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第４章 活気と魅力のあふれるまちづくり 
１．農業の振興 

 

 現状と課題  

農業の地域特性 

◆穀倉地帯として邑知平野を有し、平成 22 年度の作付状況は、水稲 1,720ha、麦類 42ha、豆類

22ha、野菜類 128ha、果樹 10ha で、水稲は、主要な農業生産品です。 

◆砂丘地ではスイカ、だいこん、果樹が栽培されています。 

◆近年、兼業農家数と農業従事者数の減少が顕著となってきています。 

◆生産基盤の整備や農地流動化などにより、農業経営規模を拡大した農家数は増加してきていま

す。 

 

農商工連携の推進 

◆日本の総人口の減少や一人あたりの米消費量の減少傾向により、水稲の需給バランスは生産過

剰が続いています。その一方で、食糧自給率は減少してきています。 
◆外国産を含めた農業生産品の産地間競争は、一層激化してきています。 
◆消費者のニーズに合った農産物の加工と流通販売の仕組みづくりが必要です。 
◆地域で生産された食糧は地域で消費する、地産地消の取り組みが必要です。 
 

農業と環境保全 

◆現在の農業生産活動は、化学肥料や農薬の多用により、自然環境に大きな負荷をかけています。 
◆安全・安心な食品に対する消費者のニーズや健康食品への関心が高まっています。 
◆多様な生物の存在を保全する自然栽培による農業が求められています。 

 

大型機械による水稲刈り取り 
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 施策の方針  

特色ある地域農業を推進します 

地域の特性に応じた多様な農業経営を促進していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

地域資源の活用 水稲に頼らない幅広い農業の推進 
耕作放棄地の解消と活用推進 

農業経営の近代化 
 

中山間地域などでの活動支援  
地域の実情に即した経営体の育成促進 
農業経営の近代化支援、経営規模の拡大推進 
担い手育成の支援 
ほ場整備の推進 

農商工の連携を強化します 

地産地消の推進と販売流通まで一体とした連携の構築 

施策の内容 主な取り組み 

地産地消の推進 農協と連携した加工・販売技術の開発促進 

地元産品の学校給食への導入促進 

観光や商業など他業種と連携した取り組みの推進

戦略的な農産物販売の推進 地域作物のブランド化の推進 

直売による多品種農産物の販売 

ICT（情報通信技術）を用いた効果的な情報の発信

自然栽培による農産物販売 

環境に負荷をかけない農業を推進します 

多様な生態系や水質の保全、里山景観保全により環境との調和を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

自然環境の保全 農村景観の保全 
農地および周辺環境の保全 

環境に配慮した農業の推進 自然栽培、無農薬栽培技術の普及 
棚田、里山保全の推進 

 
 
 
 
       

 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） 

耕作放棄地面積 ha 274 
（Ｈ22.2.1） 

269 
（Ｈ27.2.1） 

264 
（Ｈ32.2.1） 
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２．林業の振興 
 

 現状と課題  

林業経営 

◆木材価格の低下、林業の採算性の悪化等により、林業経営は厳しい状況にあります。 
◆木材搬出時の作業道確保に係る経費の増加が、林業経営を圧迫しています。 
◆戦後まもなく植林された人工林が間伐の時期を迎えていますが、個人では間伐、保育、伐採す

ることが困難な状況です。 
◆個人の分散化された山林での作業は効率が悪く、森林組合等による人工林の集約化を図り、間

伐、枝打ち等を効率的に行い、実施率を高める必要があります。 
◆林道と林道の間をつなぐ作業道を開設し、山林の管理作業を容易に行えるようにするとともに、

搬出作業の作業効率を高めることが必要です。 
 

森林の保全 

◆森林所有者の高齢化や生活様式の変化により、雑木林の利用がなくなり、永年放置された山林

が増加しています。 
◆管理が不十分な森林が増加したことにより、水源かん養や土砂の流出など森林の公益的機能が

低下しています。 
◆松くい虫やカシノナガキクイムシなどの病害虫による立ち枯れ被害が増加しています。 
◆健康志向の市民の増加もあって、ウォーキングやハイキングに森林や林道を活用する人が増加

してきています。 
 

林道碁石線 
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 施策の方針  

生産基盤、経営環境の整備を図ります 

森林組合等との連携により、生産基盤の整備を進めるとともに、林業経営の効率化を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

作業効率の促進 

 

作業や受委託の集約化による効率化の促進 

森林組合等との連携の推進 

作業の機械化の促進 

作業道の開設、整備の促進 

林道の適正管理 

経営環境の充実 間伐材の利活用の拡大 
木材利用の推進 
高性能機械の導入の促進 
木材の流通加工等の販路拡大 

森林の保全を進めます 

豊かな自然を保全する上で、森林の育成は重要であり、公益的機能を有効に発揮させ、健全な

森林資源の維持を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

森林の健全な育成と保全 間伐、枝打ち等、森林施業の促進 
森林病害虫対策の推進 
レクリエーションや環境学習の場などへの森林資源の活用

住空間と森林との緩衝帯の保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 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） 

間伐林の累計面積 ha 47.3 
（H22.4.1） 

70 
（H27.4.1） 

100 
（H32.4.1） 
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３．水産業の振興 
 

 現状と課題  

漁業経営者の減少 

◆水産業の経営体数が年々減少するなか、漁業者が個々に行う沿岸一帯での刺し網漁等の漁法が

主となるなど、小規模な漁業経営が行われています。 
◆水産資源の減少や魚価の低迷とともに、就労者の高齢化や後継者不足といった問題をかかえて

います。 
◆漁協支所においては、組合員の減少による厳しい組合事業の運営を強いられており、施設の近

代化やコスト削減などを推進することが求められています。 
 

水産基盤の安定 

◆漁業経営の安定を図るため、ヒラメ、サザエ等の栽培漁業を拡大するとともに、磯焼けを防ぐ

など良好な環境を作ることが必要です。 
◆水産物の高付加価値を再構築し、流通体制及び販路拡大や地元の消費拡大を図ることが必要で

す。 
◆水産資源を維持しながら安定した漁業を営むため、既存の漁礁漁場、天然礁の利活用、新たな

漁礁の設置など、漁場の形成と整備を図る必要があります。

サザエの稚貝の放流 ヒラメの稚魚の放流 
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 施策の方針  

漁業経営者の育成を支援します 

漁業経営の安定化により後継者問題の解決を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

漁業経営の安定化 後継者の育成支援 
共済掛金の助成 
「漁獲共済」加入への支援 
漁業施設、設備の近代化推進 

漁業基盤の整備を進めます 

漁業資源の確保と水産物の消費拡大を進めます。 

施策の内容 主な取り組み 

水産資源の育成と確保 

 

種苗放流の実施 

人工漁礁の設置 

漁港漁場の整備 漁港内浚渫（しゅんせつ）の実施 
漁港の整備 

水産物の消費拡大 
地産地消の推進 

高付加価値商品の開発 
水産物の販路拡大 
水産物直販方式の推進 
消費者嗜好の強い水産物の流通体制の拡大 
水産物の地元消費拡大 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 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） 

種苗放流数 匹 57,000 80,000 100,000 
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４．工業の振興 
 

 現状と課題  

産業のグローバル化と事業所数の減少 

◆景気の後退により、事業所や業種による業績の違いが明確になってきています。 
◆新興国との取引が伸びるなど、世界経済の影響が大きく影響してきています。 
◆国内産業の空洞化が懸念されています。 
◆繊維工業の中小零細企業が減少しています。 
◆事業者数の減少により、工業従事者総数が減少しています。 
◆製造業では、電子部品の製造やベアリング関連企業が本市の基幹産業の一つに成長しています。 
◆伝統的な商品を生産する地場産業への支援が求められています。 
 

遊休工場用地の増加 

◆遊休工場用地、空き工場が増加しています。 

◆工業団地への工場建設や企業進出が進んでいません。 

◆企業誘致とともに既存企業に対する支援が求められています。 

◆ICT（情報通信技術）基盤に対する需要が増加しています。 

◆能登有料道路無料化やバイパス道路の整備により、基盤整備が進んできています。 

◆企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(略称・企業立地

促進法)が施行され、本市では 4つの区域が重点促進区域として指定されています。 
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【製造業の推移】

事業所数 従業者数（人） 製造品出荷額等（億円）
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 施策の方針  

特色ある工業の振興を図ります 

製品の品質や製造技術による優位なものづくりにより、好調な業績を続けている事業所があり

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

既存工場の拡大 

 

既存企業の工場拡大への適切な支援の推進 

誘致企業への訪問等情報収集と労働環境の向上 
地場産業の振興 伝統的な商品を生産している地場産業の育成支援

特色ある技術を生かした商品開発への支援 
販路拡大への取り組み支援 

企業誘致を推進します 

雇用機会の増大と地域の活性化を図るため、あらゆる機会と制度を用いて企業誘致を推進しま

す。 

施策の内容 主な取り組み 

工業団地への企業誘致 

 

新保工業団地への企業誘致と工場建設の促進 

誘致を推進する専門チームの創設 

専門員等による対応強化 

企業誘致フェア等を活用した情報収集の充実 

石川県との連携による企業誘致の推進 

工業用地への情報通信基盤の整備促進 

市の助成制度による支援 条例に基づく支援の実施 
電源開発地域関連助成制度の周知推進 
企業立地促進法による支援制度の周知推進 

遊休工場・跡地利用の促進 情報収集や提供の促進 
他の産業との融合を含め、他用途への活用検討 

 
 
 
 
          

 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） 

誘致企業数 社 4 
（H17～H21 年度） 

4 
（H23～H27 年度） 

4 
（H28～H32 年度） 

誘致・増設による 
新規雇用数 人 41 

（H17～H21 年度） 
50 

（H23～H27 年度） 
50 

（H28～H32 年度） 
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５．商業の振興 
 

 現状と課題  

商店数の減少 

◆郊外型大型店の進出や後継者不足等により、商店数が減少傾向にあります。 
◆交通網の整備により消費者の購買エリアが広がるなど、商業を取り巻く環境は大きく変化して

います。 
◆経営者の高齢化、中心市街地の人口減少、高齢世帯の増加などの変化が進んでいます。 
◆市内の中小事業所では、売り上げの減少や、ニーズ、購買方法の多様化に対応した経営ができ

ていないなど多くの問題を抱えており、事業所数は年々減少しています。 
◆ライフスタイルの多様化や流通構造の変革、情報化社会の進展等を背景に、インターネットを

用いた購買方法の進展など、環境が大きく変化しています。 
 

既存商店街を取り巻く変化 

◆中心商店街の活性化を図るためには、地域一体となって地域の特色を活かした施策の展開と、

消費者の要望を的確に把握しながら、個性的で魅力ある商店の育成を図る必要があります。 

◆高齢社会の進展により、買い物に支障がある市民も増加しており、中心商店街のあり方を探る

必要があります。 

◆市道羽咋 286 号（旧国道 415 号）沿いに郊外型商圏が形成されましたが、国道 415 号バイパス

の完成に伴い、交通量の減少による影響が懸念されます。 

御陵山の水まつり 
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 施策の方針  

中小企業の経営基盤の強化に努めます 

羽咋市商工会と連携し、制度融資や専門家による経営指導など、中小企業の経営安定化に向け

た支援を行います。 

施策の内容 主な取り組み 

経営の近代化 観光、地域情報の発信機能の強化 

ICT を活用した情報の全国発信 

経営者の育成 経営指導・経営相談の充実 

特産品の販売促進 特産品の研究開発と特産展への出展支援 

賑わいと潤いのある商店街づくりに努めます 

多様な店舗が軒を連ねる商店街の形成を目指して、チャレンジショップなどの検討による空き

店舗対策に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

中心商店街活性化と空き店舗対策の推進 
 

チャレンジショップの整備 
地権者・商店街の意識改革 
公共サービスの展開とにぎわいの創出 
観光コースと連携した誘客の推進と土産品の開発

羽咋駅から続く商店街の再整備 
高齢者など買い物弱者への支援 

特色を活かした商店街づくりの促進 
 

商店街の魅力づくり事業の推進 
歩行空間の確保、駐車・駐輪スペースの確保 
商工会等との連携によるソフト事業の展開 
商品・サービスの開発支援 

商店街の情報発信の支援 商店街の取り組みの情報発信 

 
 
 
 
 
 
 
        

 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） 

商品販売額（商業統計） 百万円
30,977 

(H19 年度） 
30,900 

(H23 年度) 
30,800 

（H27 年度） 
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６．多彩な観光交流の推進 
 

 現状と課題  

観光客の現状 

◆平成 19年 3月に発生した能登半島地震の影響により、大きく観光客数が減少しましたが、県と

能登地域の市町との連携により回復傾向にあります。 

◆交通手段の高速化や高速道路の土日休日の定額制、ライフスタイル、価値観の変化などにより

小グループ・個人が旅行形態の主流となっています。 

◆歴史的建造物や自然景観、食文化などの観光資源が多くありますが、旅行ニーズに対応したき

め細やかな商品の提供が求められています。 

◆観光客の情報の入手方法が、ネットサービスを活用するように変化してきています。 

◆観光地の住民とのふれあいや体験などを求める人が増えてきています。 

 

交通新時代の到来と観光行政の動き 

◆国は、観光庁を創設し、観光立国の推進体制の強化を図り、観光産業を重要施策に位置づけて

います。 

◆能登半島は平成 20 年度に観光圏に指定されました。 

◆2014（平成 26）年度に北陸新幹線金沢開業が予定されており、関東・信越圏との間に高速大量

輸送の公共交通機関が整います。そのため、石川県とともに新幹線開業による波及効果を活か

すことが求められています。 

 

市民との協働による観光の推進 

◆点在する景勝地や史跡などを結ぶ観光ルートが求められるとともに、特産品づくりなどの新た

な観光資源開発が必要です。 

◆能登半島への誘客のために、広域的な連携が必要です。 

◆観光客の誘導、動線確保や美観の保持と適切な情報発信が必要です。 

◆市民・企業・関係機関が連携し、観光客のおもてなしの充実を図るとともに、受け入れ体制の

整備が必要です。 

◆市民や観光業に携わる方が、地域資源の優位性を再認識するとともに、地域資源を生かした多

彩なメニューを開発する必要があります。

観光ボランティアガイド「こんちま」の活動 
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 施策の方針  

観光客視点の観光を推進します 

観光資源を組み合わせて、滞在、滞留する観光地を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

多様なニーズへの対応 
 
 

旅行スタイルの変化に応じた多様な地域資源の開発、商品化

観光客の動向実態調査の強化 
体験型観光の充実 
観光客への対応、情報提供の充実 
滞在・滞留ツアーの開発 

魅力ある交流基盤づくり 回遊性を高める歩行空間の整備と多様な二次交通の確保 
道の駅など賑わいの核となる拠点施設の整備・充実 
玄関口と観光地を結ぶ道路環境の整備 

交通新時代への対応を進めます 

新幹線開業、能登有料道路の完全無料化など新たな交通体制の整備に合わせた観光振興を図り

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

北陸新幹線金沢開業に向けた対応 
 

北陸新幹線の利用者誘導を目標とした施策の推進 
鉄道、バスなど二次交通の充実 

広域観光の推進 石川県施策との連携、金沢観光圏との連携強化 
広域的観光地形成の推進 

新たな観光施策を推進します 

市民、企業、関係団体、行政が協働して観光推進を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

観光地としての資質の向上と受入体制

の整備 

農林水産業との連携による羽咋産食材のブランド化の推進 

地域住民による観光客「おもてなし」活動の支援 

他産業とのネットワーク化の推進 

外国人訪問者への対応充実 

観光ボランティアガイド組織への支援 

地域資源の活用と戦略的かつ効果的な

情報発信 

地域資源の掘り起こしとネットワーク化の推進 

観光教育、郷土教育の推進 

ICT（情報通信技術）の活用推進と戦略的な情報発信 

誘客可能な情報発信型イベントの開催 

滞在、滞留ツアーの開発と情報発信 

 
      

 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） 

観光客数 万人 176.6 210 300 
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７．労働環境の整備 
 

 現状と課題  

労働者福祉の向上 

◆労働者の福祉向上と生活の安定への支援が求められています。 
◆若者の地元定着が求められています。 
◆勤労者向けの住宅の充実が求められています。 
◆子育て世代への支援制度が拡大しています。 
 

雇用情勢の変化と雇用機会拡大への期待の高まり 

◆世界的な経済の停滞、円高や安い労働力確保による海外への生産工場の移転などにより、国内

の雇用情勢が悪化しています。 
◆学校やハローワークと連携しながら、地元企業の紹介など雇用機会の拡大を図ることが求めら

れています。 
◆職業研修の機会増大と内容の充実を図る必要があります。 
◆雇用の場の創出が求められています。 
◆学卒者の雇用情勢が悪化しています。 
◆国の経済対策により、緊急雇用が実施されています。 
◆知識や経験が豊富な高年齢者が増えています。 
◆少子高齢化社会の進展により、将来の労働力不足が懸念されています。 
◆シルバー人材センターの運営の安定が求められています。 

羽咋郡市企業案内パンフレット 
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 施策の方針  

労働者福祉を促進します 

労働者の福祉向上と生活安定のために必要な施策を展開します。 

施策の内容 主な取り組み 

生活安定の推進 
 

生活資金融資の実施 
勤労者総合福祉センター機能の充実 
勤労者の住宅整備 
育児休業制度など労働者福祉制度の周知 

雇用機会の拡大を図ります 

求人、求職者の実情に応じた施策の推進が求められます。 

施策の内容 主な取り組み 

雇用機会の創出 

 

高校生への地元企業情報の提供の充実 
就職フェアの共同開催など企業との連携強化による

若者就職の支援 
企業誘致の推進 
男女雇用機会均等法の周知 
緊急雇用創出事業の充実 

高齢社会への対応 
 

雇用延長や再雇用の仕組みづくり 
高齢者が安心して働くことができる機会の提供 

シルバー人材センターの充実 安定的な経営への支援 
定年退職後の臨時的・短期的な就労機会の提供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 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） 

高校生の就職率 ％ 93.3 100 100 
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８．地域固有の歴史・文化の継承と活用 
 

 現状と課題  

文化財の保護・管理       

◆恵まれた文化財を保存し活用するための基本計画を作成し、まちづくりに活かす必要がありま

す。 
◆国・県の補助や市民の協力を得ながら、指定文化財の保護と管理に努めています。現在、経年

による劣化が進行した指定文化財の改修が課題となっています。 
◆寺家遺跡の発掘調査・研究成果を総括した報告書を刊行しており、今後は、国の史跡指定を受

けて保護する必要があります。 
 

歴史・文化の調査・研究と継承 

◆市内外の研究者とともに、妙成寺などの寺院史料調査や希少動植物の調査と保護活動などを継

続的に実施しており、その中から新たな指定文化財が生まれています。 

◆郷土の歴史・文化に関する資料や情報を収集して調査・研究を行い、その成果を歴史民俗資料

館で展示・公開し、保存・継承していくよう努めています。 

◆蓄積された新知見をもとに、平成 20 年に『新修 羽咋市史近現代通史編』を刊行しました。引

き続き、その資料編を刊行いたします。 

 

市民の郷土学習と文化活動の支援 

◆郷土研究や学習に関する資料や情報の提供、収集を行っています。 
◆ボランティアの協力を得て、文化財調査や保護活動、歴史民俗資料館での資料整理、展示解説、

講座の企画運営などを実施しています。 
◆歴史民俗資料館の展示解説や吉崎・次場弥生公園での体験講座など学校教育からの利用が多く

あるほか、古文書講座の受講者から自発的な学習会が生まれています。また、近年は、回想法

を用いた高齢者福祉目的の利用も増加するなど、利用者とその学習機会が多様化しています。 

学芸員による展示解説 吉崎・次場弥生公園 
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 施策の方針  

文化財の保護・管理に努めます 

文化財を守りながら、まちづくりにも活用します。 

施策の内容 主な取り組み 

文化財の一体的な保存と活用の推進 まちづくりを念頭においた文化財保存活用基本計画の作成 
寺家遺跡の史跡指定と整備 

指定文化財の保護・管理 文化財パトロールの充実 
指定文化財建造物の改修 

郷土の歴史と文化を次世代へ継承します 

固有の歴史と文化を調査し、次世代に伝えます。  

施策の内容 主な取り組み 

郷土資料の調査・研究と継承の推進 『新修市史』やわかりやすい図録資料などの刊行 
調査成果に基づいた展示公開や普及活動などの実施 
妙成寺の国宝指定に向けた活動への支援 

歴史・文化を活用した市民の学習・文化活動を支援します 

学校教育、生涯学習、高齢者福祉など多様化する利用目的に応じた学習支援を行います。 

施策の内容 主な取り組み 

歴史民俗資料館を活用した博物館教育

の推進 
企画展・特別展や市民講座、研修会、講演会の開催 
収蔵資料を利用した学習会の開催 
ボランティア活動の育成支援 
郷土の歴史・文化に関する資料と情報の発信 
小学校・公民館・福祉施設などへの出前・体験講座等の開催

 
 
 
 
 
 
 
          

 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） 

歴史民俗資料館年間 
利用総数 人 4,340 4,560 4,790 

歴史民俗資料館年間 
小中学生利用数 人 1,600 1,680 1,770 

 


