
 

 



 

 



 

 

第１章 分野別計画の体系 

地域産業  

・次世代技術を活用した労働生産性の向上等による働き方改革や、産学官金が連携した幅広

い人材育成、商品開発、販路開拓等を進める。 

・高速交通網や伏木富山港などを擁する「都市の強み」を活かして環日本海に開かれた物流

の拠点化を進める。 

・「ひと」が創造的な「しごと」に力を傾注できる社会の実現により、持続的な産業構造の

構築を目指す。 

ひとの力の視点 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

1 

ものづくり産業が時

代の流れに対応し、

活性化している 

<企業活動を活性化させる環境整備> 

<企業誘致・立地の推進> 

<ものづくりをはじめとする地域産業の持続的な

成長支援> （再掲） 

<新事業展開の促進> 

<国内外への販路拡大支援と産業の魅力発信> 

<ものづくりをはじめとする地域産業の持続的な

成長支援> 

<産学官金の連携強化による新事業創出と創業> 

<関係機関と連携した研究開発・人材育成の推進> 

<若者の雇用の場の創出・就業促進> 

<中高年齢者・障がい者の雇用対策> 

<女性の雇用機会の充実・就業環境の整備> 

<外国人の職場環境の改善> 

<職業能力開発機会の充実> 

<勤労者福祉の充実> 

<働き方改革の推進> 

<産業支援機関等と連携した経営支援> 

<充実した中小・小規模企業向け融資制度> 

<勤労者融資制度の充実> 

<伝統産業の後継者育成> 

③産業基盤の整備・企

業立地の推進 

②地域産業の競争力強化 

①新たな事業活動の創出 

⑤雇用・勤労者福祉の

充実 

④中小・小規模企業の

経営基盤強化 

� 



 

 

2 

水・緑・食が豊かで

暮らしにうるおいが

ある 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

<多様な担い手の確保と経営強化> 

<農業生産基盤の整備> 

<スマート農業の推進> 

<魅力ある農畜産物の生産> 

<農業特産品の開発・ブランド化> 

<人と環境にやさしい農業の推進> 

<地産地消の推進> 

<家畜疾病の予防・対応> 

<農村環境の保全> 

<都市農村交流の促進> 

<鳥獣被害防止対策の推進> 

<山村・中山間・棚田地域の振興> 

<農業・農村の大切さの理解促進> 

<農地防災の推進> 

<森林の多面的利用の促進> 

<治山事業の推進> 

<森林の整備・保全> 

<漁場環境の保全> 

<水産業特産品の開発・ブランド化> 

<地域産業の後継者育成> 

②農山村の振興 

③林業の振興 

④水産業の振興 

①農業の持続的発展 

� 



 

 

歴史・文化  

・先人から受け継ぎ、「まちの魅力」として磨き、国内外から高い評価を受けている歴史・

文化といった地域資産の保存・活用を図る。 

・地域コミュニティを維持・強化するため、地域固有の祭礼・年中行事の承継や人材育成に

取り組む。 

・共創・再発見・発信の輪を拡げ、将来の「ひと」へとつないでいく。 

ひとの力の視点 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

3 

世代を超えて受け継

がれてきた歴史資産

が大切に継承され、

輝いている 

<歴史的な町並みの保全と周辺環境の調和> 

<歴史的建造物等の積極的な保存と活用> 

<工芸技術及び地域固有の祭礼・年中行事等の継

承と育成> 

<国宝・重要文化財の保存・活用> 

<伝統的な町並みや町家の保存・活用> 

<有形、無形民俗文化財の保存・活用> 

<前田家関連史跡の調査及び保存・活用> 

<埋蔵文化財の調査・研究> 

<文化財の魅力の発信> 

<世界文化遺産登録に向けた取り組み> 

②歴史的風致の保全・

活用 

①文化財の保存・活用 

<芸術・文化活動の支援> 

<文化施設の有効活用> 

<万葉のふるさとづくり> 

①地域に根ざした創造

的な芸術・文化活動

の育成 

4 

暮らしの中に万葉と

前田家ゆかりの文化

が息づいている 
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交流・観光   

・交通の要衝であるという「都市の強み」や、恵まれた歴史・文化資産や自然環境といった

「まちの魅力」を最大限に活かし、県西部地域や民間と連携した観光振興や中心市街地・

駅周辺の整備に取り組む。 

・市民一人ひとりが高岡の魅力を発信できるようシビックプライドを醸成する。 

・国内外から「ひと」の流れを創出し、交流人口・関係人口の拡大、さらには移住・定住の

促進を図る。 

ひとの力の視点 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

5 

高岡の魅力を積極的

に発信し、たくさん

の人が訪れるように

なっている 

<文化資産等を活かした観光振興> 

<歴史・文化資産の保存と活用> 

<自然景観の保全・活用> 

<高岡ブランドの開発> 

<産業観光の推進> 

<広域観光の推進> 

<観光情報施設の充実> 

<北陸新幹線金沢・敦賀間、大阪全線開業に向け

たＰＲ・誘客> 

②広域観光の推進 

①観光資源の発掘と保

存・活用 

<もてなしの心の醸成> 

<多様な手段による情報発信> 

<シビックプライドを活用したシティプロモー

ション> 

③イメージアップ・誘

致活動の強化 

<都市間交流の推進・交流人口の拡大> 

<多様な交流活動の促進> 
④国内・国外交流の推進 

<外国人観光客誘致の推進> ⑤インバウンドの推進 
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6 

生活の利便性が向上

し、市街地に人が行き

交いにぎわっている 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

<卸売業の強化> 

<地域と商店街との連携促進> 

<創業活動の促進> 

<商店街等への商業集積> 

<小売店等の免税店化の促進> 

<キャッシュレス決済の普及促進> 

<まちなか居住の推進> 

<商店街の活性化の促進> 

<創業活動の促進> 

<中心市街地の核となる施設に対する支援> 

<まちづくり活動への総合的な支援> 

<歴史・文化資産の保存と活用>（再掲） 

<中心市街地の整備> 

<周辺市街地の生活基盤整備> 

<定住化のための住宅支援の推進> 

<空き家対策の推進> 

<市営住宅の適正な維持管理> 

②中心市街地活性化の

推進 

③市街地の整備 

④住宅・宅地の整備 

①商業・サービス業の

振興 

<美しい都市景観の形成と景観計画の推進> 

<屋外広告物の適正化> 
⑤良好な都市景観の創出 

7 

交通ネットワークを活

かし、県西部の中核的

役割を果たしている 

<高岡駅を核とした周辺整備> 

<新高岡駅を核とした周辺整備> 

<北陸新幹線の利用促進> 

<新高岡駅周辺から中心市街地までの一体化> 

<能越自動車道の整備促進> 

<東海北陸自動車道の整備促進> 

<道路網の整備促進> 

<公共交通機関の機能充実> 

<伏木外港の建設促進> 

<ポートセールスの強化> 

<ウォーターフロント整備促進> 

<クルーズ船受入態勢の充実> 

〈連携中枢都市圏の取り組みの推進〉 

〈多様な枠組みによる連携の推進〉 

〈県西部の中核都市としての拠点性向上〉 

②高速道路網・幹線道

路網・地域公共交通

体系の整備 

③港湾の整備・活用 

④広域連携の推進 

①高岡駅・新高岡駅の

周辺整備 
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子育て・教育  

・安心して妊娠・出産・子育てができる環境を整えるとともに、子どもたちが主体的に課題

を解決し、将来を切り拓く学校教育や、人生100年時代を見据えたリカレント教育を推進

する。 

・郷土に愛着と誇りを持ち、時代の変化に対応し、将来にわたって成長し活躍し続ける「ひ

と」づくりを進める。 

ひとの力の視点 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

8 

安心と希望、ゆとり

を持って子育てを楽

しんでいる 

<教育・保育サービスの一体的提供の推進> 

<多様な教育・保育サービスの充実> 

<教育・保育サービスの質の向上> 

<教育・保育サービスの環境整備> 

<子育て情報提供サービスの充実> 

<子育て相談・親同士の交流の場の充実> 

②新たな子育て情報提

供システムの構築 

①教育・保育の一体的

提供の推進とサービ

スの充実 

<安心して妊娠・出産・子育てができる体制の充実> 

<世代間の貧困の連鎖を防止する取り組みの推進> 

<子どもの発達支援> 

③安心して妊娠・出産・

子育てができる体制

の充実 

<放課後児童クラブの充実> 

<地域での子育て支援環境の整備> 

<児童虐待防止対策の推進> 

④地域の子育て力の応援 
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9 

教育を通じて個性を磨

き、生きる力を高め

合っている 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

<小中一貫教育の推進> 

<教員の指導力向上と少人数指導の充実> 

<新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底> 

<ＩＣＴの教育環境を活用した多様で効果的な指

導の充実> 

<心の教育・道徳教育の充実> 

<特別支援教育の充実> 

<健やかな体をはぐくむ教育の充実> 

<学校、家庭、地域の連携による地域ぐるみの教育

の推進> 

<ふるさと学習の推進> 

<Society5.0の時代に向けた21世紀型教育の推進> 

<多様な児童生徒への支援の拡充> 

②地域に開かれた特色

ある教育活動の充実 

<小中一貫教育の環境整備> 

<教育充実のための学校の望ましい規模の確保の

推進> 

<学校施設の計画的な更新の推進> 

<Society5.0の時代に即したＩＣＴの教育環境の

整備促進> 

<余裕教室の活用> 

<家庭や地域における見守り活動> 

③教育効果を高める教

育環境の充実 

<高校教育との連携> 

<高等教育機関との連携> 

④高等学校・高等教育

機関の充実・連携 

①確かな学力・豊かな

心・健やかな体をは

ぐくむ教育の推進 

10 

いくつになっても興味

のあることを気軽に学

べている 

<推進体制の充実> 

<公民館の連携> 

<人材の育成・活用> 

<社会教育団体の連携> 

<多様な学習機会の提供> 

<生涯学習施設の整備・機能の充実> 

<家庭・地域の教育力の充実> 

<青少年育成のための地域ぐるみの取り組みの推進> 

<若者がまちづくりに参画する機会の創出> 

②未来を担う世代の育

成と若者が主体とな

るまちづくりの推進 

①ライフステージに応

じた生涯学習の振興 

11 

いつでも気軽にスポー

ツを楽しんでいる 

<スポーツ・レクリエーション活動の充実> 

<スポーツ指導体制の充実･競技力の向上> 

<スポーツ施設の整備> 

<利用者サービスの向上> 

②スポーツ施設の充実

と効率的な活用 

①生涯スポーツ活動の

充実 
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安全・安心   

・福祉、医療、防災、消防、上下水道など市民生活や地域活動の基盤となる安全・安心の各

分野において、持続可能なサービスの提供体制を確保する。 

・地域の担い手となる人材育成や地域団体との連携強化を進めながら、地域外の関係人口の

拡大を図る。 

・持続可能な地域コミュニティを構築し、地域に暮らす多様な「ひと」が互いに支え合い、

主体的に活動できる未来を目指す。 

ひとの力の視点 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

<地域福祉ネットワークの構築と連携> 

<福祉のまちづくりの推進> 

<ボランティア活動の充実> 

<複雑・複合化した支援ニーズに対応できる包括

的で重層的な相談・支援体制の強化> 

12 

誰もが生き生きと自

立して暮らしている ①地域福祉の推進 

<障がい者（児）自立支援・地域生活支援> ②障がい者（児）福祉・

自立支援対策の充実 

③高齢者福祉の充実 

<地域包括ケアシステムの推進> 

<介護保険事業の推進> 

<高齢者の健康づくり・介護予防施策と生きがい

対策> 

<生涯を通じた健康づくりの推進> 

<こころの健康づくりの推進> 

<地域ぐるみの健康づくりの推進> 

<健康危機への対策> 

①生涯を通じた健康づ

くりの推進 

13 

健康的な生活を送

り、必要な時に適切

な医療を受けられる 

<地域医療体制の充実> 

<高岡市民病院の医療提供体制の充実> 

<国民健康保険等の健全運営> 

②医療体制・医療制度

の充実 
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めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

15 

安全で快適な生活を

送っている 

<災害に強いまちづくりの推進> 

<砂防・地すべり・急傾斜地崩壊防止対策の推進> 

<浸水対策の推進> 

<国土強靭化の推進> 

<火災予防の推進> 

<消防力の充実強化> 

<救急・救助体制の整備> 

②消防・救急・救助体

制の充実 

<市道整備の推進> 

<交通安全対策の充実> 

<地域防犯対策の推進> 

③道路整備、交通安

全・防犯対策の充実 

<緑の保全と活用> 

<緑の創出> 

<緑化の推進体制> 

④緑化の推進と保全 

①防災対策の充実 

<雪に強いまちづくりの推進> ⑥雪対策の充実 

<河川改修の推進> 

<海岸侵食防止対策の推進> 

<河川･海岸環境の整備促進> 

⑤河川・海岸の保全・

整備 

<消費者教育及び情報提供等の充実> 

<消費生活相談体制づくり> 
⑧消費生活の向上 

<上下水道の持続可能な事業推進> 

<上水道の整備> 

<下水道の整備> 

<合併処理浄化槽の整備支援> 

⑦上・下水道の整備 

� 

14 

地域の人々の手で環

境が守られている 

<環境共生の推進> 

<カーボンニュートラル実現に向けた取り組み> 

<環境保全意識の高揚> 

<環境学習の充実> 

①環境保全意識の高揚 

<市民の手による美しいまちづくり運動の推進> 

<環境保全対策の充実> 
②環境保全対策の充実 

<３Ｒ活動の推進> 

<環境への負荷が少ない処理体制の推進> 

③ごみの減量化・資源

化の推進 



 

 

16 

その人らしさが尊重

され、お互いに助け

合いながら幸せに暮

らしている 

めざすまちの姿 施 策 施策の展開 

<共創の基盤の強化> 

<地域における共創の手法の活用> 

<地域拠点を活用した市民活動の活性化> 

<多文化共生のまちづくり> 

<互いの文化を理解しあう人づくり> 
②多文化共生社会の推進 

<男女平等・共同参画意識の啓発> 

<社会活動への参画推進> 

<共同参画の環境整備> 

③男女平等・共同参画

社会の実現 

<人権尊重の社会づくり> 

<平和尊重理念の普及> 
④平和な地域社会の形成 

①市民が主役の地域づ

くりへの支援 

②高度情報化の推進 

<わかりやすい行政情報の提供・個人情報保護の

徹底> 

<対話を深め、ともに考える> 

①市民に開かれた市政

の推進 

<デジタル活用等による市民サービスの向上> 

<デジタル化の恩恵をすべての市民が享受できるよ

うな環境づくり> 

<効率的・効果的な行財政運営> 

<市民に信頼される職員の育成> 

<人口減少・少子高齢化に対応した戦略的な都市

経営> 

③簡素で効率的な行財

政の推進 

17 

市役所が市民に信頼

され、責任を持って

取り組んでいる 
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※１ 

地域における多様な福

祉・生活課題を解決す

るために、自治会、社

会福祉協議会、民生

委員・児童委員、福

祉活動員、地域包括

支援センター等が、そ

れぞれの役割と地域の

特色を活かしながら連

携し、共に支え合う地

域福祉ネットワークを構

築すること。 

 

※２ 

住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続ける

ことができる、医療・介

護・予防・住まい・生

活支援が一体的に提

供される、高岡型の地

域包括ケアシステムの

こと。 

12   誰もが生き生きと自立して暮らしている 

① 地域福祉の推進 

現状と課題 

●少子高齢化に伴い、人口減少が進む

とともに、ライフスタイルの多様化

等によって、人間関係が希薄化し、地

域における支え合いの機能が低下し

ており、すべての市民が住み慣れた

地域で、自分らしく安心して安全に

暮らし続けられるまちづくりが求め

られています。 

�� 

安全・安心 

主なゴールを掲載 

施策の展開  

地域福祉ネットワークの構築と連携 

○民生委員・児童委員、自治会、社会福祉協議会、地域団体、ＮＰＯ法人、事

業者などと連携し、その役割と特色を活かして構築されてきた高齢者、障が

い者、児童それぞれの支援ネットワークが横断的に連携し、包括的に支援で

きる体制の強化を図ります。 

○概ね小学校区を単位とする高岡あっかり福祉ネット※１における地域住民によ

る見守り活動と、中学校区を単位とするあっかりライフ支援システム※２にお

ける専門職による必要な支援の提供との連携を強化し、必要な人に必要な支

援が届く高岡型の地域福祉ネットワークの構築を推進します。 

●制度・分野ごとの縦割りや「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が『我が事』

として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて『丸ごと』つながる

ことで、一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域を共に創っていく地域共

生社会の実現にむけた体制整備が求

められています。 

●高齢化や単身世帯の増加、社会的孤

立などの影響により、福祉生活課題

は様々な分野において「複雑化」し、

また個人や世帯において複数の分野

にまたがる課題を抱えるなど「複合

化」しており、課題を世帯全体でとら

え、包括的に支援していくことが求

められています。 



 

 

 

 

※３ 

病院、学校、劇場など

不特定かつ多数の人

が利用する建築物、

公共交通機関の施

設、道路、公園などの

施設。 

福祉のまちづくりの推進 

○福祉のまちづくり条例に基づき、生活・都市施設※３のバリアフリー化を推進

します。 

○成年後見制度や日常生活自立支援事業の必要性を踏まえ、行政や関係機関が

連携して、制度や事業の普及・啓発を推進します。 

○災害時における避難行動要支援者の把握に努め、平常時も含めた支援体制の

充実を図ります。 

 

ボランティア活動の充実 

○ボランティアの養成・研修やボランティアグループの活動支援など活動基盤

の形成や活動機会の充実を図り、市民のボランティア活動への参加を促進し

ます。 

○ボランティア活動をしたい人とボランティアによる支援を受けたい人のマッ

チングを行うためのコーディネート機能の充実を図ります。 

○市民がそれぞれの関心に合わせて地域の福祉活動に参加できるよう、情報の

収集と提供体制を整備し、情報の発信と収集がしやすい環境づくりを推進し

ます。 

 

複雑・複合化した支援ニーズに対応できる包括的で重層的な相談・支援体制の

強化 

○本人や世帯の属性に関わらず相談を受け止め、多機関のネットワークで解決

を目指す相談・支援体制を整備し、本人に寄り添う伴走型の支援を含め、

個々の実情を踏まえた多機関連携による適切な支援の提供に努めます。 

○既存の制度や仕組みで充分に対応することのできない狭間のニーズに対応す

るため、柔軟な制度の見直しや、地域住民、民間企業、ＮＰＯ団体などの協

力によるインフォーマルな支援策の構築に努めます。 

○地域の実情に応じた多様な交流機会を創出し、地域での孤立を防ぎ、住民相互

のつながりや助け合いを生み出す地域づくりを推進します。 

�� 

安全・安心 

主な事業  

ボランティア活動の充実 ・ボランティアの養成 

・ボランティア活動の普及・啓発 

複雑・複合化した支援ニーズ

に対応できる包括的で重層

的な相談・支援体制の強化 

・住民主体で生活課題を把握し、解決を試みる

体制づくり 

・地域と専門機関をつなぐ相談対応力の強化 

・複雑化・複合化するニーズに対応する相談・支

援機能の充実 



 

 

 

 

 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

地域共生社会の実現に向け、地域住民が集

い地域のことについて協議する場の開催

回数 

55回/年 

（Ｒ２） 
90回/年 

ボランティアセンター登録人数 
9,892人/年 

（Ｒ２） 
10,000人/年 

地域共生社会の実現に向け、地区診断を実

施し、あっかり総合補助事業実施地区数 

（累計） 

- 

27地区 

（Ｒ４～Ｒ８ま

での累計数） 



 

 

 

 
 

12   誰もが生き生きと自立して暮らしている 

② 障がい者（児）福祉・自立支援対策の充実 

現状と課題 

●高岡市の障がい者（児） 数は横ばい

傾向にありますが、重度の障がい者

（児）の増加や障がい者とその親世

代の高齢化等に伴い生じる様々な問

題に対して、適切に相談に応じると

ともに、必要な情報の提供や障がい

福祉サービスの利用による自立支援

等が求められています。 

�� 

安全・安心 

主なゴールを掲載 

施策の展開  

障がい者（児）自立支援・地域生活支援 

○障がいのある人もない人も共に育ち、共に暮らし、共に働く地域共生社会を

目指します。 

○障がいや障がいのある人に対する理解を促進し、障がいのある人への差別な

どが生じないよう、福祉教育や啓発活動を推進します。また、障がい者の権

利や尊厳を脅かされることがないよう、虐待防止の正しい理解と環境づくり

に努めます。 

○障がい者相談支援事業所と障がい者福祉サービス利用計画を作成する特定相

談支援事業所が連携を図り、相談支援の充実に努め、緊急時の受け入れや対

応を検討し、グループホームや地域生活支援の拠点整備を進めます。 

○心身の障がいや発達障がいのある子どもに、医療と福祉、教育の連携のも

と、それぞれの障がい特性とライフステージに合わせた切れ目のない発達支

援を提供し、将来の社会的自立の基盤作りに取り組みます。 

●障がい者の権利擁護を推進するとと

もに、障がい者が自らの意思で望む

生き方を実現し、地域で安心して生

活するために地域生活支援の拠点整

備や障がい福祉サービスの充実、相

談支援の充実が必要です。 

●障がい者も能力や特性に応じて地域

社会の担い手の一人として社会参加

し、地域においても障がい者の社会

参加を受け入れるまちづくりが求め

られています。 



 

 

 

 
※１ 

障がい者就労施設で

就労する障がい者や在

宅で就業する障がい者

の経済面の自立を進

めるため、国や地方公

共団体、独立行政法

人などの公的機関が、

物品やサービスを調達

する際、障がい者就労

施設等から優先的・積

極的に購入することを

推進するために平成25

年４月１日より施行さ

れた。 

○障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、緊急時の

相談と受け入れ体制や平時における生活支援体制等について、障がい者相談支

援事業所や障がい福祉サービス事業所、地域包括支援センター等、多分野の相

談支援機関、事業所、行政が連携して支援する体制の確保に取り組みます。 

○障がい者の雇用や就労の促進のため、障害者優先調達推進法※１の活用による

就労支援事業所等利用者の賃金・工賃の向上や、製造業・農業など多分野に

渡る就労形態による障がい者の経済的自立を促進します。また、ＩＣＴを活

用した在宅における就労支援により、外出が困難な障がいのある人の社会参

加を促進します。 

○福祉避難所の設置・活用や避難行動要支援者名簿の登録制度の周知により、自

治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、支援機関による地域ぐるみの障が

い者の防災支援体制を整備します。 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

障がい者相談支援センター相談件数 13,846件/年 16,000件/年 

主な事業  

障がい者（児）自立支援・地

域生活支援 

・障がいや障がいのある人に対する理解の促進 

・差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 

・障がい福祉サービスや相談・支援体制の充実 

・社会参加の促進 

福祉施設利用者の一般就労への移行者数 15人/年 20人/年 



 

 

 

 

 

12   誰もが生き生きと自立して暮らしている 

③ 高齢者福祉の充実 

現状と課題 

●急速な高齢化の進行によって、認知

症や寝たきり等の要介護者が増加し

ている中、介護保険制度の継続的、安

定的な運営を行うとともに、介護予

防の充実が求められています。 

�� 

安全・安心 

 

施策の展開  

地域包括ケアシステムの推進 

○すべての高齢者が、医療や介護が必要になっても、家族や専門職など周囲の

人と望むケアを共有し、尊厳を保ちながら安心して生活を継続できるまちづ

くりを進めます。このため、地域包括支援センターを拠点とする医療・介

護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される、あっかりライフ支援シ

ステムを推進します。 

○認知症の発症を遅らせ、認知症になっても自分らしく暮らし続けることが出

来る社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、若年性認知症

も含め、早期から相談対応や適切な診断、また認知症について正しい知識と

理解に基づく本人や家族への支援、認知症予防に資する可能性のある活動の

推進等、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策を推進します。 

 

介護保険事業の推進 

○介護が必要になっても、適切な支援や介護サービスが受けられるよう、居宅

サービスや施設サービス等の介護サービス基盤の充実を図ります。特に介護

保険制度では、住み慣れた地域でその人らしい生活を送るという在宅重視の

考え方が基本となっていることから、それぞれの日常生活圏域内で必要な介

護サービスを受けられる地域密着型サービスの整備を重点的に進めます。 

○介護サービスの提供体制を確保するため、県と連携し、外国人を含む介護

人材の確保や、介護ロボット・ＩＣＴ導入支援、地域の元気な高齢者等が

活躍する取り組みの検討を進めるなど、介護職の負担軽減や質の向上に努

めます。 

●市民、事業者、行政が連携し、地域の

人々がお互いに協力し支え合いなが

ら、高齢者が住み慣れたまちで、自分

らしく安心して暮らせるまちづくり

を進めることが重要となっています。 



 

 

 

 

 

○介護保険制度を持続可能なものとしていくため、介護サービスのより適切な

実施と質の向上にむけた取り組みを推進します。 

 

高齢者の健康づくり・介護予防施策と生きがい対策 

○医療・介護・健診データを活用し、疾病予防・重症化予防を目的とした保健

事業と、生活機能改善を目的とした介護予防事業に一体的に取り組むこと

で、フレイル（虚弱）対策を推進します。 

○健康寿命を延伸し、元気な高齢者を増やすため、地域住民や民間企業等の地

域資源も活用し、多様な主体による健康づくりの取り組みを進めるととも

に、ＳＮＳ等を活用した介護予防施策を推進します。 

○高齢者が地域社会のなかで、自らの経験と知識を活かし、地域の一員である

という誇りを持って積極的に役割を果たしていけるよう、生涯学習の機会の

拡充や高齢者の就労促進を図ります。 

○高齢者自身の趣味やサークル活動のみならず、社会的に必要とされる仕事や

ボランティア活動、地域福祉活動を通じて、高齢者の活動がさらに広がり社

会とのつながりを保つことができるよう、生涯学習の場ややりがいを持って

活動できる場の機会の提供、地域福祉活動のきっかけづくりなどの環境整備

を図ります。 

○多くの世代が親しむことができるｅスポーツについては、健康増進などを目的

とした取り組み等へも活用の幅を広げていきます。（再掲） 

�� 

安全・安心 

主な事業  

地域包括ケアシステムの推進 ・地域包括支援センター事業の推進 

・在宅医療と介護の連携強化 

・認知症サポーターの養成、認知症高齢者等

ＳＯＳ緊急ダイヤルシステム等の認知症施

策の推進 

・ＩｏＴを活用した認知症やひとり暮らし高齢者

等の見守り支援 

介護保険事業の推進 ・地域密着型サービス整備の推進 

・介護人材確保に向けた取り組みの推進 

高齢者の健康づくり・介護予

防施策と生きがい対策 

・通いの場を活用した介護予防事業の推進 

・出前講座の実施、フレイル予防対策の普及啓発 

・介護予防・生活支援サービスの実施 

・老人クラブ、シルバー人材センター等との連携

による生きがい活動の充実 



 

 

 

 

 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

認知症サポーター養成数 

（累計） 

19,788人 

（Ｒ２） 
29,500人 

要支援１・２の認定率 
3.5％ 

（Ｒ２） 
3.5％ 

認知症高齢者等ＳＯＳ緊急ダイヤルシス

テム協力団体配信箇所数 

（累計） 

359箇所 

（Ｒ２） 
540箇所 



 

 

 

 
 

13   健康的な生活を送り、必要な時に適切な医療を受けられる 

① 生涯を通じた健康づくりの推進 

現状と課題 

●核家族化やライフスタイルの多様化

等、親と子を取り巻く環境が大きく

変化していることから、子育てに戸

惑いや不安を持つ家族が見受けられ

ます。安心して妊娠・出産・子育てが

できるよう親と子の健康を確保する

環境づくりが必要となっています。 

�� 

安全・安心 

 

施策の展開  

生涯を通じた健康づくりの推進 

○「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を基本目標とし、市民誰もが健や

かに自分らしく過ごせるようライフステージ別に生涯を通じて健康な生活習

慣づくりに取り組みます。 

○乳幼児期から高齢期まで、各種健康診査の実施により疾病等の早期発見・早

期治療に努めます。また、健康相談、健康教室、訪問指導等の機会を通し

て、市民一人ひとりが主体的に生活習慣の改善や健康づくりに取り組めるよ

う、適切な健康情報の提供や保健指導を実施し、疾病の予防や健康の保持増

進に努めます。 

○望ましい食習慣の定着を図るため、各ライフステージに応じた食に関する情

報の提供や学習機会の提供に努めます。 

●市民の健康寿命は、延伸傾向にあり

ますが、高齢化に伴いがん、心臓病、

脳卒中、糖尿病等の生活習慣病の増

加が問題となっています。誰もが健

康に過ごせるよう、望ましい生活習

慣の確立と、生活習慣病の発症及び

重症化の予防に取り組むとともに、

市民一人ひとりの健康づくりを地域

ぐるみで進めることが必要です。 

●青壮年期に朝食の欠食や野菜の摂取

不足、運動不足等の課題がみられる

ことから、健康的な生活習慣につい

て、子育て期の親や働く世代へ積極

的に普及・啓発していく必要があり

ます。 

●市民誰もが感染症や災害等による生

命、健康への脅威にさらされること

が懸念されており、これらの健康危

機から市民の安全を確保する必要が

あります。 



 

 

 

 
 

○がんに関する正しい知識の普及とがん検診の受診啓発を図るとともに、精密

検査が必要な人の受診勧奨に努めます。 

○安心して妊娠・出産・子育てができるよう妊産婦や乳幼児の家庭訪問等を行

い、育児不安などをもつ家庭の支援に努め、親と子の心と身体の健康の保持

増進を図ります。 

○乳幼児のむし歯や成人の歯周疾患の予防等の口腔衛生の普及啓発に努め

ます。 

 

こころの健康づくりの推進 

○こころの健康について正しい知識の普及を図るとともに、悩みを抱えた人に

対する相談や適切な指導及び支援を行うことにより、精神保健福祉の向上を

図ります。 

 

地域ぐるみの健康づくりの推進 

○地域の健康づくり推進団体の活動を支援するとともに、家庭、企業、学校な

ど関係団体と連携し、地域ぐるみで取り組む健康づくりを推進します。 

○特に若い世代へ健康づくりについて関心を持ってもらうために、健康づくり

推進員等が地域の保育所や学校行事に出向き、保護者へ健康づくりの啓発に

努めます。 

 

健康危機への対策 

○感染症の流行を未然に防ぐための予防接種や感染症に対する正しい知識の普

及や注意喚起、啓発活動等を行います。新型コロナウイルス感染症対策を講じ

た新しい生活様式の定着を図ります。また、さらなる感染症や災害による健康

危機発生時には国・県及び関係機関と連携して対策に取り組みます。 

�� 

安全・安心 

主な事業  

生涯を通じた健康づくりの

推進 

・がん検診受診の推進 

・健康教育、健康相談等の実施 

・疾病の早期発見・早期治療の推進 

こころの健康づくりの推進 ・心の健康相談、心の健康づくり教室の実施 

地域ぐるみの健康づくりの

推進 

・地域ぐるみで取り組む健康づくりの推進 

健康危機への対策 ・定期予防接種の実施 



 

 

 

 

 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

健康寿命：市民の平均寿命から介護を要

する平均期間（要介護２以上）を差し引い

た期間 

男 79.39歳 

（Ｒ元） 
男 80歳 

国保データベース（KDB）システムのデータ

を活用した、特定健康診査受診者に対する

HbA1c（ヘモグロビンエイワンシー）6.5％

以上の割合 

13.9％ 

（Ｒ２） 
13.9％ 

健康寿命：市民の平均寿命から介護を要

する平均期間（要介護２以上）を差し引い

た期間 

女 84.89歳 

（Ｒ元） 
女 85歳 



 

 

 

 
※１ 

医療法第31条に規定

されている病院（高岡

市内では、厚生連高

岡病院、高岡市民病

院、ＪＣＨＯ高岡ふし

き病院、済生会高岡

病院） 

13   健康的な生活を送り、必要な時に適切な医療を受けられる 

② 医療体制・医療制度の充実 

現状と課題 

●安心して健やかに暮らせるよう、救

急医療・高度医療の充実を求める市

民意識が高まっています。市内の医

療機関が連携し、地域医療体制を一

層充実していくことが必要です。 

�� 

安全・安心 

 

施策の展開  

地域医療体制の充実 

○富山県医療計画に基づき、公的病院※１や民間医療機関、関係機関等と連携し

ながら、一般の医療機関において対応が困難な高度医療、救急医療や不採算

医療など地域医療体制の充実に努めます。 

○急患医療センターの円滑な運営や在宅当番医制、病院群輪番制など地域の医

療機関と連携し、救急医療体制の充実を図ります。 

 

高岡市民病院の医療提供体制の充実 

○医療の高度化・多様化に対応し、がん診療地域連携拠点病院の指定のもと急

性期医療を担う地域の基幹病院として、高度急性期医療のさらなる機能強化

などによる医療提供体制の充実を図ります。また、安全・安心な医療の提供

に努め、患者・家族から信頼される病院づくりを目指すとともに、安定した

病院経営基盤を確立します。 

○感染症医療について、新型コロナウイルス感染症をはじめとした新型感染症

への対応をさらに強化し、体制の堅持はもとより、高岡医療圏内での感染症

指定医療機関としての責務を果たします。 

○診療時におけるＡＩ技術の導入を検討し、医療従事者の業務負担の軽減を図

ります。 

○高岡医療圏内の医療関係機関との地域医療連携を強化し、地域全体の医療の

質的向上を図ります。 

●高岡市民病院は、県西部北地域の基

幹病院として、良質で信頼される医

療の継続的提供に努め、医療提供体

制の充実を図っていくことが重要な

課題です。 

●少子高齢化が進行する中、将来にわ

たり持続可能な医療保険制度の運営

が求められています。 



 

 

 

 
※２ 

国民健康保険法第82

条の２第１項の規定に

より、富山県が策定す

る県内の統一的な国

民健康保険事業の運

営に関する方針 

国民健康保険等の健全運営 

○市民が安心して医療を受けることができるよう、国民健康保険制度の普及を

図るとともに、保険税収入の確保や医療費の適正化に資する保健事業に取り

組むなど財政基盤の強化を進め、国民健康保険の健全運営に努めます。ま

た、安定的で効率的な事業運営が確保されるよう、「富山県国民健康保険運

営方針※２」に基づき、県や県内市町村と連携し、国保事務の標準化を進めま

す。 

○後期高齢者医療制度が円滑に運営できるよう、富山県後期高齢者医療広域連合

と連携を図り、高齢者の医療の確保に努めます。 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

市民病院と地域医療機関等との患者の紹

介率・逆紹介率 

（紹介率） 

70.6％ 

（Ｒ２） 
70％ 

主な事業  

地域医療体制の充実 ・急患医療センターの管理運営 

・病院群輪番制病院への運営補助 

・救急医療体制の充実に対する支援 

市民病院と地域医療機関等との患者の紹

介率・逆紹介率 

（逆紹介率） 

90.4％ 

（Ｒ２） 
100％ 

高岡市民病院の医療提供体

制の充実 

・市民病院の医療体制の充実 

国民健康保険等の健全運営 ・国保の医療費適正化対策 

・後期高齢者の医療対策 



 

 

 

 
 

14   地域の人々の手で環境が守られている 

① 環境保全意識の高揚 

現状と課題 

●地球温暖化の進行に伴う気候変動、

海洋プラスチックゴミによる海洋汚

染など地球環境問題は、人類をはじ

め地球上のすべての生物に深刻な影

響を及ぼす問題となっています。 

�� 

安全・安心 

 

施策の展開  

環境共生の推進 

○地球環境にも配慮した持続可能で活力ある「環境共生のまち高岡」の実現を

目指し、高岡の水と緑豊かな自然を守り育て、自然との共生を図ります。 

 

カーボンニュートラル実現に向けた取り組み 

○資源や廃棄物のリサイクル、エネルギーの効率的な利用や再生可能エネル

ギーの活用などを着実に推進し、温室効果ガス排出量を実質ゼロにするカー

ボンニュートラルの実現に向けて取り組みます。 

 

環境保全意識の高揚 

○市民、事業者、行政がそれぞれ環境問題に対する理解と認識を深め、自らの

手で環境を保全しようとする意識を醸成することにより、自然保護と環境保

全意識の高揚を図ります。  

●化石燃料の使用や森林の減少などに

よる二酸化炭素などの温室効果ガス

排出量の増加は、地球温暖化やそれ

に起因する気候変動や海面上昇など

をもたらしていると言われていま

す。このため、温室効果ガス排出量を

実質ゼロにするカーボンニュートラ

ルに取り組む必要があります。 

●国定公園雨晴海岸や緑に囲まれた二

上山や西山丘陵などの豊かな自然環

境を守り育てるため、市民や市民活

動団体、事業者、地域、学校の連携に

よる環境学習や環境教育に取り組む

必要があります。 

●社会経済活動や日常生活のあり方が、

環境に過大な負荷を与えていること

について理解と認識を深め、環境、経

済、社会の３つの側面を統合的に向上

させるため、一人ひとりが自らの行動

を変革する必要があります。 



 

 

 

 
※１ 

次代を担う子どもたち

が地域の中で主体的

に、地域環境・地球環

境に関する学習や活

動を展開できるように

支援するため、1995年

に当時の環境庁が主

体となり発足した事業。 

環境学習の充実 

○地球規模の環境問題に対しても、市民自らが主体的に考え、取り組んでいくこ

とができるよう、環境教室や啓発イベントの開催、パンフレットの配布などの

普及啓発や情報提供、こどもエコクラブ※１の支援を行うことで、環境に対する

意識・行動改革の推進を図ります。 

�� 

安全・安心 

主な事業  

環境共生の推進 ・カーボンニュートラルの実現に向けた検討・

実施 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

住宅用太陽光発電高度利用促進事業の利

用件数 

（累計） 

36件 

（Ｒ２） 
140件 

環境啓発事業・環境教室の参加者数 
264人/年 

（Ｒ元） 
270人/年 

カーボンニュートラル実現

に向けた取り組み 



 

 

 

 
 

14   地域の人々の手で環境が守られている 

② 環境保全対策の充実 

現状と課題 

●環境を保全するためには、市民・事業

者による自主的、積極的な取り組み

が必要です。 

�� 

安全・安心 

主なゴールを掲載 

施策の展開  

市民の手による美しいまちづくり運動の推進 

○「高岡市市民の手による美しいまちづくり推進条例」に基づき、市が指定す

る美化重点地区市民の自主的な美化活動に対する支援や普及・啓発活動に努

めます。 

○地元・地域による小規模単位で行う環境美化活動の推進に努めます。 

○海岸漂着ごみについては、地元自治会等が積極的な清掃活動を実施してお

り、海岸管理者と連携して、今後とも海岸美化活動の促進に努めます。 

 

環境保全対策の充実 

○公害関係法令、公害防止条例等に基づき、大気、水質、騒音、振動、悪臭、

地下水等についての現況把握と、主な発生源となる公害防止協定を締結して

いる企業やその他の工場、事業所の監視・指導体制の充実に努めます。 

○カラス被害について、追い払いや捕獲など効果的な対策を講じるように努め

ます。 

●中心市街地では、カラス被害につい

て継続的な対応が必要となってい

ます。 

●大気環境や水環境、自動車走行に伴

う騒音の対応などに的確に取り組む

必要があります。 

主な事業  

市民の手による美しいまち

づくり運動の推進 

・美しいまちづくり運動の推進 

環境保全対策の充実 ・大気、水質、騒音等の環境監視及びカラス被害

対策の実施 
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安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

地域で実施される美化活動の参加者数 

27,700人/年 

（Ｈ29～Ｒ元

平均） 

35,000人/年 



 

 

 

 
※１ 

廃棄物等の発生を抑

制し、有用なものを循

環資源として利用し、

処理できないものだけ

を廃棄物処理すること

で、天然資源の消費を

抑制し、環境への負荷

をできるだけ低減する

社会。 

14   地域の人々の手で環境が守られている 

③ ごみの減量化・資源化の推進 

現状と課題 

●ごみの分別及び収集を見直したこと

により、市民のごみの分別収集に対

する理解が進み、資源化、再生化が図

られてきたものの、ごみ処理量は横

ばい傾向にあります。 

�� 

安全・安心 

 

●循環型社会※１の形成に向けて、市民、

事業者、行政が一体となった共働体

制で、ごみの発生抑制やリサイクル

等による資源の循環的利用等に取り

組んでいます。 

施策の展開  

３Ｒ活動の推進 

○ごみに対する関心を高めるための環境教育や啓発活動を進めるとともに、市

民・事業者がごみの分別や資源化適合物の再資源化等でごみの減量に自主的

に取り組めるよう、支援や情報提供を行います。 

○経済性や効率性、環境負荷にも配慮したうえで、ごみの特質を活かすための

分別やリサイクル方法を構築するとともに、市民・事業者における排出者責

任を徹底し、品目別に資源化の推進を図ります。 

 

環境への負荷が少ない処理体制の推進 

○今後は、事業者の協力を得ながら、より効果的な処理体制を検討します。 

○高齢者等への配慮を念頭に置きつつ、効率的な収集体制となるよう見直しま

す。 

○災害廃棄物の発生時には、迅速適正な対応を図ります。 

○高岡広域エコ・クリーンセンターにおいては、今後とも発生する熱エネル

ギーを回収し、電気エネルギーとして有効利用に努め、余剰電気は電力会社

を通じて売電するとともに、施設周辺の自然環境との調和を図ります。  

主な事業  

３Ｒ活動の推進 ・ごみの減量化・資源化の促進 

・循環型社会づくり推進に向けた啓発活動 

環境への負荷が少ない処理

体制の推進 

・ごみの適正な収集運搬・処理 



 

 

 

 
 

�� 

安全・安心 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

ごみの再生利用率 
21.1％ 

（Ｒ元） 
26.1％ 

ごみの排出量 
60,162ｔ/年 

（Ｒ元） 
58,560ｔ/年 



 

 

 

 
 

15   安全で快適な生活を送っている 

① 防災対策の充実 

現状と課題 

●近年、集中豪雨による土砂災害や洪

水の発生、台風の発生の増加など住

民生活を脅かす事態が起こっていま

す。本市においても平成24年から３

年連続して、本市内の広い範囲にお

いて、浸水被害が発生したほか、毎年

のように土砂災害に関する避難情報

を発令しており、災害への備えがま

すます重要になっています。 

�� 

安全・安心 

 

施策の展開  

災害に強いまちづくりの推進 

○地震、洪水、土砂災害、豪雪、津波、原子力事故などの大規模な災害が発生

した場合を想定し、国や県と連携しながら、広域的な防災の取り組みなどに

より災害に強いまちづくりを進めます。 

●新型コロナウイルス感染症を契機と

し、防災の取り組みは、感染症対策を

念頭に活動する必要があります。日頃

から感染症対策を踏まえた住民避難

を周知するとともに、避難所の運営訓

練を実施し、災害時に混乱が生じない

よう準備する必要があります。 

●高岡断層の確認や洪水・津波の浸水

想定の見直しなど、新たな知見に対

応するとともに、東日本大震災、熊本

地震などの一連の災害を教訓とした

防災に関する取り組みが必要となっ

ています。 

●河川改修や雨水幹線の整備、土砂災

害の未然防止対策を進めるととも

に、災害発生時の迅速な情報伝達、避

難誘導、負傷者救出など住民と行政

が一体となった防災体制の整備が必

要です。 

●防災対策に加えて、テロなどの危機

事象への対応を含めた総合的な危機

管理体制の整備が必要です。 



 

 

 

 
※１ 

洪水や土砂災害など

発生が予想される災

害現象や避難場所な

どを地図に表したもの。 

 

※２ 

台風や大雨等の風水

害時に自身や家族のと

るべき防災行動につい

て「いつ」、「誰が」、「何

をするか」をあらかじめ

整理した自分自身の

防災行動計画。 

 

※３ 

校下（地区）連合自治

会を母体として、活動

の活性化及び他団体

と連携を図ること等を

目的に結成する組織。 

 

※４ 

情報収集訓練、初期

消火訓練、避難誘導

訓練などを組み合わせ

て、自分の地域（わが

まち）で行うことでより現

実に近い型で行う総合

防災訓練。 

 

※５ 

住民に災害情報など

必要な情報を屋外拡

声器を使って直接伝え

るために設置される無

線通信システム。 
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○高岡断層の確認などの新たな知見をはじめ、東日本大震災、熊本地震などの

大規模地震、また、近年、全国各地で発生している洪水や土砂災害などの豪

雨災害など、これまでの災害の教訓を踏まえた地域防災計画や防災対策につ

いて、国、県の指針や対策と整合をとりながら、徹底した点検、見直しを行

います。 

○「ハザードマップ※１」による災害リスクの把握や「マイ・タイムライン※２」

を活用した防災行動計画の確認について、まちづくり出前講座、市ホーム

ページにより、周知を図り、市民一人ひとりの防災に対する意識の向上を図

ります。 

○地域の防災力の向上を図るため、地域に根差した防災士の養成や、自治会等

を単位とした自主防災組織、校下（地区）連絡協議会※３の結成を促進し、校

下（地区）連絡協議会を中心とした組織運営、活動の充実・強化を行いま

す。さらに、要配慮者を地域ぐるみで助け合う仕組みづくりを進めていきま

す。また、地域住民が主体的に企画・運営する「わがまち訓練※４」について

は、全国各地で発生している洪水をはじめ、本市で起こり得る地震・津波、

土砂災害等を想定した総合防災訓練を実施します。 

○「新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営マニュアル」に基づき、

感染症対策を講じた避難所の運営について、訓練を実施し、災害時の円滑な

避難者の受け入れを図ります。 

○防災行政無線※５や防災情報メールなど特性の違う複数の情報伝達手段を整

備・活用するとともに、ＩＴの進化に合わせた情報伝達手段を活用し、迅速

な防災情報の伝達・提供体制の充実・強化を図ります。 

〇生活関連物資や資機材について計画的な備蓄を進めるとともに、民間事業者

等と協定を結び、調達体制を強化します。また、災害時における感染症対策

のため、消毒液やパーティション等の資機材の備蓄を行います。 

〇災害時に拠点となる公共施設の安全性を確保するため、耐震診断や施設の耐

震化を計画的に実施するとともに、既存施設・設備の維持管理を徹底し、万

全の体制で災害に備えます。また、大規模な地震が発生した場合の被害を最

小限にとどめるため、老朽住宅などの耐震改修を支援します。 

 

砂防・地すべり・急傾斜地崩壊防止対策の推進 

○がけ崩れや地すべりなどの災害から住民の生命・身体・財産を保護するた

め、土砂災害防止対策事業の整備促進を県に働きかけるとともに、小規模急

傾斜地崩壊防止対策を計画的に実施します。 

 

浸水対策の推進 

○浸水被害を未然に防止するため、直轄河川や中小河川の改修整備を国、県に働

きかけるとともに、準用河川の改修整備を図ります。また、公共下水道雨水幹

線の整備を計画的に進め浸水区域の解消を図ります。 

安全・安心 



 

 

 

 
 

○土のうの配備などのソフト対策の充実・強化を図ります。 

 

国土強靭化の推進 

〇従来の防災・減災の枠を超え、防災だけでなく、まちづくり・人づくり等も

含めた総合的な対応を行うため、「高岡市国土強靱化地域計画」に基づき、

国土や経済、地域社会が災害等にあっても“致命的な被害を負わない強さ”

と“速やかに回復するしなやかさ”を併せ持つ「国土強靭化」の取り組みを

推進します。 
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主な事業  

災害に強いまちづくりの

推進 

・地域防災計画の推進 

・総合防災訓練の実施 

・自主防災組織の育成 

・木造住宅耐震改修への支援 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

防災士の登録者数 

（累計） 

206人  

（Ｒ２） 
296人 

総合防災訓練の実施地区数 

（累計） 

６校区 

（Ｒ３） 
12校区 

砂防・地すべり・急傾斜地崩

壊対策の推進 

・小規模急傾斜地における崩壊防止対策 

まるごとまちごとハザードマップの整備

地区数 

（累計） 

１校区 

（Ｒ３） 
25校区 



 

 

 

 
 

15   安全で快適な生活を送っている 

② 消防・救急・救助体制の充実 

現状と課題 

●全国では、建物火災による死者の約

９割が、住宅火災により発生してい

る状況であることから、住宅防火対

策の一層の推進を図る必要があり

ます。また、建物利用の多様化・複

雑化に伴い火災発生時において人

命危険が高い小規模社会福祉施設、

雑居ビル等が近年増加傾向にある

ことから、社会の動向に対応した防

火安全対策を推進していく必要が

あります。 
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施策の展開  

火災予防の推進 

○市民の安全・安心な暮らしを支える防火情報等を積極的に発信するととも

に、単身高齢者宅への防火訪問、防火講習会、住宅用火災警報器の設置促進

等、住宅防火対策を積極的に推進し、住宅からの死傷者の低減と火災の減少

に取り組みます。 

○効果的な立入検査の実施と、違反是正の強化に努め、火災予防を推進します。 

●高齢化の進行や一人暮らし高齢者の

増加により災害時における要配慮者

数について増加が見込まれることか

ら、今後も救急・救助需要は高い水準

で推移するものと考えています。こ

のため、高度な救急・救助体制を整備

し、救命率の向上に努めていく必要

があります。 

●人口減少の進行により、人的・財政的

な資源が限られる一方、消防は火災

や救急のほか大規模地震や豪雨災

害、テロ災害等の複雑化・多様化する

災害に適切に対応していかなければ

ならないことから、今後とも人的・財

政的な資源を有効活用し、将来にわ

たって持続可能な消防体制を整備・

確立していく必要があります。 

●消防団員が減少傾向にあることか

ら、消防団の組織及び機能の充実強

化を図る必要があります。 



 

 

 

 
※１ 

大学生、大学院生及

び専修学校生が、在

学中に消防団員として

継続的に消防活動に

取り組み、地域社会へ

一定の貢献をしたもの

について、公的にその

功績を認証することに

より、就職活動を支援

する制度のこと。 

 

※２ 

応急手当、消防広報

又は水火災その他の

災害における消防力を

補強若しくは補完する

活動の任務に限り従

事する消防団員制度

のこと。 

消防力の充実強化 

○消防力の充実強化を図るため、災害拠点中枢施設となる消防本部庁舎の耐震

化をはじめ、消防署所及び分団器具置場の適正配置、消防機械器具、高機能

消防指令センターシステム、消防救急デジタル無線や消防水利の整備を進め

るとともに、県西部６市による常備消防の広域連携体制の強化を図ります。 

○ドローン等で構成する現場映像伝送装置をより効果的に活用することによ

り、消防活動の効率化、被害の軽減を図ります。また、新たな119番通報シス

テムや活動支援ロボット等の次世代技術の活用について研究を進めます。 

○地域の防災力の中核をなす消防団の充実強化は、地域消防・防災力の向上に

必要不可欠です。若者・女性が入団しやすい活動環境の整備や処遇改善を進

めるとともに、消防団装備等の整備、学生消防団活動認証制度※１や機能別団

員制度※２等の運用により消防団員の確保と活動力の向上に積極的に取り組

み、消防団の活性化を推進します。 

 

救急・救助体制の整備 

○救急救命士の育成や高規格救急自動車等の更新を計画的に行っていきます。 

○市民を対象とした救命講習会の充実を図り、救命率の向上と市民への応急手

当の普及啓発を図ります。 

○新型感染症の感染拡大に対しては、適切な救急搬送を実施するほか、職員や

傷病者への感染防止を徹底します。 

○複雑多様化、大規模化する救助事案に対応するため、職員の能力向上と資機材

等の計画的な整備を図ります。 
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主な事業  

火災予防の推進 ・火災予防対策の推進 

消防力の充実強化 ・消防本部・高岡消防署庁舎の改築 

・高機能消防指令システムの改修 

・消防救急デジタル無線設備の改修 

救急・救助体制の整備 ・応急手当の普及啓発 



 

 

 

 
 

�� 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

救命講習会修了者数 

2,688人/年 

（人口推計を基

に算出） 

2,700人/年 

防火防災講習会（デジタルコンテンツによ

る受講回数含む）参加者数 

2,356人/年 

（Ｒ３．４現在

の人口を基に

算出） 

2,400人/年 
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③ 道路整備、交通安全・防犯対策の充実 

現状と課題 

●市街地には、道路幅員が狭く車両の

すれ違いが困難な箇所があります。

交通安全、交通の円滑化、災害時にお

ける緊急車両等の通行の確保などを

図るため、道路整備が求められてい

ます。 

�� 

安全・安心 

 

●これまでに整備した道路や橋梁等の

社会基盤の老朽化が進む中、安全性・

信頼性の確保のため適切な維持更新

を進める必要があります。 

●高岡市の交通事故件数は減少傾向に

あるものの、高齢者が関係する事故

が依然として高い傾向にあります。

このため市民の交通安全意識の高揚

を図るとともに、高齢者の事故防止

に向けた啓発活動や、歩行者や自転

車に優しい道路環境の整備を進める

必要があります。また、学校の再編統

合に伴う、新たな通学路の安全確保

等への対応が必要となっています。 

施策の展開  

市道整備の推進 

○生活道路の安全性、快適性の向上、災害時における緊急車両等の通行の確保

を図るため、安全・安心な居住空間の向上を目指し、地域住民との協働によ

り、ボトルネック区間の解消など交通事情や地域の特性に応じた市道の改

修、交差点改良等の整備を進めます。 

○今後、老朽化が進行する道路や橋梁等の社会基盤を適切に維持管理するた

め、「新規整備」から「維持更新」へ重心を移し、既存ストックを最大限に

活かしながら道路ネットワークの安全性・信頼性の向上に努めます。併せ

て、これらの管理については、ＡＩ等を活用した新技術を導入し、作業の省

力化・コスト縮減を図ります。 

●高岡市の刑法犯認知件数は減少傾向

にあるものの、生活に身近な犯罪は

後を絶たない状況にあります。安心

して暮らせる住み良いまちをつくる

ために、市民一人ひとりの防犯意識

を啓発し、地域ぐるみの積極的な防

犯活動を促進する必要があります。 



 

 

 

 
 

交通安全対策の充実 

○子どもや高齢者、障がい者等の歩行者や自転車が安全に移動できるよう、自

動車と適切に分離された交通安全施設の整備を進めるなど、交通事故が起こ

りにくい道路環境づくりを推進し、必要に応じた信号機の設置や交通規制を

要望するなど総合的な交通安全対策を講じます。 

○交通関係機関・団体との連携のもと、交通安全教育を推進するとともに、市

民総ぐるみでの交通安全運動を実施し、交通安全意識の普及・啓発に努めま

す。 

○通学路交通安全プログラムの推進に際しては、学校の再編統合も踏まえ、安

全確保に努めます。 

 

地域防犯対策の推進 

○防犯関係機関・団体との連携を図り、防犯情報の提供等を通じ、地域におけ

る防犯意識の普及・啓発を推進するとともに、地域防犯組合や地域防犯パト

ロール隊等の自主防犯組織の育成・支援を積極的に進めます。 

○街頭犯罪の防止や交通事故防止の両面から、街灯の設置を積極的に進めるなど

犯罪や交通事故の起こりにくい生活環境の整備に努めます。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

交通人身事故件数 
322件/年 

（Ｒ２） 
322件以下/年 

主な事業  

市道整備の促進 ・市道の改修、交差点改良等の整備 

・橋梁及びトンネルの点検・修繕 

・歩行者、自転車の利用環境改善  

交通安全対策の充実 ・交通安全教室、高齢者運転免許自主返納への

支援 

地域防犯対策の推進 ・地域自主防犯組織への支援 



 

 

 

 
 

15   安全で快適な生活を送っている 

④ 緑化の推進と保全 

現状と課題 

●生活の豊かさを実感できる都市の形

成を図るため、緑（自然環境の緑、公

園等の緑、民地の緑）の保全と活用が

求められています。 
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施策の展開  

緑の保全と活用 

○河川の自然環境と調和を図りつつ、河川敷を活用し、市民の憩い・交流やレ

クリエーション空間を形成します。 

○剪定枝や間伐材をマルチング材やプランター等に利用できるような緑のリサ

イクルを進めます。 

○保存樹木や公園等の樹木の育成状況の把握と樹勢回復等の保護育成を進めます。 

 

緑の創出 

○万葉のふるさとをめざして、高岡市の花（かたかご）、花木（さくら）、木

（つまま）の普及に努めます。 

○道路や河川等を緑化し個性的な緑の回廊を創出し、緑豊かな美しいまちづく

りを推進します。 

○拠点緑地の充実を図るとともに、防災を考慮した公園づくりを進めます。 

 

●社会情勢の変化や多様化する市民

ニーズに対応するため、民間のノウ

ハウを活用した公園維持管理が求め

られています。 

●公園や緑地は、人にやすらぎを与え

るとともに、災害時の避難場所など

多面的な機能を持つ公園づくりが求

められています。 

●市の花等（万葉集に詠まれた植物）に

ふれあうことにより、緑の大切さや

ふるさとへの愛着形成につながるこ

とが求められています。 

●緑化の推進と保全には、市民の協力

が不可欠であり、その人材育成と体

制づくりが求められています。 



 

 

 

 
 

緑化の推進体制 

○公園愛護協力会、高岡市花いっぱい連盟、花と緑の銀行高岡支店等の地域住

民で組織する各種団体と連携し地域緑化を推進します。  

○幼児期から高岡市の自然・緑に関心を持つよう、学校教育機関・地域社会と

連携し、体験・学習機会の増加を図ります。 

○老朽化施設の更新や新たな公園ニーズに対応するため、民間資金やノウハウを

活用した公園の維持管理手法を検討します。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

花いっぱい連盟の花苗配布数 

（累計） 

50,300苗 

（Ｒ２） 
52,800苗 

主な事業  

緑の保全と活用 ・花壇と樹木の適正な維持管理、フラワーライ

ンの整備等 

・都市公園等の整備 

緑化の推進体制 ・公園の魅力向上へ向けた民間活力導入等の検証 

景観の届出行為に関する緑地面積及び開

発行為・区画整理事業による緑地面積の

合計 

（累計）  

5,000㎡ 

（Ｈ28～Ｒ２平

均） 

25,000㎡ 

（Ｒ４～Ｒ８ま

での累計数） 
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⑤ 河川・海岸の保全・整備 

現状と課題 

●庄川、小矢部川がもたらす豊かな水・

自然環境は、人々の生活にやすらぎ

とうるおいを与えている一方、いま

なお危険箇所が残されており、洪水

予防等の安全対策が必要です。また、

宅地開発に伴う雨水流出量の増大に

より、浸水被害が生じることがあり

ます。 
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施策の展開  

河川改修の推進 

○洪水による災害を未然に防ぐため、準用河川の計画的な改修整備を行うとと

もに、適正な管理に努めます。また、国の直轄河川や県管理河川の改修促進

を国･県に働きかけるほか、国及び沿線自治体や企業・住民等あらゆる関係者

により集水域から氾濫域にわたる流域全体の治水を行う「流域治水」の取り

組みを進めます。 

 

海岸侵食防止対策の推進 

○海岸侵食の進む雨晴海岸の侵食防止対策を国･県に働きかけていきます。 

 

河川･海岸環境の整備促進 

○河川の自然に親しみ、心やすらぐ水辺空間を創出するため、庄川・小矢部川

の河川環境の整備を図ります。 

○良好な海岸景観と、海と人がふれあう場を確保するため、雨晴海岸や国分海

岸の環境整備を国･県に働きかけていきます。 

●雨晴海岸や国分海岸は、海上に浮か

ぶ立山連峰の雄大な景観が見られる

県内有数の景勝地であり、海辺は、良

好な海水浴場となっています。一方、

富山湾の特異な地形が関係し、冬期

の波浪等による砂浜の侵食及び岩場

の崩壊が進んでおり、快適で安全な

海浜域の保全対策が必要です。 
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主な事業  

河川改修の推進 ・準用河川の整備 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

河川整備率 
87.9％ 

（Ｒ２） 
88.9％ 



 

 

 

 
 

15   安全で快適な生活を送っている 

⑥ 雪対策の充実 

現状と課題 

●冬期の降積雪期間における安全で円

滑な道路交通を確保し、安全・安心な

市民生活を支えるため道路の除排雪

を充実する必要があります。 
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施策の展開  

雪に強いまちづくりの推進 

○除雪体制の充実を図るため、広報等により新規オペレーターの確保を図ります。 

○除雪業者に代わり、自治会等が主体となって生活道路の除雪を行うための

ルール作りや近隣の除雪業者による支援体制の構築等を図り、地域ぐるみの

除排雪活動を推進します。 

○地域ぐるみ除排雪活動を推進するため、地域の実情に応じた小型除雪機械を

配備するとともに、オペレーターの育成を図ることにより、地域の除排雪活

動を支援します。 

○市道に消雪施設を設置しようとする地元自治会等で組織する消雪管理組合に

対し支援を行います。 

○行政と市民が一体となって冬の道路交通を確保するため、除雪情報の提供

や、広報等で道路除雪の協力等について啓発していきます。 

○自治会や地権者の協力を得ながら民有地を雪置場として利用させていただく

など、雪置場の確保に努めます。 

○国や県などの道路管理者や、警察など他の機関との連絡調整会議の中で、交

差点での除雪のルールを定め、連携体制の強化に努めます。  

●降雪時における迅速な対応が求めら

れており、民間除雪借り上げ機械の

減少、高齢化による除雪機械のオペ

レーター不足や業者の減少により、

今後の除雪体制を検討する必要があ

ります。 

●市街地の雪置場が不足しています。 ●住民の理解と協力を得ながら地域ぐ

るみの除排雪活動を推進する必要が

あります。 

●交差点除雪について、国や県などの

道路管理者と連携して行う必要があ

ります。 
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主な事業  

雪に強いまちづくりの推進 ・地域ぐるみ除排雪活動への支援 

・消雪施設の整備 

・民間消雪施設設置への助成 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

民間消雪施設の更新・拡充 ６箇所/年 ６箇所/年 

除雪オペレーターの確保 10人/年 10人/年 



 

 

 

 
※１ 

上水道施設の機能や

資産の状態を客観的

に診断し、それらの資

産を効率よく管理運営

することにより、リスクや

コストを最小化するとと

もに上水道サービスを

最大化する効率的な

事業運営を提案する

こと。 

 

※２ 

長期的な視点で下水

道施設全体の今後の

老朽化の進展状況を

考慮し、リスク評価等

による優先順位付けを

行った上で、施設の点

検・調査、修繕・改築

等を実施し、施設全

体を対象とした施設管

理を最適化すること。 

15   安全で快適な生活を送っている 

⑦ 上・下水道の整備 

現状と課題 

●上水道の整備 

 給水人口の減少や節水型社会への進

展などにより、水需要は減少傾向に

あります。一方で、水道施設の更新需

要の増大により、上下水道事業の経

営環境は厳しさを増しています。市

民生活に欠かすことのできない水道

サービスの安定的な継続に向けて、

効率的な事業運営に取り組む中、水

道施設の耐震化や老朽施設の更新を

計画的に進める必要があります。 
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主なゴールを掲載 

●下水道等の整備 

 生活環境の改善、公共用水域の水質

保全、浸水対策の推進など快適で安

全な暮らしを支えるため、下水道の

整備を進める一方、下水道認可区域

以外における合併処理浄化槽の設

置支援も行ってきました。今後と

も、汚水処理施設の整備を早期に完

成するため、地域に最も適した効率

的で効果的な汚水処理施設整備を

進めます。 

施策の展開  

上下水道の持続可能な事業推進 

○将来にわたり持続可能な上下水道の事業経営を行うため、他事業体との広域

連携や官民連携と併せて、ＩｏＴ技術の活用を図るなど、効率的な事業運営

に努める中で、上下水道施設整備を推進します。 

 

上水道の整備 

○安全で安心できる良質な水の安定供給を提供し続けるため、「安全」「強

靭」「持続」を施策の柱に、アセットマネジメント※１を活用した老朽基幹施

設及び老朽管、鉛給水管の更新を推進しながら水道施設の耐震化を進め、地

震等の災害に強い水道施設の構築を図ります。 

 

下水道の整備 

○衛生的な環境の中で安全で快適な暮らしができるよう、公共下水道の効率的

な整備及び浸水被害の軽減を図るとともに、ストックマネジメント※２計画に

基づいた管渠及び施設の改築・更新を計画的に進めます。 



 

 

 

 
 

合併処理浄化槽の整備支援 

○下水道認可区域外における合併処理浄化槽の設置に対し支援を行い、生活環境

の保全や公衆衛生の向上に努めます。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

上水道管路の耐震化率 
24.8％ 

（Ｒ２） 
28.7％ 

主な事業  

上水道の整備 ・老朽管及び施設の更新・耐震化、給水管のステ

ンレス化 

下水道の整備 ・未普及地域の下水道整備、管渠及び施設の更

新・耐震化、雨水幹線の整備 

汚水処理人口普及率 
96.2％ 

（Ｒ２） 
98.2％ 

合併処理浄化槽の整備 ・合併処理浄化槽設置の促進 



 

 

 

 
※１ 

オレオレ詐欺、架空請

求詐欺、融資保証金

詐欺、還付金等詐欺

等の総称。 

 

※２ 

人・社会・地域・環境

に配慮した商品（障が

い者支援につながる商

品、リサイクル商品、地

元で作られた商品、被

災地産品など）を選ぶ

消費行動のこと。 
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⑧ 消費生活の向上 

現状と課題 

●消費者被害は複雑化、多様化してお

り、悪質商法やインターネットの利

用によるトラブルも多くなってい

ます。 

�� 

安全・安心 

 

●高齢化の進行や成年年齢の引き下げ

により、消費者取引に際し、適切な判

断や行動をすることが困難な消費者

の増加が予想されます。特に高齢者

を狙う特殊詐欺※１は手口が巧妙に

なっており、消費者トラブルの未然

防止に向けた消費者教育や情報提供

等を充実する必要があります。 

●本市の消費者活動をけん引してきた

消費者団体の高齢化が進んでいるこ

とから、新たな担い手を育成する必

要があります。 

施策の展開  

消費者教育及び情報提供等の充実 

○より多くの市民が正しい知識を身に付け、自ら考えて判断し行動できるよう

市内の消費者団体と連携し、消費者トラブル防止や食品ロス削減、エシカル

消費※２などの消費者教育に努めます。 

○広く市民に対し消費者教育や啓発活動を持続的に実施していくため、新たな

担い手として、消費者活動に賛同する団体の協力や参画を促します。 

 

消費生活相談体制づくり 

○多様化する消費者ニーズを的確にとらえ、県消費生活センター、国民生活セン

ターや地域との連携を深め、各種相談に対応できる体制づくりに努めます。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

通話録音装置利用者数 

（累計）  

52人 

（Ｒ２） 
200人 

主な事業  

消費者教育及び情報提供等

の充実 

・消費者教育の啓発活動 

消費生活相談体制づくり ・消費者行政の推進 



 

 

 

 
※１ 

小規模ながらも、様々

な機能をもった住民自

治の形である「小規模

多機能自治」の考えを

基に、高岡市内の36

地域（人口規模150～

18,000人）において、地

域のあらゆる団体が結

集することにより、地域

活動の効率化を図ると

ともに自ら地域課題を

解決していく仕組み。 

16   その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている 

① 市民が主役の地域づくりへの支援 

現状と課題 

●共創の指針を策定し、市民や地域貢

献を担う団体、行政等が、これまで以

上に連携して社会的課題を解決して

いくため、共創の基盤づくりに取り

組んできました。 
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施策の展開  

共創の基盤の強化 

○本市における市民活動情報の周知を図り、各団体の活動の活性化と連携を推

進します。 

○共創の推進のため、地域課題を解決する先駆的活動を支援・育成し、広く市

民に啓発します。 

 

地域における共創の手法の活用 

○持続可能な地域活動を行っていくため、地域人材の育成と活用に取り組みます。 

〇地域が主体となって行う持続可能な地域のあり方の検討や、多機能地域自治※１

への移行をはじめとする体制整備への支援をします。 

●自治会等によるコミュニティ活動を

はじめ、市民や企業、大学による地域

活動、ボランティア団体やＮＰＯ等

による公共的な活動はそれぞれ積極

的に行われていますが、共創の取り

組み意識の醸成には至っていない状

況です。 

●課題解決のため、目的ごとに多くの

団体が結成されており、地域の負担

が増加し、担い手の不足が問題とな

りはじめています。 

●人口減少や少子高齢化等による社会

変化に加え、市街化地域と中山間地域

では状況が大きく異なるなど、市民

ニーズがますます多様化しています。 

●行政主導による一律的な対応では多

様な市民ニーズに応えることが困難

となっており、今後は、地域負担を軽

減する工夫をしながら、地域住民が

主体的に地域課題に取り組むための

支援が重要になってきます。 



 

 

 

 
 

〇地域外からの人材や企業、団体等による柔軟な発想や熱意を取り込むこと

で、地域住民に新たな刺激を与えるなどにより地域の活性化を図ります。 

 

地域拠点を活用した市民活動の活性化 

○各地域においてニーズに応じた地域活動を可能とするため、拠点となる施設

の機能拡充を図ります。 

〇地域の拠点性を高めるよう地域が主体となる施設運営への移行を支援します。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

多機能地域自治組織の結成に向けた取り

組み開始地区数 

（累計） 

- 

36地区 

（Ｒ４～Ｒ８ま

での累計数） 

主な事業  

共創の基盤の強化 ・共創の主体となる団体の育成・環境づくり 

地域における共創の手法の

活用 

・地域が自主的に取り組む課題解決への支援 

・地域おこし協力隊の活動支援 

地域拠点を活用した市民活

動の活性化 

・連合自治会等による地域活動への支援 

・持続可能な地域ビジョンの策定 



 

 

 

 
 

16   その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている 

② 多文化共生社会の推進 

現状と課題 

●グローバル社会における持続可能な

地域づくりを推進するため、地域の

日本人と外国人が連携し共生を図る

ことがますます重要です。 
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施策の展開  

多文化共生のまちづくり 

○案内標識やホームページ、ＳＮＳ、パンフレット等による多言語情報提供や

外国人相談員による生活相談体制の充実を図ります。 

〇地域、学校、職場等の幅広い世代間での多文化共生意識の啓発のほか、地域

の日本人と外国人の交流事業や地域の防災訓練の参加などを通じて、お互い

が教え合い、協力し合うことのできる多文化共生の地域づくりを進めます。 

〇日本のルールや生活に必要な日本語を学び、理解を深めるため、外国籍市民

が日本語を学ぶ機会を提供するとともに、日本語学習の支援者となる人材の

育成を図ります。 

 

互いの文化を理解しあう人づくり 

○国際交流関係団体と連携し各種講座や外国人との交流イベントを通して国際

理解を深め、国際人としての資質を備えた市民の育成を推進します。 

●外国籍市民は永住者や企業への実習

生が多く国籍は多様化しています。

市民みんなが穏やかに安心して暮ら

していくためには、お互いの文化の

違いを認め合い、理解し合う取り組

みが必要です。 

●国際交流関係団体においては、外国

籍市民への支援や市民との交流事業

の企画など多文化共生の様々な活動

が広がっています。 

●日本語が十分理解できないために、

円滑な意思疎通が図れず、様々な場

面において支障が生じることがあり

ます。外国籍市民に対する日本語習

得の取り組みを進め、円滑にコミュ

ニケーションできる環境を整備する

必要があります。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

多文化共生・国際交流（通訳・日本語支

援・ホームステイ等）におけるボラン

ティアの登録者数 

（累計） 

128人 

（Ｒ３．４） 
188人 

主な事業  

多文化共生のまちづくり ・多文化共生のまちづくりを推進 

・在住外国人のための生活サポート 

互いの文化を理解しあう人

づくり 

・地域住民等に対する多文化共生の意識啓発 

外国人のための生活相談コーナー（市役所

１階）の利用者数 

2,800件/年 

（Ｈ30～Ｒ２ 

平均） 

2,800件/年 



 

 

 

 
※１ 

恋愛または性愛がいず

れの性別を対象とする

かということ。 

 

※２ 

自己の性別についての

認識のこと。 

16   その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている 

③ 男女平等・共同参画社会の実現 

現状と課題 

●高岡市では、男女平等推進条例・プラ

ン及びＤＶ対策基本計画に基づき、

市民委員会などの推進体制や相談・

支援体制などを整備しています。さ

らに、「男女平等・共同参画都市宣言」

を行い、行政・市民・事業者等が一体

となって、男女平等・共同参画社会の

形成に向けて取り組んでいます。 
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施策の展開  

男女平等・共同参画意識の啓発 

○学校、地域、職場、家庭などあらゆる場や機会を通じて「男女平等・共同参

画都市宣言」の理念の浸透を図り、市民の男女平等・共同参画意識の高揚に

努めます。また、社会問題となっている配偶者や交際相手などからの暴力に

対する予防啓発の推進、安心して相談できる体制と被害者支援の充実を図り

ます。 

○男女平等・共同参画を阻害する諸問題や市の推進施策に対する苦情等の申出

について、適切かつ迅速な処理に努めます。 

〇子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的指向※１・性自認※２をはじめとする

各種人権課題に取り組むとともに、人間の多様性を認め合う意識の向上を図

ります。（後掲） 

 

社会活動への参画推進 

○男女平等推進センターを拠点として、広い視野をもって行動するための学習

の機会や活動の場の提供等を行い、市民の自主的な男女平等・共同参画活動

を支援します。 

○各種審議会や地域活動への女性の参画を促進するとともに、地域における人

材の発掘とリーダーの育成に努めます。 

●今なお、固定的な性別役割分担意識

やこれを反映した社会制度や慣行

などの課題が残っているため、引き

続きその解消に努める必要があり

ます。 



 

 

 

 
 

共同参画の環境整備 

○国・県と連携しながら就労機会の拡大、育児・介護休業など労働条件、子育て

支援対策などの社会条件を整備・充実し、ワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）を実現できるしくみを整えます。 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

男女平等・共同参画に関する講座等の参加

者数 

195人/年 

（Ｒ２） 
455人/年 

主な事業  

男女平等・共同参画意識の

啓発 

・男女平等推進に関する事業の実施、ＤＶ予防

の啓発活動 

・男女平等推進センターの管理運営 

共同参画の環境整備 ・女性人材バンクの作成・運用 

・企業との連携によるワーク・ライフ・バランス

の推進 



 

 

 

 
 

16   その人らしさが尊重され、お互いに助け合いながら幸せに暮らしている 

④ 平和な地域社会の形成 

現状と課題 

●高岡市では、市民一人ひとりが人権

意識をもち、ともに生きる社会をつ

くるため、人権思想の普及と人権尊

重意識の醸成に努めています。また、

「平和都市宣言」を行い、国際平和の

誓いのもと、あらゆる人々の人権を

尊重する平和なまちとなることを内

外に示しています。 
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施策の展開  

人権尊重の社会づくり 

〇子ども、高齢者、障がい者、外国人、性的指向・性自認をはじめとする各種

人権課題に取り組むとともに、人間の多様性を認め合う意識の向上を図りま

す。 

〇学校、家庭、職場、地域社会などさまざまな場面において、人権について一

人ひとりが考え、人権尊重の意識を高めることができるよう、人権教育や人

権啓発活動等を行います。 

 

平和尊重理念の普及 

○市民を中心とした平和活動を推進し、平和教育などを通じて平和尊重理念の

普及啓発を行っていきます。 

●子どもや高齢者に対する虐待、パー

トナーからの暴力、障がいのある人

や外国人、性的指向・性自認などに対

する偏見や差別が依然としてあるほ

か、インターネットの匿名性を悪用

した人権侵害などの新たな人権問題

が発生しています。 

主な事業  

人権尊重の社会づくり ・人権教育・啓発活動の推進 

・人権擁護委員協議会等の関係団体との情報交換

及び協力体制の構築 
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まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

人権セミナー参加者人数 

（累計） 
400人 2,550人 



 

 

 

 
※１ 

計画などの策定過程

の公正の確保と透明

性の向上を図ることを

目的に、計画などの策

定段階において、広く

市民に対して計画案

などを公表し、それに

対して提出された意

見・情報を考慮して行

政の意思決定を行う

方法。 

17   市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる 

① 市民に開かれた市政の推進 

現状と課題 

●市民参加によるまちづくりには、市

民と行政とのコミュニケーションを

図り、市民が市政への関心を持ち、よ

り良い信頼関係のもとで進めていく

ことが大切です。 
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施策の展開  

わかりやすい行政情報の提供・個人情報保護の徹底 

○デジタル技術の活用をはじめその時代に求められる広報・広聴のあり方を検

討しながら、市民と行政との双方向性の関係づくりに努めます。 

○個人情報保護対策や行政システムの信頼性の確保に努めながら、電子申請の

周知などを通じて情報公開を積極的に進め、信頼と透明性のある行政運営の

推進により、アカウンタビリティ（説明責任）を果たします。 

 

対話を深め、ともに考える 

○市民の多様な意見を施策に反映するため、タウンミーティングによる市民と

の対話、パブリックコメント※１などによる広聴活動を行うとともに、その実

施結果について、市民へのフィードバックに努めます。 

○計画の策定や事業運営にあたっては、市民や専門家などからの意見を聴き、

施策への反映に努めます。 

●高岡市では様々な方法で広報・広聴

活動に取り組むとともに、市が保有

している情報は市民との共有財産と

いう視点で、可能な限り情報提供に

努めています。 

●市民と行政のパートナーシップをさ

らに強め、市民が行政に対して提案

し自らも主体的な活動を行えるよ

う、市民に開かれた市政運営が求め

られています。 
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主な事業  

わかりやすい行政情報の提

供・個人情報保護の徹底 

・広報紙「市民と市政」の発行 

・テレビやラジオ等による市政情報の提供 

・ＳＮＳ等を活用した、市民等の意見やニーズの

把握 

対話を深め、ともに考える ・市民や専門家から広く意見を聴き、施策へ反映

するための対話活動の実施 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

まちづくりの出前講座の動画数 

（累計） 
- 

30件 

（Ｒ４～Ｒ８ま

での累計数） 

まちづくりの出前講座の参加者数 

（累計） 

1,220件 

（Ｒ２） 
6,000件 



 

 

 

 
※１ 

Robotic Process 

Automationの頭文字

をとったもので、これまで

人間が行ってきた定型

的なパソコン操作をソフ

トウェアのロボットにより

自動化するもの。 

 

※２ 

自治体の情報システム

やデータを民間外部の

データセンターに置いて

管理・運用する取り組

み。複数の自治体の

情報システムを集約し

共同利用を進めること

により、経費の削減及

び住民サービスの向上

等を図るもの。 

 

※３ 

行政が保有する公共

データを、二次利用が

可能で、かつ機械判読

にも適したデータ形式

で提供することにより、

行政の透明性・信頼

性の向上や官民協働

による公共サービスの

実現、地域経済の活

性化などにつなげる取

り組み。 

17   市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる 

② 高度情報化の推進 

現状と課題 

●スマートフォンの普及等により市民

生活においてインターネットがより

身近に利用可能となったことから、

ＩＣＴやデータを利活用した次世代

型のサービスの推進が求められてい

ます。 
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施策の展開  

デジタル活用等による市民サービスの向上 

○市民や企業等の負担を軽減するため、電子申請の拡充やWebによる相談に取り

組みます。 

○デジタル技術の活用を前提として業務やサービスのあり方を見直すととも

に、ＡＩ、ＲＰＡ※１等の次世代技術を活用し、事務作業の自動化、省力化を

図り、迅速かつ質の高い行政サービスの提供の実現を図ります。 

○自治体クラウド※２など、システムの共同利用により業務の標準化や行政手続

の簡素化に取り組み、併せてセキュリティ対策の強化に努めます。 

 

デジタル化の恩恵をすべての市民が享受できるような環境づくり 

○市が保有する情報を二次利用が可能な形で公開し、民間での活用を促すオー

プンデータ※３の推進に努めます。 

○社会全体のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を推進するため、官

民でデータを利活用するための基盤づくりを進めます。 

○高齢者や障がい者等、ＩＣＴを使いこなせる人と使いこなせない人の間に生

じる情報格差（デジタル・ディバイド）の是正に努めます。 

●市民の誰もが安心してデジタル化の

恩恵を享受できるようなＩＣＴ及び

データ利活用環境の実現が求められ

ています。 

●次世代技術の活用等による、効率的

な行政運営や市民サービスの提供の

実現が求められています。 
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主な事業  

デジタル活用等による市民

サービスの向上 

・情報資産の安全管理 

・基幹系業務システムの運用 

・デジタル技術を活用した利便性の向上 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

富山県電子申請サービスに登録している

申請における電子申請の割合 

（電子証明書（子育てワンストップサービ

ス）が必要な申請） 

0.24％ 

（Ｒ２） 
30％ 

富山県電子申請サービスに登録している

申請における電子申請の割合 

（電子証明書が不要な申請） 

3.8％ 

（Ｒ２） 
30％ 



 

 

 

 
 

17   市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んでいる 

③ 簡素で効率的な行財政の推進 

現状と課題 

●社会経済情勢の急激な変化や地域

主権の推進に伴う市民サービスの

裾野の拡大、市民ニーズの複雑・多

様化、公共施設等の老朽化など、市

政を取り巻く環境は大きな転換期

にあります。 
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施策の展開  

効率的・効果的な行財政運営 

○市民ニーズ、時代の要請、費用対効果の視点に立ったスピード感のある行財政

運営の実現に向け、選択と集中による整理・合理化を進めます。このため、受

益と負担の公平性の確保、効率性の視点はもとより、行政サービスの提供範囲

や提供手法等も考慮しながら、事務事業の見直しを行っていきます。 

○将来の人口減少社会を見据え、地域の特殊性やバランスを考慮しながら、高

岡市公共施設等総合管理計画に示す施設総量の適正化、長寿命化の推進、施

設の有効活用の基本方針に基づき、公共施設の再編に取り組みます。 

○持続可能で安定的な財政運営を確立、維持していくため、投資的経費、市債

の適正管理を行っていきます。 

○市民と行政がパートナーとして連携し、市民一人ひとりが公共活動や、まち

づくりに関する市民活動に参画できる仕組みづくりを進めます。 

○計画的な職員数の適正化に努めるとともに、意思決定や業務遂行過程のスリ

ム化などによる簡素効率的な組織機構の構築と、部局横断的で機動的かつ柔

軟な執行体制の確立に努めます。  

●財政面では、持続可能な財政構造の

確立のため、平成30年度から令和４

年度までを期間とする「高岡市財政

健全化緊急プログラム」に基づき、健

全化に向けて取り組み、その達成に

一定の目途がついたところです。し

かしながら一方で、今後の少子高齢

化、生産年齢人口の減少による市税

収入の減や扶助費の増に加え、労務

単価の上昇によるコスト増などが見

込まれ、財源確保が一層、困難な状況

となる中において、長期的に安定し

た財政運営が必要となっています。 



 

 

 

 
 

市民に信頼される職員の育成 

○複雑、多様化する行政課題に的確に対応できる専門性とノウハウを有し、ス

ピード感を持って市民の目線で解決策を見出すことができる、市民から信頼

される職員を育成するとともに、専門的な知識を有した多様な人材の活用を

図ります。 

 

人口減少・少子高齢化に対応した戦略的な都市経営 

○人口減少に対応した地域づくりを進めるとともに、移住・定住施策を強化

し、人口減少の抑制を図ります。併せて、出生率の向上を通じた人口の確保

と人口構造の若返りを目指し、若者の働く・結婚・子育ての希望を実現でき

る地域社会を目指します。 

〇新たな時代の潮流を積極的に取り入れ、他都市や民間事業者、地域コミュニ

ティといった多様な主体と連携を図ります。 

〇「ひと」の創生を起点として、まち・ひと・しごとの創生に取り組み、未来を

拓く子どもたちへの施策の充実をはじめ、次代を担う人づくりに注力します。 
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主な事業  

効率的・効果的な行財政運営 ・行財政改革の推進 

・施設管理や事業運営の点検・改善 

・市役所本庁舎のあり方検討 

まちづくり指標 

指標名 基準値 目標値（Ｒ８） 

実質公債費比率18％未満の堅持 18％未満 18％未満 

市民に信頼される職員の育成 ・窓口サービス向上の推進 

人口減少・少子高齢化に対応

した戦略的な都市経営 

・民間企業とのパートナーシップの構築 


