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第 2 章 安全・安心で環境にやさしいまちづくり 
１．自然と共生する生活環境の保全 

 

 現状と課題  

自然環境の変化 

◆地球温暖化の影響で局地的な集中豪雨や竜巻などの突風が多発しており、二酸化炭素などの温

室効果ガスの排出を抑制する政策が進められています。 
◆国定公園である白砂青松の千里浜海岸は、砂浜が狭くなり、松林が減少しており、養浜事業な

どの海浜保全対策が進められています。 
◆気候の変化などにより、住居区域において、野生動物による被害や、保護生物が出現しており、

生態系の変化に対応した対策が必要となっています。 
 

生活環境の保全 

◆近年は環境保全に対する関心の高まりから、水質汚濁や大気汚染、悪臭などの公害苦情が増加

しており、機動的な対応と監視、指導の強化が必要となっています。 

◆家庭系ごみのポイ捨てが目立ち、有料化に伴う不法投棄の増加が懸念されていることから、地

域住民に対して環境保全の指導や理解を求めていく必要があります。 

◆ごみの不法投棄による自然環境の悪化が懸念され、不法投棄防止パトロールの実施や多発箇所

に監視カメラを設置するなど、防止対策を進めています。 

◆土壌汚染対策法の制定により、市散弾銃射撃場跡地や工場跡地の土壌汚染問題が表面化してお

り、長期的な汚染対策が必要となっています。 

◆市営墓地公苑は昭和 58年に開設以来、560 区画のほぼすべてが使用契約済みであり、市民ニー

ズに対応した墓地整備の検討が必要です。 

不法投棄の状況 
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 施策の方針  

自然環境の保全に努めます 

自然環境の変化に対応した保全意識の向上を図り、自然と共生できる環境対策を推進していき

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

自然環境保全の意識向上 

 

自然環境に対する教育・学習の推進 

眉丈台地自然公園での体験型環境教育の充実 

なぎさクリーン運動の支援 

自然環境と共生する環境保全対策 希少生物が生息する環境の保護 

不法投棄された廃棄物や海岸漂着物の回収 

千里浜海岸保全事業の促進 

国定公園の景観の保全 

生活環境の保全に努めます 

公害防止対策の強化と土壌汚染対策等を推進し、良好な生活環境の保全を図っていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

生活環境の監視と指導の充実 不法投棄、不法焼却の防止啓発 

市内の河川、湖沼などの定期的な水質調査による監視

公害の発生源に対する継続的な監視・指導 

不法投棄防止対策の強化 不法投棄監視パトロールの実施 

監視カメラの設置 

土壌汚染対策の推進 

 

市散弾銃射撃場跡地鉛汚染対策事業の推進 

土壌汚染区域の監視と継続的な環境調査の実施 

衛生的な生活環境の創造 公衆浴場の施設改善に対する支援 

市営墓地公苑の適切な管理運営と整備検討 

 
 
 
 
                

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

羽咋川の水質 
（羽咋大橋の月平均 BOD 値） 

mg/L 2.7 2.3 2.0 
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２．低炭素・循環型社会の推進 
 

 現状と課題  

循環型社会の形成 

◆国において平成 17 年に廃棄物処理基本方針が改正され、排出抑制や再生利用の促進、住民の意

識改革を図るため一般廃棄物の有料化が進められており、可燃ごみ全量有料化を実施します。 

◆可燃ごみの量は、段階的に無料処理券を削減することで、平成 18 年度からの 4年間で 18%の減

量を達成しており、引続き循環型社会の形成を目指し、さらなる減量を推進していく必要があ

ります。 

◆可燃ごみ減量を促進するため、分別再利用による資源化の推進や生ごみ処理機などの購入助成、

ダンボールコンポストなどの講習会による指導と理解を図り、ごみリサイクルと生ごみ減量の

意識向上と支援を進めていく必要があります。 

◆町会などの地域コミュニティによる自主的な環境保全活動を促進していくため、行政と地域住

民による環境パートナーシップの体制づくりが求められています。 

 

低炭素社会の形成 

◆省エネルギー化促進のため、地域においても低炭素社会の実現に向けた取り組みの推進が求め

られています。 
◆太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの利活用を促進し、環境にやさしいまちづくりを

推進する必要があります。 
◆未利用エネルギーの利活用のための取り組みを、地域や団体で実施できる体制づくりが必要で

あり、住民主体のシステムづくりと支援対策の検討が必要となっています。 

ダンボールコンポスト製作講習会 
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 施策の方針  

循環型社会を目指します 

「廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再利用（リサイクル）」の３Ｒの取り

組みを通じて、持続可能な資源管理及び廃棄物管理を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

廃棄物発生量の抑制 

 

可燃ごみ有料化による排出量の抑制 

可燃ごみ減量取り組みへの支援・助成 

環境教育・出前講座によるごみ減量意識の高揚 

環境ボランティアの育成 

環境パートナーシップによる地域づくりの支援 

廃棄物のリサイクル推進 分別回収の推進と徹底 

可燃ごみ資源化の推進 

生ごみ堆肥化の推進 

市民リサイクル銀行の推進 

低炭素社会を目指します 

地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を抑えるための取り組みを推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

エコライフの推進 

 

エコライフ推進のための情報提供 

地産地消・エコクッキングの推進 

低公害車の導入促進 

省エネルギー対応の推進 

省エネ製品購入の推進 

自然エネルギーの利活用の推進 太陽光発電、風力発電などの設置助成制度の創設 

バイオマスなどのグリーン・エネルギー利活用の推進

未利用エネルギーの利活用 官民一体の小規模新エネルギー研究の推進 

新エネルギーシステム構築団体への支援 

 
 
                

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

可燃ごみ 1 日 1 人あたり 
排出量（家庭系＋集団回収） 

g/人日 686 636 586 
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３．消防、救急、救助体制の整備 
 

 現状と課題  

火災予防の推進 

◆平成 18年の消防法改正に伴い、一般住宅において住宅用火災警報器の設置が義務化されました

が、設置率は 58％と低い状況です。 

◆平成 21年中の火災は、建物火災 3件、車両火災 1 件発生しており、死者 1人、負傷者 1 人とな

っています。 

◆安全なまちづくりに向け、集会場、店舗、旅館、介護・福祉施設など、多くの市民が利用する

施設における防火管理の徹底と避難施設及び消防用設備等の設置、維持管理の徹底を図る必要

があります。 

 

消防力の整備・充実 

◆羽咋消防署の消防車両は、普通ポンプ自動車 2 台、化学消防ポンプ自動車 1 台、はしご付消防

自動車 1 台、救助工作車 1 台、救急自動車 2台があります。 

◆市消防団は、団員定数 170 名に対し実員 163 名と団員の確保が課題です。（消防ポンプ自動車 5

台、多機能消防自動車 1台を配備） 

◆国の指針に基づき、現有のアナログ式消防救急無線を廃止し、秘匿性の確保、周波数の有効利

用等を目的に、消防救急無線のデジタル化を図る必要があります。 

◆市内には、消火栓 708 基、防火水槽（40  以上）54 基が設置されていますが、地震災害などに

備え、耐震性防火水槽を計画的に配置する必要があります。 

◆災害を未然に防ぐため、地域や個人、事業所での防災教育の普及啓発に努めており、各地域、

事業所で防災士を計画的に育成するなど、自主防災組織の確立が求められています。 

 

救急・救助体制の確立と高度化 

◆平成 21年中に救急搬送された 711 名のうち、重症以上は 21％、中等症 42％、軽症 37％であり、

軽微なけがや病気により、安易に救急車が利用される傾向にあります。 

◆市内の AED（自動体外式除細動器）の設置施設は、公共施設 19 施設、医療機関 4 施設、事業所

10 施設であり、AED の普及啓発に努める必要があります。 

◆年々、高度化と複雑多様化する救急・救助現場において、専門的知識、技術を持つ職員（救急

救命士、潜水士等）の計画的な養成が必要です。 

768
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 施策の方針  

火災予防を推進します 

市民とともに防火意識を高め、火災予防活動を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

火災予防活動の推進 住宅用火災警報器設置に向けた取り組み強化 

防災教育の普及啓発 

集会場、店舗、介護・福祉施設などの防火管理の徹底

消防力の整備・充実を図ります 

地震などの大規模災害に強いまちづくりを推進するため、消防施設の充実、消防水利の整備を

図るとともに、消防団員の確保、自主防災組織の確立を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

消防施設及び消防水利の整備と充実 

 

消防救急無線設備のデジタル化推進 

消防車両の整備充実 

耐震性防火水槽の計画的設置 

広域的な関係機関との連携強化 

消防団、自主防災組織の確立 消防団員の人員確保 

防災士の育成 

自主防災組織の確立支援 

救急・救助体制の確立と高度化を推進します 

救急車の適正利用の推進を図るとともに、より高度な知識、技術を習得した職員を養成し、救

命率の向上を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

救急・救助体制の充実 

 

救急車の適正利用の推進 

救命講習会の開催 

AED の普及促進 

救急救命士、潜水士の計画的な養成と再教育 

 
            

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

住宅用火災警報器設置率 ％ 
58 

（Ｈ22.8.31） 
90 

（Ｈ27.4.1） 
100 

（Ｈ32.4.1） 

心肺停止患者の救命率 ％ 5 8 10 
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４．地域防災の充実 
 

 現状と課題  

地域防災体制の充実 

◆平成 19 年 3 月の能登半島地震や平成 23 年 3 月の東日本大震災は、住民が一体となった救助と

防災の必要性を痛感させられる大きな災害であり、防災に対する関心の高まりから、災害に対

する万全な備えが求められています。 

◆平成 22年の邑知潟断層帯（活断層）の調査結果や大規模な津波による東日本大震災の状況を踏

まえ、危険箇所の認識と必要な防災体制を整備する必要があり、羽咋市地域防災計画や災害時

要援護者避難支援プランの充実、地域住民による自主防災組織の結成など、地震や災害に迅速

かつ効率的に対応できる体制づくりが必要となっています。 

◆梅雨や冬期の降雨降雪災害はもとより、地球規模の天候変動によるゲリラ豪雨や竜巻、落雷な

どに対応した気象や防災情報システムは日々進化しており、地域ごとで的確な情報収集と連動

する災害対応の体制充実が必要となっています。 

◆市民の防災意識の高揚と防災知識、技術の普及を図るため、市防災総合訓練の開催や防災パト

ロールの実施、防災リーダーの育成、防災ボランティアの確保などを促進し、防災ネットワー

ク化を推進していく必要があります。 

◆大雪災害では安全な緊急輸送路を確保し、安心な生活環境を維持するため、官民一体の除排雪

体制を強化し、市民協働による要援護者対応が求められています。 

◆志賀原子力発電所の安全対策は、福島第一原子力発電所の防災復旧対応を教訓に、速やかな情

報提供や防災対策の重点地域（EPZ）の見直しを国、県等に要請するなど、原子力防災体制のよ

り一層の充実を図る必要があります。 

 

防災基盤の充実 

◆災害時に迅速かつ効率的に対応し、的確な情報一元化を図るため、防災通信設備や情報システ

ムの整備更新を推進していく必要があります。 

◆災害応急対策に必要な資機材装備の有効な配置や応急支援物資の適正備蓄を進め、効率的な維

持管理と即応体制の確立を図っていく必要があります。 

◆市海岸線沿いに設置されている津波対策を想定した同報系防災無線は、今後のデジタル化が必

要であり、また、国民保護計画による全国瞬時警報システム(J-ALERT)の有効活用を図るため、

市内全域での整備が必要となっています。 

◆住民の安全安心のため、災害避難所や救護所など

の耐震化改修や河川、山林、農地などの災害危険

箇所の防災対策は、まだまだ不足しており、災害

に強い基盤整備の推進が課題です。 

防災総合訓練
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 施策の方針  

地域防災体制の充実に努めます 

市民防災意識の高揚を図り、地域とともに災害に強いまちづくり体制を進めます。 

防災基盤の充実に努めます 

一般住宅や公共施設の耐震化を進めるとともに、地域防災基盤の充実を図ります。 

 
            

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

自主防災組織数 組織 
4 

（Ｈ22.4.1） 
8 

（Ｈ27.4.1） 
15 

（Ｈ32.4.1） 

施策の内容 主な取り組み 

防災意識の高揚 市民の防災意識及び知識の向上 

防災訓練の充実 

防災パトロールの推進と災害危険箇所の周知 

地域防災体制の充実 地域防災計画、要援護者避難プランの充実 

災害情報収集体制の充実 

自主防災組織の普及促進と防災リーダー育成 

災害ボランティア育成と防災ネットワーク化の推進 

除雪体制の市民協働化の推進 

原子力防災の充実 

施策の内容 主な取り組み 

地域防災基盤の充実 防災情報システムの推進、情報機器の改良 

応急資材、物資の配備管理の充実 

地域防災無線の整備促進とデジタル化整備の推進 

全国瞬時警報システム(J-ALERT)の活用 

耐震化の推進 公共避難施設の耐震化推進 

一般住宅の耐震化推進 

治山治水事業の推進 河川、急傾斜地などの改修事業の推進 

農地、山林などの防災事業の推進 

防風、防砂林の整備 松の植栽の推進 

木柵の設置の推進 

住宅地等の浸水対策 雨水排水対策の推進 
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５．交通安全・防犯対策の推進 
 

 現状と課題  

交通安全意識の向上 

◆関係機関や団体、各町会、事業所と協力して交通安全教育の充実を図り、特に高齢者や幼児を

対象とした交通安全教室などを開催し交通安全意識の高揚を図っています。 
◆街頭交通推進隊や地域見守り隊による早朝の街頭指導や夜間の監視などを行っています。 
◆交通事故を未然に防止するため、関係機関や団体との連携を緊密にし、市民一人ひとりの交通

安全意識の高揚を図るなど、交通安全運動を積極的に展開する必要があります。 
 

交通基盤の整備 

◆市内の交通危険箇所にガードレ－ルやカ－ブミラ－、道路標識、照明灯を設置しており、今後

は、交通状況の変化に応じて、信号機や安全施設などを計画的に整備していく必要があります。 
◆市内の路線バスの運行と高齢者等の外出を支援する地域循環バス「るんるんバス」の運行維持

が求められています。 
 

地域防犯対策の現状 

◆平成 21年の犯罪発生件数は 130 件で、近年は空き巣や車上狙いが多発しています。 

◆子どもが被害者となる事件が増加しており、「こども 110 番の家」を市内 123 か所に設置してい

ます。  

◆多様化する犯罪の被害防止のため、防犯意識の高揚と自主的な地域防犯活動を促進する必要が

あります。  

◆青少年の健全育成と犯罪防止を図るため、市、関係機関、関係団体、地域住民が一体となって

非行防止活動などを推進する必要があります。 
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 施策の方針  

交通安全意識の向上を図ります 

地域の交通安全活動の充実と参加体験型の交通安全指導や交通安全教室の開催に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

交通安全意識の高揚 

 

交通弱者対象の交通安全教室の開催 

交通安全キャンペ－ンの開催 

街頭指導の充実 

交通基盤の整備を図ります 

状況に対応した交通安全施設の整備を進めるとともに、高齢者に配慮した「生活の足」となる

バス路線の維持改善を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

交通安全施設の整備 カーブミラ－・標識などの設置 

地域交通対策の推進 路線バスの運行支援 

地域循環バスの充実 

地域防犯対策の充実を図ります  

防犯意識の向上・普及を図り、防犯パトロールや青少年の非行防止活動を促進します。 

施策の内容 主な取り組み 

地域防犯意識の高揚 

 

各種防犯団体との協力、支援 

地域安全ニュースの充実 

防犯灯などの環境整備の充実 

暴力の排除や青少年非行の防止 「こども 110 番の家」の充実 

関係団体や警察との連携強化 

地域防犯パトロールの推進 

 

 
 
 
            

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

交通事故件数 件 83 75 70 

犯罪の認知件数 件 130 120 100 
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６．安全・安心な消費生活の推進 
 

 現状と課題  

消費者を取り巻く環境の変化 

◆経済社会の情報化やサービスの多様化、国際化、規制緩和の進展により、市民の消費生活は、

大きく変化しています。 
◆新しい商品やサービスの登場、信用販売の増加、電子マネーなど新しい決済方法の普及、イン

ターネットと携帯電話の普及など消費者の生活様式が多様化しています。 
◆次々に新たな悪質商法が誕生しています。 
 

消費者保護の強化 

◆消費者トラブルに対して、国は事案ごとに法規制を強化してきました。 
◆消費者基本法により、消費者の権利尊重と自立支援を図るとともに、国、地方公共団体、事業

者、消費者の責務を定め、消費者行政の推進体制の強化を図っています。 
◆消費者庁が設置され、消費者行政・情報・窓口の一元化が図られ、「すきま事案」の解消等、消

費者保護に向けた取り組みがなされています。 
 

地方消費者行政の強化 

◆消費生活センターの位置づけが明確になるとともに、石川県の相談窓口が県消費生活支援セン

ターに一本化され、住民と近い市の相談窓口の役割の重要性が増しています。 

◆相談時のプライバシーを保護するため、平成 21年度に消費生活相談室を整備しました。 

◆全国消費生活情報ネットワーク（PIO NET）を配備し、相談業務の充実を図りました。また、消

費者への周知の充実を行っています。 

◆契約、決済方法の多様化により、相談内容も複雑化、専門的になってきており、相談内容によ

っては、処理に時間を要する事案が増加しています。 

消費生活相談室 
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 施策の方針  

消費者への情報提供を推進します 

消費者の理解の促進を図るため、適切な情報提供を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

情報提供の促進 

 

多様な媒体を用いた情報提供 

幅広い消費者層への経済社会の変化に応じた情報の提供 

民生委員、地域福祉委員、ケアマネジャー等への情報提供

消費者教育の推進 出前講座の実施 

社会経験の少ない若者や高齢者への情報提供の充実 

消費者保護の強化を図ります 

消費者被害情報を速やかに収集し、事業者の適切な事業活動を求めます。 

施策の内容 主な取り組み 

危害の防止 生命、財産に危害を及ぼす商品、役務提供への対応強化 

不適切な取引行為への対応 県との連携による対応の強化 

消費者行政体制を強化します 

契約トラブルなど消費生活に関する相談について、速やかにその内容を調査し、助言やあっせ

んを行います。 

施策の内容 主な取り組み 

相談窓口の充実 相談窓口の技術向上と内容の充実 

専門相談員の配置 

県消費生活支援センターとの連携強化 

PIO NET の活用 

福祉、健康、税務相談などの担当部署との連携強化 

消費者問題への理解促進 

 

消費者団体や事業者団体等との連携強化 

環境への負荷の低減を目指した消費生活の推進 

 
 
 
            

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

羽咋市役所での相談割合 ％ 11.9 30 50 
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７．緑豊かな環境づくりの推進 
 

 現状と課題  

市民が安全で快適に利用できる公園整備 

◆都市公園は、11公園あり、全体面積は約 28.3ha になります。 

◆都市公園以外で市が管理する主な公園・緑地は、4 か所、約 3.2ha あります。 

◆眉丈台地自然緑地公園は、豊かな自然にふれながら多目的に利用できる本市の総合的な公園と

して、整備改修を進めてきており、子どもたちを中心に、緑や自然に対して理解を深める自然

体験や環境学習の場としての利活用が求められています。 

◆今後も、市民がより身近で利用しやすい公園・緑地の整備の充実を図る必要があります。また、

施設や遊具の老朽化への対応を進めるとともに、公園づくりや公園管理における市民の自主的

な活動を広げていくことが求められています。 

 

緑豊かな環境づくり 

◆良好な自然環境を保全・創出し、次世代に引き継ぐことは、私たちの重要な使命です。 

◆近年、市民の手で緑を守り育てるボランティア緑化活動が、地域ぐるみの活動として少しずつ

定着してきており、植樹・育樹運動や花いっぱい運動など市民が緑と花に親しむ機会の拡充や

良好な都市景観の形成に、市民の理解と協力による整備が求められています。 

◆市内全体としての緑地割合は、比較的良好な状況といえますが、遊休農用地の荒廃や粗放化し

た山林が増える傾向にあり、緑地の質の向上が課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
文化会館前で花づくり 
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 施策の方針  

公園の整備を進めます 

市民が身近に緑にふれあい、だれもが安心して憩える空間として、安全で快適な公園づくりに

努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

公園・緑地空間の整備 

 

公園施設長寿命化計画の策定 

自然環境や地域資源を活かした公園改修整備 

災害時などにおける避難場所としての公園改修整備 

安心して利用できる施設の充実 都市公園の適正管理 

だれにもやさしい公園づくりの推進 

公園機能の活用 公園の持つ多様な機能の活用促進 

緑化活動の促進 

緑の保全と緑化を推進します 

市街地の緑豊かな環境づくりに加え、秩序ある美しい都市景観を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

緑豊かな環境づくり 

 

地域が取り組む緑のまちづくりの推進 

緑の基本計画の検討 

公共空間の緑化推進 公共施設や道路など、公共的空間における緑化の推進

住民活動の促進 企業や商店などの緑化活動の推進 

緑のボランティア活動の普及拡大 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

都市公園の長寿命化計

画に基づく公園改修率
％ 

0 
（Ｈ22.4.1） 

27 
（Ｈ27.4.1） 

55 
（Ｈ32.4.1） 
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８．道路網の整備 
 

 現状と課題  

幹線道路の整備 

◆本格的な地域間交流時代を迎え、県内外との人や物の交流を活発にするとともに、地域連携を

強化する広域幹線道路網の整備は、活力ある地域づくりを進めるうえで、ますます重要性を増

しています。 

◆幹線道路の状況は、平成 20 年度から国道 159 号羽咋道路が事業化され、平成 21 年度末には国

道 415 号羽咋バイパスの第１期区間が供用開始されており、早期の全区間整備が望まれていま

す。 

◆今後、能登有料道路の無料化や北陸新幹線金沢開業が予定されており、これら広域交通ネット

ワークの波及効果が最大限生かされるよう、地域幹線道路等を含め道路全体を体系的に整備す

ることが求められています。 

 

身近な道路の整備 

◆広域幹線道路の整備促進とあわせて、市内交通網の骨格を形成する生活幹線道路等の整備を着

実に進めることが求められています。 

◆道路舗装や改良は比較的進んでいますが、歩車道分離、段差の解消や道路の緑化など、人に優

しい道路環境は、まだまだ不十分であり、その対策が求められています。 

◆安全や利便性の向上を図る生活道路の整備や改善については、限られた財源のもと、市民ニー

ズを的確に踏まえ、計画的かつ柔軟に進めることが求められています。 

 

道路施設の維持管理 

◆快適で信頼される道路環境の確保に努め、維持向上を図ることが大切です。 

◆高度経済成長期に整備してきた道路施設は、建設年数の経過とともに老朽化が進んでおり、施

設の更新や改修需要が集中することが予想され、その対策が急務となっています。 

◆近年の除雪機械の減少傾向を踏まえ、冬期間の交通を確保するために、地域住民の協力を得な

がら効果的な除雪に取り組む必要があります。

国道 415 号羽咋バイパス整備イメージ 
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 施策の方針  

地域の活力を高めるみちづくりを進めます 

地域産業や観光の振興、企業誘致や定住人口の拡大など、活力あるまちづくりに重要な役割を

担う広域幹線道路の整備促進に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

広域幹線道路の整備 

 

国道 159 号羽咋道路の整備促進 

国道 415 号バイパスの整備促進 

地域幹線道路の整備 県道若部千里浜インター線の整備促進 

都市計画道路の整備 

交流促進施設の整備 道路、観光情報等提供施設の整備 

休憩施設の整備 

市民生活を支えるみちづくりを進めます 

日々の暮らしを支え、安全と利便性の向上を図るため、市内の主要な生活幹線道路等の整備を

進めるとともに、地域の生活道路の細やかな整備、改善に努め、道路網全体で体系的な機能向上

を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

生活幹線道路の整備 

 

主要な市道の整備 
通勤、通学道路の整備 

生活道路の機能向上 生活道路の整備、改善 
バリアフリー化への整備、改善 

次世代へ引き継ぐ維持管理を進めます 

道路の安全と信頼を確保する適切な維持管理を行うとともに、老朽化した施設においては長期

的視点から効率的な維持管理を行い、市民共有の財産である道路を次世代に引き継げるよう努め

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

適切な維持管理の推進 維持管理体制における市民協働の推進 
冬期間の交通確保 

道路施設の長寿命化の推進 橋梁の長寿命化の推進 
道路施設の長寿命化の推進          

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

歩道整備延長 km 
27.7 

（Ｈ22.4.1） 
28.2 

（Ｈ27.4.1） 
28.7 

（Ｈ32.4.1） 

長寿命化計画に基づく

橋梁改修率 ％ 0 
（Ｈ22.4.1） 

5 
（Ｈ27.4.1） 

10 
（Ｈ32.4.1） 
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９．良質な住生活の推進 
 

 現状と課題  

公営住宅の整備 

◆羽咋市には現在、市営住宅 3団地 50戸、県営住宅 2団地 60 戸の公営住宅があります。 

◆木造のひばりヶ丘・松ヶ丘団地では、老朽化が進んでいますが、平成 22年度に雇用促進住宅 2

団地 140 戸を買い取り、市営住宅の拡充を行いました。 

◆若者や退職者の定住・移住促進や高齢者・障がいのある人に配慮した市営住宅の質的向上を図

るとともに、適切に維持していくため、長期的・計画的な改修や維持管理の実施が必要です。 

 

住生活支援策の充実 

◆定住・移住促進を促すため、転入者が住宅を取得するための支援を平成 18 年度より開始しまし

た。 

◆若者や退職者の定住を増やすためには、住みよい住環境づくりとともに魅力的で良質な住宅・

宅地の供給を促し、住宅取得のための支援策の充実を図る必要があります。 

◆高齢者や障がいのある人を対象とした住宅改造支援を行うとともに、相談窓口、耐震相談・改

修、エコ住宅相談など住宅の安全性や省エネルギーなどの質の向上を目的とした支援策を充実

させることが求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 種類 名称 建設年度 戸数 

松ヶ丘住宅 S38 8 戸

ひばりヶ丘住宅 S40～42 18 戸

公
営
住
宅 

はまなす団地 S51 24 戸

御坊山定住促進住宅 S43 80 戸

市
営 

定
住
促
進

住
宅 

島出定住促進住宅 S60 60 戸

はまなす住宅 S50 24 戸
県
営 

公
営
住
宅 島出住宅 S55～59 36 戸

合 計 250 戸

【公営住宅の状況】 



基本目標２ 安全・安心で環境にやさしいまちづくり 

 55

 

 施策の方針  

市営住宅の充実を図ります 

市営住宅については、住宅需要や社会情勢の変化を踏まえ、今後の市営住宅の供給についての

方針を定め、合理的かつ効率的な市営住宅の整備と管理を進めます。 

施策の内容 主な取り組み 

市営住宅の整備 

 

市営住宅長寿命化計画の策定 

市営住宅の改修 

適正な維持管理 指定管理者制度の導入 

住生活支援策の充実を図ります 

市民の多様なニーズに対応できるよう、住生活支援事業の充実を図ります。また、若者や退職

者の定住・移住促進に向けて、計画的で魅力ある分譲宅地の整備に取り組みます。 

施策の内容 主な取り組み 

適切な建築行政の推進 

 

適切な建築・宅地開発指導 

窓口相談の充実 

住生活支援事業の充実 

 

 

住宅取得のための助成制度の拡充 

バリアフリー・省エネルギー化や耐震化などの住

宅改造支援の推進 

分譲宅地整備の推進 

 

市有財産の遊休地を活用し、定住・移住促進に向

けた分譲宅地の計画的な整備・供給の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

定住支援策利用による

年間転入者数 
人 30 60 60 
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10．上水道の整備 
 

 現状と課題  

水の安定供給 

◆平成 21 年度末の水道普及率は 91.3％であり、市内のほぼ全域で上水道が利用できる状況とな

っています。 

◆石川県水道用水を昭和 60 年度より受水しており、現在の受水量は年間 1,898 千 となっていま

す。年間配水量に占める割合は 65.0％となっています。 

 

水道施設の更新 

◆市内には南部配水場をはじめとした多くの上水道施設がありますが、ほとんどは建設から 30数

年を経過しており、老朽化が顕著です。 

◆石綿セメント管更新事業や下水道関連工事により、老朽化した配水管等を更新していますが、

耐震化に適応した管路は、全体の 15％程度となっています。 

◆耐震性の低い構造物や耐用年数を経過した機器等は、各施設の現状を調査診断し耐震補強や更

新工事を実施し、構造物の耐震化と施設運転の安全性向上を推進していく必要があります。 

◆管路施設の耐震化推進には、老朽管路の更新を計画的に進めるとともに、耐震性能の高い資材

を使用し安全性向上に努めていく必要があります。 

 

経営の健全化 

◆人口の減少や高齢化により、今後の水道事業経営はますます厳しくなることが予想されますが、

経営基盤に応じた施設整備を計画的に行っていく必要があります。 
◆水需要の減少により給水収益も減少傾向となっています。事業の見直しを図り支出の削減と効

率化を進めていく必要があります。 

石綿セメント管更新工事 
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 施策の方針  

安全安心な水の安定供給に努めます 

安全でおいしい水の安定供給のため、安心できる水質の維持と安定的な水源確保に取り組みま

す。 

施策の内容 主な取り組み 

安全な水質の確保 水質検査の強化 

安定的な水源確保 自己水源の整備 

県水の安定供給 

災害に強い施設の整備に努めます 

突発的な自然災害や事故に備えるため、老朽化した水道施設の更新を進めるとともに、耐震化

に適応した施設更新に取り組みます。 

施策の内容 主な取り組み 

配水施設の整備 

 

老朽化した配水場、浄水場及び配水池の更新 

配水管の耐震化 

危機管理体制の強化 災害対策マニュアルの更新 

事業経営の安定に努めます 

水道事業の安定経営を図るため、施設の適切な維持管理と事業の効率化に努めます。また、水

道料金の収納対策を強化するとともに、事業の状況に応じて料金の見直しを行います。 

施策の内容 主な取り組み 

適切な維持管理の推進 維持管理体制の充実 

施設更新計画の策定 

事業の効率化 

 

外部委託の推進 

千石簡易水道事業の統合 

料金収納対策の強化 

適正な水道料金の設定 

 
 
 
          

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

配水管の耐震化率 ％ 
15.1 

（Ｈ21 年度末） 
18.0 

（Ｈ26 年度末） 
21.0 

（Ｈ31 年度末） 
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11．下水道等の整備 
 

 現状と課題  

伸び悩む下水道整備 

◆公共下水道の整備率は、平成 21 年度末で 86.1％となっていますが、未整備区域の早期かつ効

率的な整備が必要です。 

◆農業集落排水事業は、中邑知・富永・西若部の各地区で計 132ha の整備を完了しました。 

◆平成 19年度に下水道整備計画の見直しを行い、より効率的な整備を図るため合併浄化槽整備区

域を拡大しましたが、平成 21年度末の整備率は 12.1％と整備が進まない状況にあります。 

 

水洗化促進による水環境の保全 

◆下水道水洗化率を高めることにより、水環境の保全を図る必要があります。 

◆未接続世帯への戸別訪問など、水洗化を促進するための PR 活動を行っていますが、平成 21 年

度末の水洗化率は、76.9％と低い状況にあります。 

 

経営の健全化 

◆効率的な整備手法や低コスト技術を採用して、事業全体のコスト縮減に努める必要があります。 
◆下水道事業の経営基盤強化のためには、事業の計画性や透明性を確保する必要があり、長期的

に安定した経営を持続していくことが求められます。 
◆老朽化が進む下水道施設の維持管理を適正に行うことにより、処理場機能の停止や道路陥没等

の事故発生を予防する必要があります。 
◆増加する下水汚泥を効率的に処理する必要があります。 
◆適切な料金設定を行うとともに、収納率の向上を目指します。 

羽咋浄化センター 
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 施策の方針  

下水道の早期整備に努めます 

下水道の効率的かつ効果的な整備を推進するとともに、合併浄化槽の普及促進に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

下水道の整備 公共下水道事業の推進 

合併浄化槽事業の推進 

水洗化を促進します 

戸別訪問や PR活動を積極的に行い、水洗化率の向上に努め、公共水域の浄化につなげます。 

施策の内容 主な取り組み 

下水道の接続促進 下水道加入 PRの強化 

助成制度の充実 

安定した事業経営を目指します 

下水道事業の経営健全化を図るため、施設の適切な維持管理と事業の効率化に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

適切な維持管理の推進 長寿命化計画に基づく処理施設・管渠の改修、更新

効率的な汚泥処理の推進 

事業の効率化 企業会計制度の導入 

包括的民間委託の推進 

使用料収納対策の強化 

適正な下水道使用料の設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

水洗化率 ％ 
76.9 

（Ｈ21 年度末） 
81.3 

（Ｈ26 年度末） 
83.4 

（Ｈ31 年度末） 
 


