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平成19年度～
平成28年度
平成19年度～
平成28年度

平成24年度～平成28年度

基本計画
基本構想の目的を実現する
中期計画

実施計画

基本計画で示す施策の体系に
基づく具体的な事業計画

まちづくりの方向を示す
基本的な方針

　　　　　　　…重点施策の達成
状況を分かりやすくするために、
数値目標を設定しました

基本構想

平成19年度
（2007）

平成20年度
（2008）

平成21年度
（2009）

平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

基本構想

前期基本計画

後期基本計画

修正

策定

　砺波市の人口は、長らく増加傾向が続き、平成 17年には
49,429 人となりましたが、平成 22 年には 49,421 人と、
わずかに減少しました。

砺波市の
将来は
どうなる？

　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、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
考慮していきます。
　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、行
財政改革に留意しつつ、財政状況を見極めながら
計画的に実施します。

　清流「庄川」の恵まれた水資源や日本の原風景である「散居村」を地域固有の貴重な財産として将来に継承し、市

民が花や緑を大切にして健康で笑顔あふれる暮らしを送ることを願っています。さらに、これら地域資源と勤勉で

ひたむきな市民性が一体化することにより、砺波市の個性を高めながらその魅力を発信し、市民が地域を愛し誇り

をもって「住みたいまち」「住んでよいまち」と実感できる「人が輝く活力あふれる砺波」を理想のすがたとしています。

財政見通し
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基本理念（砺波市民憲章）

笑顔があふれる 健康で
明るいまちをつくります

教養と文化を高め
こころ豊かなまちをつくります

笑顔があふれる 健康で
明るいまちをつくります

教養と文化を高め
こころ豊かなまちをつくります

花や緑を愛し
美しいまちをつくります

花や緑を愛し
美しいまちをつくります

互いに助けあい励ましあう
あたたかいまちをつくります
互いに助けあい励ましあう
あたたかいまちをつくります

勤労を喜び 産業をはぐくむ
元気なまちをつくります
勤労を喜び 産業をはぐくむ
元気なまちをつくります

①少子高齢化の進行と人口減少
②循環型社会の構築と環境共生
③高度情報化の進展と情報通信
　技術活用
④防災・減災体制の強化と安全・安心
⑤成熟型社会と多様な価値観
⑥地方分権の推進と市民協働

まちづくりの基本方針
笑顔が

あふれる福祉の
まちづくり

魅力ある
産業が発展する
まちづくり

庄川と散居に
広がる快適な
まちづくり

市民と行政が
協働する
まちづくり

「人」と「心」を
育むまちづくり

砺波市の将来像

１. 散居村や庄川など豊かな自然と地域資源を活かして
２. 砺波平野の中央部で交通の要衝にある利点を活かして
３. チューリップや種もみ、たまねぎなど豊富な地域特産品を活かして
４. 笑顔があふれる健康都市であることを活かして
５. 元気な地域コミュニティを活かして

１. 散居村や庄川など豊かな自然と地域資源を活かして
２. 砺波平野の中央部で交通の要衝にある利点を活かして
３. チューリップや種もみ、たまねぎなど豊富な地域特産品を活かして
４. 笑顔があふれる健康都市であることを活かして
５. 元気な地域コミュニティを活かして

1,020
億円

歳入総額

市税
320億円
（31%）

市債
110億円
（11%）

その他
170億円
（17%）

国・県支出金
 140億円
  （14%）

地方交付税
280億円
（27%）
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億円

歳出総額
460億円
（45%）

150億円
（15%）

110億円
（11%）

60億円
 （6%）

「人」と「心」を育むまちづくり

市民と行政が協働する
まちづくり

魅力ある産業が発展する
まちづくり

240億円
  （23%）

笑顔が
あふれる福祉の
　　まちづくり

庄川と
散居に広が
る快適な
まちづくり

市民の参画

時代の潮流

向こう３箇年を
計画期間として
毎年ローリング
方式により策定

※国勢調査速報値による推計

基本
方針

まちづくりの基本方針に基づく
目標をあわせもつ主たる施策

主要
施策

主要施策における施策の
まとまりを表した区分

施策
区分

まちづくりのための具体的な
方策や対策

施策

数値目標の設定

計画区分と期間

歳入

歳出

基本計画の構成基本計画の構成

　今後も、継続的な少子化対策や定住促進策などに取り組
みますが、少子高齢化の影響により、人口は緩やかに減少
していくものと推測されます。
　一方では、東海北陸自動車道全線開通や北陸新幹線の開
業、北陸自動車道（仮称）高岡砺波スマートインターチェン
ジの整備など基盤整備の充実が進むことから、これらの要
因を総合的に考慮し、外国人登録者数を合わせた目標人口
を 50,000 人と掲げます。

32



砺波らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策

砺波市総合計画 後期計画砺波市総合計画 後期計画砺波市総合計画 後期計画砺波市総合計画 後期計画 庄川と散居に広がる 健康フラワー都市庄川と散居に広がる 健康フラワー都市

平成19年度～
平成28年度
平成19年度～
平成28年度

平成24年度～平成28年度

基本計画
基本構想の目的を実現する
中期計画

実施計画

基本計画で示す施策の体系に
基づく具体的な事業計画

まちづくりの方向を示す
基本的な方針

　　　　　　　…重点施策の達成
状況を分かりやすくするために、
数値目標を設定しました

基本構想

平成19年度
（2007）

平成20年度
（2008）

平成21年度
（2009）

平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

基本構想

前期基本計画

後期基本計画

修正

策定

　砺波市の人口は、長らく増加傾向が続き、平成 17年には
49,429 人となりましたが、平成 22 年には 49,421 人と、
わずかに減少しました。

砺波市の
将来は
どうなる？

　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、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
考慮していきます。
　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、行
財政改革に留意しつつ、財政状況を見極めながら
計画的に実施します。

　清流「庄川」の恵まれた水資源や日本の原風景である「散居村」を地域固有の貴重な財産として将来に継承し、市

民が花や緑を大切にして健康で笑顔あふれる暮らしを送ることを願っています。さらに、これら地域資源と勤勉で

ひたむきな市民性が一体化することにより、砺波市の個性を高めながらその魅力を発信し、市民が地域を愛し誇り

をもって「住みたいまち」「住んでよいまち」と実感できる「人が輝く活力あふれる砺波」を理想のすがたとしています。

財政見通し

世帯数の推移総人口の推移

（世帯）
（人）25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

平成19年
（2007）

平成28年
（2016）

H7

3.81

12,060 13,541 15,007 15,558 16,000

3.55
3.29 3.18 3.08

H12 H17 H22 H27

砺波市（人） 全国（百万人）
富山県（千人）

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

1,300

1,200

1,100

1,000

900

130

120

110

100

90
H2

（1990）
S55

（1980）
H7

（1995）
H12

（2000）
H17

（2005）

平成19年
（2007）

平成28年
（2016）

H22
（2010）

H27
（2015）

H32
（2020）

H37
（2025）

1,103
1,120 1,123

1,121
1,112

1,093

1,058

1,019

975

121
124124

117

126

126 127
128128

44,150 44,521
45,918

48,092
49,429

49,421 49,350
48,580

47,440

砺波市

全　国

富山県

計画期間

計画期間

総世帯数 1世帯当たり人員

基本理念（砺波市民憲章）

笑顔があふれる 健康で
明るいまちをつくります

教養と文化を高め
こころ豊かなまちをつくります

笑顔があふれる 健康で
明るいまちをつくります

教養と文化を高め
こころ豊かなまちをつくります

花や緑を愛し
美しいまちをつくります

花や緑を愛し
美しいまちをつくります

互いに助けあい励ましあう
あたたかいまちをつくります
互いに助けあい励ましあう
あたたかいまちをつくります

勤労を喜び 産業をはぐくむ
元気なまちをつくります
勤労を喜び 産業をはぐくむ
元気なまちをつくります

①少子高齢化の進行と人口減少
②循環型社会の構築と環境共生
③高度情報化の進展と情報通信
　技術活用
④防災・減災体制の強化と安全・安心
⑤成熟型社会と多様な価値観
⑥地方分権の推進と市民協働

まちづくりの基本方針
笑顔が

あふれる福祉の
まちづくり

魅力ある
産業が発展する
まちづくり

庄川と散居に
広がる快適な
まちづくり

市民と行政が
協働する
まちづくり

「人」と「心」を
育むまちづくり

砺波市の将来像

１. 散居村や庄川など豊かな自然と地域資源を活かして
２. 砺波平野の中央部で交通の要衝にある利点を活かして
３. チューリップや種もみ、たまねぎなど豊富な地域特産品を活かして
４. 笑顔があふれる健康都市であることを活かして
５. 元気な地域コミュニティを活かして

１. 散居村や庄川など豊かな自然と地域資源を活かして
２. 砺波平野の中央部で交通の要衝にある利点を活かして
３. チューリップや種もみ、たまねぎなど豊富な地域特産品を活かして
４. 笑顔があふれる健康都市であることを活かして
５. 元気な地域コミュニティを活かして

1,020
億円

歳入総額

市税
320億円
（31%）

市債
110億円
（11%）

その他
170億円
（17%）

国・県支出金
 140億円
  （14%）

地方交付税
280億円
（27%）

1,020
億円

歳出総額
460億円
（45%）

150億円
（15%）

110億円
（11%）

60億円
 （6%）

「人」と「心」を育むまちづくり

市民と行政が協働する
まちづくり

魅力ある産業が発展する
まちづくり

240億円
  （23%）

笑顔が
あふれる福祉の
　　まちづくり

庄川と
散居に広が
る快適な
まちづくり

市民の参画

時代の潮流

向こう３箇年を
計画期間として
毎年ローリング
方式により策定

※国勢調査速報値による推計

基本
方針

まちづくりの基本方針に基づく
目標をあわせもつ主たる施策

主要
施策

主要施策における施策の
まとまりを表した区分

施策
区分

まちづくりのための具体的な
方策や対策

施策

数値目標の設定

計画区分と期間

歳入

歳出

基本計画の構成基本計画の構成
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らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波
● 砺波医療圏の中核病院である市立砺波総合病院を中心として、民間診療所
　 が多く存在する利点を活かし、健康センターや庄川健康プラザなどとの連携を
　 さらに強化します。

● 医療・保健・福祉・介護が一体となったサービスの提供を行い、住み慣れた地
　 域で安心して暮らせる健康都市づくりを進めます。

笑顔があふれる福祉のまちづくり
　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。

～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生涯を通した心身の健康づくり
～健康で豊かな生活を送るために～

基本方針

Ⅰ

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）

がん検診の受診率（胃がん）

予防接種の接種率（麻しん風しん）

病児・病後児保育設置箇所数

シルバー人材センターの会員数

特定健康診査受診率

21.0％

89.1％

―

658 人

62 ％

30％以上

95％以上

1 箇所

720 人

65 ％

主要施策　1

～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長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実
～高齢者が地域で安心し生きがいを持って暮らすために～主要施策　3

～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）福祉の充実自立を支援する障がい者（児）福祉の充実
～障がい者（児）が自信を持って暮らすために～主要施策　4

～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みんなで支えあう福祉活動の推進
～安心して自立した生活を送るために～主要施策　5

～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夢や喜びを感じる子育て環境の整備
～安心して　生み育てるために～主要施策　2

主な施策内容
◎市民の主体的な健康づくり支援
・心身の健康に対する意識啓発や健康に関する悩み相談
・「砺波市健康プラン21」に基いた市民、関係機関、行政が一体となった健康づくり
◎受けやすい検診体制の整備
・がん検診などの健康診査体制の整備や生活習慣病などの早期発見、早期治療
◎感染症予防の充実
・感染症の予防と正しい知識の普及
◎安心して利用できる地域保健・医療体制の整備
・ライフステージに沿った保健活動の推進
・かかりつけ医と医療機関との役割分担と連携強化
・市立砺波総合病院における医療機器の整備や医療スタッフの確保

■主な事業
・健康教育

・健康診査　

・がん検診や結核検診　

・感染症予防対策

・生活習慣病改善指導　

・市立砺波総合病院運営　

・砺波医療圏急患センター運営

主な施策内容
◎子育て支援サービスや子育て施設の充実
・市民ニーズへの対応と民間保育所と連携した保育の拡充
・病児・病後児保育の施設整備と保育運営
◎子育てと仕事の両立支援
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの運営
◎親と子が健やかに暮らせる環境づくり
・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
・母親教室や育児相談などによる育児不安等の解消
・「砺波市次世代育成支援行動計画」に基づく安心して子どもを生み育てられる環境
づくりの推進

■主な事業
・子ども手当給付

・保育所・幼稚園運営

・民間保育所委託運営

・こども・妊産婦医療給付

・乳幼児・妊産婦健康診査

・母子保健相談

主な施策内容
◎在宅生活向上に向けた支援強化
・地域における見守り活動などの強化と地域密着型サービスの推進
◎介護予防の推進と介護サービスの充実
・医療・保健・福祉の各種サービス提供体制の確立
・介護保険制度に基づく幅広いサービスの提供
・デイサービス、ショートステイなど在宅介護支援の強化
・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
◎生きがいづくりの支援
・高齢者と若者による世代間交流と地域社会への参画活動の支援

■主な事業
・高齢者等在宅支援及び生活支援　

・介護予防

・ホームヘルパー派遣　

・居宅介護支援　・訪問看護　

・福祉センター運営　

・シルバー人材センター運営

主な施策内容

主な目標値

◎地域ぐるみの福祉活動の推進
・気軽にボランティア活動に参加できる環境づくり
・高齢者の生活を支える取組支援
・公民館活動等を通じた世代間交流の充実
◎生活保護制度の適切な運用
・民生委員などの関係者との連携による相談・援助体制の充実と自立促進
◎国民健康保険、介護保険などの円滑な運営
・国民健康保険制度や介護保険制度、後期高齢者医療制度の健全な財政運営とサー
ビスの充実

■主な事業
・社会福祉団体活動支援　

・ボランティアポイント制度

・ひとり親家庭等医療費給付　

・母子等相談支援　

・生活保護自立支援　

・国民健康保険　・介護保険　

・後期高齢者医療保険

主な施策内容
◎障がい福祉サービスと就労支援の充実
・障がい福祉サービスの充実と生活支援体制の整備
・障がい者の自立支援
◎社会参加と相談支援の充実
・地域活動など社会参加の支援
・在宅支援機能を持つ障がい者向け住宅への支援

■主な事業
・障がい福祉サービス支援

・地域生活支援・相談

・重度障がい者医療費助成　

・障がい者（児）福祉金給付

・ホームヘルプサービス　
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らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波
● 砺波医療圏の中核病院である市立砺波総合病院を中心として、民間診療所
　 が多く存在する利点を活かし、健康センターや庄川健康プラザなどとの連携を
　 さらに強化します。

● 医療・保健・福祉・介護が一体となったサービスの提供を行い、住み慣れた地
　 域で安心して暮らせる健康都市づくりを進めます。

笑顔があふれる福祉のまちづくり
　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。

～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生涯を通した心身の健康づくり
～健康で豊かな生活を送るために～

基本方針

Ⅰ

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）

がん検診の受診率（胃がん）

予防接種の接種率（麻しん風しん）

病児・病後児保育設置箇所数

シルバー人材センターの会員数

特定健康診査受診率

21.0％

89.1％

―

658 人

62 ％

30％以上

95％以上

1 箇所

720 人

65 ％

主要施策　1

～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長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉の充実
～高齢者が地域で安心し生きがいを持って暮らすために～主要施策　3

～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）福祉の充実自立を支援する障がい者（児）福祉の充実
～障がい者（児）が自信を持って暮らすために～主要施策　4

～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みんなで支えあう福祉活動の推進
～安心して自立した生活を送るために～主要施策　5

～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夢や喜びを感じる子育て環境の整備
～安心して　生み育てるために～主要施策　2

主な施策内容
◎市民の主体的な健康づくり支援
・心身の健康に対する意識啓発や健康に関する悩み相談
・「砺波市健康プラン21」に基いた市民、関係機関、行政が一体となった健康づくり
◎受けやすい検診体制の整備
・がん検診などの健康診査体制の整備や生活習慣病などの早期発見、早期治療
◎感染症予防の充実
・感染症の予防と正しい知識の普及
◎安心して利用できる地域保健・医療体制の整備
・ライフステージに沿った保健活動の推進
・かかりつけ医と医療機関との役割分担と連携強化
・市立砺波総合病院における医療機器の整備や医療スタッフの確保

■主な事業
・健康教育

・健康診査　

・がん検診や結核検診　

・感染症予防対策

・生活習慣病改善指導　

・市立砺波総合病院運営　

・砺波医療圏急患センター運営

主な施策内容
◎子育て支援サービスや子育て施設の充実
・市民ニーズへの対応と民間保育所と連携した保育の拡充
・病児・病後児保育の施設整備と保育運営
◎子育てと仕事の両立支援
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの運営
◎親と子が健やかに暮らせる環境づくり
・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
・母親教室や育児相談などによる育児不安等の解消
・「砺波市次世代育成支援行動計画」に基づく安心して子どもを生み育てられる環境
づくりの推進

■主な事業
・子ども手当給付

・保育所・幼稚園運営

・民間保育所委託運営

・こども・妊産婦医療給付

・乳幼児・妊産婦健康診査

・母子保健相談

主な施策内容
◎在宅生活向上に向けた支援強化
・地域における見守り活動などの強化と地域密着型サービスの推進
◎介護予防の推進と介護サービスの充実
・医療・保健・福祉の各種サービス提供体制の確立
・介護保険制度に基づく幅広いサービスの提供
・デイサービス、ショートステイなど在宅介護支援の強化
・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
◎生きがいづくりの支援
・高齢者と若者による世代間交流と地域社会への参画活動の支援

■主な事業
・高齢者等在宅支援及び生活支援　

・介護予防

・ホームヘルパー派遣　

・居宅介護支援　・訪問看護　

・福祉センター運営　

・シルバー人材センター運営

主な施策内容

主な目標値

◎地域ぐるみの福祉活動の推進
・気軽にボランティア活動に参加できる環境づくり
・高齢者の生活を支える取組支援
・公民館活動等を通じた世代間交流の充実
◎生活保護制度の適切な運用
・民生委員などの関係者との連携による相談・援助体制の充実と自立促進
◎国民健康保険、介護保険などの円滑な運営
・国民健康保険制度や介護保険制度、後期高齢者医療制度の健全な財政運営とサー
ビスの充実

■主な事業
・社会福祉団体活動支援　

・ボランティアポイント制度

・ひとり親家庭等医療費給付　

・母子等相談支援　

・生活保護自立支援　

・国民健康保険　・介護保険　

・後期高齢者医療保険

主な施策内容
◎障がい福祉サービスと就労支援の充実
・障がい福祉サービスの充実と生活支援体制の整備
・障がい者の自立支援
◎社会参加と相談支援の充実
・地域活動など社会参加の支援
・在宅支援機能を持つ障がい者向け住宅への支援

■主な事業
・障がい福祉サービス支援

・地域生活支援・相談

・重度障がい者医療費助成　

・障がい者（児）福祉金給付

・ホームヘルプサービス　
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「人」と「心」を育むまちづくり
　　　　　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。

基本方針

Ⅱ

※デジタルミュージアム…資料をデジタル技術で保存するミュージアム。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。

● 学校や防災施設の耐震化、水害などの防災対策に努めます。

● 豊かな文化財や歴史資料などの保存と活用などにより郷土愛の醸成を図ります。

● ふるさと学習を推進し、ふるさとへの愛着や誇りを育むよう努めます。

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波

～子供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教育の充実
～子供が健やかに育つために～主要施策　1

主な施策内容
◎自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実
・個に応じた指導の充実と生きる力を身につけた児童・生徒の育成
・児童・生徒の悩みやいじめ、子育て不安などに対する適切な対応
・外国語指導助手によるきめ細やかな指導の充実
◎豊かな心を育む教育の充実
・「いのちの教育」や「心の教育」への取組
・市立図書館と連携した読書環境の整備
◎学校施設の整備・充実
・小中学校の耐震化事業の実施
◎子どもの安全確保
・登下校時における見守り活動や地域パトロール活動の実施
・地震など自然災害に備えた避難訓練の充実

■主な事業
・心の教室運営　

・学校図書館司書配置　

・小中学校耐震化事業　

・児童・生徒の健康診断　

・スクールバス運行

～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豊かな人間力を高める人づくりの推進
～若者が未来を拓くために～主要施策　2

主な施策内容
◎家庭教育力の向上
・「親育ち」に向けた学習機会の提供
・家族が一緒に過ごし絆を育む「家庭の日」の啓発
◎家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進
・ふるさと学習の推進
・児童虐待などにおける相談体制の充実と連携体制の確立
・「社会に学ぶ１４歳の挑戦」による地域で学ぶ事業の充実
◎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など伝統文化の継承と地域活動の支援
・「となみもっと元気事業」の展開による青年活動支援

■主な事業
・家庭教育講座　

・14歳の挑戦

・ふるさと学習　

・放課後子ども教室　

・青少年健全育成　

・部活動指導者派遣

・砺波もっと元気事業
　「闘魂元気道場」

～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楽しく学び自らを高める生涯学習の推進
～人生を心豊かに送るために～主要施策　3

主な施策内容
◎地域を学ぶ機会の充実
・地域の歴史や文化を楽しく学ぶ学習活動の支援
◎学びを充実し活かす仕組みづくり
・市民の自主運営による講座やコミュニティ活動、社会貢献活動の支援
◎交流を図る学習の推進
・利用者間の交流促進と市民ニーズに応じた各種講座の開催
◎図書館機能の充実
・新砺波図書館整備の検討と蔵書の充実・図書資料の収集

■主な事業
・公民館運営　

・「市民の先生」事業　

・生涯学習施設管理運営　

・図書館管理運営

～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・文化活動の振興と伝統文化の継承
～地域の心を伝え　潤いを実感して暮らすために～主要施策　4

主な施策内容
◎芸術・文化活動への支援
・市民が美術に親しみ、楽しめる企画展の開催
・芸術・文化に関わる教育普及活動の推進
◎文化財の保護と活用
・増山城跡周辺の整備
・指定文化財建造物等の点検と適切な修理
◎地域文化の理解と継承
・地域の伝統文化や伝統芸能の継承
・身近な地域の歴史や文化を学ぶ場の提供

■主な事業
・文化祭・美術展等開催　

・歴史と文化が薫るまちづくり事業

・指定文化財保護　

・埋蔵文化財調査

～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健全な心と体を育むスポーツの振興
～健やかで明るく過ごすために～主要施策　5

主な施策内容
◎生涯スポーツの振興
・市民１人１スポーツを目指し、生涯スポーツ社会実現に向けた施策の実施
・子どもたちの体力づくり支援
◎スポーツ競技力の向上と指導者の育成
・幼児期からの楽しい運動への取組とスポーツ好きな子どもの育成
・スポーツ指導者の育成
◎スポーツ施設の充実
・市民がスポーツに取り組みやすい環境づくり

■主な事業
・総合型地域スポーツクラブ支援

・子どもの体力づくり支援　

・「運動遊び指導者」の派遣

・優秀スポーツ選手育成

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
小中学校耐震化率

スポーツ少年団加入率

市民大学「市民の先生事業」講座数

※デジタルミュージアムアクセス数

スポーツ施設利用者数

77.5％

42.4%

3 講座

―

564,441 人

100％

50.0%

7 講座

10,000 回

620,000 人
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「人」と「心」を育むまちづくり
　　　　　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。

基本方針

Ⅱ

※デジタルミュージアム…資料をデジタル技術で保存するミュージアム。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。

● 学校や防災施設の耐震化、水害などの防災対策に努めます。

● 豊かな文化財や歴史資料などの保存と活用などにより郷土愛の醸成を図ります。

● ふるさと学習を推進し、ふるさとへの愛着や誇りを育むよう努めます。

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波

～子供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教育の充実
～子供が健やかに育つために～主要施策　1

主な施策内容
◎自立と共生の人間形成をめざした学校教育の充実
・個に応じた指導の充実と生きる力を身につけた児童・生徒の育成
・児童・生徒の悩みやいじめ、子育て不安などに対する適切な対応
・外国語指導助手によるきめ細やかな指導の充実
◎豊かな心を育む教育の充実
・「いのちの教育」や「心の教育」への取組
・市立図書館と連携した読書環境の整備
◎学校施設の整備・充実
・小中学校の耐震化事業の実施
◎子どもの安全確保
・登下校時における見守り活動や地域パトロール活動の実施
・地震など自然災害に備えた避難訓練の充実

■主な事業
・心の教室運営　

・学校図書館司書配置　

・小中学校耐震化事業　

・児童・生徒の健康診断　

・スクールバス運行

～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豊かな人間力を高める人づくりの推進
～若者が未来を拓くために～主要施策　2

主な施策内容
◎家庭教育力の向上
・「親育ち」に向けた学習機会の提供
・家族が一緒に過ごし絆を育む「家庭の日」の啓発
◎家庭・地域・学校・行政が連携する教育の推進
・ふるさと学習の推進
・児童虐待などにおける相談体制の充実と連携体制の確立
・「社会に学ぶ１４歳の挑戦」による地域で学ぶ事業の充実
◎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など伝統文化の継承と地域活動の支援
・「となみもっと元気事業」の展開による青年活動支援

■主な事業
・家庭教育講座　

・14歳の挑戦

・ふるさと学習　

・放課後子ども教室　

・青少年健全育成　

・部活動指導者派遣

・砺波もっと元気事業
　「闘魂元気道場」

～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楽しく学び自らを高める生涯学習の推進
～人生を心豊かに送るために～主要施策　3

主な施策内容
◎地域を学ぶ機会の充実
・地域の歴史や文化を楽しく学ぶ学習活動の支援
◎学びを充実し活かす仕組みづくり
・市民の自主運営による講座やコミュニティ活動、社会貢献活動の支援
◎交流を図る学習の推進
・利用者間の交流促進と市民ニーズに応じた各種講座の開催
◎図書館機能の充実
・新砺波図書館整備の検討と蔵書の充実・図書資料の収集

■主な事業
・公民館運営　

・「市民の先生」事業　

・生涯学習施設管理運営　

・図書館管理運営

～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・文化活動の振興と伝統文化の継承
～地域の心を伝え　潤いを実感して暮らすために～主要施策　4

主な施策内容
◎芸術・文化活動への支援
・市民が美術に親しみ、楽しめる企画展の開催
・芸術・文化に関わる教育普及活動の推進
◎文化財の保護と活用
・増山城跡周辺の整備
・指定文化財建造物等の点検と適切な修理
◎地域文化の理解と継承
・地域の伝統文化や伝統芸能の継承
・身近な地域の歴史や文化を学ぶ場の提供

■主な事業
・文化祭・美術展等開催　

・歴史と文化が薫るまちづくり事業

・指定文化財保護　

・埋蔵文化財調査

～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健全な心と体を育むスポーツの振興
～健やかで明るく過ごすために～主要施策　5

主な施策内容
◎生涯スポーツの振興
・市民１人１スポーツを目指し、生涯スポーツ社会実現に向けた施策の実施
・子どもたちの体力づくり支援
◎スポーツ競技力の向上と指導者の育成
・幼児期からの楽しい運動への取組とスポーツ好きな子どもの育成
・スポーツ指導者の育成
◎スポーツ施設の充実
・市民がスポーツに取り組みやすい環境づくり

■主な事業
・総合型地域スポーツクラブ支援

・子どもの体力づくり支援　

・「運動遊び指導者」の派遣

・優秀スポーツ選手育成

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
小中学校耐震化率

スポーツ少年団加入率

市民大学「市民の先生事業」講座数

※デジタルミュージアムアクセス数

スポーツ施設利用者数

77.5％

42.4%

3 講座

―

564,441 人

100％

50.0%

7 講座

10,000 回

620,000 人
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
　　　　　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。

　　　　　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。

基本方針

Ⅲ

● 全国に誇れる散居村や庄川などを地域全体で保全するよう努めるとともに、色鮮やかな花壇
　 や街路樹、屋敷林など散居景観と調和のとれた花と緑のまちづくりを目指します。

● 交通網の要衝である利点を活かし、市街地における土地区画整理事業や街路事業などを計
　 画的に進め、環境に優しく住みよいまちづくりを目指します。

● 北陸新幹線の開業などを視野に、市民が利用しやすい機能的な公共交通網の充実に努めます。

● 自主防災組織の充実、非常時物品の備蓄など、災害時に速やかに対応できるよう地域防災
　 力の強化を図ります。

● 全国に誇れる散居村や庄川などを地域全体で保全するよう努めるとともに、色鮮やかな花壇
　 や街路樹、屋敷林など散居景観と調和のとれた花と緑のまちづくりを目指します。

● 交通網の要衝である利点を活かし、市街地における土地区画整理事業や街路事業などを計
　 画的に進め、環境に優しく住みよいまちづくりを目指します。

● 北陸新幹線の開業などを視野に、市民が利用しやすい機能的な公共交通網の充実に努めます。

● 自主防災組織の充実、非常時物品の備蓄など、災害時に速やかに対応できるよう地域防災
　 力の強化を図ります。

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波

～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環境にやさしい循環型社会の形成
～持続可能な社会を確立するために～主要施策　2

主な施策内容
◎自然と共生するまちづくりの推進
・「砺波市版レッドデータブック」に基づく動植物の保存
◎地球温暖化防止とごみの減量化・資源化の推進
・住宅用太陽光発電システムの普及促進
・環境にやさしい循環型社会の構築と楽しく取り組める環境教育の推進
◎豊かな森林づくり
・森林の育成と保全意識の啓発
◎環境保全対策の推進
・公害及び不法投棄防止対策
・有害鳥獣被害への対応

■主な事業
・グリーンカーテン設置補助　

・ごみの収集業務　

・し尿収集業務　

・森林病害虫防除事業　

・不法投棄パトロール　

・斎場・霊苑管理運営

～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清流や散居を活かした景観の整備
～自然豊かなとなみ野を守るために～主要施策　1

主な施策内容
◎散居景観の保全と活用
・散居景観の保全と周辺環境と調和のとれた景観形成の推進
・地域コミュニティと一体となった空き家対策
◎庄川を含む河川の親水空間の整備
・小水力発電への取組の研究
◎花と緑のまちづくりの推進
・色彩豊かで調和のとれた花と緑のまちづくりの推進
・オランダ王国キューケンホフ公園との連携によるチューリップ公園花壇等の維持管
理や通路等の整備
・市民が主体となる花と緑のまちづくり活動の推進

■主な事業
・生け垣設置補助　

・空き家利活用事業　

・庄川水辺プラザ整備事業　

・砺波市花と緑のコンクール

・花と緑の少年団活動

～魅力ある都市づくりのために～
機能的な都市基盤の整備機能的な都市基盤の整備
～魅力ある都市づくりのために～主要施策　3

主な施策内容
◎高速自動車道の整備促進
・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
◎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
・主要地方道など県道における歩道設置や段差解消
◎市道や橋梁などの維持管理
・「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいた計画的な維持管理
◎都市基盤の整備促進
・環境に優しく歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりの推進
◎公共交通の利用促進と活性化
・市民が利用しやすい公共交通網の整備促進
・並行在来線・ＪＲ城端線の利用促進

■主な事業
・市道改良・歩道整備　

・土地区画整理事業　

・公園維持管理　

・市営バス運行　

・市営駐車場管理運営

～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安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
～安全な暮らしのために～主要施策　5

主な施策内容
◎自主防災組織の強化と活動支援
・地域防災力の強化と地域が一体となった防災活動への取組
・災害時相互応援協定を結ぶ自治体や関係機関などとの協力体制の強化
◎地域防災対策の充実
・非常食や毛布など備蓄物品の計画的な購入と迅速に対応できる体制づくり
◎消防力の充実
・消防団員の定数確保と資質向上
◎救急・救助の充実
・常備消防の広域連携や救急物品の計画的な更新と救急・救助体制の充実
◎防犯組織の活動促進・強化と消費者の自立支援
・「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の推進
・消費者教育の充実と消費者被害救済体制の整備

■主な事業
・自主防災組織活動への支援

・防災無線整備　

・国営総合農地防災事業　

・急傾斜地崩壊対策事業

・国民保護施策　

・消防資機材の計画的な更新　

・消火栓・防火水槽整備　

・交通安全教育指導

・消雪装置の維持管理　

・除雪委託

～暮らしやすい生活を送るために～
快適な居住環境の整備快適な居住環境の整備
～暮らしやすい生活を送るために～主要施策　4

主な施策内容
◎計画的な上水道施設整備の実施
・配水管耐震化工事による耐震化率及び有収率の向上
◎利用者サービスの充実
・長期的視点に立った水道事業の健全経営
◎公共下水道の計画的な整備
・未整備区域における公共下水道の計画的な整備推進
◎市営住宅の改修・整備
・「砺波市公営住宅等長寿命化計画」に基づく計画的改修の実施

■主な事業
・上水道施設整備　

・公共下水道整備　

・合併処理浄化槽設置補助　

・木造住宅耐震改修支援事業

・市営住宅維持管理

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
散居景観保全事業協定地域数

バイオディーゼル配置車数（公用車）

住宅用太陽光発電システム総設置件数

市営バス年間利用者数

消防団員充足率

93 件

1 台

147 件

42,125 人

97.3 %

120 件

2 台

500 件

50,000 人

99 %
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庄川と散居に広がる快適なまちづくり
　　　　　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。

　　　　　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。

基本方針

Ⅲ

● 全国に誇れる散居村や庄川などを地域全体で保全するよう努めるとともに、色鮮やかな花壇
　 や街路樹、屋敷林など散居景観と調和のとれた花と緑のまちづくりを目指します。

● 交通網の要衝である利点を活かし、市街地における土地区画整理事業や街路事業などを計
　 画的に進め、環境に優しく住みよいまちづくりを目指します。

● 北陸新幹線の開業などを視野に、市民が利用しやすい機能的な公共交通網の充実に努めます。

● 自主防災組織の充実、非常時物品の備蓄など、災害時に速やかに対応できるよう地域防災
　 力の強化を図ります。

● 全国に誇れる散居村や庄川などを地域全体で保全するよう努めるとともに、色鮮やかな花壇
　 や街路樹、屋敷林など散居景観と調和のとれた花と緑のまちづくりを目指します。

● 交通網の要衝である利点を活かし、市街地における土地区画整理事業や街路事業などを計
　 画的に進め、環境に優しく住みよいまちづくりを目指します。

● 北陸新幹線の開業などを視野に、市民が利用しやすい機能的な公共交通網の充実に努めます。

● 自主防災組織の充実、非常時物品の備蓄など、災害時に速やかに対応できるよう地域防災
　 力の強化を図ります。

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波

～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環境にやさしい循環型社会の形成
～持続可能な社会を確立するために～主要施策　2

主な施策内容
◎自然と共生するまちづくりの推進
・「砺波市版レッドデータブック」に基づく動植物の保存
◎地球温暖化防止とごみの減量化・資源化の推進
・住宅用太陽光発電システムの普及促進
・環境にやさしい循環型社会の構築と楽しく取り組める環境教育の推進
◎豊かな森林づくり
・森林の育成と保全意識の啓発
◎環境保全対策の推進
・公害及び不法投棄防止対策
・有害鳥獣被害への対応

■主な事業
・グリーンカーテン設置補助　

・ごみの収集業務　

・し尿収集業務　

・森林病害虫防除事業　

・不法投棄パトロール　

・斎場・霊苑管理運営

～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清流や散居を活かした景観の整備
～自然豊かなとなみ野を守るために～主要施策　1

主な施策内容
◎散居景観の保全と活用
・散居景観の保全と周辺環境と調和のとれた景観形成の推進
・地域コミュニティと一体となった空き家対策
◎庄川を含む河川の親水空間の整備
・小水力発電への取組の研究
◎花と緑のまちづくりの推進
・色彩豊かで調和のとれた花と緑のまちづくりの推進
・オランダ王国キューケンホフ公園との連携によるチューリップ公園花壇等の維持管
理や通路等の整備
・市民が主体となる花と緑のまちづくり活動の推進

■主な事業
・生け垣設置補助　

・空き家利活用事業　

・庄川水辺プラザ整備事業　

・砺波市花と緑のコンクール

・花と緑の少年団活動

～魅力ある都市づくりのために～
機能的な都市基盤の整備機能的な都市基盤の整備
～魅力ある都市づくりのために～主要施策　3

主な施策内容
◎高速自動車道の整備促進
・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
◎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
・主要地方道など県道における歩道設置や段差解消
◎市道や橋梁などの維持管理
・「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいた計画的な維持管理
◎都市基盤の整備促進
・環境に優しく歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりの推進
◎公共交通の利用促進と活性化
・市民が利用しやすい公共交通網の整備促進
・並行在来線・ＪＲ城端線の利用促進

■主な事業
・市道改良・歩道整備　

・土地区画整理事業　

・公園維持管理　

・市営バス運行　

・市営駐車場管理運営

～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安全で安心して暮らせるまちづくりの推進
～安全な暮らしのために～主要施策　5

主な施策内容
◎自主防災組織の強化と活動支援
・地域防災力の強化と地域が一体となった防災活動への取組
・災害時相互応援協定を結ぶ自治体や関係機関などとの協力体制の強化
◎地域防災対策の充実
・非常食や毛布など備蓄物品の計画的な購入と迅速に対応できる体制づくり
◎消防力の充実
・消防団員の定数確保と資質向上
◎救急・救助の充実
・常備消防の広域連携や救急物品の計画的な更新と救急・救助体制の充実
◎防犯組織の活動促進・強化と消費者の自立支援
・「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の推進
・消費者教育の充実と消費者被害救済体制の整備

■主な事業
・自主防災組織活動への支援

・防災無線整備　

・国営総合農地防災事業　

・急傾斜地崩壊対策事業

・国民保護施策　

・消防資機材の計画的な更新　

・消火栓・防火水槽整備　

・交通安全教育指導

・消雪装置の維持管理　

・除雪委託

～暮らしやすい生活を送るために～
快適な居住環境の整備快適な居住環境の整備
～暮らしやすい生活を送るために～主要施策　4

主な施策内容
◎計画的な上水道施設整備の実施
・配水管耐震化工事による耐震化率及び有収率の向上
◎利用者サービスの充実
・長期的視点に立った水道事業の健全経営
◎公共下水道の計画的な整備
・未整備区域における公共下水道の計画的な整備推進
◎市営住宅の改修・整備
・「砺波市公営住宅等長寿命化計画」に基づく計画的改修の実施

■主な事業
・上水道施設整備　

・公共下水道整備　

・合併処理浄化槽設置補助　

・木造住宅耐震改修支援事業

・市営住宅維持管理

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
散居景観保全事業協定地域数

バイオディーゼル配置車数（公用車）

住宅用太陽光発電システム総設置件数

市営バス年間利用者数

消防団員充足率

93 件

1 台

147 件

42,125 人

97.3 %

120 件

2 台

500 件

50,000 人

99 %
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魅力ある産業が発展するまちづくり
　　　　　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。

基本方針

Ⅳ

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波
● 散居村や庄川などの観光資源を地域全体で発掘し、磨き上げるとともに、住民が愛着や誇
　 りを持って来訪者を迎えるまちづくりを進め、「暮らしたい」「訪れたい」個性的な施策を
　 展開します。 
● 高規格幹線道路や鉄道が整備されている特長を活用し、中京・関東地域との経済面におけ
　 る連携や新たな企業誘致、交流人口の拡大により地域の活性化につなげます。
● 砺波平野の風土を活かした農林業の生産性の向上を図るため、農業生産基盤の整備と農用
　 地の保全、森林環境の整備に努めます。 
● 「となみ米」や水稲種子などのブランド化を進め、販路拡大を推進するとともに、チュー
　 リップや庄川ゆず、たまねぎなどの地域特産作物の付加価値向上と生産拡大を図ります。

～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
～明日へつながる農林業を育むために～主要施策　1

主な施策内容
◎生産基盤の保全・整備
・老朽化した農業水利施設の計画的な整備
・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
◎後継者・経営組織の育成支援
・「砺波市水田農業ビジョン」に基づく安定した農業経営体の育成
・農業の６次産業化など新たな農業経営の検討
◎花き・球根、園芸、畜産の推進
・新たにチューリップ球根生産に取り組む生産者の発掘と販路拡大に向けた取組の支援
・たまねぎの確固たる産地化支援
・庄川ゆずの優良苗木の育成支援
◎水稲・大豆、種子の生産と品質と向上
・良質米・大豆・水稲種子などの生産体制の確立と「環境にやさしい農業」への取組支援
◎地産地消・販路拡大の推進
・「砺波市食育推進計画」に基づく地産地消の推進と地域農業の活性化

■主な事業
・農業者戸別所得補償制度　

・水田利活用事業　

・中山間地域等直接支払制度　

・林道整備

・農地・水環境保全向上対策支援

・かんがい排水事業　

・地域農業担い手育成支援事業

・花き・球根・ゆず等生産振興

～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時代を先取る産業と伝統産業の振興
～活力に満ちた元気なまちをつくるために～主要施策　2

主な施策内容
◎新しい企業の誘致
・中京・関東圏を中心とした都市との経済交流と新たな企業立地の推進
・砺波地域情報センターなどを通じた中京地域との交流人口の拡大と経済交流の推進
◎ハイテク・ミニ企業団地の支援
・ハイテク・ミニ企業団地への運営支援と経営基盤の強化
◎コミュニティビジネスの育成
・コミュニティビジネスなどによる新たな創業や雇用の確保
◎新商品開発の支援
・オリジナリティあふれる地域特産品など素材の良さをアピールする商品開発の支援

■主な事業
・企業立地対策　

・ハイテク・ミニ企業団地
　運営補助　

・工業団地周辺環境保全　

・特産品開発補助

～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にぎわいと魅力ある商店街の振興
～人が集まり楽しめるまちをつくるために～主要施策　3

主な施策内容
◎歩いて楽しめる商店街づくり
・歩いて楽しめる商業空間の活性化支援
◎各種イベントとのタイアップ
・商店街の特色を生かしたまちづくりと賑わい創生の支援
・ＪＲ城端線など公共交通機関と連携した商店街への誘客
◎商店街活動の支援
・商店街を担う若手リーダーの育成と新たな発想によるチャレンジの支援

■主な事業
・中心市街地活性化支援　

・中心市街地のイベント充実

・中小企業融資預託

～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安定した魅力ある雇用環境の確立
～世代に応じた住みよいまちをつくるために～主要施策　5

主な施策内容
◎雇用条件・就労環境の安定支援
・高齢者の職業能力開発や熟練技術者活用の推進
・ワーク・ライフ・バランスに配慮した子育て世代が働きやすい環境づくり
・若者の労働意欲の育成とＵ・Ｉ・Ｊターンの定着
◎勤労者福祉の推進
・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

■主な事業
・中小企業雇用安定への支援

・勤労者資金融資制度　

・労働・就業相談会　

・職業能力開発講習

～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通年型・滞在型観光交流の確立
～地域資源を活かした観光を発信するために～主要施策　4

主な施策内容
◎散居・自然景観の魅力創出
・地域資源である散居村の保全と観光資源の魅力発掘
・良好な自然景観と観光資源を生かした通年型・滞在型観光の推進
◎四季を通じた賑わいの創出
・「花と緑のまち　となみ」にふさわしい観光まちづくりの推進
・庄川水辺空間と温泉郷との連携による通年型観光への取組支援
◎地域伝統芸能・歴史文化資源の活用
・歴史的・文化的観光資源としての活用と交流・滞在人口の拡大
◎観光情報受発信機能の充実
・新たな情報技術を活用した魅力ある観光情報の発信
◎広域・国際観光の推進と市民交流の拡充
・交流人口拡大に向けた砺波型グリーンツーリズムの推進と砺波型コンベンションの誘致

■主な事業
・夢の平観光施設等整備　

・観光振興戦略事業　

・コンベンション開催補助　

・観光ボランティア育成

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
チューリップ球根年間出荷量

水稲種子年間出荷量

まちなかイベント集客人数

観光入込客数（イベント）

観光入込客数（観光施設等）

6,533,000 球

2,615ｔ

26,000 人

690,000人（H21）

940,000人（H21）

7,300,000 球

3,000ｔ

30,000 人

   760,000人（H27）

1,040,000人（H27）
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魅力ある産業が発展するまちづくり
　　　　　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。

基本方針

Ⅳ

らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波
● 散居村や庄川などの観光資源を地域全体で発掘し、磨き上げるとともに、住民が愛着や誇
　 りを持って来訪者を迎えるまちづくりを進め、「暮らしたい」「訪れたい」個性的な施策を
　 展開します。 
● 高規格幹線道路や鉄道が整備されている特長を活用し、中京・関東地域との経済面におけ
　 る連携や新たな企業誘致、交流人口の拡大により地域の活性化につなげます。
● 砺波平野の風土を活かした農林業の生産性の向上を図るため、農業生産基盤の整備と農用
　 地の保全、森林環境の整備に努めます。 
● 「となみ米」や水稲種子などのブランド化を進め、販路拡大を推進するとともに、チュー
　 リップや庄川ゆず、たまねぎなどの地域特産作物の付加価値向上と生産拡大を図ります。

～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
～明日へつながる農林業を育むために～主要施策　1

主な施策内容
◎生産基盤の保全・整備
・老朽化した農業水利施設の計画的な整備
・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
◎後継者・経営組織の育成支援
・「砺波市水田農業ビジョン」に基づく安定した農業経営体の育成
・農業の６次産業化など新たな農業経営の検討
◎花き・球根、園芸、畜産の推進
・新たにチューリップ球根生産に取り組む生産者の発掘と販路拡大に向けた取組の支援
・たまねぎの確固たる産地化支援
・庄川ゆずの優良苗木の育成支援
◎水稲・大豆、種子の生産と品質と向上
・良質米・大豆・水稲種子などの生産体制の確立と「環境にやさしい農業」への取組支援
◎地産地消・販路拡大の推進
・「砺波市食育推進計画」に基づく地産地消の推進と地域農業の活性化

■主な事業
・農業者戸別所得補償制度　

・水田利活用事業　

・中山間地域等直接支払制度　

・林道整備

・農地・水環境保全向上対策支援

・かんがい排水事業　

・地域農業担い手育成支援事業

・花き・球根・ゆず等生産振興

～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時代を先取る産業と伝統産業の振興
～活力に満ちた元気なまちをつくるために～主要施策　2

主な施策内容
◎新しい企業の誘致
・中京・関東圏を中心とした都市との経済交流と新たな企業立地の推進
・砺波地域情報センターなどを通じた中京地域との交流人口の拡大と経済交流の推進
◎ハイテク・ミニ企業団地の支援
・ハイテク・ミニ企業団地への運営支援と経営基盤の強化
◎コミュニティビジネスの育成
・コミュニティビジネスなどによる新たな創業や雇用の確保
◎新商品開発の支援
・オリジナリティあふれる地域特産品など素材の良さをアピールする商品開発の支援

■主な事業
・企業立地対策　

・ハイテク・ミニ企業団地
　運営補助　

・工業団地周辺環境保全　

・特産品開発補助

～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にぎわいと魅力ある商店街の振興
～人が集まり楽しめるまちをつくるために～主要施策　3

主な施策内容
◎歩いて楽しめる商店街づくり
・歩いて楽しめる商業空間の活性化支援
◎各種イベントとのタイアップ
・商店街の特色を生かしたまちづくりと賑わい創生の支援
・ＪＲ城端線など公共交通機関と連携した商店街への誘客
◎商店街活動の支援
・商店街を担う若手リーダーの育成と新たな発想によるチャレンジの支援

■主な事業
・中心市街地活性化支援　

・中心市街地のイベント充実

・中小企業融資預託

～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安定した魅力ある雇用環境の確立
～世代に応じた住みよいまちをつくるために～主要施策　5

主な施策内容
◎雇用条件・就労環境の安定支援
・高齢者の職業能力開発や熟練技術者活用の推進
・ワーク・ライフ・バランスに配慮した子育て世代が働きやすい環境づくり
・若者の労働意欲の育成とＵ・Ｉ・Ｊターンの定着
◎勤労者福祉の推進
・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

■主な事業
・中小企業雇用安定への支援

・勤労者資金融資制度　

・労働・就業相談会　

・職業能力開発講習

～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通年型・滞在型観光交流の確立
～地域資源を活かした観光を発信するために～主要施策　4

主な施策内容
◎散居・自然景観の魅力創出
・地域資源である散居村の保全と観光資源の魅力発掘
・良好な自然景観と観光資源を生かした通年型・滞在型観光の推進
◎四季を通じた賑わいの創出
・「花と緑のまち　となみ」にふさわしい観光まちづくりの推進
・庄川水辺空間と温泉郷との連携による通年型観光への取組支援
◎地域伝統芸能・歴史文化資源の活用
・歴史的・文化的観光資源としての活用と交流・滞在人口の拡大
◎観光情報受発信機能の充実
・新たな情報技術を活用した魅力ある観光情報の発信
◎広域・国際観光の推進と市民交流の拡充
・交流人口拡大に向けた砺波型グリーンツーリズムの推進と砺波型コンベンションの誘致

■主な事業
・夢の平観光施設等整備　

・観光振興戦略事業　

・コンベンション開催補助　

・観光ボランティア育成

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）主な目標値
チューリップ球根年間出荷量

水稲種子年間出荷量

まちなかイベント集客人数

観光入込客数（イベント）

観光入込客数（観光施設等）

6,533,000 球

2,615ｔ

26,000 人

690,000人（H21）

940,000人（H21）

7,300,000 球

3,000ｔ

30,000 人

   760,000人（H27）

1,040,000人（H27）
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らしさを活かした施策砺波らしさを活かした施策砺波
● 自治振興会などによる各地域コミュニティの特長を活かし、市民１人１ボラン
ティア運動を通して、地域における支えあいや団体間のネットワークづくりに
よる行政と市民とが協働するまちづくりを進めます。

市民と行政が協働するまちづくり
　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。

基本方針

Ⅴ

砺波市企画総務部企画調整課
〒939-1398 富山県砺波市栄町7番3号
TEL0763-33-1111／FAX0763-33-5325
URL  http://www.city.tonami.toyama.jp/ 
E-mail  kikaku@city.tonami.lg.jp

～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市民と一体となった行政の推進
～市民と行政がともに歩むために～主要施策　1

主な施策内容
◎コミュニティ活動の推進
・各地区自治振興会との連携強化と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
◎行政への幅広い市民参画
・「市長への手紙」などによる広報広聴活動の充実
・「市民」と「行政」が協働するまちづくりの推進
◎ＮＰＯ・ボランティア活動の推進
・ボランティアポイント制度によるボランティア活動へのきっかけづくり
・ボランティア活動の輪が広がるような情報や研修機会の提供
◎男女共同参画の意識づくりと様々な分野への推進
・性別による固定的な役割の見直しと互いを尊重して生きる社会づくりの啓発
◎ワーク・ライフ・バランスの実現と男女の健康支援
・ワーク・ライフ・バランス意識の啓発と育児・介護に関するきめ細やかな施策の実施

■主な事業
・まちづくり協働事業　

・ボランティアポイント制度　

・各種審議会等の運営　

・ＤＶ（配偶者やパートナー
　からの暴力）対策

・男女共同参画推進事業

～元気が続く砺波市であるために～
持続可能な行政の運営持続可能な行政の運営
～元気が続く砺波市であるために～主要施策　2

主な施策内容
◎開かれた市政の推進
・砺波市における財政状況や財務指標、入札情報などの公表
◎効率的な自治体運営の推進
・「行政改革大綱」に基づく行政改革の推進と財政基盤の強化
◎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、ＦＭ放送などによる多角的な行政情報の発信
◎広域行政・広域的事業の推進
・消防、ごみ処理、農業共済など広域事務処理体制の充実
・広域的行政課題への取組

■主な事業
・職員研修会などによる
　職員育成　
・地籍調査事業　
・税収納事務　
・戸籍・住民基本台帳事務　
・新情報技術導入への調査・研究　

～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国外・国内との多様な交流の推進
～国際性など広い視野を身につけるために～主要施策　3

主な施策内容
◎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の促進
◎国際理解の推進
・市民が身近に参加できる国際交流の場の提供と市内在住外国人への支援体制の充実
◎国内交流の推進
・国内姉妹都市交流の活性化

■主な事業
・国際交流員の配置　

・姉妹・友好都市間交流　

・中学生による国際交流　

・外国語指導助手招致

代表的な指標 現在値（H22） 目標値（H28）

6,000 人

15 団体

18.0 ％未満

主な目標値

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

実質公債費比率（3年平均）

4,766 人

11 団体

20.3 ％


