータブック見直し等による
生物生息調査回数の増加を目指す
（３年に１回）

生物生息調査回数

小さなビオトープをながめる園児たち
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり

現状と課題

●太陽光発電システムは、地球温暖化防止対策の一つとして、自然エネルギーにより家庭
電力を賄ったり売電するなどできるため、家庭での普及推進に努める必要があります。

●市内の家庭や事業所は、省エネルギー製品の導入やエコドライブによって、二酸化炭素
等の温室効果ガスの削減を行い、今以上に地球温暖化防止対策に取り組む必要があり
ます。

●砺波市環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政がそれぞれの役割をもって循環型社
会の構築を図ることが大切です。

●本市では、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに細かく分別していますが、更なる再資源化を
図るため、徹底した分別の推進を啓発する必要があります。

●小・中学校では、リサイクルなど環境教育について取り組んでいますが、大人になるにつ
れ、そのような取組が減少していることから、マスメディア等を活用した啓発活動を行う
必要があります。

●公共下水道や合併処理浄化槽などの普及により、し尿処理量は減少していますが、汚泥
処理量は増加傾向にあります。

資料：生活環境課

住宅用太陽光発電システム設置補助の状況

補助件数（件）年　度
区　分 発電最大出力（kW） 1件当たりの平均発電出力（kW）

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ22

29

8

110

132.38

30.05

494.53

4.56

3.76

4.50

【主 要 施 策】   環境にやさしい循環型社会の形成
【施策区分テーマ】   循環型社会の構築

車庫の屋根に設置されている太陽光発電パネル



施策キーワード
●地球温暖化防止に向けた市民一人ひとりの取組
●大人から子供まで取り組める環境教育の推進
●し尿の適切な処理

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

1台

147件

2台

500件

てんぷら油を再利用し、二酸化炭素
削減を図る

地球温暖化対策の一つとして、住宅
用太陽光発電システムの普及促進
を図る

＊バイオディーゼル車
（公用車）

住宅用太陽光発電システム
総設置件数

主な施策内容
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1． 地球温暖化防止の推進

○地球温暖化防止の有効な対策として、住宅用太陽光発電システムの普及に取り組みます。
○花と緑に包まれた美しいまちづくり及び地球温暖化の防止に向けた省エネルギーを推
　進するため、つる性植物をはわせた「緑のカーテン」の設置に必要となる苗、土、プラ
　ンター等購入費に対して補助金を交付し、エコライフに向けた取組を支援します。

2． ごみの減量化・資源化の推進

○「もったいない」を合言葉に、エコ生活、家庭ごみ資源化など環境に優しい循環型社会
　の構築を目指すとともに、ケーブルテレビや市のホームページを活用して、砺波市の環
　境啓発キャラクター「エコレンジャー」による「エコライフのすすめ」を放映・再配信す
　るなど、大人から子どもまで楽しく取り組める環境教育を推進します。
○てんぷら油の燃料化や小型家電製品からのレアメタル等の取り出しなど、クリーンセン
　ターとなみと連携し、家庭から排出されるごみの再資源化を推進します。
○資源の有効活用を図るため、「ゆずります もとめます」を市ホームページや広報となみ
　などに掲載するなど、市内外に広くPRします。
○計画的に公共下水道や合併処理浄化槽等を整備するとともに、適切な処理や維持管
　理を行います。また、し尿収集業務や処理施設の適正な管理運営に努めます。

「バイオディーゼル車」
　使用済みてんぷら油などを再利用して、軽油などの代わりに燃料として使用する車。二酸化炭素排出削減など地球温暖化
防止に役立っている。
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   環境にやさしい循環型社会の形成
【施策区分テーマ】   森林の保全と整備

現状と課題

●豊かな自然は、私たちに安らぎや潤いを与えてくれるとともに、多様な生物が生息する場
となっています。

●森林は木材を供給するだけでなく、国土の保全や水資源の涵養、二酸化炭素から酸素を
生成するなど多くの役割を持っていることから、森林の保全・整備がより重要になって
います。

●森林の適切な維持管理がされないことから、自然が破壊され、動物たちの棲みかも荒ら
されています。また、カシノナガキクイムシなど森林病害虫の被害により、森林としての
機能が損なわれています。

●枝打ちや間伐などの森林の手入れが行われていない箇所では、倒木や土砂崩れなどの
発生が増えています。

●研修会や小・中学生の体験学習などにより、森林保全に向けた林業後継者の育成に取り
組む必要があります。

資料：農地林務課

（ha）森林の保全と整備状況（砺波市内）

Ｈ18

枝打ち

除伐（不用木の除却）

間伐

竹林整理

区　分
年

14.53

0.42

105.91

0.00

Ｈ19

80.10

6.61

60.01

2.60

Ｈ20

48.63

2.66

73.10

6.30

Ｈ21

85.80

46.89

69.71

12.10

Ｈ22

55.81

32.99

54.45

10.60

合　計

284.87

89.57

363.18

31.60



施策キーワード
●森林の保全と環境整備
●森林教育による保全意識の向上

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

57.0ha／年 60ha／年
豊かで計画的な森林整備を図るため、
適切な措置を行う枝打ち面積

17.9ha／年 20ha／年
豊かで計画的な森林整備を図るため、
適切な措置を行う除伐面積（不用木の除却）

72.6ha／年 75ha／年 豊かで計画的な森林整備を図るため、
適切な措置を行う

間伐面積

主な施策内容
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1． 豊かな森林づくり

○水源の涵養や二酸化炭素の吸収など、地球環境の保全に大きな役割を果たす森林を
　育てるとともに、動物が安心して暮らせるよう努めます。
○市民や森林組合と連携し、山林の下草刈りや枝打ちなど森林の保全に努めるとともに、
　動物のえさとなるような樹々を植樹するよう努めます。
○松くい虫やカシノナガキクイムシなどの森林病害虫の防除事業に取り組み、森林の環
　境整備に努めます。
○森林組合や森林ボランティアなどと連携して、小・中学生の体験学習や研修会などを
　開催し、豊かな森林を守り育て、森林を保全する意識の啓発を図ります。

積み込み作業
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   環境にやさしい循環型社会の形成
【施策区分テーマ】   生活環境の保全と整備

現状と課題

●市内のごみステーション付近に燃えるごみや空き缶等が捨てられています。また、山間部
の道路脇や高速道路ボックス付近などには、テレビや冷蔵庫をはじめ、洗濯機、タイヤ等
が不法に投棄されており、その処分のため行政や地元の負担が増大しています。

●犬の散歩の際は、スコップやごみ袋を携帯し、フンを持ち帰るよう呼びかけていますが、
持ち帰らない飼い主がいるため、地域住民は迷惑しています。

●大気汚染や水質汚濁、工場排水による公害を未然に防ぐため、定期的な測定や指導を
徹底しています。

●斎場の焼却炉１基及び休憩室等の増改築工事を行いましたが、既存の焼却炉や休憩室
等は20年以上が経過しており、計画的な改修が必要です。

●第二赤坂霊苑の利用促進を図る必要があります。

資料：生活環境課

（件）公害苦情の状況

ばい煙
年度

区分

Ｈ13

Ｈ14

Ｈ15

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

6

4

2

1

1

1

4

3

粉じん

2

2

水質汚濁

6

7

8

3

3

4

4

5

4

5

悪　臭

3

1

2

2

2

2

1

1

1

騒　音

2

3

1

1

1

3

2

その他

16

19

15

17

19

19

17

16

12

12

総　数

33

33

25

24

29

27

24

23

24

23



施策キーワード
●不法投棄の早期発見・回収・再発防止
●公害監視業務の徹底
●計画的な斎場改修及び霊苑の適切な維持管理

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

48％ 65％ 市民等へ広く周知し、利用促進を図る第二赤坂霊苑利用率

36回 40回
不法投棄防止を図るため、パトロール
回数を増やす

不法投棄パトロール隊
年間パトロール回数

主な施策内容
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1.  環境保全対策の推進

○きれいな空気や安全でおいしい水を守るため、また公害が発生しないよう継続して監
　視を行うとともに、不法投棄には厳しく対応します。
○多発する不法投棄を予防するため、不法投棄防止パトロール隊などによる監視体制を
　確立し、早期に情報を把握することにより、再発防止に努めます。
○チラシやケーブルテレビなどを活用し、野焼きへの注意を促すとともに、ルールを守っ
　ていない事例に対しては、直接指導を行います。
○犬の散歩時には、スコップと携帯袋を持ち、フンを持ち帰るよう指導するとともに、チ
　ラシやケーブルテレビを活用し、飼い主への意識啓発を図ります。
○有害鳥獣の被害に対して、駆除など適時適切に対応します。

2.  斎場・霊苑の維持管理

○長年経過している斎場の計画的な改修を検討します。
○第二赤坂霊苑の利用促進を図るため、チラシ等の配布に加え、ホームページでのPR
　に努めます。
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   機能的な都市基盤の整備
【施策区分テーマ】   道路交通網の整備

現状と課題

●砺波市は、北陸自動車道や東海北陸自動車道、能越自動車道の高速自動車道の結節点
を有しています。

●中京圏と北陸地方を結ぶ東海北陸自動車道は四車線化に向け、また能越自動車道は輪島
市までの建設促進を図る必要があります。

●北陸自動車道（仮称）高岡砺波スマートインターチェンジについて、早期に供用開始する
よう関係機関との連携を促進する必要があります。

●国道359号砺波東バイパス頼成－芹谷間の整備を促進する必要があります。

●県道における歩道整備や道路幅員の狭あい部解消、橋梁整備など、引き続き安全で円滑
な交通の確保に努めます。

●住宅が密集する地域が増加しているため、その周辺の交通量調査等を行い、通学路の安
全確保を図るなど道路網の整備を行うとともに、道路幅員の狭い個所や危険な交差点
などは計画的に整備する必要があります。

●子どもやお年寄りなどの交通弱者が、安全で安心して通行できるように、計画的に歩道
や安全施設等を整備する必要があります。

●市内の道路は、概ね舗装されており、街路樹など景観に配慮した道路も増えていますが、
それらの維持管理が問題となっています。

●道路は、災害時に緊急物資の輸送路として重要な役割を担うものであり、災害に強い道
路整備を行う必要があります。

資料：統計となみ

※平成22年4月1日現在

道路の現況

延　長 舗装延長 舗装率区　分

市　道

県　道

国　道

724.1

122.0

37.4

3.5ｍ未満

73.1

12.4

0.0

3.5ｍ～5.5ｍ

内　　　　訳

469.8

12.4

2.5

5.5ｍ以上

181.2

84.2

34.9

652.1

122.0

37.4

90.1

100.0

100.0

（km、％）
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施策キーワード
●北陸自動車道（仮称）高岡砺波スマートインターチェンジの整備促進
●国道359号砺波東バイパスの整備促進
●市道や橋梁などの計画的な維持管理

●計画的な市道整備
●災害に強い道路整備

主な施策内容

1.  高速自動車道の整備促進
○東海北陸自動車道の全線四車線化に向け、関係機関と連携して建設促進を図るととも
　に、能越自動車道の早期完成に向けて建設促進に努めます。
○北陸自動車道（仮称）高岡砺波スマートインターチェンジの早期完成を目指すととも
　に、関連する道路の整備促進に努めます。

2.  国道・県道の整備促進
○国道359号砺波東バイパス頼成－芹谷間の建設促進を図るとともに、関連する県道
　の整備促進に努めます。
○主要地方道砺波小矢部線をはじめ、富山戸出小矢部線、砺波庄川線などの道路整備を
　推進し交通の円滑化を図るとともに、歩道の設置や段差解消など歩行者や自転車等
　の安全確保を図ります。
○北陸新幹線全線開通に伴い、（仮称）新高岡駅とのアクセス向上を図るため、主要地方
　道高岡庄川線の整備促進に努めます。

3.  市道の整備促進と道路網の検討
○市街地周辺の環状道路や幹線道路、通学道路が、安全で安心して通行できるよう計画
　的な整備を進めます。
○子どもや高齢者などの交通弱者が安心して通行できるような歩道整備と道路幅員の
　確保に努めます。

4.  市道や橋梁などの維持管理
○市道の舗装補修や橋梁の維持修繕などについては、「＊橋梁長寿命化修繕計画」に基
　づき、計画的な維持管理を進めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

市道の歩道整備延長 104km（H21） 109km
歩道整備を実施し、安全安心なまち
づくりを目指す

「橋梁長寿命化修繕計画」
　長年の経過により、老朽化が進む道路橋梁の点検を行い、そのデータをもとに修繕内容や時期を明示し、長寿命化による
ライフサイクルコストの縮減及び修繕費用の平準化を図るための計画。
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   機能的な都市基盤の整備
【施策区分テーマ】   都市基盤の整備

現状と課題

●本市は、計画的な企業誘致や宅地開発を進めており、有効な土地利用を図るよう努めて
います。

●土地区画整理事業や街路事業などにより市街地の整備を促進するとともに、歩いて暮ら
せるまちづくりを進めています。

●都市計画マスタープランによる地域別構想に基づき、都市基盤を整備する必要があります。

資料：都市整備課

※平成23年3月31日現在

土地区画整理事業の状況 

都市計画区域

計

砺波都市計画区域

庄川都市計画区域

地　区　名

出町

太郎丸中央

鍋島

中村

鍋島中央

太郎丸西部

鍋島北

砺波駅南

太郎丸東部

深江

中神南部

杉木

出町東部第2

中神

青島

金屋・青島

青島西部

青島東部

　　　18箇所

施行者

市

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

組合

町

町

組合

組合

施行面積

12.0

17.3

11.2

31.2

12.2

39.7

7.6

6.7

37.0

10.0

0.9

54.9

5.7

32.6

1.6

3.7

1.5

2.2

288.0

施　行　年　度

Ｓ43～Ｈ15

Ｓ55～Ｈ２

Ｓ58～Ｈ３

Ｓ62～Ｈ６

Ｓ62～Ｈ10

Ｈ１～Ｈ15

Ｈ２～Ｈ７

Ｈ４～Ｈ12

Ｈ６～Ｈ16

Ｈ８～Ｈ18

Ｈ10～Ｈ12

Ｈ12～Ｈ24

Ｈ17～Ｈ23

Ｈ20～Ｈ29

Ｓ62～Ｈ４

Ｈ３～Ｈ12

Ｈ９～Ｈ12

Ｈ14～Ｈ18

（ha）



施策キーワード
●土地区画整理事業と都市計画道路の整備推進
●都市公園の長寿命化

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

86％ 99％

都市計画道路見直しにより未着手路線
を廃止するとともに、杉木、中神土地
区画整理事業、国道359号砺波東バ
イパス、国道156号整備促進を図る

都市計画道路整備率

主な施策内容
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1． 都市基盤の整備促進

○杉木地区、中神地区の土地区画整理事業を計画的に推進します。
○中央町鷹栖線、駅前栄町線などの都市計画道路の整備を推進します。
○都市機能や公共交通の充実などにより、環境に優しく歩いて暮らせるコンパクトなま
　ちづくりを推進します。
○用途地域内で都市基盤の整備がされていない区域について、適切な事業手法を検討
　し整備に努めます。
○砺波チューリップ公園をはじめ都市公園について、公園施設長寿命化計画に基づき、
　計画的な整備や適切な維持管理に努めます。

事業進行状況 手前は都市計画道路春日町永福町線
（平成16年5月）

都市計画道路杉木花園町線整備状況
（平成22年10月）
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   機能的な都市基盤の整備
【施策区分テーマ】   公共交通の充実

現状と課題

●市内の公共交通（鉄道、バス）は、高齢者や児童・生徒などに必要不可欠なものであり、
その存続や活性化を図るため、利用促進に向けた活動や運行に対する支援を行う必要
があります。

●小学生や高齢者が利用している市営バスの乗客数は、年々減少傾向にありますが、路線
変更や便数削減などを行うとさらに利用者が減少するおそれがあります。

●JRやバスなどの利用者ニーズを十分に把握し、公共交通網を再編する必要があります。

●北陸新幹線開業に向け、JR城端線、バス、タクシーなどと連携し、二次交通体系を再構
築する必要があります。

市営バス利用者数

資料：生活環境課

栴檀山線 高波線 庄川線 東般若線

0

16594 16076

4875

14073

10501

10568

7450

12057

15943
16544

5305

18000

16000

14000

12000

10000

8000
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4000

2000

（人）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

15454
12927 13014

5054

3223 3384

12890

13794

14438

11304

5787 5706

11129

11566

1535014632



施策キーワード
●市民が利用しやすい公共交通網の整備

主な施策内容
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1． 公共交通の利用促進と活性化

○平成26年度の北陸新幹線開業を視野に入れ、市民が利用しやすい公共交通網の整
　備促進を図るとともに、＊並行在来線及びJR城端線の運営について、県、関係市町村
　と連携し利用促進を図ります。
○市内を運行する市営バスの運行区域を拡充し、地域事情に合ったコミュニティバスと
　しての利用促進を図り、市民が利用しやすい運行ダイヤを検討します。
○JR城端線や高速バス等の一層の利用促進を図るため、広報となみやケーブルテレビ、
　新聞折込み等の広報媒体を活用し、PR活動を強化します。

「並行在来線」
　開業する新幹線と並行し特急旅客が新幹線に移る線区で、富山県では北陸本線が該当する。JRの経営から分離されるた
め、第三セクター方式による会社を設立し、運行を継続することが予定されている。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

16.6％ 20.0％
市営バスの利用者数の向上により、
運賃収入の増加を図るとともに、運
行を検討し、経費削減に努める

市営バス収支率

42,125人 50,000人
バス路線については、平成23年度
に運行形態を見直している

市営バス利用者数
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   快適な居住環境の整備
【施策区分テーマ】   上水道の充実

現状と課題

●水道施設は、市民生活を支える重要なライフラインであることから、日常的な事故や地
震などの災害時に備えるためにも、配水池を適切な規模にし、かつ耐震化を図る必要が
あります。

●本市の配水管は、経年による老朽化のため、耐震化と合わせて計画的な整備を進めてい
ます。また、漏水調査も実施し＊有収率の向上に努めています。

●漏水は、貴重な水資源やエネルギーの浪費につながるため、漏水対策や省エネルギー対
策を実施する必要があります。

●安全、安心な水を安定的かつ継続的に供給できるように、定期的に水質検査を実施する
とともに、水源、水道設備や配水の状況を遠隔モニタリングシステムで常時監視してい
ます。

●時間外窓口の実施、水質検査結果や水道料金情報等のホームページへの掲載など、水道
利用者へのサービス向上に取り組んでいます。

資料：上下水道課

管路耐震化更新実績

H20
年　度

区　分

管
種
別
延
長

導水管

送水管

配水本管

配水支管

管路総延長

耐震管延長

耐震化率（％）

1,062

14,939

20,950

367,481

404,432

74,275

18.4

7,408

7,408

7,408

265

702

967

967

265

787

1,052

0

1,062

14,939

20,950

374,804

411,755

82,650

20.1

2,878

2,878

2,878

1,244

1,244

1,244

682

682

682

1,062

14,939

20,950

378,244

415,195

86,090

20.7

新設 更新 撤去 年度末計 新設 更新 撤去 年度末計

H21 H22

（m）



安川配水場

施策キーワード
●配水管の耐震化
●利用者サービスの充実

主な施策内容
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1．計画的な施設整備の実施

○砺波市水道ビジョンに基づき、上中野配水池の更新を図ります。
○計画的に配水管の耐震化工事を実施し、耐震化率及び有収率の向上に努めるととも
　に、一部の配水管で発生する赤水発生の防止対策を講じるよう検討します。
○配水管の漏水対策や施設等の水道設備における環境対策を実施します。

2．利用者サービスの充実

○安定的、継続的に水道事業を運営するため、長期的視点に立った適正な水道料金体系
　を確立するとともに、水道事業の健全経営に努めます。

「有収率」
　水道の配水量に対する漏水などを除く料金収入となった水量の割合。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

20.7％ 26％
上水道管の計画的な耐震化工事を
実施する

配水管等の耐震化率

81.2％ 84％
漏水対策等を実施し、有収率向上を
目指す

有収率
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   快適な居住環境の整備
【施策区分テーマ】   下水道の推進

現状と課題

●本市における平成22年度末の下水道普及率は、69.4％となっています。平成17年度と
比較して12.1％向上しており、着実に下水道の普及は進んでいます。

●下水道整備基本計画や中期経営計画に基づき、下水道の整備を行っており、今後もこれ
らの計画に沿った効率的な整備を進める必要があります。

●下水道整備が遅くなる地域については、合併処理浄化槽の設置補助を実施しています。

●安定した下水道事業の運営を図るため、計画的な市債の借り入れを行い、適正な水準を
維持していく必要があります。

●経年が進む下水道管渠、農業集落排水処理場など下水道施設の維持管理を効率的に行
う必要があります。

●下水道が整備された区域内において、下水道への早期接続を図る必要があります。

●下水道整備と維持管理に必要な財源のあり方について、検討していく必要があります。

資料：下水道課

（公共下水道＋農業集落排水＋市設置型合併処理浄化槽）
※人口は外国人登録者を含む
※下水道普及率：市の総人口に対する下水道処理区域内の人口の割合で、下水道の整備状況を示す。
※水洗化率：下水道処理区域内における下水道に接続した人口の割合で、下水道の使用状況を示す。

下水道の普及状況

年　度

H17

H22

50,055

49,966

28,677

34,697

22,471

29,559

57.3

69.4

78.4

85.2

行政区域内
人口（人）…Ａ

処理区域内
人口（人）…Ｂ

水　洗　化
人口（人）…Ｃ

下水道普及率
B／A（％）

水洗化率
C／B（％）

下水道事業における市債の状況

年　度

H17

H18

H19

H20

H21

H22

1,124.1

1,012.7

1,630.8

915.2

553.5

757.1

723.5

1,590.7

1,096.6

805.9

16,731.1

17,098.1

17,387.3

17,427.4

17,246.0

16,993.6

借入額 償還額 現在高

（百万円）



施策キーワード
●計画的な下水道整備
●下水道事業の経営基盤強化

主な施策内容
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1．公共下水道の計画的な整備

○下水道整備基本計画に基づき、財政運営に十分留意しながら公共下水道の整備を進め
　ます。
○小矢部川流域下水道の新たな幹線の整備を推進するとともに、未整備区域における公
　共下水道の計画的な整備を実施します。
○下水道整備が遅くなる地域については、合併処理浄化槽の設置における補助制度を
　継続します。

2．安定した下水道事業の運営

○中期経営計画に基づき、下水道事業の経営基盤強化に努めます。
○下水道施設の長寿命化を図るとともに、引き続き維持管理の効率化を図ります。
○地元自治会との連携及び広報となみやケーブルテレビの活用など、地域ぐるみの取組
　で下水道への早期接続を促し、水洗化率の向上に努めます。
○下水道資産に関するデータ整理を継続して行うとともに、地方公営企業法の適用に関
　する調査・検討を行います。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

69.4％ 75％
水質保全の推進のため、計画的な整備を
図る

下水道普及率

85.2％ 88％
安定した下水道経営を行うため、水洗化
率の向上を図る

水洗化率

般若地区農業集落排水処理施設「般若アクアセンター」
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   快適な居住環境の整備
【施策区分テーマ】   住宅の充実

現状と課題

●本市の持ち家率や１世帯当たりの平均延べ床面積などは全国でも上位にあり、ゆとりあ
る居住環境となっています。

●美しい散居景観を有することから、無秩序な開発の防止や景観に配慮した整備が必要
となっています。

●宅地開発などによる住宅に対して、「新砺波市グリーンプラン」に基づいた緑化指導を行
い、緑化景観の保全に努めています。

●近年、農地転用などによる宅地開発が進み、団地やアパート、集合住宅等が増加傾向に
ある一方、農村部での空き家の増加や核家族化が進行しています。

●木造住宅に対する耐震化補助制度を促進し、災害時における住宅の安全性を高める必
要があります。

●長年の経過により老朽化している市営住宅について、長寿命化を図るための計画的な改
修や必要な建て替えを進める必要があります。

砺波市営住宅　新栄町団地（平成12年9月竣工）



施策キーワード
●散居景観に配慮した宅地の供給
●木造住宅の耐震化
●計画的な市営住宅の改修・整備

主な施策内容
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1． 宅地の供給

○土地区画整理事業などによる優良宅地の供給や散居景観に配慮した居住環境の提供
　に努めます。
○宅地開発については周辺地域の景観を損なわず、また散居景観に配慮するよう適切な
　指導と助言を行います。

2． 住宅水準の向上

○民間住宅と連携しながら、「新砺波市グリーンプラン」に基づいた花や緑にあふれる快
　適な住環境づくりに努めるとともに、農村部等にある空き家の有効活用について検討
　します。
○「砺波市耐震改修促進計画」に基づき、木造住宅における耐震改修の促進を図るため、
　「木造住宅耐震改修支援事業」を継続し、耐震化率の向上に努めます。

3． 市営住宅の改修・整備

○「砺波市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化している市営住宅について、計画
　的な改修を行います。
○市営住宅の直接建設方式に加え、民間活力を導入した借上方式について検討します。

「地域優良賃貸住宅」
　民間事業者等が整備する居住環境が良好な賃貸住宅。当該住宅の整備等に要する費用の補助、家賃の減額に要する費用
の補助を通じて、高齢者世帯など地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯が安心して居住できる住宅の供給を促
進する制度。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

62％（H19） 85％以上
震災等の災害に対応するため、耐震
化率の向上を図る

木造住宅の耐震化率

70戸 100戸
高齢者などが安心して住めるように、
戸数の増加を図る

＊地域優良賃貸住宅戸数
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
【施策区分テーマ】   地域防災基盤の整備

現状と課題

●我が国の主な活断層の中でも、地震発生確率が高い「高清水断層」が市東部域を縦走し
ていることから、地震災害への備えを進めるとともに、市民の防災意識の高揚を図る必
要があります。

●災害時には迅速かつ的確に対応できるように、自主防災組織を中心に地域住民が一体
となって日頃から防災活動に取り組む必要があります。

●災害時の情報伝搬手段の整備並びに避難場所又は災害対策拠点となる公共施設等の耐
震化を推進していく必要があります。

●災害時に対応できるよう各家庭では、飲料水、食糧、衣類、毛布など避難生活に最低限
必要な非常持出品を準備しておく必要があります。

●近年ゲリラ豪雨による浸水被害が発生しており、総合的な雨水対策が必要です。

●都市化の進展等による排水の流出形態の変化（排水量の増加）に起因して、農業用用排
水施設の機能が低下し、広範囲にわたり農地や農業用用排水施設等への被害が発生し
ています。

●砺波市総面積の約２割を占める山間地では、農地や森林の荒廃から、土地の保水能力
が弱まり、土砂崩れや地滑りなどの危険が増しています。

●庄川などの護岸整備や急傾斜地崩壊防止施設整備など治山治水事業の促進が必要です。

●弾道ミサイルやゲリラ・テロリストなどによる武力攻撃事態、原子力発電所等への攻撃
や生物・化学兵器の大量散布などの緊急事態について、東アジア情勢を見極めながら、
市民への危機対処意識の啓発に努める必要があります。

たかしょうずだんそう

「災害時相互応援協定」
　災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的・物的支援について、自治体間において、あらかじめ結ぶ協
定。愛知県安城市、石川県加賀市や福井県越前市などと結んでいる。この協定のほか、物資や労力の提供について
民間企業と結ぶ協定もある。

「土砂災害ハザードマップ」
　土砂災害の発生が予測される山間地等について、土砂災害の種類及び被害範囲を地図化し、併せて情報伝達方法
や避難経路、避難場所を明記したもの。
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主な施策内容
1．自主防災組織の強化と活動支援
○自主防災組織の資機材整備補助などにより地域防災力の強化を図るととともに、各地区自主
　防災組織などが「ゆれやすさマップ」や「洪水ハザードマップ」などを活用し、地域における危
　険箇所や避難経路、避難場所等を周知徹底するなど、日頃から地域一体となった防災活動に
　取り組みます。
○自衛隊、警察、医療機関などの関係機関、＊災害時相互応援協定を結ぶ自治体、災害時に物資
　や労力提供を行う協定を結ぶ業界団体及び企業などとの協力体制の強化を図ります。

2．地域防災対策の充実
○地震や風水害をはじめとした様々な被害に対する知識の普及に努め、防災意識の高揚を図り
　ます。
○災害時の情報伝搬手段の充実並びに避難所及び防災拠点施設の耐震化など公共施設等の整
　備を推進します。
○公共施設の耐震化調査を実施し、優先順位を決定したうえで、計画的な耐震化に努めます。
○非常食や毛布などの備蓄物品を計画的に購入・備蓄し、災害時に迅速に対応できるような体
　制づくりに努めます。

3．地域排水対策の推進
○気象情報システムなどによる詳細で的確な気象情報に基づき、市街地などが浸水しないよう
　速やかに対応します。
○近年発生するゲリラ豪雨等に速やかに対応するため、市街地近郊にある調整池で浸水被害防
　止を行うとともに、水田など農地においては、国営総合農地防災事業などにより設置される調
　整池に自然流入させ、被害拡大を防止します。
○「洪水ハザードマップ」など各種プランに基づき、関係機関と連携した浸水被害防止に努めます。

4．治山治水対策の充実
○砂防や地滑り防止、急傾斜地崩壊防止などの施設整備を計画的に進めます。
○土石流の発生渓流やがけ崩れの危険地などを示す＊「土砂災害ハザードマップ」を作成し、危
　険箇所を明確にするとともに、広報となみやケーブルテレビにより広く市民に周知します。
○洪水の調節や工業用水などの多目的な用途に資する庄川水系利賀ダムの早期完成に向け、関
　係機関と連携し事業促進に努めます。

5．国民保護施策の充実
○行政出前講座や国民保護図上訓練などを通して地域住民の対処意識を高めるとともに、非常
　時には、情報を市民へ伝達できる体制づくりに努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

31回／年 42回／年 地域の安全を守るため、自主防災
組織の研修及び訓練などを増やす自主防災組織の活動回数

－ 10回／年 地域住民の意識高揚を図るため、
啓発活動を行う

国民保護施策に関する
啓発活動回数

－ 23個 災害時非常用トイレを各主要避難
施設へ配備する

衛生備蓄品の整備個数

施策キーワード
●地域防災力の強化
●総合的な地域排水対策
●国民保護施策の充実

●災害時の情報伝搬手段の整備と公共施設等耐震化
●「土砂災害ハザードマップ」の作成
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
【施策区分テーマ】   消防・救急体制の充実

現状と課題

●火災や事故、地震などによる自然災害などにいち早く対応するため、常備消防・非常備
消防の連携や各消防団との協力体制が求められています。

●消防団活動は地域に根差した活動ですが、団員の定数確保が困難な状況にあります。

●消防ポンプ自動車、小型動力ポンプや消防資機材などをはじめ、活動拠点である分団器
具置場が老朽化しているため、計画的に更新・整備する必要があります。

●複雑化、多様化する市民ニーズに対し、的確な救命措置や迅速な対応が求められている
ため、高度な救急技術を身につけ、現場に合わせた柔軟な対応をすることが必要です。

●全国的に見ても、救急車による搬送の過半数は、症状が軽く入院の必要がない軽症者
です。その影響として、生命に危険があり、一刻を争うような状況時に救急対応が遅れる
おそれが出てきています。

●防火訓練や避難訓練を通じて、防火意識の高揚を図ることが重要です。

●市民一人ひとりが自助、共助意識を持ち、災害時には地域で助け合うことが必要です。

資料：砺波消防署

火災発生状況及び救急活動状況

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

7

6

9

12

7

57,378

92,179

68,217

40,317

10,242

1,077

1,002

1,074

1,096

1,192

1,044

967

1,037

1,048

1,143

火災件数（件） 損害額（千円） 出動件数（件） 搬送人員（人）

火災発生状況

年

区　分 救急活動状況



施策キーワード
●消防分団員の確保
●消防ポンプ自動車や小型動力ポンプ、分団器具置場などの消防設備の充実
●砺波市、南砺市及び小矢部市との広域連携の充実
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「応急手当普及員」
　消防機関による応急処置技能の普及を支援し、救命講習において、受講者に対し指導することができる資格を有するもの。

主な施策内容

1．消防力の充実
○消防訓練（礼式や操法）を通じ消防団員の資質向上を図るとともに、他分団との交流
　をはじめ、地域で活動の面白さや災害時の体験など語り合う場を設け、分団員の定数
　確保に努めます。
○消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ及び消防資機材など老朽化している消防設備を計
　画的に更新します。また、建て替え、大規模改修が必要な分団器具置場について、経過
　年数を考慮し計画的な整備を行います。
○富山県との連携を図り、消防救急無線通信システムのデジタル化を計画的に実施し、
　災害現場での安全確保に努めます。

2．救急・救助の充実
○常備消防の広域連携や救急備品の計画的な更新を図り、救急・救助体制の充実及び
　強化を図ります。
○救急講習や出前講座、広報となみなどを通して、救急車の正しい利用方法や生命の重
　要性などを説明し、救急対応の正常化に努めます。

3．防火意識の啓発
○大型店舗や危険物取扱施設等への定期的な予防査察の実施や充実した防火広報の発
　行により、市民の防火意識の高揚を図るとともに、各事業所において、防火管理者を
　中心とした避難訓練や消防用設備の点検を実施し、事業所全体での防火意識の向上
　に努めます。
○出前講座などを通じ、災害時における地域での協力体制の重要性を理解してもらうよ
　う努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22）目標値（H28） 説　　明

22人 25人
救急手当ての普及を通じ、災害対応
について理解を図る

＊応急手当普及員の養成人数

97.3% 99%
地域の安全を守るため、消防団員の
充足を図る

消防団員充足率

75.9% 100%
火災時に迅速に避難できるように火
災報知機の設置率を高める

住宅用火災報知機設置率
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
【施策区分テーマ】   防犯体制の充実と交通安全の推進

現状と課題

●学校帰りや公園など身近な場所で小・中学生が声をかけられる事案が発生しており、未
然に犯罪を防ぐための対応が課題となっています。

●市内各地区において、自主的に防犯活動を行う「地区防犯組織」や「こども安心見守り
隊」が設置されており、地域の安全保持に大きく貢献しています。

●市内には、街灯や防犯灯が少なく、夜間の通行が危険な箇所があります。

●商品の不当表示や誇大広告など、消費者の利益を損なう問題が顕在化しています。

●不当請求や架空請求、ハイハイ商法など、悪質商法による消費者トラブルが後を絶ちま
せん。

●県内でも高齢者による交通事故が多発しており、高齢化社会に対応した交通安全教育
が必要です。

●各地域で交通安全運動や交通安全教室等が実施されていますが、活動の広がりは十分
ではありません。

資料：砺波警察署

※歩行者、自転車乗りを含む

（件）月別交通事故発生状況

Ｈ18

Ｈ19

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

295

322

260

221

231

23

25

36

22

24

24

25

20

15

21

24

29

14

22

19

18

23

15

17

22

24

14

18

14

18

15

27

22

15

14

22

18

22

15

19

40

31

15

23

14

25

17

25

15

18

28

44

27

20

18

24

24

26

20

24

28

45

20

23

20

総　数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月年　次
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主な施策内容

1．防犯組織の活動促進と普及啓発

○犯罪や事件を未然に防ぎ、安全で安心して生活できる環境づくりに努めるとともに、
　小・中学生の通学時における安全対策を図るため、「地区防犯組織」や「こども安心見
　守り隊」などによる防犯活動を推進します。
○地域におけるコミュニティ活動を通して、連帯意識や仲間意識を高め、防犯活動を実
　施し、防犯意識の普及啓発に努めます。

2．防犯対策の強化と消費者の自立支援

○防犯対策を強化し、夜間でも安全で安心して歩けるまちづくりを目指します。
○消費者被害からの救済体制を整えるとともに、消費者教育を充実し、消費者の自立を
　図ります。
○市民に周知すべき消費者情報について、広報となみやケーブルテレビを活用し啓発を
　図るとともに、消費者モニターと連携をとり、さらに迅速に対応できるよう体制強化を
　図ります。

3．交通事故防止のための安全教育の推進

○多発する高齢者事故に対応するため、シルバードライビングスクール事業などの高齢
　者運転教育の強化を図るとともに、小学生以下を対象とした交通安全教室の充実を
　図ります。
○市交通安全協会や老人クラブ連合会等と一体となって市民交通安全フェスティバルを
　開催し、市民に分かりやすく交通安全の普及啓発を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

21台 30台
自主防犯パトロール隊が利用する青
色回転灯装備車両台数の増加を図り、
犯罪のないまちづくりを目指す

青色回転灯装備車両台数

165人 200人 消費者が自ら身を守るための術など
を学ぶ

消費者講座参加者数

施策キーワード
●防犯活動の促進
●防犯対策の強化と消費者教育の充実
●高齢者交通安全教育の推進
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
【主 要 施 策】   安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
【施策区分テーマ】   除雪対策の推進

現状と課題

●冬期間における車道や歩道、雪捨て場の確保など総合的な除排雪体制の充実が重要と
なっています。

●一人暮らしをしている高齢者住宅の屋根雪おろしや雪処理対策について、地域ぐるみで
の除排雪体制の確立が急務となっています。

●老朽化した除雪機械の計画的な更新を実施するとともに、民間企業や地域が保有する
除雪機械の維持管理費について、行政からの支援が必要となっています。

●各地域や民間企業における除雪機械オペレーターが不足しているため、オペレーターの
養成が重要な課題となっています。

資料：土木課

※平成22年度現在

（km）市道除雪の状況

市道実延長（Ａ）

市道除雪延長（Ｂ）

機械除雪延長

消雪延長

市道除雪率（Ｂ／Ａ）

732.6

611.6

491.9

119.7

83.5

車道（路線延長）

104.0

80.7

73.9

6.8

77.6

歩道（路線延長）区　　分
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主な施策内容

1．除雪対策の推進

○子どもや高齢者が、安全で安心して生活できるような地域ぐるみの除排雪体制を確立
　します。
○老朽化している除雪機械や消雪施設などについて、計画的に更新整備を行います。
○地域や民間企業における除雪機械オペレーターの養成への支援や歩道用除雪機械の
　地域への貸し出しについて、関係機関と協議・検討します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

77.6％ 80％
地域と協働で歩道除雪を行い、歩道
除雪率を高める

市道における歩道除雪率

施策キーワード
●高齢者に対する除雪対策
●計画的な除雪機械の更新
●除雪機械オペレーターの養成



基 本 方 針

　産業は市勢発展の糧であり、まちの魅力と活力を生み出します。産業基盤

の中心となっている農林業をはじめ、にぎわいの源である商工業・サービス

業などの各種産業の振興を図るとともに、より一層の活性化をめざし企業誘

致に努めます。また、地域資源を活用し、多様なニーズに応えるべく時代に即

した観光の振興と雇用機会の創出や労働環境の改善など、元気で魅力ある

まちづくりに努めます。

Ⅳ  魅力ある産業が発展するまちづくりⅣ  魅力ある産業が発展するまちづくり



フラワー都市宣言

　優しく美しいチューリップの花と、豊かな庄川の清流に恵まれた私たちは、

この美しい郷土に誇りと愛着を持ち自然を大切にし、四季を通じて花を育て

花と語り、花を愛する産業と文化のまちづくりをめざします。　

　砺波市は、ここに、「フラワー都市」を宣言し、花を通じて友情と信頼の輪を

広げます。

（平成17年３月18日）
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   確かな基盤づくりと風土を活かした新たな農林業の確立
【施策区分テーマ】   農林業の生産基盤・経営体制の充実

現状と課題

●本市における農地は、その多くが水田であり、水稲を中心とした農業経営形態となって
います。

●昭和30年代からほ場整備事業やかんがい排水事業などによって整備された農業水利
施設は、その老朽化による漏水が著しく、計画的な改修・整備が必要です。

●農業者の高齢化や後継者不足などにより、農業用施設の適正な管理の継続が懸念され
ます。また、農業生産基盤施設の整備や維持管理における農家負担を軽減する対策が
必要です。

●より効率的で安定的な農業経営を目指し、認定農業者や集落営農組織などの農業経営
体への農地の集積が進められています。

●中山間地域においては、定住の促進や地域全体の活性化に向けて、生産基盤や農業経
営体の確保などの総合的な体制づくりが課題です。

●放置山林対策や林業振興対策に加え、水土の保全など環境を保全する機能に着目した
林道整備や山林保全を進める必要があります。

●農業者戸別所得補償制度の本格実施など、国の新たな施策に対応した農業経営体への
支援の充実や担い手の確保、砺波型農業の確立に向けた取組が必要です。

資料：農業振興課

水田面積の推移
H18

水田面積（ha） 4,799.8

H19

4,789.9

H20

4,804.4

H21

4,799.6

H22

4,792.7

※平成22年度現在

資料：農業振興課

認定農業者数等の現状

水田面積（ha）

＊エコファーマー認定数

258

農業生産法人数

40

集落営農組織数

53

認定農業者数

129

資料：富山県森林・林業統計書

林道の状況
年

年

区  分

区  分

H18H17

林道総数
（軽車道含む）

路線数

延長（m）

23

31,965

H19

23

32,982

H20

23

33,559

H21

23

33,926

23

34,329

「エコファーマー」
　「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を県知事に提出し、当該導入計画が適当である旨の認定を受
けた農業者（認定農業者）の愛称名。
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施策キーワード
●農林業の生産性の向上を図るための農業水利施設等の農業生産基盤整備と農用地保全
●散居景観・生物多様性の保全に着目した農業生産基盤の整備
●地域農業の担い手となる認定農業者や集落営農組織への経営規模拡大・経営の複合化、多角化など経営方法の改善指導、組織の法人化への支援
●農業の６次産業化や農商工連携の視点に立った新たな農業経営

主な施策内容

1．生産基盤の保全・整備

○老朽化した農業水利施設については、散居景観の保全や生物多様性の保全に着目し
　ながら、計画的な整備と改修に努めます。
○砺波平野の風土を活かした農地・用排水路の整備や担い手の育成を支援するため、経
　営体育成基盤整備事業などの土地改良事業の推進に努めます。
○「砺波農業振興地域整備計画」に基づく土地利用計画を進めます。また、改正法令の
　趣旨に従って農地の減少を防ぎ優良農地の確保を図るとともに、農地の貸借を促進し
　て効率的な農地の利用を推進します。
○中山間地域等直接支払制度などの活用により、中山間地域における生産基盤と農用地
　の保全に努めます。
○林業における生産性向上と山村地域の活性化対策としてだけではなく、環境対策とし
　て、また国土の保全機能にも着目して森林保全を行います。
○砺波市森林整備計画を見直し、作業路網の整備や森林経営計画の改善、施策の集約
　化を促進します。

2．後継者・経営組織の育成支援

○「砺波市水田農業ビジョン」に基づき、地域農業の担い手となる認定農業者や集落営
　農組織に対し経営規模の拡大、経営の複合化や多角化など農業経営方法の改善指導
　の支援を進め、安定した農業経営体を育成します。
○新たな就農希望者向けの啓発・実地体験研修を開催するほか、認定就農者には長期
　実践研修などにより支援を行います。
○個別経営体や集落営農組織の協業化や法人化を重点的に進め、地域農業をリードす
　る農業経営体を育成します。
○農業者戸別所得補償制度の本格実施に伴い、地域の実情を踏まえた砺波型農業の確
　立と競争力の強化に努めます。
○農業の６次産業化や農商工連携などの新たな経営の手法について検討を深めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22）目標値（H28） 説　　明

認定農業者数

エコファーマーの認定者数

農地利用集積面積

129経営体

258経営体

2,325ha

140経営体

350経営体

2,700ha

地域農業の担い手の育成・確保を図る

農地流動化率44.1％を50%にする

環境にやさしく持続性の高い農業生産
に取り組む農業者の育成を図る
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●全国一の出荷量を誇るチューリップ球根や全国一の生産量を誇る水稲種子の生産が本
市の農業の大きな特徴です。

●チューリップ球根生産量は、栽培農家の減少によって減少傾向にありますが、贈答用の
チューリップ切花の生産量は微増しています。

●白ねぎやさといも、にらなどの特産振興作物のブランド化や差別化への取組と安定した
生産量の確保が課題です。

●県内で唯一の生産地である庄川ゆずは、ブランドとしての原種の育成と安定した生産量
の確保が課題です。

●新たな特産振興作物としての取組が進むたまねぎについては、産地として確立するため
に更なる栽培技術の向上が必要です。

魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   確かな基盤づくりと風土を活かした新たな農林業の確立
【施策区分テーマ】   ブランド化の取組支援

現状と課題

チューリップ球根生産の推移

0

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

20

80

70

60

50

40

30

（千球） （ha）

H12

■栽培面積 出荷球数

11,098

H13

10,152

H14

8,891

H15

6,778

H16

6,252

H17

6,218

H18

6,394

H19

7,151

H20

7,279

H21

6,820

H22

資料：富山県花卉球根農業協同組合

53.4

58.1
54.4

42.8

38.7 37.5
33.3

30.6 30.5
28.3 28.5

6,533

「トレーサビリティ」
　食品の生産から加工・流通・販売までの過程を明確に記録し、商品からさかのぼって確認できるようにするシステム。

「農業生産工程管理（GAP）」
　農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程
の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。
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施策キーワード
●高品質で売れる「となみ米」、全国一の生産量の「種もみ」などの主要農産物のブランド化と積極的なPRによる販路拡大
●消費者のニーズ把握に対応した「チューリップ」や「庄川ゆず」などの地域特産作物の付加価値の向上と生産拡大
●新たな特産振興作物である「たまねぎ」の産地化を確立するための栽培技術の向上

主な施策内容
1．花き・球根、園芸、畜産の推進
○チューリップ球根の生産拡大を図るため、集落営農組織などの経営体で新たに球根生産に取
　り組む生産者を発掘するとともに、技術的・設備的な支援を行い、担い手の育成を図ります。
　また、多様化する消費者ニーズの把握に努め、販路拡大に向けた取組を支援します。
○ほ場の土壌改良や地力の増強、土壌ウィルス対策など品質向上に必要な土づくりを支援します。
○チューリップの切り花や花き生産など園芸に関する生産体制の充実に努めます。
○庄川ゆずの原種を保存・育成するため、優良苗木の育成を支援します。
○新たな特産振興作物であるたまねぎの確固たる産地化をめざし、さらなる栽培技術の向上を
　図って、生産技術指導体制の強化と施設等整備を支援します。
○ふく福柿やりんご、ぶどうなどの果樹について、安定した収穫量の確保を図り、加工体制の整
　備、販路拡大を推進します。
○肉や牛乳の品質向上やブランド化を進め、畜産経営基盤の強化と生産環境の改善を指導しま
　す。
○県農林水産技術研究所やJAとなみ野などとの連携により、農産物の生産性と品質向上に取り
　組みます。

2．水稲・大豆、種子の生産と品質の向上
○田植時期の繰り下げなどの品質向上対策の徹底、担い手の育成や直播栽培の拡大による低コ
　スト化などにより産地間競争に打ち勝つ良質米生産体制の確立を進めます。
○エコファーマーによる減農薬栽培など付加価値の高い米づくりや＊トレーサビリティ、＊農業生
　産工程管理（GAP）等、環境への負荷の低減や農産物の安全性に配慮した「環境にやさしい
　農業」への取組を推進します。
○高品質な大豆や大麦の収穫量安定をめざし、生産体制の指導を強化します。
○水稲種子や大豆種子は、需要量や実需者ニーズに即した計画生産による安定供給に努めます。

3．地産地消・販路拡大の推進
○「砺波市食育推進計画」に基づき、安心・安全で新鮮な農作物として、消費者ニーズがある地場
　産野菜の学校給食への食材提供や農産物直売所や市内インショップでの直売などを通じて、
　地産地消の推進と地域農業の活性化に努めます。
○砺波市農業公社が行う「コシヒカリオーナー」制度や「散居のかおり」会員制度を積極的に活
　用して、「となみ米」のPRと販路拡大を支援します。
○農商工連携による新たな農産物加工品の開発や、農産物生産グループによるインターネットサ
　イトでの通信販売など新たな取組を支援します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値
代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

6,533,000球

2,615t

432t

7,300,000球

3,000t

3,000t

全国一の球根出荷数を確保するため
収量・品質を向上させる

新たな特産品として生産を拡大する

全国一の水稲種子生産量を確保し、
高品質な種子ブランドを確立する

チューリップ球根出荷量

たまねぎ出荷量

水稲種子出荷量



工業団地の概要

太田工業団地

種田工業団地

青島工業団地

若林工業団地

柳瀬工業団地

東般若工業団地

敷地面積（ha）

36.5

0.9

2.2

8.2

25.3

16.7

立地企業数

18

3

11

8

2

2

立地年度

昭和46年度

昭和52年度

昭和54年度

平成 2年度

平成 5年度

平成10年度

160

魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   時代を先取る産業と伝統産業の振興
【施策区分テーマ】   企業誘致の推進

現状と課題

●本市では、昭和40年代から企業立地が始まり、その後、全国展開する大企業の立地が
あったことなどから、順調に工業製造品出荷額が伸びてきましたが、近年の地域経済の
低迷や東日本大震災などによる影響が懸念されます。

●東海北陸自動車道の全線開通や、北陸自動車道における（仮称）高岡砺波スマートイン
ターチェンジの接続許可により、更に都市形成軸の整備が進むことから、中京・東海地
方をはじめとした地域との多様な経済交流を進める必要があります。

●昼夜間人口比率が96.9％であることから、今後も就労機会の確保に努める必要があり、
特に若者にとって魅力的な先端技術産業や知識産業も視野に入れた企業誘致を推進す
る必要があります。

●既存の工場適地の活用を図るとともに、進出企業のニーズに応えて用地を造成する
「オーダーメイド」方式による用地提供を行っています。

●散居景観保全や農業振興に配慮した立地施策が必要です。

●整備が進んでいる工業用水道の活用が期待できる製造業などを中心とした企業の誘致
が課題です。

区　分
工業団地

資料：商工観光課

工場適地の概要

東般若工場適地

青島工場適地

敷地面積（ha）

2.5

4.3

都市計画法用途

指定なし

工業地域・準工業地域

用　　水

上水道・工業用水

上水道

区　分
工場適地
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施策キーワード
●交通の要衝にある特長を生かした中京・関東圏都市との経済連携
●若者にとって魅力的な企業誘致の推進
●工業用水道の活用が期待できる企業の誘致

●散居景観保全や農業振興に配慮した立地施策
●新たな工場適地整備の検討

主な施策内容

1．新しい企業の誘致

○交通の要衝としての利点、災害発生の少なさ、良質で豊富な水利、勤勉な気性に富む
　労働力など優れた立地条件をPRし、中京圏・関東圏などを中心とした都市との経済
　交流と新たな企業の立地を推進します。
○各種のビジネスマッチングなどの機会を活用して、独自の助成制度をPRし、若者が魅
　力を感じる先端技術産業や知識産業などの新しい産業を頂点に、裾野の広い関連産
　業の誘致を図ります。
○名古屋市に設置した「砺波地域情報センター」や「東海となみ野会」を通じて中京地域
　との交流人口の拡大を図り、新たな経済交流を進めます。
○引き続き既存の工場適地への企業誘致を進めるとともに、あわせて進出企業のニーズ
　に応えて用地を造成する「オーダーメイド」方式による用地提供を行います。
○景観計画に基づく散居景観の保全や地球にやさしい開発に留意し、環境負荷に配慮し
　た誘致施策を進めます。
○工業用水道を活用する製造業の誘致を進めます。
○新たな工場適地の整備を検討します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

2社 10社 新規立地・設備増設を含めた誘致推進
（５年累計）

立地企業数
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   時代を先取る産業と伝統産業の振興
【施策区分テーマ】   起業家、既存産業の育成・支援

現状と課題

●本市では、従業員数29人以下の小規模事業所が８割近くを占めています。小規模事業
所は、大企業に比べると経営基盤が弱く、その数は年々減少傾向にあり、人材育成や資
金調達面では厳しい環境にあります。

●技術開発や新たな分野への進出・独立をめざす起業家向けに＊砺波市ハイテク・ミニ企
業団地を運営し、県や市、商工会議所などの関係団体が連携して、その育成と支援に努
めています。今後は独立創業に向けた事業用地の確保や起業家に対する経営指導など
が課題となってきます。

●中小企業の振興を図るため、技術革新や高度情報社会への対応、異業種間交流による
競争力向上などが求められています。

●企業における経営基盤の安定化のため、商工業振興助成金の交付や中小企業資金融通
制度の充実、創業者支援融資制度などの財政支援を行っています。

資料：工業統計調査

（事業所）従業者の規模別事業所数の推移

H17

H18

H19

H20

H21

300人以上
規模

1

1

1

1

1

100～299人

7

6

8

7

8

30～99人

39

41

39

38

31

19

13

18

16

19

4～29人規模 30～299人規模

42

43

43

41

36

20～29人10～19人４～９人

102

86

93

95

83

総　数

210

190

202

198

178

区　分

年



施策キーワード
●起業家の育成支援と既存産業の支援
●時代の変化に対応した新たな地域生活密着ビジネスの創出
●商農工連携・産学官連携事業の創出

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

7件 20件
農商工連携事業の認定数の増
（５年累計）

コミュニティビジネスの
育成件数

主な施策内容
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1．ハイテク・ミニ企業団地の支援

○砺波市ハイテク・ミニ企業団地の運営支援を継続するとともに、（財）富山県新世紀産
　業機構や砺波商工会議所との連携によって、入居者の自立と経営基盤の強化を支援し
　ます。
○独立創業に向けた事業用地の確保を支援します。

2．経営診断・技術指導の支援

○関係機関が連携して製造業を中心とした産業の活性化や経営環境の改善を図るとと
　もに、関連産業である物流産業や情報通信産業の活性化を推進します。
○産業構造の変革に対応する企業の近代化・高度化に必要な経営診断や技術指導の充
　実を図るとともに、新事業創出の機会や融資制度の拡充に努めます。
○経営者の資質向上や新規創業者の育成を図るため、経営講座の充実や先進企業など
　への派遣研修を支援します。

3．コミュニティビジネスの育成

○地域資源を活かしながら地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むコミュニ
　ティビジネスや、農商工連携・産学官連携によるビジネスの創出に努め、地域の人材や
　ノウハウを活用することにより、地域における新たな創業や雇用を生み出し、地域コ
　ミュニティの活性化に努めます。

「砺波市ハイテク・ミニ企業団地」
　砺波商工会議所とともに新たな起業家の独立や創業を支援する施設として整備した企業団地。
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   時代を先取る産業と伝統産業の振興
【施策区分テーマ】   伝統産業の支援

現状と課題

●庄川では、幕政期から流木事業が行われ一大集積地を形成していたため、この恵まれた
木材を利用して独特のロクロ技法で生産される庄川挽物木地は、国から伝統工芸品とし
ての指定を受け、全国有数の生産高を誇ります。

●近年は、大門素麺や三助焼の生産なども地域の特色ある伝統産業や地場産業に挙げら
れています。

●大量生産される安価な日常生活用品に比べ、伝統工芸品として生産される庄川挽物木
地は、価格や生産性の面において競争力に劣るため、流通・販売が停滞しています。近年、
木のぬくもりを求める消費者の志向もあるため、これに着目して付加価値を高めた新た
な商品の開発に努める必要があります。

●伝統産業や地場産業においては、地域特産品として製造技術や技法を伝承・発展させて
いくために、後継者の育成と販路の拡大が共通の課題です。

●各種のイベントや情報媒体を活用し、地域から全国へ向けたPR活動を展開する必要が
あります。



施策キーワード
●地域特産品の普及や地場産業の活性化策支援
●伝統の木工技術を活用した付加価値の高い製品の開発
●木のぬくもりをアピールする商品開発への取組

主な施策内容
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1．新商品開発の支援

○優れた加工技術を活用し、生活家具やインテリアなど現代的な生活にマッチした新し
　い分野における商品開発を支援します。
○地場産品や地域特産品としてのオリジナリティあふれる商品を求める消費者の志向に
　応え、素材の良さをアピールする商品の開発を支援します。

2．販路拡大の支援

○庄川木工品が木のぬくもりを伝え、人や自然環境にやさしい商品であることを発信し
　ていきます。
○地場産センターや観光連盟などとの連携により、各種イベントにおいて制作体験や実
　演を行って知名度の向上を図るとともに、都市部での販路拡大に努めます。
○インターネットのショッピングサイトなどを活用した通信販売や注文生産など、伝統
　工芸品や地場産品の知名度向上と販路拡大を支援します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

－ ３人
研修事業等による後継者育成を
図る（５年累計）

伝統産業後継者の育成人数
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   にぎわいと魅力ある商店街の振興
【施策区分テーマ】   商店街の活性化

現状と課題

●市街地整備の拡大に伴って、郊外型の大規模小売店舗や専門店が進出しています。また、
車社会の進展や経営者の高齢化と後継者不足などによる中心市街地商店の減少ともあ
いまって、空き店舗が増加しています。多くの市民が、商店から総合型の商業施設などへ
と買い物の場所を移動したことから、商店街の停滞が続いています。

●既存の商店街を魅力あるものにするには、行政と経営者や関係団体が連携し、消費者に
必要とされる商業環境を提供する必要があります。

●商店街は地域の拠点であり、振興に向けて人が集まり楽しめる賑わいの充実や地域社
会における活力の創造など、まちづくり全般の課題として取り組んでいく必要があります。

●商店街には、郊外の大型店や量販店との共存の関係を図ることが望まれることから、市
民や観光客などがまち歩きを楽しむことができる商店街づくりが理想です。

資料：商業統計調査

（店舗）従業者の規模別商店数の推移

H１１

H１４

H１６

H１９

100人以上

1

4

4

2

50～99人

3

3

3

8

20～49人

24

22

25

27

10～19人

57

62

66

55

５～９人

126

125

133

141

３～４人

157

152

147

142

２人以下

413

361

344

295

総　数区分
年

781

729

722

670



施策キーワード
●気軽に歩いて・見て・触れるなど、魅力ある商業空間の活性化支援
●「となみにぎわいサロン」等の活用と商店街の賑わい創生支援
●公共交通機関と連携したイベントの開催
●元気のある商店街づくりを進めるため、商店街を担う若手リーダーの育成、新たな発想によるチャレンジの支援

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

26,000人 30,000人
やぐら大祭などによる賑わい創生
を図る

まちなかイベント集客人数

主な施策内容
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1．歩いて楽しめる商店街づくり

○気軽に歩いて・見て・触れるなど、まち歩きとして楽しめる商業空間の活性化を支援し
　ます。
○郊外から商店街につながる都市計画道路整備や駐車場の整備などにより、中心市街
　地へのアクセス向上を図ります。
○医療機関や駅、金融機関など、まちの拠点施設への移動手段を確保するため、適宜、
　市営バスの運行経路を見直すなど、消費者の利便性の向上を図ります。

2．各種イベントとのタイアップ

○チューリップフェアと連携したイベントのほか、中心市街地に固有の文化や歴史行事、
　四季を通じたイベントの開催など、商店街の特色を生かしたまちづくりをめざします。
○「となみにぎわいサロン」などをコミュニティ施設として積極的に活用し、商店街の賑
　わいの創生を支援します。
○JR城端線とタイアップしたイベントの企画や駐車スペースの確保、シャトルバスの運
　行など、公共交通機関と連携して商店街への誘客を図ります。

3．商店街活動の支援

○郊外型大店舗とは異なる顧客ニーズを踏まえた品揃えや買い物弱者支援、シルバービ
　ジネスの展開など、新たなニーズに対応するための調査と研究を進めます。
○元気のある商店街づくりを進めるために、商店街を担う若手リーダーを育成し、新た
　な発想によるチャレンジを支援します。
○「中心市街地活性化計画」に基づいて商店街による自主事業の展開を支援し、商業者
　の結束と連携に努めます。
○個人経営者の経営体質強化につながる融資制度の充実に努めます。
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   通年型・滞在型観光交流の確立
【施策区分テーマ】   観光資源の魅力創出

現状と課題

●本市は、日本の農村の原風景と称される砺波平野の散居景観、牛岳山麓から北に連なる
鉢伏山を含む緑豊かな庄東丘陵、四季によって姿と彩りを変える庄川峡など豊かな自然
環境に恵まれています。

●美しい散居景観は、重要な地域資源として保全するとともに、その魅力を発掘し、観光資
源として確立する必要があります。

●庄川温泉郷をはじめホテル、旅館などの宿泊施設が充実しています。

●となみ米や大門素麺、庄川鮎、ゆず、地酒などで代表される「食」の特産品が数多くあり
ます。

●全国的に有名となったとなみチューリップフェアのほか、庄川観光祭、花しょうぶ祭り、コ
スモスウォッチング、ゆずまつりなど四季を通して様々なイベントが行われています。

●出町子供歌舞伎曳山や各地域における獅子舞などの伝統芸能が数多くあります。

●チューリップ公園をはじめチューリップ四季彩館や庄川水記念公園、となみ散居村ミュー
ジアムなどの観光施設のほか、出町子供歌舞伎曳山会館、文化会館や美術館、かいにょ
苑などの文化施設、また、夢の平スキー場や砺波総合運動公園などのスポーツ・レクリ
エーション施設が充実しています。

主な観光資源・地域資源
イベント

･厄払い鯉の放流（1月）
･となみ夢の平スノーフェスティバル（2月）
･春を呼ぶチューリップ展（2月）
･庄川峡桜まつり（4月）
･出町子供歌舞伎曳山祭り（4月）
･となみチューリップフェア（4月）
･庄川木工まつり（5月）
･庄川観光祭（6月）
･となみ夜高祭り（6月）
･頼成の森花しょうぶ祭り（6月）
･マリーナフェスティバル（7月）
･庄川水まつり（8月）
･となみカンナフェスティバル（8月）
･となみ花火大会（8月）
･となみ伝承やぐら大祭（9月）
･となみ夢の平コスモスウォッチング（10月）
･スカイフェスとなみバルーン大会（10月）
･となみ球根まつり（10月）
･増山城戦国祭り（10月）
･庄川ゆずまつり（11月）
･砺波市冬のふれあい市（11月）

観光・文化等施設

･チューリップ四季彩館
･砺波市美術館
･砺波郷土資料館
･砺波市文化会館
･富山県花総合センター
･となみ散居村ミュージアム
･砺波市出町子供歌舞伎曳山会館
･アクアなないろ館（水資料館）
･庄川美術館
･庄川ふれあいプラザ
･まちかどギャラリー蔵
･小牧ダム
･舟戸合口ダム
･頼成の森 森林科学館

文化財・歴史 自然・公園

･増山城跡
･かいにょ苑
（旧金岡家住宅）
･出町の大ケヤキ
･御旅屋の井戸
･万福寺山門
･水野豊造の碑
･金屋石
･松川除の赤松並木
･庄川大仏
･千光寺
･厳照寺の門杉
･長尾為景塚

･砺波チューリップ公園
･散居村展望台（散居景観）
･庄川峡・庄川温泉郷
･庄川水記念公園
･閑乗寺高原 夢木香村
･砺波嵐山
･江戸彼岸桜自生地
･みどりの広場
･弁財天公園
･瓜裂清水
･ゆず団地
･牛岳ふるさと歩道
･牛岳林道
･市道長峰線（パノラマライン）
･県民公園頼成の森
･砺波青少年の家キャンプ場
･上和田緑地キャンプ場
･夢の平公園（夢の平スキー場）
･市民の山

伝統工芸

･庄川挽物木地
･三助焼
･中村漆器

特産品・物産館

･チューリップ球根・切花
･種もみ
･大門素麺
･ふく福柿
･たまねぎ
･庄川鮎
･道の駅砺波（となみ野の郷）
･道の駅庄川
･富山県花卉球根農業協同組合
･庄川特産館
･庄川ウッドプラザ
･森の駅もりもりハウス

資料：商工観光課
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主な施策内容

1．散居・自然景観の魅力創出
○地域資源として大きな魅力を持つ散居村を守り育てるとともに、伝統的家屋を活用した民泊
　や体験学習などを実施することにより、観光資源の魅力創出につなげます。
○夢の平レクリェーション施設からの散居村の展望や、庄川峡の遊覧など良好な自然景観とこ
　れに関連する観光資源を生かした通年型・滞在型観光を推進します。

2．四季を通じた賑わいの創出
○チューリップや桜、スイセン、花しょうぶ、カンナ、コスモスなど四季折々の花や花木を活用した
　イベントを充実し、「花と緑のまちとなみ」にふさわしい観光まちづくりを推進します。
○チューリップ公園の機能充実を図ります。
○球根生産ほ場の紹介や多くのボランティアの協力など、市民参加型のチューリップフェアを運
　営するとともに、県花卉球根農業協同組合や農業経営体との連携により、チューリップ産業全
　体の振興に取り組みます。
○健康志向が高まるなか、豊富な自然と歴史・文化資源などを活用したウォーキングやサイクリ
　ングコースの設定、庄川の水辺空間と温泉郷との連携などにより通年型の誘客を図ります。
○となみ米や大門素麺、庄川鮎、ゆず、地酒などの地域特産品や庄川挽物木地、三助焼などの工
　芸品の生産振興を図るとともに、地酒や飲料水、菓子などの製造会社や発電所などと連携し
　産業観光の振興を図ります。

3．地域伝統芸能・歴史文化資源の活用
○子供歌舞伎曳山や獅子舞、夜高行燈など地域伝統芸能や各種の風習行事などを観光資源と
　して積極的に活用し、交流・滞在人口の拡大につなげます。
○増山城跡をはじめとして市内に数多く点在する歴史的・文化的資源の観光への活用を図り、多
　元的な観光コースの提供に努めます。

4．観光施設の充実
○来訪者が観光施設を有機的に回遊できるようにし、来訪者にいやしと安らぎの空間を提供し
　ます。
○チューリップ四季彩館、となみ散居村ミュージアム、出町子供歌舞伎曳山会館、庄川水記念公
　園など施設の充実に努めます。
○自然豊かな夢の平レクリエーション地帯や増山城跡一帯を整備し、自然を満喫できるゾーンの
　充実を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値
代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

ホテル・旅館等宿泊者数 212,000人
（H21）

234,000人
（H27）

79,000人
（H27）61,000人

宿泊者数の増を図ることで通年型・
滞在型の観光振興を図る

庄川峡遊覧船乗客者数
新たな観光資源として乗船者数の増
を図ることで観光振興を図る

施策キーワード
●優れた観光資源を地域全体で発掘、保全
●住民が地域に愛着や誇りを持って来訪者を迎えるまちづくりの推進
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   通年型・滞在型観光交流の確立
【施策区分テーマ】   観光振興戦略の推進

現状と課題

●本市における観光は、イベント開催による集客が中心でしたが、観光客の価値観は年々
変化しているため、そのニーズに対応し「単発型・通過型観光」から「通年型・滞在型観
光」への転換が必要です。

●北陸新幹線の開業や東海北陸自動車道の全線開通、北陸自動車道の（仮称）高岡砺波ス
マートインターチェンジ整備など高速交通網の整備をふまえた新たな観光振興戦略を
展開する必要があるため、平成22年10月に新たな「砺波市観光振興戦略プラン」を策
定しました。

●高度情報化社会の進展によって、観光客が大量で幅の広い情報を容易に受発信するこ
とができるため、集客の拡大に向けた情報発信機能の強化と充実が必要です。

●近県の観光地と連携した広域観光の振興や海外観光客の誘致が課題です。

●コンベンション誘致や散居村ツアーなどを通じた砺波型グリーンツーリズムの研究が必
要です。

●観光関係者だけでなく市民すべてが観光客を歓待するホスピタリティあふれるまちづく
りが課題です。

資料：砺波市観光振興戦略プラン

（千人）観光客入込状況

富山県

砺波市

チューリップフェア

H21

29,550

1,627

315

H20

29,229

1,616

303

H19

28,048

1,481

260

H18

26,811

1,521

315

H17

25,995

1,485

290

H16

27,054

1,590

292

H15

27,774

1,724

313

区　分
年



施策キーワード
●新たな情報技術を効果的に活用した魅力ある観光情報の発信
●砺波型グリーンツーリズムの確立、砺波型のコンベンション誘致
●地域の観光振興のけん引役となる観光リーダーの育成

●市民すべてが観光客を歓待するホスピタリティ
　あふれるまちづくり
●友好交流都市や中京・関東圏の都市との交流

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H21） 目標値（H27） 説　　明

690,000人 760,000人
市民、団体、事業者、行政が連携・協力
することによる観光・市民交流の促進
や北陸新幹線開業効果等を考慮し、
イベントと観光施設等合計で180万人
の目標値を設定する

観光入込客数（イベント）

940,000人 1,040,000人観光入込客数（観光施設等）

主な施策内容
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1．観光情報受発信機能の充実

○県内外で開催される物産展や当市の観光施設などで実施しているアンケート調査によ
　り、旅行者のニーズを的確に把握し、観光需要の情報を分析します。
○動画配信サイトやネットワークサービスなどインターネットにおける新たな情報技術を
　効果的に活用し、魅力ある観光情報をグローバルに発信します。
○インパクトのある観光ポスターやパンフレットの制作、積極的な観光キャンペーンを通
　じて砺波のイメージアップを図ります。

2．広域・国際観光の推進と市民交流の拡充

○高速交通網の整備により短時間で結ばれる近県の観光地と連携し、広域滞在型の観
　光を確立します。
○立山黒部アルペンルートなどと連携した海外観光客の誘致を進めます。
○伝統的家屋での宿泊や散居村ツアーの企画などにより、交流人口の拡大に向けた砺
　波型グリーンツーリズムを進めます。
○様々な団体による合宿や研修会、交流会の開催など砺波型のコンベンション誘致を図
　ります。
○姉妹友好都市やフラワー交流都市との相互交流を深めるとともに、中京・関東圏との
　都市交流を進め、観光客の誘致に努めます。

3．ホスピタリティあふれるもてなし体制の整備

○北陸新幹線やJR城端線の駅と観光地を結ぶ二次交通体系の充実により、観光客の利
　便性の向上を図ります。
○道の駅やJR砺波駅のコミュニティプラザ、宿泊施設、飲食店などでの観光情報の提供
　を進めます。
○市民による観光ボランティアバンクの設立やボランティア通訳の育成、接遇研修会の
　開催などを通じ、市民すべてが地域への愛着や誇りをもって観光客を歓待するホスピ
　タリティあふれるまちづくりを進めます。
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   安定した魅力ある雇用環境の確立
【施策区分テーマ】   雇用機会の提供支援

現状と課題

●平成20年に端を発した世界的金融不況以降、景気は急激に悪化しました。一時は、改
善のきざしがみられたものの、現状は依然厳しく、有効求人倍率の推移を注視していく
必要があります。

●今後、自立的な景気回復が期待されるところですが、世界同時不況や東日本大震災など
の影響も懸念されるところです。

●統計データによれば、労働力人口の減少は確実であり、そのような時代にあって、若者や
女性、高齢者、障がい者など労働意欲を持つ誰もが、その意欲と能力に応じて働くことが
できる雇用環境の確立が望まれます。

●特に次代を担う子供を育てる世代が、安定した職業に就くことができる良好な雇用の場
と＊ワーク・ライフ・バランスに配慮した就労環境が求められています。

●安定した雇用の創出と拡大には、若者が魅力を感じる成長産業の誘致や求職者の意欲
と能力に応じる企業の育成などが必要です。

有効求人倍率の推移

資料：商工観光課

砺波全国 富山
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施策キーワード
●雇用の場の確保
●ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に配慮した良好な就労環境

主な施策内容
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1．雇用条件・就労環境の安定支援

○砺波公共職業安定所との連携による求人情報の提供や雇用相談会の開催、企業アン
　ケートなどに基づく各種雇用施策を展開します。
○成長産業の育成・誘致により、労働意欲を持つ誰もが、個々の能力に応じて就労でき
　る雇用環境の確保に努めます。
○労働人口の減少に対応した高齢者の職業能力の開発や熟練技術者の活用を進めると
　ともに、ワーク・ライフ・バランスに配慮した育児休業取得の推進、企業内保育の充実
　など、子育て世代が働きやすい環境づくりの啓発に努めます。
○労働力人口の減少に備え、元気で労働意欲が高く、豊富な経験と優れた技術を有する
　高齢者が活躍できる環境整備に努めます。
○都市部での就職相談会や面接会を開催し、U・I・Jターンの定着を図ります。
○高校生が行う企業訪問や雇用に関する講演会の開催などを通じて、若者の労働意欲
　の向上に努めます。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

２回 ４回
市内と都市圏における相談会を開催
する

労働・就業相談会の年間
開催数

「ワーク・ライフ・バランス」
　老若男女だれもが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など、さまざまな活動について、自らが希望するバラン
スで展開できる状態。
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魅力ある産業が発展するまちづくり
【主 要 施 策】   安定した魅力ある雇用環境の確立
【施策区分テーマ】   職業訓練・勤労者福祉の充実

現状と課題

●経済活動のグローバル化や高度な情報化社会の進展により、経済産業構造は常に変化
しています。これに伴い、労働者に求められる能力も多様化、高度化していることから、
時代の変化に対応した職業能力の開発と人材の確保が課題です。

●不安定な雇用情勢が続いていることから、離職者に対する職業訓練や、企業の採用ニー
ズに応じた的確な能力開発が必要です。

●職場における労働災害を未然に防止するとともに、労働者の安全と健康を確保し、快適
な職場環境を実現するため、労働安全衛生に関する情報の発信が求められています。

●余暇を活用して様々な教養や知識を身につけたり、相互に交流したりすることで、勤労
者が心身の健康を増進することができる勤労者福祉の充実が求められています。

資料：職業能力開発センター

砺波市職業能力開発センター（砺波市地域職業訓練センター）利用状況

開館日数

利用人数

H22

272

29,255

H21

273

28,182

H20

272

32,419

H19
年

区　分

275

31,876

（日・人）



施策キーワード
●求職者の状況に応じた職業能力開発
●勤労者の心身の健康増進・勤労者福祉の推進

主な施策内容
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1．職業訓練の充実

○砺波市職業能力開発センターにおける職業能力開発講習の充実に努めるとともに、
教育訓練に関する多様な受講機会を提供します。

○各種の高等職業訓練校などの活動を支援します。

2．勤労者福祉の推進

○勤労者の福祉と雇用の安定を図るため、事業所における中小企業退職金共済制度へ
の支援と勤労者融資制度の充実を図ります。
○勤労者が、余暇を活用して様々な教養や知識を身につけたり、相互に交流する場とし
ての勤労福祉施設や体育施設の利用促進を図ります。



基 本 方 針

　多様化する市民ニーズに対応し、主体性をもった市民と行政のパートナー

シップによるまちづくりを進めます。そのほか、地域におけるコミュニティ活

動を支援するとともに、行財政改革を推し進め、市民、企業、行政などがとも

に力を合わせて持続可能なまちづくりを進めます。

Ⅴ　市民と行政が協働するまちづくりⅤ　市民と行政が協働するまちづくり



非核平和都市宣言

　砺波市民は、豊富な水と花や緑に恵まれた故郷の自然を愛し、世界の人々
との相互理解と友好親善を深めながら、平和なまちづくりを目指しています。
　私たちは、薄れつつある戦争の記憶を常に新たにし、平和の尊さを確かめ
ていかなければなりません。
　よって砺波市は、憲法にうたわれている平和のうちに生存する権利を確立
するため、ここに「非核平和都市」を宣言します。

　　１　私たちは、すべての核兵器の緊急な廃絶を全世界に強く訴えます
　　１　私たちは、「核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず」の非核三原則
　　　　を将来にわたり守ります
　　１　私たちは、未来を託す子どもたちに戦争の悲惨さを語り伝え、平和
　　　　教育の推進に努めます

（平成17年6月28日）

男女共同参画都市宣言

　私たちは、男女平等を基本理念とし、お互いに一人の人間として尊重し合い、
あらゆる分野に共に参画し、「こころ豊かで住みよいまち」砺波市をめざし、
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。

（平成17年9月21日）
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市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   市民と一体になった行政の推進
【施策区分テーマ】   市民と協働のまちづくりの推進

現状と課題

●少子高齢化、都市化の進展に伴い、市民の価値観が多様化し、地域の連帯感が希薄化す
るなど、地域における人間関係が疎遠になる傾向にあり、「地域力」が急激に低下してい
ることから、ふれあいと連帯感のある地域づくりをめざし、コミュニティ意識の醸成や
その推進役となる人材の育成が必要となっています。

●地域行事や緑化、ごみ処理などの地域に密着した活動を通して、コミュニティの活性化
が図られています。

●インターネットによるメールや「市長への手紙」など市民の意見を聞く機会をつくり、市
民参画の行政を推進しています。

●市が、新たな分権社会を目指して、自らの創意工夫によるまちづくりを進めていくために
は、「市民」と「行政」がそれぞれの責任と役割を明らかにし、「協働」で地域の課題を解
決する仕組みを構築することが求められています。

●市民検討委員会などを設置し、計画づくりの段階から市民の参画が得られるよう努めて
います。

●まちづくりに対する市民の意識、関心を高めるため、市民が自ら参加できるような社会
活動の機会を提供していくことが必要です。

●市政バスや行政出前講座を実施し、行政施策に対して市民の理解を得るよう努めています。

●地域活動や奉仕活動、イベントなど、身近なボランティアなどに積極的に参加していただ
くため「市民１人１ボランティア」を掲げ、広くボランティア活動を推進しています。

●福祉の分野を中心にNPO法人が設立されてきており、そうした団体と行政の連携・交
流が大切になってきています。

資料：砺波市社会福祉協議会

ボランティア団体登録数及び個人登録数

H19

H20

H21

H22

108

113

111

110

団体登録数（団体）

77

85

78

90

個人登録数（人）年　次
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主な施策内容
1．コミュニティ活動の推進
○地域の課題に主体的に取り組む各地区自治振興会との連携を強化します。
○研修会や社会活動を通してコミュニティ活動やボランティア活動の中心となる人材育
　成に努めます。
○地域の文化活動やスポーツ活動などを通して、地域コミュニティの活性化を推進します。

2．行政への幅広い市民参画
○広報となみやホームページなどを通して行政情報をタイムリーに提供するとともに、
　「市長への手紙」などにより広報広聴活動の充実を図ります。また、＊パブリックコメン
　トにより広く市民の意見を求めます。
○＊ワークショップや行政出前講座などを通して、施策や事業の説明を行い、市民の行政
　への参画を促します。
○様々なまちづくりについて、計画づくりの段階から市民参画を促し、市民が主体のまち
　づくりに努めます。また、広報となみなどを通して、市民へ計画がどのように進められ
　ているかを伝えながら、まちづくりに対する市民の意見を聞きます。
○砺波市まちづくり協働事業を実施し、「市民」と「行政」が一緒に考え、助け合い、協働
　して活力あるまちづくりを目指します。
○各種委員会や審議会委員の公募枠拡充などにより、市民参画ができる機会の提供に
　配慮します。
○市民の意識調査などを適時実施するとともに、「タウンミーティング」や各種行政懇談
　会などを通して、市民ニーズの的確な把握に努めます。

3．NPO・ボランティア活動の推進
○ボランティア活動やNPO活動がより円滑に行われ、活動の輪が広がっていくよう情報
　の提供や研修機会の提供に努め、ボランティア活動の支援を行います。
○ボランティア・ポイント制「レッツ！ボランティアとなみ」を通じて、ボランティア活動の
　きっかけ作りとボランティア活動の推進を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値
代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

市ボランティアセンター
登録人数（個人＋団体）

NPO法人団体数

4,766人 6,000人 ボランティア活動を促進する

11団体 15団体 NPO法人などの活動を促進する

施策キーワード
●地域コミュニティ活動、市民活動への支援
●行政への市民参画
●NPO・ボランティア活動の推進

「パブリックコメント」　市政の基本的な計画、制度などを策定する際に、広く市民に素案を公表し、市民などから提出され
た意見などの検討を踏まえて最終的な意思決定を行う制度。

「ワークショップ」　本来何かを創り出す作業のための集まりを意味している。参加者相互のコミュニケーションやグループ作
業を通してアイディアや提案を生み出す作業。
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市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   市民と一体になった行政の推進
【施策区分テーマ】   男女共同参画の推進

現状と課題

●平成17年9月に砺波市男女共同参画推進条例を制定するとともに、男女共同参画都市
宣言を行い、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。

●「砺波市男女共同参画推進計画」を平成18年3月に策定し、その後各種施策の推進によ
り、地域や家庭において男女共同参画は着実に進展しているものの、＊固定的な性別役
割分担意識や男女の不平等感がまだ根強くのこっています。

●男女共同参画推進員との協働による「男女共同参画推進のつどい」の開催や地区推進
活動などにより、男女共同参画の普及啓発を行っています。

●多くの分野において、方針決定過程への女性の参画が進んでいるとは言い難い状況に
あります。

●今までは表面化していなかった配偶者等からの暴力（＊DV）など新しい問題が顕在化し
ています。

●平成23年３月に策定した「砺波市男女共同参画推進計画（第２次）」に掲げる施策を市
民、地域団体、事業所など地域社会全体の協力のもと、関係機関等と連携を図るととも
に市民協働により、効果的に推進する必要があります。

女性の審議会等における参画状況

資料：砺波市企画調整課「砺波市における各種審議会等への女性の公職参画状況調査」
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主な施策内容

1．男女共同参画の意識づくりと様々な分野への推進

○男女がそれぞれの個性と能力を発揮するため、家庭、地域、学校、職場などにおいて、
　性別による固定的な役割の意識を見直し、互いの人権を尊重し協力して生きる社会づ
　くりを推進します。 
○市民の意識を把握するなどの調査・研究を行い、市民協働による効果的な啓発を行い
　ます。
○審議会等へ女性委員を積極的に登用し、市の政策・方針決定過程において、女性の意
　見が反映されるよう努めます。
○男女共同参画の裾野が、男性・子どもに広がるような施策を推進します。

2．あらゆる暴力の根絶

○配偶者や親密な関係にある人からの暴力を決して許さないことの意識啓発に取り組む
　とともに、関係機関との連携により相談体制、保護の充実に努めます。
○DVを理解するための研修や講習会を開催します。

3．ワーク・ライフ・バランスの実現と男女の健康支援

○男女ともワーク・ライフ・バランスが取れた生き方ができるよう啓発を進めるとともに、
　そのための育児・介護に関するきめ細かな施策やサービスを行います。
○生涯を通じて男女の性差に応じた健康管理を支援する体制を整備します。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

夫は外で働き妻は家庭を守るべ
きという考えに反対意見（どちら
かといえば反対を含む。）の市民
割合

市の審議会等における女性委員
割合

39.9％
45％
（H27）

性別による固定的な役割分担意識
の解消を図る

21.2％
（Ｈ21）

30％
（H27）

女性の意見を市の政策・方針決定
過程へ反映する

施策キーワード
●男女平等と共同参画の意識づくり 
●配偶者等からの暴力の根絶と人権尊重
●ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた支援
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「固定的な性別役割分担意識」
　「男は仕事、女は家庭｣というように、性別によってその役割を固定化してとらえようとする意識。

「DV」
　配偶者や恋人などの親密な関係のある人からの暴力。DVにおける暴力とは殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、
精神的暴力、経済的暴力、性的な暴力も含まれる。ドメスティック・バイオレンスの略。
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市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   持続可能な行政の運営
【施策区分テーマ】   健全な自治体運営の推進

現状と課題

●財政状況や行政改革など市政運営について、市民に分かりやすく公表するとともに、各
種審議会や委員会については、会議の公開や会議要録の公表を行うなど情報公開に努
めています。

●広報となみやホームページ、ケーブルテレビなどを活用し、市政に関する情報や市民生活
に必要な情報を提供しています。

●行政改革推進の観点から、市民や有識者から新たな改革に向けた提言を受け、市政運営
に生かしています。

●「行政改革推進計画」や「定員適正化計画」などに基づき、健全で効率的な市政運営に
努めています。

●長引く景気低迷の影響や団塊世代の退職、生産人口の減少等による税収の伸び悩みと
いった厳しい財政環境に加え、合併特例期間終了による地方交付税の大幅な減少が見
込まれることから、財政健全化計画を踏まえ、長期的視点に立った財政運営を行う必要
があります。

●自治体の自主性や自己責任に基づく施策展開が求められていることから、職員の政策形
成能力の向上や意識改革が必要となっています。

●優秀な人材が都市部に流出する傾向にあるため、その人材確保に努める必要があります。

年度末起債現在高（一般会計）と＊実質公債費比率の推移
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「実質公債費比率」
　公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が、標準的財
政規模に占める割合を表したもの。18%以上の団体は、地方債発行に際し許可が必要となり、25%以上の団体は、
地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限される。
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資料：財政課



主な施策内容

1．開かれた市政の推進
○市政に関する情報や市民生活に必要な情報などを、広報となみやホームページ、ケーブ
　ルテレビなどを活用し、広く市民に公開するとともに、市が主催する各種審議会や委
　員会については、会議の公開及び会議要録の公表に努めます。 
○一般会計のほか特別会計や企業会計、一部事務組合等も含めた財政状況や＊財政健
　全化判断比率などの財務指標、入札情報など広報となみやホームページなどで、広く
　公表します。

2．効率的な自治体運営の推進
○行政改革委員会、行政改革検討委員会、行政改革推進委員会等を開催し、有識者をは
　じめとする市民参画のもとに、「行政改革大綱」に基づいた行政改革を推進します。
○「定員適正化計画」に基づき、定員管理の適正化を図るとともに、指定管理者制度によ
　り公共施設の効率的な運営を行います。
○新たな行政需要や多様化する市民ニーズに対応しながら、厳しい財政状況を乗り切る
　ため、計画的かつ着実な行財政改革を進め、効率的な行政運営に努めます。
○行政関与の必要性、費用対効果、市民満足度等総合的な観点から、補助金等の見直し
　を行うとともに、受益者負担の適正化を図るなど、行財政基盤の強化を図ります。
○公有財産のうち未利用地やその他の遊休財産については、民間事業者等への売却・譲
　渡、一時貸付などにより、適正に処分し有効活用します。
○透明、公正かつ公平な入札制度を行い、広く公表します。

3．職員の育成
○多様な研修会などを通して、広い視野を持った行政職員の育成を図るとともに、市民
　福祉の向上に視点をおいた行政サービスを提供できるような意識改革を行います。
○職員の政策形成能力や創造的能力など行政分野の専門的知識を習得する研修会など
　を定期的に開催し、職員の資質向上を図ります。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

実質公債費比率（３年平均）

職員研修会回数

20.3％ 18.0％未満 必要な事業を的確に選別し、地方債の減少を図る

42回 45回 職員の資質向上のため、研修会の回数を増やす

　　〃　　延べ参加者数 608人 650人以上 職員の資質向上のため、研修会の参加者数を増やす
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「財政健全化判断比率」
　自治体財政の透明化を図るため、財政の健全性を示す指標として公表が義務付けられた比率。「実質赤字」「連結実質赤字」
「実質公債費」「将来負担」の４つの指標があり、それぞれが一定の基準を超えた場合、国の指導等が行われる。

施策キーワード
●市民への情報提供
●行政改革の推進
●職員の意識改革と優秀な人材確保



184

市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   持続可能な行政の運営
【施策区分テーマ】   電子自治体の推進

現状と課題

●広報となみやホームページ、ケーブルテレビ、FM放送を活用し、利用価値の高い行政情
報をタイムリーに分かりやすく提供することが大切です。

●ホームページに掲載されている記事の質と量を充実させるとともに、最新の情報端末機
器への対応を進め、利便性を高める必要があります。

●ケーブルテレビの加入促進を図るとともに、データ放送を有効に活用する必要があります。

●情報技術が日々進歩していることから、地方自治体の情報システムの今後について、適宜、
調査・研究を行う必要があります。

●長期的な市税等の滞納者対策として、コンビニ納付などによる身近な場所、手段での納
付機会を設け、納付率の向上を図るとともに、税負担の公平性を図る必要があります。

ケーブルテレビ加入世帯の推移
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資料：広報情報課



主な施策内容

1．暮らしの情報発信の充実
○広報となみやホームページ、ケーブルテレビ（映像番組、データ放送）、FM放送それぞ
　れの長所を最大限に活用し、多角的に行政情報を発信します。
○行政の情報発信力・企画力を高め、市民が関心を持つような行政情報を分かりやすく
　伝達します。
○ホームページでは、常に最新の行政情報を提供できるよう、情報発信力を高めます。ま
　た、ウェブ上のさまざまな情報発信の仕組みを積極的に活用するとともに、多様な情
　報端末機器にも対応できるよう研究します。
○ケーブルテレビのコミュニティチャンネルにおいて、行政情報など番組内容の充実を図
　り、加入促進につなげます。

2．行政の情報化の推進
○インターネットや携帯電話など情報伝達基盤の整備が進んでいることから、個人情報
　保護などセキュリティに配慮しつつ、市民サービスの利便性の向上や事務の効率化に
　向け、行政事務の情報化推進に努めます。
○ライブカメラや＊地域イントラネットについて、さらに有効活用できるよう検討を行い、
　地域振興や防災などに役立てるよう調査・研究を進めます。
○＊クラウドコンピューティングなどの新たな情報技術の導入について調査・研究を行い
　ます。
○コンビニ納付など＊マルチペイメントの導入について、県内自治体の動向や費用対効
　果をふまえた調査・研究を行います。

施策の成果を示す代表的な指標と目標値

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28） 説　　明

ホームページアクセス数
（トップページ）

390,000回 450,000回 誰もが見やすいホームページの作成
を目指す
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「地域イントラネット」
　地域の福祉、医療や防災などのサービスの高度化を図るため、学校、図書館や市役所などの公共施設を情報ネットワーク
で結んだもの。

「クラウドコンピューティング」
　インターネット上に存在するサーバーが提供するサービスを、それらサーバー群を意識することなく利用できるコンピュー
ティング形態。サーバー群を共同利用することにより、人件費を含めた運用コストの削減が期待される。 

「マルチペイメント」
　税や使用料などの公共料金をコンビニエンスストアや携帯電話などを使って納付できるシステム。納付の利便性の向上や
期限内納付率の向上が期待される。

施策キーワード
●市民が関心をもつ行政情報の提供
●市民サービスや行政事務などの情報化の推進
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市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   持続可能な行政の運営
【施策区分テーマ】   広域行政の推進

現状と課題

●近年の社会経済活動の高度化や交通手段、情報通信技術の発達により、市民の日常の
生活圏や経済圏は、市の区域を越えて拡大しており、また、市民の行政に対する要望も
多様化、高度化していることなどから、市単独では解決できない行政課題や近隣の市と
協力して進めた方が効果的で効率のよい事業が増えつつあります。

●昭和45年に、本市を含む砺波地方の10の市町村を構成団体として、砺波広域圏事務組
合を設立しました。平成16年に市町村合併が行われ、現在は、砺波市、南砺市の２市で
構成し、ごみ処理、ケーブルテレビの運営、農業共済事務、上水道の原水供給等の事務を
共同処理しています。

●介護保険事務や消防事務についても広域化が進み、現在、砺波市、南砺市及び小矢部市
を構成団体として、それぞれ一部事務組合が設立され、共同処理が行われています。

●このほか、し尿処理や庄川の沿岸水害予防などの事務について一部事務組合を設立して
共同処理しています。

●後期高齢者医療については、県下の全市町村を構成団体として広域連合を設置し、処理
しています。

●高速自動車道や国道、主要地方道など幹線道路や河川の整備、教育など、関係自治体と
一致協力して進めるべき事業については、協議会や期成同盟会などを設けて活動すると
ともに、事業進展のため国や県に対して要望活動を行っています。

●観光宣伝活動をより効果的に行うため、近年、高岡市や射水市など県西部地域との交流、
岐阜県飛騨市など飛越地域との交流を深めるなど、広域的な取組を進めています。

1. 砺波広域圏事務組合

2. 砺波市が加入しているその他の一部事務組合、広域連合（主なもの）

・構成市：砺波市、南砺市
・圏域人口：104,867人
　（H23/3/31現在）
・圏域面積：795.82km2

・砺波地方介護保険組合（介護保険に関する事務）・砺波地域消防組合（消防事務）
・砺波地方衛生施設組合（し尿処理）・庄川右岸(左岸)水害予防組合（庄川の水害予防）
・富山県後期高齢者医療広域連合（後期高齢者医療事務）

共同処理する事務

　ごみ処理、救急医療、知的障害児通園施設、広域活動計画ソフト事業、

　ケーブルテレビ施設整備事業、農業共済事業、上水道原水供給



主な施策内容

1．広域行政の充実

○砺波広域圏事務組合において、広域活動計画に基づき、観光・産業振興事業、若者定
　住促進事業、地域情報化事業、芸術文化振興事業など各種の地域振興事業の推進を
　図り、地域の活性化と圏域内自治体の発展に努めます。
○上水道、救急医療、介護、ごみ処理、消防、農業共済、し尿処理などの広域処理による
　＊スケールメリットを生かすことができるよう事務処理体制を整備します。
○当市が構成団体となっている一部事務組合や広域連合、協議会などと情報交換を行い、
　より一層、効果的、効率的な広域行政サービスが提供できるよう努めます。
○広域的な視点に立った圏域の姿を模索するとともに、圏域内における各市の特色や役
　割の明確化を図ります。
○各自治体が抱える共通の行政課題について、意見交換会などを開催し、課題解決に努
　めます。

2．広域的事業の推進

○協議会や期成同盟会などの活動を通じて、高速自動車道などの道路交通網や河川の
　整備、教育など共通の行政課題を持つ近隣の市との連携、協調を図るとともに、広域
　的事業への支援を国・県に要望します。
○県西部地域や飛越地域との交流を深めるなど、市や県の区域を越えて、観光と産業が
　一体となった観光宣伝事業を展開します。
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「スケールメリット」
　同種のものが集まり、規模が大きくなることにより得られる利点。特に、経済面で経営規模が大きいほど生産性や経済効
率が向上することをいう。

施策キーワード
●枠を超えた行政サービスの推進



188

市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   国外・国内との多様な交流の推進
【施策区分テーマ】   国際交流の推進

現状と課題

●本市の国際交流は、昭和55年の中華人民共和国黒竜江省医院と砺波市立厚生病院（現
市立砺波総合病院）の医学友好交流に始まり、平成元年にはトルコ共和国ヤロバ市との
姉妹都市盟約、平成3年には中華人民共和国盤錦市との友好都市盟約、平成4年にはオ
ランダ王国リッセ市との姉妹都市盟約を締結し、相互に訪問しながら親善を深め、各分
野での交流を進めています。

●平成5年には、トルコ、中国、オランダ各国の友好交流協会がそれぞれ設立され、市民同
士での交流を進めています。

●本市には、約500人の外国人が居住し、日常生活の中にも国際化が進んでいます。国際
アドバイザーの設置による相談受付や国際交流のつどいの開催による交流など地域の
国際化に対応した取組を行っています。

●国際交流事業における助言や中学生使節団派遣・受入事業への支援のために国際交流
員を配置しています。

●若い世代が英語に触れる機会を設けるため、国際交流員を市内の小学校、幼稚園及び保
育所へ計画的に派遣しています。

■医学友好交流
　中華人民共和国  黒竜江省医院（昭和55年10月31日医学友好交流合意書締結）

■国際姉妹都市
　トルコ共和国  ヤロバ市（平成元年10月３日姉妹友好都市締結）
　オランダ王国  リッセ市（平成４年４月21日姉妹友好都市締結）

■国際友好都市
　中華人民共和国  盤錦市（平成３年４月25日友好都市締結）



主な施策内容

1． 姉妹・友好都市との交流推進

○チューリップを介した花と緑の文化交流を促進するとともに、姉妹都市との中学生の
　友好交流を進めます。
○異文化についての理解を深め相互の信頼関係を築くため、国際交流員を配置し、姉妹・
　友好都市との市民交流を支援します。

2． 国際理解の推進

○国際交流に必要となる郷土文化の学習や、伝える力を養う研修などに対して支援します。
○国際交流に関わるボランティアや交流団体の育成を図り、国際交流のつどいなど市民
　が身近に参加できる交流の機会を提供するとともに、新たな国際理解を高める機会の
　創設を検討します。
○友好交流協会や市民、民間団体が主体となった交流を支援します。
○国際アドバイザーの設置や外国人向けの生活相談サービス、生活情報や行政情報の
　提供など市内在住外国人への支援体制の充実に努めます。
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施策キーワード
●友好姉妹都市との交流の推進
●多文化共生
●国際交流に対する意識啓発
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市民と行政が協働するまちづくり
【主 要 施 策】   国外・国内との多様な交流の推進
【施策区分テーマ】   国内交流の推進

現状と課題

●平成7年に旧庄川町と北海道鵡川町（現むかわ町）が姉妹都市を締結し、自治体間の交
流から市民や各種団体の交流へと発展してきています。

●平成14年に「全国散居村連絡協議会」を設立し、散居村の特性を活かしたまちづくりの
調査・研究を進めながら、自治体相互の情報交換と交流・連携を深めています。

●平成18年に災害時相互応援協定を結んだことをきっかけに、愛知県安城市と市民同士
の交流を深めてきました。さらに、平成23年５月に両市の間で「市民交流協定」の締結
を行い、市民間の交流がより一層活発化するよう環境づくりを進めています。

●花をモチーフに特色あるまちづくりを推奨する市町が、イメージアップを図るため、フラ
ワー都市交流を進めています。

■国内姉妹都市
　北海道むかわ町（河川を介した国内交流）

■市民交流協定締結都市
　愛知県安城市

■災害時相互応援協定都市
　愛知県安城市、石川県加賀市、福井県越前市など16市町村

■全国散居村連絡協議会（６市町）
　岩手県奥州市　山形県飯豊町　富山県入善町　島根県出雲市
　富山県高岡市　砺波市

■国内フラワー交流都市（９市町）
　北海道中富良野町（ラベンダー）　山形県長井市（あやめ）　　岐阜県大野町（ばら）
　静岡県下田市（すいせん）　　　　兵庫県宝塚市（すみれ）　　山口県萩市（つばき）
　福岡県久留米市（つつじ）　　　　鹿児島県和泊町（ゆり）　　砺波市（チューリップ）



主な施策内容

1．国内交流の推進

○国内姉妹都市の交流に対して助成措置を設け、交流の活性化を支援していきます。
○散居景観を保全しその活用を促進するため、全国散居村連絡協議会の活動を通して、
　散居形態を有する全国の市町村との情報交換や人的交流を図ります。

○花が縁を取り持つフラワー都市交流を促進し、チューリップのまち「砺波」を情報発信
　していきます。
○砺波とつながりのある地域との情報交換を行い、多くの市民による交流が行われるよ
　う環境づくりを進めます。
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施策キーワード
●国内交流の推進
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第 ４ 章 財政の見通しと概算事業費

1.  一般会計における財政の見通し

　後期基本計画（平成24年度～平成28年度）における一般会計の財政見通しは、別表

のとおりです。

　策定にあたっては、現行の税財政制度を基本としていることから、今後の地方税制度や

地方交付税制度などに関する改正等に伴って大きく変動する要素を含んでいます。そのた

め、この財政見通しは後期５年間の財政の概要として位置付け、別に策定する実施計画に

おいて十分に考慮していくこととします。

　今後の市政運営については、引き続き定員の適正化や事務の効率化、事業の選択と集中

など、不断の行財政改革に留意しつつ、財政状況を見極めながら計画的に実施するものと

します。

（1）主な財源について

　①市税
　個人市民税については、納税義務者数が減少する一方、税制度改正に伴う控除の廃
止による増額を、また法人市民税についても微増を見込んでいます。固定資産税につ
いては計画期間中に２度の評価替えがあることによる減額を見込んでいます。

　②地方交付税
　現行制度に基づいて交付されるものとして、近年の実績に基づき算定しています。
　ただし普通交付税は、市町村合併から10年を経過した平成27年度から、合併に伴
う有利な算定方法が段階的に廃止されるため、これによる減額を見込んでいます。

　③国・県支出金
　国・県の支出金は、対象となる主な事業の実施に応じて増減しますが、後期計画期
間においては、小中学校の耐震化事業などを積極的に行う予定であることから、増額
を見込んでいます。また、東日本大震災復興予算や今後その詳細が示される一括交付
金制度の影響などについては、未だ不透明なことから見込んでいません。

　④市債
　計画期間内に小中学校の耐震化などの合併特例事業を予定していることから、増
額を見込んでいます。

　⑤その他
　地方譲与税や地方消費税交付金などについては、現行制度を基本に計上した上で、
不足が見込まれる一般財源を補うため、財政調整基金などの基金から繰り入れを行っ
て財源に充てることとしています。
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2.  概算事業費

　後期基本計画（平成24年度～平成28年度）における一般会計の概算事業費は、財政
見通しに基づき、５年間で1,020億円を見込んでいます。
　福祉関係をはじめとした義務的経費が増加傾向にあるのに加え、子ども手当給付事業
費や小中学校の耐震化などの事業費を見込んだため、財政規模は前期計画額を上回るこ
ととなります。
　なお、この事業費は市が支出する経費の概算を示すものであり、行政需要の変化や国の
動向、市の財政状況等によって常に変動するものであるため、具体的な金額は実施計画に
沿い各年度の予算編成により定めるものです。
　また、事業費の積算にあたっては、今後の物価変動は見込んでいません。

財政の見通し（平成24年度～平成28年度）

 歳　　入　　総　　額

 市 　　　　税

 地 方 交 付 税

 国・県支出金

 市 　　　　債

 そ 　 の 　 他

100

31

27

14

11

17

1,020

320

280

140

110

170

構 成 比概算見通し

【参考】一般会計歳出決算額の推移

義務的経費

投資的経費

その他経費

合　　　計

59,000

9,000

27,000

95,000

前期計画額
（H19～H23）

42,056

14,743

45,059

101,858

合　　計

9,114

1,995

9,021

20,130

Ｈ23
（当初予算額）

8,500

2,500

9,300

20,300

Ｈ22
（見込額）

8,233

2,977

9,674

20,884

Ｈ21

8,077

3,367

8,656

20,100

Ｈ20

8,132

3,904

8,408

20,444

Ｈ19

※H19からH21までは決算額、H22は決算見込額、H23は当初予算額を記載

（百万円）

（億円・％）

内　
　

訳

基本計画の概算事業費（平成24年度～平成28年度） 

45

15

23

11

6

100

460

150

240

110

60

1,020

構 成 比概算事業費基　本　方　針

合　　　　計

（億円・％）

笑顔があふれる福祉のまちづくり

「人」と「心」を育むまちづくり

庄川と散居に広がる快適なまちづくり

魅力ある産業が発展するまちづくり

市民と行政が協働するまちづくり




