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１ 人口の現状（P6） 

２ 将来展望（P9） 

・ 短・中期的には社会動態の面の対策を強化し、人口減少の

抑制と人口減少に対応した地域づくりを進めます。

・ 根本的な解決には出生率の向上が不可欠となるため、女性

人口そのものの確保に努めながら、長期的には若者の結婚

・出産・子育ての希望の実現を図ります。

 

１ 策定の趣旨（P1） 

・ 第４次基本計画は、まちの将来像「豊かな自然と歴史・文化につつまれ人と人がつな

がる 市民創造都市 高岡」を目指し、10 ヵ年（平成 29 年度から令和８年度）の市

政運営の基本方針を示す基本構想の後半５年間（令和４年度から令和８年度）を担う

計画です。

・ 人口減少・少子高齢化が進行する中、長期的（20～30 年後）な視点に立って、「次の

世代」からも共感を得ることができるまちづくりを進めていく必要があります。

・ 第４次基本計画では、これまでの成果を最大限に活用するとともに、新たな時代の潮

流を積極的に取り入れ、「変革」に挑戦していきます。

２ 計画期間（P1）  令和４年度～令和８年度（５年間） 

３ 計画推進の考え方（P1） 

・ 基本構想では、まちの将来像を具現化するため、５つの分野で17のめざすまちの姿を

設定し、『共創』『再発見』『発信』の３つをキーワードとして総合的・横断的に施策を

展開しています。

・ 第４次基本計画においては、この３つのキーワードのもと、「まち・ひと・しごと」の

創生を進める第２期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」をリーディングプロジェク

トに位置づけて計画を推進していきます。

⑴ リーディングプロジェクト（P2）

・ リーディングプロジェクトとは、基本構想に掲げるまちの将来像の実現に向け、計

画全体をけん引・先導する取り組みを指します。

・ 第２期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」は、地域経済や地域社会に資する「し

ごと」「まち」の創生が概ね順調に進捗しているという第１期総合戦略の評価を踏ま

え、高岡の強みや魅力を活かしながら、将来を切り拓いていく「ひと」の創生を起

点に取り組んでいます。

・ 加えて、Society5.0の実現に向けた次世代技術の積極的な活用や、ＳＤＧｓの理念

に沿った地方創生の充実・深化といった新たな時代の潮流を取り入れています。

⑵ 「都市の強み」、「まちの魅力」を活かす「ひとの力」（P2）

・ 本市は、交通の要衝にあり、伏木富山港を擁するという地の利や、北陸新幹線の開

業という時機をとらえ、交流・交通基盤を整備し「都市の強み」を構築するととも

に、伝統技術の保存・継承や歴史・文化資産の保存・活用に取り組み「まちの魅力」

を磨きあげてきました。

・ 人口減少・少子高齢化の進行により地域経済の活力が低下することが懸念されてお

り、持続可能で進化し続けるまちを目指し、「都市の強み」と「まちの魅力」を最大

限に活用していくことが重要なポイントとなります。

・ 「都市の強み」と「まちの魅力」を活用し、新たな価値を創り出すのは「ひと」で

あり、「ひと」こそがこれからのまちづくりの主役です。個人や団体など全ての「ひ

と」が、本市に愛着と誇りを持ち、それぞれの持つ個性や能力に応じて、地域社会

の中で創造的な力をいかんなく発揮し、相互に刺激しあうことで、新たな価値を生

み出し、地域の経済やコミュニティの活性化につながります。今計画では、そのよ

うな「ひとの力」に着目することとします。

４ 計画の進行管理（P4） 

・ 計画を進めるにあたっては、目まぐるしく変化する経済社会情勢に的確に対応するた

め、既成概念にとらわれず、時機を逸することのない柔軟な対応を行います。

・ 各計画の事業については、ＰＤＣＡサイクルにより柔軟な進行管理をしていきます。

第１章 基本計画の策定 第２章 人口の見通し 
(※令和２年 12月末時点の実績に基づき暫定的に記載しており、策定時には令和２年国勢調査の確定値などに基づき記載を補正。) 

⑴ 総人口（P6）

・S60（1985）188千人【ピーク】

・H27（2015）172千人

※世帯数増加 H27 63.8千世帯（2.7人/世帯）

⑶ 人口動態（P7）
自然動態 ・H14（2002）以降減少傾向、減少幅は拡大傾向 社会動態 ・大学進学・就職等で県外流出 

・H27（2015）、H29（2017）は改善

⑵ 人口構造の変化（P6）
S60（1985）⇒H27（2015）

・年少人口 51.6％減少

・高齢人口 約２倍

・高齢化率 12.6→31.4％

総 論 【概要版】高岡市総合計画第４次基本計画素案（総括部会取りまとめ案） 令和３年（2021年）５月 ( )内数字は、素案のページ数です。 

162,739
166,207

170,841

181,151
186,900

188,006
187,869

186,827
185,682

181,229

176,061
172,125

34,778 38,304 42,051
46,281 48,981 50,080 52,631 55,882 59,083 60,426 61,992 63,814

4.68

4.34

4.06

3.91
3.82 3.75

3.57

3.34
3.14

3.00
2.84

2.70

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

総人口

総世帯数

１世帯当たり人員（右目盛）

（人） （人/世帯）

【合計特殊出生率】  1.5 ⇒ 1.9 ⇒ 2.07 

(現状)  (2030年)  (2040年) 

【2060年の人口目標】 108,205人 ⇒ 125,000人 

(推計人口) (目標人口) 

【高岡市の総人口と総世帯数】 【年齢３区分別人口と高齢化率の推移】 

【人口動態の推移】 【合計特殊出生率・出生数の推移】 

【将来人口の推計】 
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３ 都心エリア（P16） 

・ 歴史的な経緯や都市機能集積などの特性に応じて、５つのゾーンを設定します。 

 ⑴ 古城公園ゾーン 

 ・ 既存の文化、交流や商業・業務機能を 

中心とした高次都市機能を集約する 

ゾーン 

 ⑵ 歴史の町並みゾーン 

 ・ 重要伝統的建造物群保存地区である 

山町筋や金屋町を中心に、歴史・文化を 

活かした交流・観光の拠点となる 

ゾーン 

 ⑶ 高岡駅周辺ゾーン 

 ・ 県西部地域の交通結節点として、商業 

・業務や交流機能を中心とした多様な 

高次都市機能と都市型住宅を誘導する 

ゾーン 

 ⑷ 駅南ゾーン 

 ・ 沿道サービス施設や業務施設と調和した 

良好な居住環境の形成を図るゾーン 

 ⑸ 新高岡駅周辺ゾーン 

 ・ 大都市圏と飛越能地域との広域的な交通結節点として、商業・交流機能を中心とし 

た高次都市機能の維持・誘導を図るゾーン 

 

第４章 財政フレーム 

（秋頃に開催する第３回総合計画審議会総会・総括部会において暫定値を提示する予定） 

 

第５章 リーディングプロジェクト 

１ 第２期高岡市総合戦略「みらい・たかおか」(P19) 

・ 「ひと」の創生を起点としたまち・ひと・しごとの創生を確立するため、４つの基本

目標を設定し、先導的に取り組みます。 

⑴ 多様なひとが住みたいと感じるまちをつくる（P21） 

 住みよい魅力のＰＲ、まちなか居住の推進、関係人口の創出・拡大、若者の就職支援

や非正規雇用対策の推進など 

⑵ 安心して子どもを生み育てられるまちをつくる（P22） 

 しごとと子育てが両立できる環境づくり、子育て支援サービスの充実、地域に愛着と

誇りを持ち、未来を担う子どもの育成など 

⑶ 魅力的なしごとに挑戦できるまちをつくる（P23） 

  地域産業の競争力強化、若者向けの雇用の創出、広域観光の促進と交流人口の拡大、

地域内消費の喚起など 

⑷ 誰もが自分らしく活躍し、地域が輝き続ける創造的なまちをつくる（P24） 

  コンパクト・アンド・ネットワークの促進、広域連携の推進、地域固有の文化や芸術・

文化活動の活性化、地域コミュニティの維持・強化など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市構造（P14） 

第３章 土地利用方針 

【都心エリア】 

１ 土地利用方針（P11） 

・ 都市的土地利用、農業的土地利用、自然的土地利用ごとに、配置方針や取り組み内容を記載しています。 

・ 都市的土地利用は「住宅地」「商業地」「工業地」に分類しています。 

【将来都市構造図】 

【土地利用計画図】 

・ コンパクト・アンド・ネットワークの都市構造により、 

持続可能な都市の実現を図るため、都市機能などの 

集約を目指す「拠点」と、都市や拠点間を結ぶ 

「連携軸」を設定します。 

⑴ 拠点の設置 

・広域都市拠点  ・地域生活拠点  

・産業拠点    ・広域交通結節点 

⑵ 連携軸の設定 

・広域交流軸   ・都市間連携軸 

・拠点間連携軸  ・都心軸 



２
水・緑・食が豊かで暮らしにうるおいがある

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

・新規企業の誘致や既存企業の拡張の受け皿とな
る新たな産業団地の適地調査を行う。

・高速交通網や伏木富山港などの社会資本を活か
し、環日本海における物流の拠点化を目指す。

③産業基盤の整備・
企業立地の推進

施 策 施策の展開

・ものづくりをはじめとする地域産業の持続的な
成長に向けて、人材の育成・確保、事業承継の
支援や、デジタル化の推進による技術革新の支
援に取り組む。（再掲）

・伝統産業をはじめ各分野のブランド化に努める
とともに、地域資源を活用した商品の開発を図
るなど、新分野参入、新事業展開を支援する。

・国内外への販路拡大の支援や地域産業の魅力発
信に取り組む。

②地域産業の競争力
強化

・ものづくりをはじめとする地域産業の持
続的な成長に向けて、人材の育成・確保、
事業承継の支援や、デジタル化の推進に
よる技術革新の支援に取り組む。

・産学官金の連携強化により新事業創出と
創業を支援するとともに、高機能素材等
の研究の推進を図る。

①新たな事業活動の
創出

・ＵＩＪターン就職の推進や相談・カウンセリン
グの充実など、若者の雇用の場の創出や就業促
進を図る。

・女性や中高年齢者、障がい者、外国人など多様
なひとが働きやすい環境づくりに努めるととも
に、勤労者福祉の充実を図る。

・テレワークの活用や、副業・兼業に向けた環境
整備の啓発に努め、働き方改革を推進する。

⑤雇用・勤労者福祉
の充実

・産業支援機関等と連携した経営革新・事
業承継等の支援や、急激な経済変動に対
応可能な経営基盤の強化に向け融資制度
の充実を図る。

・伝統技術の保存・継承と後継者の自立支
援に努める。

・「ものづくり・デザイン科」を通じて、
ものづくりの心を育てる取り組みを推進
する。

④中小・小規模企業
の経営基盤強化

・若者世代をはじめとした多様な人材の活躍の促
進や、認定農業者・集落営農組織の経営基盤強
化に取り組む。

・農地の大区画化や農業用施設の長寿命化を図る
など農業生産基盤を整備するとともにスマート
農業の推進に取り組む。

・高岡産品のブランド力の育成や新たな販路の開
拓、高岡の食の魅力発信に取り組む。

・鳥獣被害防止対策を強化し、地域の負担
軽減を図るとともに、地域特性を踏まえ
た農業の推進など地域住民との連携によ
る中山間地域等の振興に取り組む。

・農業・農村の大切さの理解促進を図るた
め、食育、農業体験、地産地消等の施策
を展開する。

・農業用水路等の整備を行い、広域的な農
地防災に努める。

・治山事業や森林の整備・保全を推進し、
林業の成長産業化の実現と森林資源の適
正な管理を図る。

施 策 施策の展開

・水産業特産品の開発・ブランド化に取り
組むとともに、児童生徒の頃から水産業
について学ぶ機会を創出し、理解と関心
を高めて後継者育成を図る。

④水産業の振興

③林業の振興

①農業の持続的発展

②農山村の振興

地域産業（P36～P51）

・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、産学官金と連携した幅広い人材育成、商品開発、販路開
拓等を進める。

・高速道路網や伏木富山港などを擁するという「都市の強み」を活かして環日本海に拓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。

３

歴史・文化（P52～P57）

・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。

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

・国内外から評価されている歴史・文化資
産の保存・活用や魅力の発信により交流
人口や関係人口の拡大を図る。

・「近世高岡の文化遺産群」の登録を目指
し、文化財の保存修理や市民への周知・
普及活動を進める。

施 策 施策の展開

①文化財の保存・活用

・二上山丘陵から伏木台地一帯に広がる北
部地域の歴史・文化資産の活用と一体的
な環境整備を進めるなど、市内にある歴
史的な町並みの保全と周辺環境の調和に
取り組む。

・工芸技術を継承する人材を養成するとと
もに、地域固有の祭礼・年中行事等の伝
承者や理解者が育つ環境を醸成する。

②歴史的風致の保全
・活用

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

・芸術文化活動の充実を図り、オンライン
発信等の新たな手段を含めた市民の創作
活動の支援や発表の場の提供に努める。

・日本を代表するまんが家 藤子・Ｆ・不二
雄氏の作品の魅力と世界観を、市内に点
在する関連スポットやドラえもんトラム
等の魅力とともに一体的に発信する。

・万葉のふるさと高岡を全国にＰＲすると
ともに、誰もが気軽に万葉集や越中万葉
の世界を楽しめる場や機能を拡充し、万
葉のふるさとづくりを推進する。

①地域に根ざした創
造的な芸術・文化
活動の育成

施 策 施策の展開

各論



・飛越能圏域の各地域との連携や、ＳＮＳ
などの活用により効果的なプロモーショ
ンを展開して観光客を呼び込む。

・北陸新幹線金沢・敦賀間、大阪全線開業
に向け、飛越能地域の魅力をＰＲし関西
圏との一層の交流拡大を図る。

②広域観光の推進

・歴史・文化資産や豊かに広がる自然景観
を観光資源として活用するとともに、旅
行商品の開発や観光施設周辺の整備など
により観光客の満足感や再訪への意欲を
高め、リピーターの増加及び関係人口の
創出を図る。

・高岡の伝統産業等を活かした高岡ブラン
ドを開発するとともに、ものづくり体験
などを活用した産業観光を推進する。

①観光資源の発掘と
保存・活用

③イメージアップ・
誘致活動の強化

・県等と連携し、観光情報サイトの活用や
ＳＮＳ等での情報発信により、台湾を中
心とする外国人観光客の誘致を図る。

・多言語対応力の向上やキャッシュレス化
の推進など、受入環境の充実に努める。

⑤インバウンドの推進

施 策 施策の展開

・現在交流している都市や、新たな都市と
の交流を促進するとともに、コンベンシ
ョンの開催支援や各種団体の全国大会誘
致などに努め、交流人口の拡大を図る。

・海外への派遣・受入の実施や、県外の高
等教育機関との連携を活かし、国際視野
を持つ人材の育成を図る。

④国内・国外交流の
推進

・まち全体として観光客をもてなす体制を
整えるとともに、多言語による誘導・案
内、二次交通の充実など受入環境の整備
に努める。

・ＤＭＯ等と連携した誘致活動やデジタル
技術の活用により、誘客や関係人口の創
出を推進する。

・市民一人ひとりが高岡に誇りと愛着を持
つシビックプライドの醸成を図り、市民
の手によるシティプロモーションを展開
する。

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

４

交流・観光（P58～P83）

・交通の要衝であるという強みや、歴史・文化資産や自然環境に恵まれた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。

・地域コミュニティと商店街との連携を促
進するとともに、空き店舗や空き家を活
用したリノベーション事業の実施、商店
街等での新規開業者を支援し「賑わいの
核づくり」を推進する。

・事業者・消費者双方におけるキャッシュ
レス化を推進し、消費喚起や販売促進を
後押しする。

①商業・サービス業
の振興

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

②中心市街地活性化
の推進

・中心市街地において、まちなか居住の推
進や民間活力の有効活用により、商業・
業務や交流機能を中心とした多様な高次
都市機能の集約を図り、歩いて楽しいま
ちづくりに努める。

・周辺市街地において、各地域の特性に応
じたまちづくりに向けて、民間主導によ
る開発を促進し、計画的な住宅や生活利
便施設などの整備を誘導する。

・既存の社会資本ストックを利活用した市
街地の再生に努め、民間活力を活かし、
移住施策と連携を図り、まちなか居住を
推進する。

・各種支援により商店街の活性化を促進す
るとともに、御旅屋セリオやステーショ
ンビルなど中心市街地の核となる施設の
機能向上を支援し、中心市街地の賑わい
創出を図る。

・まちづくり会社等によるまちづくり活動
を総合的に支援する。

③市街地の整備

施 策 施策の展開

④住宅・宅地の整備

・市民と一体となって地域の特性を活かし
た景観まちづくりを推進するとともに、
周辺景観と調和するよう屋外広告物の規
制・誘導を図る。

⑤良好な都市景観の
創出

・移住施策と連携を図りながら、まちなか
居住などに対する住宅支援や空き家対策
など移住・定住を推進する。

・需給バランスを考慮した市営住宅の適正
な維持管理を進める。

施 策 施策の展開

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

①高岡駅・新高岡駅
の周辺整備

・安定的な人流・物流を確保するため、高
速道路や広域的な道路、広域交通結節点
へのアクセス道路、環状道路等の幹線道
路など道路網の整備を促進する。

・安全で持続可能な公共交通の実現に向け、
城端線・氷見線の直通化を含めたＬＲＴ
化の検討を進めるとともに、市民協働型
交通システムの導入を推進し、コンパク
ト・アンド・ネットワークのまちづくり
を進める。

・広域的な交通結節点である新高岡駅周辺
から高次都市機能の集まる高岡駅周辺を
結ぶ軸線上を中心に、交通アクセス機能
の向上や民間主導の開発促進による施設
集積を図り、歩いて楽しいまちづくりを
推進する。

・北陸新幹線金沢・敦賀間開業に向け、受
入態勢の充実や関西方面への情報発信・
誘客の強化に継続して取り組むとともに、
県西部関係団体と連携して新高岡駅の利
用促進策を展開し、利用者の総ボリュー
ム増大に取り組む。

②高速道路網・幹線
道路網・地域公共
交通体系の整備

・伏木外港の建設促進と港湾機能の充実に
より、環日本海交流の拠点や国際貿易港
としての機能強化を図る。

・船舶会社等へのポートセールスを強化す
るとともに、クルーズ船受入態勢の充実
を図る。

③港湾の整備・活用

・連携中枢都市圏の取り組みを推進し、県
西部６市の個性や特性を活かして圏域全
体の経済成長や生活関連機能サービスの
向上に取り組むとともに、圏域での暮ら
しの魅力を一体的に発信し、交流人口の
拡大や移住・定住の促進を図る。

・広域連合や他市との協議会設置など多様
な仕組みを活かし、住民サービスの維持
・向上につなげるとともに、県西部６市
が持つ既存の施設・機能を活かした共同
利用・共同設置を図る。

④広域連携の推進



・民設民営の放課後児童クラブの運営支援
や支援員研修の推進など、より放課後児
童クラブの充実に取り組む。

・子育て家庭の親子の相互交流や子育ての
悩みを相談できる場づくりなど地域で子
育てを支え合う環境づくりを支援する。

・地域住民と関係機関が連携を密にし、虐
待の早期発見・早期対応に取り組むなど
児童虐待防止対策を推進する。

④地域の子育て力の
応援

・子育てに関する情報について、ＩＣＴの
活用など多様な方法により提供する。

・子育て相談について、ＩＣＴの活用など
多様な相談方法を確立するとともに、親
同士の交流や情報交換の場・機会の充実、
相談員の質の向上を図る。

・保護者の就労状況に関わらず教育・保育
を一体的に提供する認定こども園への移
行を推進するとともに、児童の交流、職
員の意見交換など、小学校生活への円滑
な接続に向けて取り組みを行う。

・教育・保育サービスの質の向上、病児・
病後児保育などの多様なサービスを充実
に取り組むとともに、親が育児休暇を取
得しやすい労働環境が整備されるよう働
き方改革の推進に努める。

②新たな子育て情報提
供システムの構築

・安心して妊娠・出産・子育てができる体制を充
実するとともに、世代間の貧困の連鎖を防止す
る取組みを推進し、親となる次世代の若者が生
み・育てる希望を叶える環境を整える。

・発達に支援を要する子どもに早期から介入し、
学校などでの集団生活に向けた適切な支援や発
達に合わせた療育を提供する。

③安心して妊娠・出
産・子育てができ
る体制の充実

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

①教育・保育の一体
的提供の推進とサ
ービスの充実

９
教育を通じて個性を磨き、活きる力を高め合っている

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

②地域に開かれた特
色ある教育活動の
充実

・「ものづくり・デザイン科」をはじめ、
郷土の先人や地域の歴史、文化、自然な
どの教材化を通してふるさと学習を推進
し、郷土を愛し、社会に貢献しようとす
る心を育てる。

・１人１台端末等を児童生徒の発達段階に
応じて有効に活用することで、情報活用
能力の向上を図るとともに、人々と協力
し、自ら考え行動し、課題を乗り越える
力の育成につながる21世紀型教育を推進
する。

・外国人相談員等を配置し、外国人児童生
徒への教育支援に努める。

・子どもたちの連続した成長を切れ目なく
支援する小中一貫教育を推進し、一人ひ
とりの児童生徒の基礎学力やこれからの
時代に求められる資質や能力等の伸長を
図る。

・全ての教員がＩＣＴの教育環境を活用で
きるよう計画的な研修を実施する。

・学校、家庭、地域、関係機関が連携し、
いじめの防止等の対策に取り組むととも
に、特別な支援を必要とする児童生徒に
対する相談や支援体制を充実する。

③教育効果を高める
教育環境の充実

・中学校における高校教員による授業の実施や部
活動の連携など高校教育との連携を図る。

・市内はもとより、近隣や県外の高等教育機関と
も積極的に連携を進め、高等教育機関が蓄積し
た人材・情報・施設を活用し、地域振興に関わ
る人材等の拡大を図る。

・計画的な学校の再編統合を進め、望まし
い学校規模や配置バランスの確保に努め
るとともに、学校の跡地の活用について
は地元の意向をはじめ幅広い観点から検
討を進める。

・校舎をはじめ、施設の老朽化対策につい
て長寿命化や大規模改造を含め、有効な
手法を選び計画的に実施するとともに、
快適な教育環境確保のため、教育設備の
計画的な更新を推進する。

・ＩＣＴの教育環境について大学との連携
協力を深めるとともに、ＩＣＴ機器を活
用した校務の改善、効率化を図る。

④高等学校・高等教育
機関の充実・連携

子育て・教育（P84～P105）

・安心して妊娠・出産・子育てができる体制を構築するとともに、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。

・学校・家庭・地域が連携し、子どもたちや若者
が地域に関わるきっかけを作るとともに、地域
の歴史や文化に親しむ機会を設け、郷土への愛
着や誇りの醸成を図る。

・若者が主体的に取り組む文化イベントやまちづ
くり活動を担う運営主体の育成に努めるなど、
まちづくりに参画する機会を創出する。

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

11
いつでも気軽にスポーツを楽しんでいる

・生涯学習施設において、大学や専門機関
等と連携してリカレント教育を支援する
とともに、Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実に努め
てオンライン講座を開催するなど利用者
の拡大を図る。

・市立公民館について、持続可能な運営の
観点を踏まえながら既存館の機能維持に
計画的に取り組む。

①ライフステージに
応じた生涯学習の
振興

施 策 施策の展開

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

・全ての人がスポーツに親しみ、健康で元気な生
活を送れるよう環境づくりに努める。

・多様なスポーツ活動と連携を図りながらスポー
ツ全体の裾野の維持・拡大を図る。

・将来を担うジュニア層の競技力の向上を図ると
ともに、世界を舞台に活躍する様々な種目のト
ップアスリートを支援する。

・学校体育施設を含めた既存施設を有効活
用し、スポーツ施設の機能の維持向上に
努める。

・スポーツ活動の拠点となる施設について、
長期的な視点に立って計画的な整備に努
める。

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

施 策 施策の展開

５

施 策 施策の展開



・全ての高齢者が、医療や介護が必要にな
っても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る。

・介護サービスの提供体制を確保するため、
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。

・フレイル対策や、多様な主体による健康
寿命延伸の取り組みを進めるとともに、
高齢者が地域社会の中で積極的に役割を
果たしていけるよう、生涯学習の機会の
拡充や就労促進を図る。

③高齢者福祉の充実

・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、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する。

・ボランティア活動をしたい人と支援を受
けたい人のマッチングを行う機能の充実
を図り、市民が関心に合わせて活動に参
加できる環境づくりを推進する。

・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・支援体制を整備するとともに、
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する。

・障がい児の将来の社会的自立の基盤作りや、障
がい者の経済的自立を進める雇用や就労の促進
などに取り組む。

・障がいや障がいのある人に対する理解を促進す
る福祉教育や啓発活動を推進し、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す。

②障がい者（児）福
祉・自立支援対策
の充実

12
誰もが生き生きと自立して暮らしている

施 策 施策の展開

①地域福祉の推進

安全・安心（P106～P144）

・福祉、医療、防災、消防、上下水道など地域社会の基盤となる安全・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外の人材取り込みを図る。
・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。

・各種健康診査の実施により疾病等の早期
発見・早期治療、疾病の予防や健康の保
持増進に努めるとともに、市民誰もが健
やかに自分らしく過ごせるよう生涯を通
じた健康な生活習慣づくりに取り組む。

・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啓
発を行うとともに、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
着を図る。

①生涯を通じた健康
づくりの推進

・一般の医療機関では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
体制の充実に努めるとともに、急患医療
センターの運営や地域の医療機関との連
携により救急医療体制の充実を図る。

・高岡市民病院において、医療の高度化・
多様化に対応し、急性期医療を担う地域
の基幹病院として医療提供体制の充実を
図るとともに、新型コロナウイルス感染
症など感染症への対応を更に強化し、感
染症指定医療機関としての責務を果たす。

・市民が安心して医療を受けることができ
るよう、国民健康保険や後期高齢者医療
制度の健全運営に努める。

②医療体制・医療制
度の充実

14
地域の人々の手で環境が守られている

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

施 策 施策の展開

・ごみに対する関心を高めるための環境教
育や啓発活動、ごみの減量に対する支援
や情報提供などを行い、３Ｒ活動を推進
する。

・環境への負荷が少ないごみ処理体制の検
討や効率的な収集体制を推進する。

①環境保全意識の高揚

・市民の手による環境美化活動を推進する
とともに、公害防止対策の充実やカラス
被害への効果的な対策に努める。

②環境保全対策の充実

・自然との共生を図りながら、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、脱炭
素社会・循環型社会の実現を目指す。

・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
ようとする意識の醸成や、環境に対する意識・
行動改革の推進を図る。

③ごみの減量化・資
源化の推進

施 策 施策の展開

・市民一人ひとりの防災に対する意識の向
上を図るとともに、地域に根差した防災
士の養成や自主防災組織等の結成促進、
「わがまち訓練」の実施などにより、地
域の防災力の向上を図る。

・ＩＴの進化に合わせた情報伝達手段の活
用による迅速な防災情報の伝達・提供体
制の充実・強化を図るとともに、感染症
対策を講じた避難所の運営や生活関連物
資・資機材の計画的な備蓄を進める。

・災害から住民の生命・身体・財産を保護
するため、砂防・地すべり・急傾斜地崩
壊防止対策や浸水対策を推進する。

・防火情報の発信や住宅防火対策を推進し、住宅
からの死傷者の低減と火災の減少に取り組む。

・消防力の充実強化を図るため、施設整備や県西
部６市による広域連携体制の強化を図るととも
に、活動支援ロボット等の次世代技術の活用に
ついて研究を進める。

・若者・女性が入団しやすい活動環境の整備等に
より、地域の防災力の中核をなす消防団員の確
保と活動力の向上に取り組む。

・救急救命士の育成や市民を対象とした救命講習
会の充実など救急・救助体制の整備を図る。

②消防・救急・救助
体制の充実

・市道の整備において、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、安全性・信頼性の向上に努め、
併せてＡＩ等を活用した作業の省力化・
コスト縮減を図る。

・交通安全施設の整備や交通安全教育の推
進等により交通安全対策の充実に努める。

・防犯情報の提供や自主防犯組織の育成・
支援など地域防犯対策を推進する。

③道路整備、交通安全
・防犯対策の充実

①防災対策の充実

施 策 施策の展開
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安全で快適な生活を送っている

６

・地域住民で組織する各種団体と連携し地
域緑化を推進するとともに、学校教育機
関・地域社会と連携し、自然・緑に関心
を持つよう体験・学習機会の増加を図る。

・民間資金やノウハウを活用した公園の維
持管理手法を検討する。

⑤河川・海岸の保全
・整備

・洪水による災害を未然に防ぐための河川
改修や、雨晴海岸の侵食を防止するため
の対策を推進する。

・庄川・小矢部川の河川環境の整備や、雨
晴海岸・国分海岸の環境整備を促進する。

④緑化の推進と保全
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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

・共創の推進のため、地域活動を解決する
先駆的活動を支援・育成し、広く市民に
啓発する。

・持続可能な地域活動を行っていくため、
地域人材の育成・活用や地域外からの人
材や企業等による柔軟な発想や熱意の取
り込み地域の活性化を図るとともに、地
域が主体となって地域課題の解決につい
て「考える場」の構築を支援する。

・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
能拡充を図る。

①市民が主役の地域
づくりへの支援

・案内標識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
るとともに、外国籍市民が日本語を学ぶ
機会の提供や日本語学習の支援者の育成
を図る。

・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多文化共
生の地域づくりを進めるとともに、国際
理解を深め国際人としての資質を備えた
市民の育成を推進する。

②多文化共生社会の
推進

・学校、地域、職場、家庭などあらゆる場
や機会を通じて市民の男女平等・共同参
画意識の高揚に努める。

・就労機会の拡大や労働条件、社会条件の
整備・充実し、ワーク・ライフ・バラン
スを実現できる仕組みを整える。

③男女平等・共同参
画社会の実現

・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る。

・平和教育などを通じた平和尊重理念の普
及啓発や人権教育・人権啓発活動を行う。

④平和な地域社会の
形成
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市役所が市民に信頼され、責任を持って取り組んで
いる

・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を推進する。

・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やパブリックコメン
トなどによる広聴活動を行い、その実施
結果についてのフィードバックに努める。

①市民に開かれた市
政の推進

・デジタル技術の活用を前提として業務の
あり方を見直し、ＡＩ、ＲＰＡ等の次世
代技術を活用し、迅速かつ質の高い行政
サービスの提供の実現を図るとともに、
自治体クラウド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きの簡素
化に取り組む。

・社会全体の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ると
ともに、情報格差（デジタル・ディバイ
ド）の是正に努める。

②高度情報化の推進

・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、選択と集中を進めると
ともに、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
の確立に努める。

・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公共施設
の再編に取り組む。

・人口減少・少子高齢化に対応するため、
次代を担う人づくりに注力し、移住・定
住施策の強化や時代の潮流の取り入れ、
多様な主体との連携による戦略的な都市
経営を行う。

③簡素で効率的な行
財政の推進

７

・地域の実情に応じた小型除雪機械の配備
や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するとともに、
消雪施設を設置しようとする地域に対し
支援を行う。

・除雪情報を提供し、広報等で道路除雪の
協力を呼びかけるとともに、国や県など
との連携体制を強化し、交差点での除雪
のルールを定める。

⑥雪対策の充実

・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。

・長期的な視点に立ち、計画的な上水道、
下水道の維持更新や整備を進める。

⑦上・下水道の整備

・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などの消費者教
育に努めるとともに、消費者教育等に賛
同する新たな団体の協力や参画を促す。

・多様化する消費者ニーズをとらえ、各種
相談に対応できる体制づくりに努める。

⑧消費生活の向上
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