
市長記者会見資料 

令和３年８月 30 日 

市長政策部都市経営課 

 

 

高岡を前へ進める具体策のロードマップについて 

 

 総合計画の５つの「政策分野」（地域産業、歴史・文化、交流・観光、子育て・教

育、安全・安心）と「分野横断」に分類し、現在進行中の主な取組みと、新たに検

討していく取組みについて整理した。 

今回、現在の取組み状況を勘案し、短期的に検討・取組みを進めるものを中心に

とりまとめた。予算措置等を伴うものについては、今後、市議会をはじめ関係団体

とも議論するとともに、広く市民の皆様の意見を聞きながら検討を進めていく。 

 

１ 分類について 

 下表のとおり分野ごとの各取組みによる目指すゴールを設定した。 

２ 新たに検討していく取組みの期間区分について 

 次の期間区分により段階的に検討に着手し、実施可能なものから取組みを進める。  

  短期：令和５年度まで 

  中期：令和６年度から令和７年度当初予算編成時まで 

  長期：令和７年度当初予算編成時以降 

３ 今後のロードマップの取扱いについて 

 このロードマップについては、今後、市議会での議論や市民の皆様からの意見、

社会情勢等により新しいアイデアを取り入れながら、ブラッシュアップしていく。 

 

                                                【問合先】 

                                                 市長政策部都市経営課 

                                                 久郷／電話 0766-20-1225 

分類 各取組みによる目指すゴール 

分野横断 ○持続可能な未来都市高岡の創造 

 

 

 

政

策

分

野 

地域産業 ○地域経済の持続可能性を向上させるための稼ぐ力の推進 

歴史・文化 ○歴史・文化を受け継ぎ、新しい文化を創造するまち 

交流・観光 ○観光客の目線に立ったおもてなしの取組みで多くの人が訪れるまち 

○公共交通を利活用するライフスタイルへの転換 

子育て・教育 ○全ての子どもと子育て家庭に、愛情と喜びがあふれるまち 

○全ての子どもの夢と希望が叶うまち 

○気軽に学べ、スポーツできる楽しいまち 

安全・安心 ○市民に親しまれ利用しやすい市役所 

○誰一人取り残さない持続可能なまち 

○地域が輝き続ける創造的なまち 

○命と財産を守る防災 



現在の主な取組み

【取組み状況を勘案の上、拡充等を検討】 【新たに検討、実施可能なものは取組みを開始】 短期 中期 長期

〇土地利用方針の見直し

〇「持続可能」の視点を入れたSDGsチェックシートの作成

〇民間企業とのパートナーシップの構築

〇SNS等を活用した、市民等の意見やニーズの把握

〇DX推進方針の策定

〇持続可能な地域ビジョンの策定

〇企業等のニーズを踏まえた支援等を検討する場の設置

〇専門家を活用した事業者支援の相談体制の充実

〇カーボンニュートラルを目指したロードマップの作成

〇事業承継のマッチング・伴走サポート支援

〇鳥獣被害等対策の市HPの充実

〇カラス誘導捕獲実験事業の拡大

〇就農希望者の円滑な就農支援

〇イメージ向上に向けた若手農業者活動等の情報発信

〇企業団地適地調査の結果を踏まえた開発手法の検討

〇最先端技術等関連研究機関の誘致

〇特産振興作物の産地化の推進

〇農産物の海外販路開拓支援の検討

〇新しい高岡の文化のあり方を協議する場の設定

〇文化創造に関する新たなビジョンの策定

〇高岡古城公園の魅力向上について、立場を超え自由に発言できる「対話の場」の創出

〇高岡古城公園内施設のあり方等を検討

〇ホール機能のあり方について整理・検討

〇「市民みんなで受け入れる」観光客受け入れ態勢の充実

〇市内の観光消費の促進

〇テーマ性を活かした誘客キャンペーン

〇MaaS等の活用を含めた二次交通の充実

〇高齢者運転免許自主返納支援制度の利便性向上

〇公共交通を利用しやすいライフスタイルの検討

〇公共交通の乗り継ぎ利便性の向上

〇持続可能な交通体系の検討

〇城端線・氷見線LRT化検討会と連携した検討

〇新生児・おなかの赤ちゃん臨時特別給付金

〇各種支援策の財源確保の方法について検討

〇潜在保育士への就職支援

〇学童支援員の確保策の検討

〇学童支援員のスキル向上

○キャリア教育人材バンクの構築

○海外の学校等との遠隔交流体制の整備

○第３次多文化共生プランの策定

○学校施設のバリアフリー化の推進

〇新規大学・学部設置・持続可能な運営体制の調査・研究

○学校再編後の有効活用策の検討

○スポーツコアのリフレッシュ

分野

具体策　４

具体策　５

具体策　７

具体策５３

具体策６５

具体策７２

具体策８２

具体策８３

具体策８４

具体策８５

具体策８７

具体策８８

具体策９５

具体策９６

具体策９７

具体策９８

具体策９９

具体策４７

具体策５９

具体策６３

具体策７４

歴史・文化

具体策８９

具体策９０

具体策９１

具体策９２

具体策９３

具体策９４

〇たかおか観光戦略ネットワーク事業

〇観光案内人育成（観光ボランティアガイド養成・研修）

〇団体旅行誘致促進事業

〇着地型旅行商品の造成

〇市内観光施設共通クーポンや高岡まちなか乗り放題１日フリー切符

〇市場取引の活性化推進（取引規制の緩和等）

公共交通を利活用する

ライフスタイルへの転換

交流・観光

〇高齢者運転免許自主返納支援事業

〇市民協働型地域交通システム導入支援事業

〇鉄軌道の利用促進

〇パークアンドライドの普及促進

〇駅への1次、2次アクセス道路の整備

〇低所得世帯、多子世帯の副食費の軽減

〇子どもへのインフルエンザ接種の助成

〇特定不妊治療費や男性不妊治療費の助成

〇乳児家庭全戸訪問

〇産後ケア事業、産後ヘルパー派遣事業

〇保育料の軽減

〇児童手当の支給

〇保育士の求人活動

〇放課後児童健全育成事業

全ての子どもと子育て家庭に、

愛情と喜びがあふれるまち

〇ユニークベニューＴＡＫＡＯＫＡオンまちなかステージ

〇どこでもステージ

〇高岡古城公園の樹木管理

〇高岡城跡の価値と魅力の発信

　（リーフレット制作等）

歴史・文化を受け継ぎ、

新しい文化を創造するまち

高岡を前へ進める具体策のロードマップ

具体策１９

具体策２０

具体策４６

具体策５４

具体策６２

具体策６４

具体策６８

具体策７０

〇総合計画第４次基本計画策定

〇コンパクト・アンド・ネットワークのまちづくり

〇SDGsサポーター会議への参画

〇SNSを活用した情報発信

〇DX推進体制の整備

　（本部の設置、アドバイザーの設置）

具体策　２

具体策２１

具体策２２

具体策２３

具体策２４

具体策２５

具体策２６

具体策２７

具体策２８

具体策２９

具体策３３

具体策３５

具体策３６

○市立学校の通学区域の弾力化

○奨学金（貸与・給付）

○キャリア教育事業

○英語等活動推進事業

○学校の再編統合

○きずな子ども発達支援センターの受入れ強化

○第２次多文化共生プランの推進

○大学・地域連携推進事業

全ての子どもの夢と希望が叶うまち

関連104 策

（別表参照）

経済成長や持続可能性を

向上させるための稼ぐ力の推進

〇ものづくり持続的成長推進事業

　（未来につなぐチャレンジ補助金等）

〇企業立地推進事業

〇キャッシュレス還元事業

〇カーボンニュートラル庁内連絡会議

〇民間企業の開発支援

〇有害鳥獣被害対策事業

〇農業特産品のブランド育成・６次産業化の推進

〇農業の担い手の育成支援

〇スマート農業の推進

〇特産振興作物への転作支援

地域産業

分野横断
持続可能な

未来都市高岡の創造

新たに検討していく取組み

子育て・教育
具体策３０

具体策３１

具体策３２

具体策３４

具体策３７

具体策４０

具体策６７

具体策７３

具体策５５

具体策５６

具体策５７

具体策６６

気軽に学べ、

スポーツできる楽しいまち

○市立公民館の運営検討

○体育施設管理運営事業

○高岡型コミュニティスクールの推進

観光客の目線に立ったおもてなしの

取組みで多くの人が訪れるまち

具体策３８

具体策７５

具体策７６

具体策７７

具体策７８

具体策７９

具体策８０

短期：令和５年度まで

中期：令和６年度から令和７年度当初予算編成時まで

長期：令和７年度当初予算編成時以降
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現在の主な取組み

【取組み状況を勘案の上、拡充等を検討】 【検討を進め、実施可能なものは取組みを開始】 短期 中期 長期

○持続可能な地域のあり方検討・体制整備(地域担当職員などの検討)

〇未来を描くための「未来課」の設置

〇企業版ふるさと納税のプロジェクト打ち出し

〇ネーミングライツ候補となる施設や道路等のリスト化

○デジタル技術を活用した利便性の向上（ＡＩチャットボット）

〇市役所本庁舎のあり方検討

○認知症の方に優しい事業所の登録制度を創設

○福祉教育の取組強化

○地域共生社会の推進強化

○ＩоＴを活用したひとり暮らし高齢者等の見守り

○民生委員の協力体制の構築、活動強化

○セカンドライフ支援窓口を設置し、充実したセカンドライフを支援

〇生活困窮者に対する重層的セーフティネットの体制確立

○歩いて楽しいまちづくり事業

○空き家の除却促進に向けた制度の拡充

○公園の魅力向上へ向けた民間活力導入等の検証

○地域おこし協力隊の拡充

○女性活躍スキルバンクの設置

○自転車の利活用を促進するための方針検討

○多様な意見を市政へ反映させる場の設置

○国土強靭化計画の推進

○地区防災計画策定支援

○まちごとまるごとハザードマップの整備

○水害ハザードマップの作成

○橋梁の耐震化の推進

○消防指令システムの全面更新

安全・安心

具体策１０

具体策１１

具体策１２

具体策１３

具体策１４

具体策１５

具体策１６

具体策１７

具体策１８

具体策４８

誰一人取り残さない持続可能なまち

〇ワクチン接種などの新型コロナウイルス対策

○認知症バリアフリー推進事業

〇自立支援総合相談窓口の設置

○障がいや障がい者に対する理解促進事業

○高岡あっかり福祉ネットの構築

○ひとり暮らし高齢者緊急通報装置の貸与

○ボランティアのまちづくり事業

〇農福連携の推進（セミナー等の開催）

○民生委員の活動支援

市民に親しまれ利用しやすい市役所

○財政健全化緊急プログラム

○行財政改革アクションプラン

○窓口サービス向上の取組み

○自治会地域振興関係事業

〇電子申請業務

○ふるさと納税等歳入確保策の強化

新たに検討していく取組み

高岡を前へ進める具体策のロードマップ

分野

関連する

104 策

（別表参照）

命と財産を守る防災

〇中心市街地活性化推進事業

○中心商店街賑わい回帰支援事業

○リノベーションまちづくり事業

○賑わい集積開業等支援事業

○たかおか暮らし支援事業

○都市公園等管理委託事業

○共創による魅力アップ推進事業

○移住促進事業

○女性就労促進事業

具体策　１

具体策　３

具体策　６

具体策　８

具体策　９

具体策３９

具体策４１

具体策４２

具体策４３

具体策４４

具体策４５

具体策１００

具体策１０１

具体策１０２

具体策１０３

具体策１０４

○地域防災計画推進事業

○緊急浸水対策行動計画の推進

○除雪事業

○防災協定の締結

○自主防災組織育成事業

〇消防本部・高岡消防署庁舎の改築

具体策４９

具体策５０

具体策５１

具体策５２

具体策５８

具体策６０

具体策６１

具体策６９

具体策７１

具体策８１

具体策８６

地域が輝き続ける創造的なまち

短期：令和５年度まで

中期：令和６年度から令和７年度当初予算編成時まで

長期：令和７年度当初予算編成時以降
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番号 内容

1 ワクチン接種に関する体制強化

2 新生児・おなかの赤ちゃんに給付金の臨時支給

3 生活が困難な世帯に給付金の臨時支給

4 飲食業・飲食業関連業種、宿泊施設など、事業者のピンチを救済

5 新しい生活様式に対応すべく、インフラ整備を進める企業を独自に支援

6 「シトラスリボンプロジェクト」を全市的に展開

7 アフターコロナを見据え、経済支援や観光対策を検討する復興準備会を開催

8 医療政策の充実を目指し、医療政策官を新設

9 最前線で働く皆さんの声を聞いて支援策を検討

10 持続可能な高岡市を目指した財政健全化と臨機応変な状況判断

11 市役所の「株式会社化」で「市」民に「役」立つ「所」を目指して

12 各地域に地域担当職員を配置して課題解決策を模索する

13 財源と権限を地域に委譲して持続可能な地域の構築

14 夢を描くための準備を進める「未来課」を設置

15 ふるさと納税や保有資産の有効活用で稼ぐ力の推進

16 総合窓口を設置してコンシェルジュのいる市役所に

17 休日オンライン窓口を設置し働く世代を応援

18 市長直結「伝言メモ」専用電話の設置

19 SNSを活用し、寄せられた意見を市政に反映する

20 ＣＩＯの設置で、新しい時代の潮流に乗り遅れない体制構築

21 副食費（園児の給食費）の無償化

22 子供の各種予防接種の無償化推進

23 妊活を高岡市独自に応援

24 おなかの赤ちゃんに出産準備金

25 生まれてきてくれた赤ちゃんにお祝い金

26 子育てにかかる費用や母子のストレスを軽減

27 忙しいママの家事をお助け制度の設立

28 子供の数が増えても、安心して子育てできる環境整備

29 ひとり親世帯を応援し、遜色ない子育て環境を

30 不登校を無くすため、子供たちの安全安心のため、学校選択の自由化を目指す

31 市独自の奨学金の拡充

32 子供たちの夢を応援する「夢応援サポーター」を設置

33 保育士不足の解消を目指し保育士派遣制度を設立

34 英語苦手意識の克服を目指し、コミュニケーションで培う

35 学童保育の充実と支援員の確保策の展開

36 学校施設を利用して長期休暇の学童保育受け入れ人数を増員

37 再編統合後の校舎の有効活用策を検討

38 運転免許証を返納した方に優しいまちづくり

39 心の壁を乗り越えて　優しいまち高岡へ

40 障がいのある子供も安心して通える教育環境整備

41 障がいのある方もご高齢の方も安心して働ける就職支援

42 高岡型の福祉を確立すべく、福祉特区エリアの社会実験

43 デジタル技術を利用した見守りシステムの確立

44 誰もが輝くセカンドライフを目指した取り組みを充実

45 地域福祉の向上のため、民生委員の活動を支える

46 市街化調整区域などの見直しを行い、人口増加策を展開

47 市民に使ってもらえる、使いやすいホール機能の整備

48 市民に役立つ所「市役所」は利便性を重視して移転を検討

49 御旅屋商店街を子供も大人も滞在できる空間にリノベーション

50 シャッターを自ら開けたくなる商店街支援策の充実

51 店舗兼住居の分離工事を助成し、お店が開業できる環境整備

52 空き家対策を充実させ、若い人が街中で新居を構えられる環境整備

別 表



番号 内容

53 水素エネルギーを軸に、ECO.CITY.TAKAOKAを目指す

54 SDGｓ（持続可能な開発目標）を推進し、持続可能なまちづくり

55 地域の絆を創る「公民館」を市民の手で大切に育む

56 スポーツ振興を推進するため、体育館と武道館の今後を検討

57 稼ぐスポーツ施設「スポーツコア再整備計画」

58 遊び場の多様性を考え、おとぎの森公園の魅力向上を検討

59 歴史と文化を学び「ふるさとを学ぶ」高岡古城公園へ

60 民間企業と連携して、自然と触れ合える遊び場づくりを推進

61 有事の際、財政出動を積極的に行う活力あるまちづくり

62 持続可能な社会を目指し、地域ビジョンを作成

63 エンターテインメントの溢れるまちづくり

64 新しい広報戦略で高岡市をPR

65 徹底した鳥獣被害・病害対策の検討

66 学校を核としたコミュニティづくり

67 外国籍児童や外国人相談員の現状を把握して多文化共生のまちづくりを推進

68 高岡市の社会的な課題解決を目指し、市民100人会議の開催

69 まちづくりを応援する「まちづくりボランティア」を設立

70 「旅の人」はやめて！！移住者の声を大切にしたまちづくり

71 女性の活躍する社会構築のため「スキルバンク」を設置

72 最先端技術を学べる大学や研究施設を誘致

73 世界中が注目する高岡市にしかない大学を創設

74 新しい文化を創り、未来に向けて「自慢できる高岡」へ

75 やさしい街を目指して、公共交通の再整備を推進

76 城端線・氷見線のLRT化を先頭に立って推進

77 持続可能なコミュニティバスの運行

78 住民による住民のための住民に必要とされる地域交通

79 複数の地域で運営する地域バスの運行を目指す

80 車と鉄軌道の共存共栄を目指すパークアンドライド

81 レンタサイクルを始めとした自転車利用促進を目指した独自の条例制定

82 大胆な企業誘致を目指し、枠にこだわらない企業団地を計画

83 既存企業団地の拡張を積極的に検討

84 企業への支援、助成、融資を創る支援アドバイザーの設置

85 企業への助成・支援策を経済団体と考える体制を構築

86 未来の高岡を一緒に考える　青年経済未来会議の実施

87 事業継承ネットを設立し、伝統産業・老舗・名店を守る

88 高速通信・高精度ＧＰＳを活用した産業支援

89 「来てくれてありがとう」の気持ちを徹底『おもてなし観光』

90 卸売市場を一新 呉西の台所計画

91 金沢行く前に、金沢から帰る前に、立ち寄り型の観光地「たかおか」へ

92 金沢行く前に、高岡で泊まってかれキャンペーンの展開

93 交通費も拝観料も込々価格で販売する観光フリーパス券の発行

94 観光客視点で稼ぐ観光産業を創出

95 海外を始めとした販路開拓を支援

96 農業のイメージをガラリと変えて、農業担い手育成

97 スマート農業の導入の積極的な支援など「稼げる」農業化を推進

98 ドローンを使った次世代農業技術の導入支援

99 転作支援による稼げる野菜農家を支援

100 災害に強いハード、ソフト整備を推進

101 雪に負けない、雪と戦うまちづくりの推進

102 災害時応援協定の充実

103 防災士を育成し、各地域の危険箇所を総点検

104 多様な視点による避難所運営


