
 

 

 
第２部 基本構想 

羽咋フェア 

４ 活気と魅力のあふれるまちづくり 

 

市民一人ひとりが、本市の地域資源の独自性や優位性を再認識し、多彩な交流

と賑わいあふれる都市を築いていきます。 

特に、歴史的建造物や自然景観、農林水産物などの地域資源を活用した魅力あ

る商品造成やブランド化、販路拡大に取り組むとともに、羽咋市の魅力を発信す

る人材を育成し、全国の羽咋ファンを増やしていきます。 

また、まちなかの賑わい創出の起爆剤となる羽咋駅周辺整備を基点として、都

市機能を高めるとともに、公共交通ネットワークを最適化することにより、周辺

地域との往来を活性化し、賑わいを創出します。 

さらに、働き方改革の考えを踏まえながら、

ニーズにあった就労形態を構築するとともに、

企業誘致による雇用の創出や移住政策にも努め、

地域全体の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

基本目標４：多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 



第三部 基本計画 

 
１．農林水産業の振興  

 

 

特性を生かした農林水産業の推進 

◆農業は、穀倉地帯である邑知平野を中心に主要農産物である水稲が栽培されており、砂丘地で

は、スイカ、だいこん等が栽培されていますが、省力化や高品質生産を推進し、所得向上に寄

与する必要があります。 

◆林業は、木材価格の低下や林業の採算性の悪化などにより、林業経営は厳しい状況にあるため、

森林組合などによる人工林の集約化を図り、間伐、枝打ちなどを効率的に実施し、木材の有効

利用を図る必要があります。 

◆水産業は、漁業者が個々に行う沿岸一帯での刺し網漁などの漁法による、小規模な漁業経営が

行われていますが、施設の近代化やコスト削減などが求められています。 

◆農薬や化学肥料、除草剤を使用しない自然栽培や中山間部で栽培される神子原米、天然岩ガキ

などの地域資源のブランド化に取り組み、さらなる販路拡大を図る必要があります。 

◆地域資源のブランド化や６次産業化などにより、新たな付加価値を生み出し、流通体制の確立

および販路拡大や地元での消費拡大を図る必要があります。 

 

農林水産業の基盤整備と安定経営 

◆農林水産業においては、就労者の高齢化が顕著となっており、担い手や後継者不足が大きな問

題となっています。特に農業では、担い手不足による耕作放棄地の増加が懸念されています。 

◆農地集積などにより農業経営の環境整備を促進するとともに、地域資源を支える担い手の確保

と育成を推進するため、各種助成制度の充実を図る必要があります。 

◆IoT や AI 等の先端的情報通信技術の導入を促進し、省力化や生産物の収量および品質向上を図

る必要があります。 

◆近年増加している、イノシシなどの獣害による農作物被害に対して、地域が取り組む侵入防止

柵設置などについて、支援制度の充実を図る必要があります。 

◆水産資源を維持しながら安定した漁業を営むため、ヒラメ、サザエ等の栽培漁業の拡大や既存

の漁礁魚場、天然礁の利活用、新たな漁礁の設置等、漁場の形成と整備を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ほ場整備事業による農地集積（滝地区） 自然栽培による「羽咋米」 



基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 

 

 

 

特色を生かした農林水産業を推進します 

生産支援を拡充し、地消地産の推進と販売流通まで一体とした体制を促進します。 

施策の内容 主な取り組み 

農水産物の生産支援 地場産物の販路拡大 

先端技術による効率化・省力化の推進 

関係機関との連携等による産地育成 

高付加価値商品の開発や６次産業化の推進 

自然栽培などの地場産物のブランド化の推進 

自然栽培産物による食育の推進 

異常気象等による減収対策や補てん等の支援拡充 

 

地域資源の基盤確立と安定経営を図ります 

次世代に対応した基盤整備を行い、経営環境の改善を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

持続可能な生産基盤の構築 

 

ほ場整備事業による農地集積の推進 

IoT や AI などの高性能機械・施設の導入の促進 

老朽化しているため池の整備の推進 

作業や受委託の集約化による効率化の推進 

漁港内浚渫（しゅんせつ）・漁港の整備の実施 

経営環境の改善 耕作放棄地の解消と活用推進 

地域の実情に即した担い手の育成支援 

地場産物の利活用の促進 

捕獲奨励や防護対策支援の拡充 

インターンシップへの支援 

間伐材・木材の利活用の促進 

種苗放流の実施 

 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和 6 年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
備考 

耕作放棄地面積 ｈａ 21.8 18 15  

間伐林の累計面積 ｈａ 49.8 80 120   

種苗放流数 匹 37,000 45,000 60,000   

 



第三部 基本計画 

 
２．商工業の振興  

 

 

中小企業の経営基盤の強化 

◆道路状況が良くなり、消費者の行動がより広域化し、近隣都市の大型ショッピングセンターで

買い物する方が多くなっています。市内での消費拡大に向けた取り組みが必要です。 

◆本市の商工業における商品販売額や製造品出荷額は増加傾向にあるものの、製造業や医療・福

祉分野など一部を除き、事業所数と従業者数はいずれも減少傾向にあります。 

◆製造業はグローバル化により、大きく変化をしています。 

◆人口減少が進むことから、先端的情報通信技術を取り入れながら、生産性の向上と経営基盤の

強化、地域資源を活用した新商品の開発などによる経営革新に取り組んでいく必要があります。 
 

賑わいある商店街づくり 

◆空き店舗や空き地の増加など中心市街地の空洞化が進んでいます。都市機能の誘導や観光客な

どの回遊性向上を図り、まちなかの賑わいを取り戻すことが求められています。 

◆経営者の高年齢化に伴う事業承継や新たな起業者の育成などの対応が必要となっています。 

◆ネット通販市場がさらに拡大していくことにより、実店舗での販売に必要な商圏人口等が確保

できなくても、実店舗とネット通販の併用により、経営を可能とする社会ができています。 
 

企業立地の促進 

◆のと里山海道無料化やバイパス道路網の整備により、交通基盤整備が進むとともに、電気料は

全国でも割安であり、自然災害が少ない地域であることなど立地の優位性があります。 

◆電子部品の製造や金属・ベアリング関連企業が本市の基幹産業の一つに成長し、それらをはじ

めとした既存企業に対する設備投資や事業拡大などへの支援を充実させ、地域経済の活性化や

雇用の確保を図ることが求められています。 

◆企業進出により、大きな遊休工場用地は減少しましたが、中小規模の空き工場等は増加してい

ます。また、既存の工業団地には未売却・未立地の土地があり、更なる企業立地が望まれると

ともに、投資ニーズに対応した新たな企業用地の確保も検討課題となっています。 
 

【事業所数・事業者数の推移】 【羽咋北部工業団地】 

  



基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 

 

 

中小企業の経営基盤安定・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

た支援を行うとともに、市内での消費拡大に向けた取り組みを推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

中小企業の経営基盤の強化 経営指導・相談の充実 

人材育成・確保の推進 

資金調達・設備投資支援制度の活用推進 

特産品の開発・販売促進・地域内消費の推進 特産品の研究開発と物産展への出展支援 

開発商品や製品のＰＲの推進 

地域商品券の発行支援とふるさと納税の推進 

新商品・新技術の開発支援の検討 

賑わいある商店街づくりに努めます 

中心商店街など「まちなか」での回遊性向上を図るとともに、起業家支援制度などで空き店舗・

空き家を有効活用しながら、多様な店舗が軒を連ねる賑わいと魅力ある商店街づくりに努めます。 

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 

 

観光コースと連携した誘客推進と土産品の開発 

商工会等との連携によるソフト事業の展開 

空き店舗のリニューアル支援の促進 

起業家の育成及び事業承継の促進 起業家支援・事業承継支援制度の拡充 

創業支援機関との連携強化 

企業立地の促進に努めます 

雇用機会の増大と地域の活性化を図るため、本市の企業立地支援制度や地理的優位性等の情報

を効果的に発信しながら、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 

企業立地の促進 企業立地支援制度の周知推進 

工業団地への企業誘致と工場建設を促進 

既存企業の事業拡大への支援の推進 

立地環境の整備と推進体制の構築 投資ニーズに対応した企業用地の確保 

遊休工場等利用促進補助制度の周知推進 

新たな工業団地の整備の検討 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 

中間目標 

（令和 6年度） 

目標 

（令和 11 年度） 

起業・事業承継 

支援件数 
件 

34 

（H27～R 元年度） 

25 

（R3～R7 年度） 

25 

（R8～R12 年度） 

誘致企業数 

（新設・増設） 
社 

5 

（H27～R 元年度） 

5 

（R3～R7 年度） 

5 

（R8～R12 年度） 



第三部 基本計画         基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 
 

３．まちなかの都市機能の充実による賑わい創出  
 

 

コンパクトシティの推進 

◆人口減少の進行により空き家や空き地が増加し、中心市街地の空洞化、地域コミュニティの停滞、地

価の下落などにより、本市の活力や賑わいの低下が懸念されています。 

◆羽咋駅周辺は全ての年齢層で人口の減少率が高く、特に若者の減少が顕著であり、また、将来推計に

おいて 65歳以上の老年人口が増加する地区が多い中、羽咋駅周辺については、老年人口も減少してい

くことが見込まれており、まちなかへの居住の誘導を図ることが必要とされています。 

◆中心市街地の人口減少が進行することにより、医療・福祉・商業などの生活サービス機能の低下や、

公共交通機能の衰退など、生活利便性の低下が懸念されています。 

◆主要な交通結節点となる羽咋駅を中心とする市街地において、都市機能の集積と公共交通の利便性の

向上により、誰もが魅力を感じながら住み続けることができるコンパクトな市街地の形成が必要とさ

れています。 

羽咋駅周辺整備の推進 

◆商店街の店舗の減少や空き家・空き地の増加により、かつての活気が失われています。 

◆価値観やライフスタイルが多様化する市民ニーズに対応した「新しいサービス・都市機能」が求めら

れています。 

◆今後の人口減少、消費生活などの状況変化に対応できる都市機能の充実による賑わいの創出や住環境

の維持・向上が求められています。 

◆体系的な道路ネットワークの構築により、自動車と歩行者が共に快適に移動できる道整備が求められ

ています。 

◆近年の大規模災害の多発を踏まえ、地域における防災・減災対策を進め、安全・安心に暮らせるまち

づくりが求められています。 

新たな時代に対応した地域公共交通の確保 

◆人口減少や自家用車の普及に伴う公共交通の利用減少により、公共交通サービスの利便性の低下が懸

念されています。 

◆公共交通の利便性の向上や効率化を図るため、まちづくりと一体となった公共交通ネットワークの再

構築が必要とされています。 

◆ライフスタイルの変化など、多様なニーズに対応する新たな交通移動手段の導入が求められています。 

 

 

 

 

    

   
まちなかには様々な 

施設・機能が集まり、あら

ゆる世代の交流が生まれ、

活気にあふれています。 

まちなかを歩いて楽しむ人が

増え、周辺には魅力的なお店

などができ、新たな賑わいが

生まれています。 

鉄道・バスなどの公共交通

での移動が便利になり、通

勤・通学・買い物等で多く

の人に利用されています。 



第三部 基本計画         基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 
 

 

コンパクトシティの推進に努めます 

立地適正化の実現に向けて都市機能や居住誘導施策を推進していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

都市機能の整備・拡充 多様な都市機能の集積 

企業立地支援制度の充実 

チャレンジショップの整備※ 

まちなかの居住環境の整備・向上 まちなかの生活利便性の向上 

住宅支援制度の充実 

公営住宅や分譲地等による住環境整備 

羽咋駅周辺整備の推進に努めます 

商業施設跡地、都市計画道路川原町線、長者川整備を一体的に進める羽咋駅周辺整備により賑わいの

創出に努めていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

羽咋駅周辺賑わい交流拠点の整備 

 

交流機能・広場機能の整備 

商業等の都市機能の誘致 

地域活性化の拠点として活用 

都市計画道路川原町線の整備 沿道土地利用の促進 

ゆとりある歩行者空間の確保 

駅周辺地域のアクセス向上 

二級河川長者川の整備 河川整備による治水対策の推進 

親しみの場となるような水辺空間の創出 

新たな時代に対応した地域公共交通の確保に努めます 

誰もが安心して暮らせるよう地域公共交通の確保に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

多様なニーズに対応した地域公共交通の確保 

 

地域公共交通計画に基づくダイヤの見直し 

パーソナルモビリティの普及促進※ 

地域公共交通への新技術導入 

デマンドバス※などニーズに対応した地域公共交通の

構築 
 

 

成果指標 単位 基準 

（令和元年度） 

中間目標 

（令和 6年度） 

目標 

（令和 11 年度） 

居住誘導区域の人口密度 人/ha 31.3 31.4 32.2 

公共交通利用者数 人 839,333 881,000 899,000 



第三部 基本計画 

４．雇用の創出と働きやすい環境づくり 

 

雇用の創出とマッチングの推進 

◆少子高齢化に伴う生産年齢人口（15～64 歳）の減少や、育児や介護との両立など働く人のニー

ズの多様化を踏まえ、働き方に対する考え方を柔軟に捉え、就業への意欲や能力を存分に発揮

できる環境を作ることが重要な課題になっています。 

◆進学や就職を機に、首都圏や大都市圏へ転出する若者が多いことから、魅力ある「働く場」を

整備し、市内に就職する若者のＵＩＪターンを促す施策が求められています。 

◆新型コロナウイルス感染症拡大を受け、地方での就業を希望する若者が増えてきている現状を

踏まえ、サテライトオフィスの整備やワーケーションなど多様な就業機会・働き方・テレワー

ク環境の整備を創出する必要があります。 

◆若者が就きたい仕事と企業が求める人物像のミスマッチをなくすため、就業体験を含めた移住

体験ツアーの企画など、企業と若者とのマッチングを推進する必要があります。 

◆教育機関やハローワーク、石川県とも連携しながら、就業体験（インターンシップ）をはじめ、

近隣自治体との合同就職面談会や職業研修の機会増大など、雇用機会の拡大が求められていま

す。 

◆少子高齢社会の進行により、労働力不足が懸念されているため、知識や経験が豊富な高齢者を

働き手として、就労機会を提供しているシルバー人材センターの取り組みを強化する必要があ

ります。 

◆障がいのある人や高齢者の就労支援が求められています。一つの例として、農福連携や高齢者

の農業参入機会の増大を進めるとともに、地域における障がいのある人や高齢者の就労に関す

る相談、支援体制を充実していく必要があります。 

 

誰もが働きやすい環境づくりの推進 

◆女性や高齢者、障がいのある人、外国人など、誰もが自分に合った働き方ができる環境づくり

が求められています。 

◆長時間労働の解消や柔軟な働き方を取り入れるなど、ワーク・ライフ・バランスの推進が求め

られています。 

◆育児・介護と仕事を両立するため、休業制度の推進と周知を図るとともに、両立によって、生

きがいと所得を向上させる取り組みが求められています。 

◆移住者がキャリアを活かせる就労機会とのマッチングや結婚・出産・育児により離職した女性

の就業を支援するために、移住者や離職者のキャリア人材を登録・紹介する仕組みづくりが求

められています。 

◆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。 

 

 

 

 

 



基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 

 

 

雇用の創出とマッチングの推進に努めます 

 

施策の内容 主な取り組み 

雇用の創出とマッチングの推進 

 

 

 

 

 

高校生への地元企業情報の提供の充実 

市内企業へのインターンシップ導入の推進 

サテライトオフィスの誘致 

ハローワークや周辺自治体と連携した合同企業就

職面談会の実施 

就業体験を主とした移住体験ツアーの実施 

女性雇用の優遇支援 

未就労者の就労支援 

シルバー人材センターの充実 人材登録 

シニア世代保有技術の活用・就労支援 

高齢者が安心して働くことができる機会の提供 

定年退職後の臨時的・短期的な就労機会の提供 

 

誰もが働きやすい環境づくりの推進に努めます 

施策の内容 主な取り組み 

働きやすい環境づくりの推進 

 

 

育児休業や介護休業制度などの推進および周知 

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 

通勤助成の充実 

多様なニーズに対応した就労環境の整備 若者や女性が働きやすい環境づくりの推進 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和６年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
備考 

 
女性起業支援者数 

 
件 4 10 13  

合同就職面談会への参

加者数 
人 42 50 50  

 



第三部 基本計画 

 
５．多彩な交流の推進  

 

 

ニーズを「捉え」「創る」交流 

◆観光庁では、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日）を策定し、2030 年ま

でに訪日観光客数を 6,000 万人に拡大する目標を掲げ、観光立国の推進体制の強化を図ってい

ます。 

◆市民をはじめ関係機関が連携し、地域資源の独自性や優位性を再認識するとともに、地域資源

を生かした多彩な特産品や交流メニューを開発・発信する必要があります。 

◆モノからコトへと消費行動およびライフスタイルが変化し、体験することへの価値観が高まっ

ています。団体旅行者を取り込むほか、小グループや個人旅行に対応した着地型観光への対応

が必要です。 

◆新型コロナウイルスをはじめとした感染症拡大を踏まえた「新しい生活様式」に呼応した交流

のあり方を提案する必要があります。 

 

交通新時代の到来 

◆平成 27年 3月に北陸新幹線金沢が開業し、首都圏・信越圏との間に高速大量輸送の公共交通網

が整備されたことを受け、日帰りおよび宿泊の観光客数が、令和元年にはおよそ 1.5 倍となる

など、のと里山海道無料化や北陸新幹線の開業効果が本市にも波及していると考えられます。 

◆令和 5 年春には北陸新幹線敦賀延伸が予定されており、新幹線開業の効果を継続させるととも

に、さらなる波及効果につなげる取り組みが求められています。 

◆国道 159 号羽咋道路および国道 415 号羽咋バイパスの整備が進ちょくし、鉄道やのと里山海道

とも併せ東西南北の交通手段が多様化してきているため、広域的な連携による取り組みが求め

られています。 

 

継続した情報発信 

◆世代を問わず情報の入手方法が、インターネット検索サイトやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス）を活用するように変化してきており、これら媒体を最大限活用した情報

発信に努める必要があります。 

◆地域が遺してきた文化や景観、伝統行事などの地域資源について、来訪者の動線確保や景観の

保全を行うとともに、積極的かつ適切な情報発信が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
～千里浜を活用した、新たな交流～ 

ＳＳＴＲのゴール風景 

 



基本目標４   多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 

 

 

 

交流の拡大を推進します 

市民や民間事業者、関係団体、行政が共同して交流拡大を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

地域の魅力を地域で共有 住民による観光客「おもてなし」活動の支援 
地域資源の掘り起こしとネットワーク化の推進 
観光ボランティアガイド組織への支援 
観光教育、郷土教育の推進 

多様なニーズへの積極的なアプローチ 

 

 

多様な分野での魅力ある地域資源の開発、商品化 
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

継続した観光客の動向実態調査 
インバウンドに対応したプログラムや情報提供の推進 
体験型コンテンツの開発による滞在・滞留時間の拡大 

交通新時代への対応を進めます 

新幹線敦賀開業、国道 159 号羽咋道路や 415 号羽咋バイパスなど新たな交通網の整備に合わせ

た観光振興を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

交通新時代に向けた対応 

 

北陸新幹線の利用者誘導を目標とした施策の推進 
道の駅及び直売所を活用した施策の推進 
鉄道やバスなど二次交通の充実と新たなモビリティの導入 

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 
広域的観光ルート形成の推進 

継続した情報発信に取り組みます 

既存の地域資源の積極的な活用とともに、魅力を発信し続ける地域を目指します。 

施策の内容 主な取り組み 

魅力ある交流基盤づくり 回遊性を高める空間の整備や多様な交通手段の確保 
羽咋駅周辺や道の駅など賑わいの核となる拠点施設の充実 
観光地と観光地をつなぐ施策の充実 

情報発信により地域資源の活用を拡大 ICT などの技術や SNS などの情報発信ツールの戦略的な

活用推進 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和 6 年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
備考 

観光客数 万人 294.4 300 300  
 

道の駅のと千里浜 
の買い物客数 

万人 26.7 30.0 35.0  

 



第三部 基本計画 

 
６．関係・移住・定住人口の拡大  

 

 

 

移住への総合的支援および定住の促進 
 
◆全国的にも東京都を中心とする「東京圏」への転入超過に歯止めがかかっておらず、本市から

も東京圏への転出をはじめ、市外への転出超過が続いています。 

◆2019 年における東京圏への転入超過数の内訳を見てみると、15～19 歳が 2 万 5 千人、20～29

歳が 10 万 7 千人で、大半が若年層となっており、本市からも多くの若者が東京圏へ流出してい

る状況です。 

◆新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とし、首都圏に住む人々に地方回帰の流れが生まれて

おり、地方への移住を促す機運が高まっています。 

◆人口減少は、地域経済を縮小させ、住民の経済力低下も招き、自治体の活力にも負の影響を与

えることから、本市への移住につなげる施策の強化が求められます。 

◆人口の東京一極集中が進む一方で、若年層を中心に地方での就業への関心が高まっており、首

都圏の人材に本市の事業活動への関わりを拡大・深化させることが必要です。 

◆人口減少を本市だけでなく、能登全体の問題として捉え、近隣自治体と連携し「能登のくらし」

の魅力を発信する必要があります。 

◆人口減少に伴う空き家対策が必要となるため、市内で増加する空き家を移住者の受入先として

有効活用するとともに、移住者に魅力あるまちづくりに取り組む必要があります。 

 

関係人口の創出 

◆移住施策は息の長い取り組みであり、成果が表れるまでに時間を要します。まずは本市のこと

を都市圏の多くの人に知ってもらい、本市と継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出を

図っていくことが求められます。 

◆本市の魅力を伝えるため、都市圏に住む人々に向けて積極的に情報発信を行うとともに、都市

圏の人たちとさまざまな形で関わる人材交流のための取り組みが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東京で開催された広域連携による移住セミナー 大阪で開催された都市圏ＰＲイベント 
羽咋フェア「羽咋グルメ」 



基本目標４  多彩な交流と賑わいあふれる ひと・まちづくり 

 

 

移住への総合的支援および定住の促進に努めます 

移住者が理想のくらしを実現できるよう、個別の移住相談に応じ、住居やしごとを紹介するな

ど、移住から定住につながる支援を行います。 

施策の内容 主な取り組み 

移住希望者への情報提供、支援 

 
移住総合相談窓口による移住推進 

移住専用ＨＰによる市の魅力発信 

移住体験住宅の整備 

移住希望者向けのしごと紹介ツアー開催 

広域連携による移住推進 

移住希望者を対象とした住環境の整備 住まいづくりの支援拡充 

空き家情報バンクによる空き家・空き地の提供 

空き家活用に対応したリフォーム支援 

移住から定住につながる支援 地域と移住者をつなぐ移住者交流会の開催 

本市ならではの仕事と移住者とのマッ

チング支援 
自然栽培やジビエ、漁業などの仕事と移住者とのマッチン

グ推進やテレワーク等による新たな働き方の普及促進 

地域住民とのつながりへのフォローアップ 

 

関係人口の創出を図ります 

都市圏に住む人々を対象とし、本市の魅力を伝えるイベントの開催や情報発信を行います。 

施策の内容 主な取り組み 

都市圏などへの本市の魅力発信 「ふるさと応援団」と連携した本市の魅力発信 

「ヒューマンネットワーク」の推進と活用 

官民連携による都市圏ＰＲイベントの開催 

広域連携による能登の魅力発信 

特産品を生かした羽咋ファンの拡大 ふるさと納税の推進 

官民連携による新たな返礼品の開発・提供 

首都圏などの人材による交流と共創 官民連携により企業からの人材のノウハウを生かした企画

立案や PR 活動 

 

 

 

成果指標 単位 
基準 

（令和元年度） 
中間目標 

（令和 6 年度） 
目標 

（令和 11 年度） 
移住相談窓口で 

対応した移住者数 
人 33 50 55 


