
 

 

 
第２部 基本構想 

５ 市民が主役となるまちづくり 

 

羽咋市の未来を切り拓く人材を育むため、学校教育の充実と次世代を担う青少

年の育成を重点的に取り組みます。また、幼児から高齢者、障がいのある人まで、

市民一人ひとりが健康で心豊かな生活を送ることができるよう、生涯学習活動や

文化活動を推進するほか、スポーツや健康教室などを通じた健康増進および健康

寿命の延伸に努めます。 

さらに、地域が一丸となって消防、防災、交通安全、防犯体制を強化すること

により、安全で平和なまちづくりを目指します。 

地域防災や活力ある地域づくりを目指すうえでも、安全で快適な道路や橋など

の公共インフラを適切に管理、整備するとともに、広域幹線道路として整備が進

められている国道 159 号羽咋道路や国道 415 号バイパスの早期供用開始を目指し、

国・県へ積極的に要望を行っていきます。 

また、良質な住生活を推進するため、住宅や建築物の耐震化、長寿命化、省エ

ネルギー化を推進するほか、移住・定住を促進するため、若者や子育て世代向け

の住宅環境整備を進めます。 

基本目標５：学びと安心を高め合う ひと・まちづくり 

ＡＬＴ授業風景 宅地造成 



１．学校教育の充実  
 

 

教育環境の整備・充実 

◆市内の小学校 6校、中学校 2校の児童生徒数は 1,300 人（令和 2年 5月 1日現在）で、10 年前

の平成 22年度と比較すると、510 人（約 28％）減少しており、複式学級が 1校で設置されてい

ます。羽咋市学校施設長寿命化計画に基づき、計画的に施設改修や学校規模の適正化や適正配

置を検討していく必要があります。 

◆少子化や教職員の働き方改革により、部活動の運営が困難になってきています。外部指導員の

活用、近隣の学校や地域スポーツクラブ等との連携も視野に入れた取り組みが必要となってき

ています。 

◆児童生徒の学習への興味・関心を高めるとともに、教育の質を向上させるため、1 人 1 台のパ

ソコン端末を配備するほか、デジタル教科書や電子黒板などを導入して、プログラミング教育

などの次世代を見据えた ICT 教育を充実させていく必要があります。 

 

学校教育の指導指針の推進 

◆「未来を拓く心豊かな羽咋っ子」を育てるという考えのもと、学校教育の指導指針を策定して

おり、幼保小中連携による系統立てた「確かな学力をはぐくむ」「豊かな心をはぐくむ」「健や

かな体をはぐくむ」取り組みを、継続する必要があります。 

◆子どもたちが未来の自分の姿を思い描き、夢や目標を持ち、その実現に向けてひたむきに努力

する意欲づくりの教育が求められており、学校・家庭・地域が連携し、子どもたちを温かく見

守り育てる社会を実現していく必要があります。 

◆指導指針に基づき児童生徒に確かな学力を育ませ、全国トップクラスに位置する学力を維持し、

習熟度に応じたきめ細かな指導による教育力の向上が求められています。 

 

英語教育のさらなる推進 

◆児童生徒が今後のグローバル社会に対応できるように、ALT（外国語指導助手）の適正な配置に

努めるとともに、英語検定の支援、中学生の海外派遣や幼児への英語活動などを実施し、英語

教育をさらに推し進めていく必要があります。 

 

◎学校給食の充実 

◆地元農産物を積極的に取り入れ、地産地消を図りながら学校給食の充実に努めるとともに、食

育を通して感謝の心や郷土愛を育んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題



 

教育環境の整備を推進します 

教育効果を第一に考えた学校施設や学習環境の整備に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

小中学校施設の整備・検討 計画的な小中学校施設の整備 
学校規模の適正化や適正配置の検討 
他施設との複合化の検討 

部活動の維持・連携 外部指導員の活用 
近隣の学校や地域スポーツクラブ等との連携 

学習環境整備の拡充 情報機器・教材の拡充、学校図書の充実 
特別支援教育の充実、学校支援員の適正な配置 

生きる力を育み、信頼される学校づくりに取り組みます 

基礎学力の更なる向上を目指し、一人ひとりの夢や希望を実現する可能性を広げていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

「教育活性化プラン事業」の推進による信

頼される学校づくり 

学校評価を活用した学校力の向上 

特色ある教育活動の推進 

「3あい（学びあい・鍛えあい・育ちあい）」

の実践による生きる力の育成 

学力の実態把握と指導法の工夫・改善 

幼保・小中学校交流教育の推進 

体験活動の充実と道徳教育・キャリア教育の推進 

学校・家庭・地域の連携 

 

PTA を核にした取り組みの推進 

保護者や地域が参画する学校サポート体制の充実 

英語教育をさらに推進します 

将来においてグローバル社会に対応できるように、英語教育を更に推し進めていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

英語教育の推進 ALT の適正な配置、英語検定の支援 
中学生の海外派遣、幼児への英語活動 

学校給食の充実に努めます 

安全な学校給食の提供に努め、児童生徒の健やかな体づくりと食育を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

安全な学校給食の提供 

 

地産地消の推進、食物アレルギー対応食の提供 
栄養教諭等による小中学校での食の指導 

 

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 

小学 6年生、中学 3 年生の国

語、算数（数学）の全国学力・

学習状況調査 

％ 
県平均 5 ポイ

ント以上 

県平均 5 ポイン

ト以上維持 

県平均 5 ポイン

ト以上維持 
 

中学 3年生の英検 3級以上取

得率 
％ 52.0％ 70.0％ 70.0％以上維持  

小学 6年生の英検 5級以上取

得率 
％ 63.0％ 70.0％ 70.0％以上維持  

 

施策の方針

成果指標



第三部 基本計画 

２．次世代を担う青少年の育成  
 

 

青少年を取り巻く環境 

◆著しい少子化と核家族化が進むなか、家庭と地域社会とのかかわりが薄れてきています。人口

減少が進む中で、市外へ進学した高校生や大学生が、将来地域を支える人材となるよう地域愛

を育む施策を推進していくことが必要とされています。 

◆スマートフォンなど情報機器の普及により、青少年に有害な情報が蔓延し、自立性や社会性の

健全育成の妨げとなっています。時代の流れとともに変化する社会情勢を鑑み、青少年を取り

巻く有害環境を改めていくことが課題となっています。 

 

体験学習の充実・児童センター等関連施設との連携 

◆普段の日常生活では経験することができない宿泊事業や体験活動を行うことで、希薄になりつ

つある家庭や地域とのかかわりを再構築し、他校の児童との交流や親子での感動を共有しなが

ら、心豊かな人間性を育む機会が求められています。 

◆千里浜児童センターをはじめ、国立能登青少年交流の家等の社会教育関連施設を活用して、市

内全域の子ども達の体験学習や地域活動の場を広げるとともに、地域や人とのつながりを感じ

ながら郷土愛を育み、成長していける環境づくりが必要とされています。 

 

高等教育機関との連携による人材育成 

◆地域社会を担う次世代のリーダーとして、積極的に活動できる人材を育てるため、市内にある

高等学校等との連携体制が求められています。 

 

家庭教育の健全化 

◆羽咋市家庭教育推進協議会の家庭教育支援部会などの各部会と子育てサポートリーダーが連携

し、家族のふれあいを図る事業を行っており、さらなる展開が求められています。 

◆子育てに無関心であったり、子育てに不安を持つ保護者に対する支援の充実を図るため、祖父

母のみならず地域が一体となって子育てを行える環境の整備が必要となっています。 

 

   
  高校生による羽咋駅ウォールアート作成事業 市民文化祭での展示（家庭教育推進協議会） 



 

青少年健全育成活動を推進します 

家庭・学校・地域が一体となって青少年の健全育成活動を推進するとともに、将来地域社会を

担う若者たちの人材育成や地域活動への参加を促進します。 

施策の内容 主な取り組み 

青少年健全育成活動の推進 

 

青少年健全育成の必要性における理解の促進 

市外へ進学した学生が、将来地域を支える人材と

なるための支援と施策の構築（インターンシップ

の推進やＳＮＳ等による情報アプリの活用） 

有害環境の浄化等による非行防止活動の推進 

トラブル防止のための普及活動の推進 

体験学習を推進します 

青少年の生きる力や心豊かな人間性を育み、家庭や地域とのかかわりを構築するため、文化、

自然を生かした生活体験や自然体験などの体験活動を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

文化、自然を生かした体験活動 

 

文化施設、野外での体験活動の充実 

千里浜児童センターや社会教育関連施設の活用 

高等教育機関との連携を推進します 

市内の高等学校等との連携体制による地域社会を担う人材育成を行っていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

高等学校等との連携体制 

 

ボランティアや地域行事による地域社会への参画 

出前授業等や座談会での地域社会に関する情報共

有や課題の解決 

国際交流を通じて『羽咋』を知る機会の構築 

家庭教育支援事業を推進します 

次代を担う子どもたちを、健やかにたくましく育むために、また、保護者や地域が一体となっ

て楽しく子育てができるように家庭教育支援を行っていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

家庭の教育力の向上 情報・学習機会の提供や相談体制の充実 

親子ふれあい活動（親子川柳など）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 

市内児童センターの 
設置数 

箇所 1 2 2  



 

３．教養や生きがい、健康維持の土台づくり  
 

 

生涯学習・文化活動の推進 

◆市内 11か所の公民館やコスモアイル羽咋、図書館などで生涯学習活動や文化活動が行われてい

ますが、幅広い年代の人々が生涯にわたり余暇時間を充実して過ごせるよう、学習機会の拡充

や学習内容の充実が求められています。 

◆公民館は地域の交流拠点であり、生涯学習や文化活動のほか、地域の支え合いの場など、様々

な活動に利用されており、今後は更にコミュニティセンターとしての役割が期待されます。 

◆文化協会を中心に文化展・文化祭が開催されていますが、市民の芸術鑑賞機会の拡充を行うな

ど、さらなる賑わいが求められています。 

◆市民生活に潤いを与える文化芸術活動及び地域愛を育む伝統芸能の継承活動が必要とされてい

ます。 

 

生涯スポーツ・運動の推進 

◆市民体育大会や市民駅伝祭、各種スポーツ大会などの開催や県民体育大会への選手派遣などを

行い、市民の体力づくりの推進と競技力の向上を継続的に行っていく必要があります。 

◆市体育協会や種目協会、総合型地域スポーツクラブ「バモスはくい」、スポーツ少年団などのス

ポーツ団体への支援を行い、各種競技活動の活発化、指導者の育成及び選手の発掘、競技人口

の拡大が求められています。 

◆幼児から高齢者、障がいのある人まで、生涯にわたる健康維持を図るためにも、気軽に楽しめ

るニュースポーツの普及が求められています。 

◆市内各地区で、高齢者を対象とした健康クラブ（8 地区約 170 人）が、健康寿命の延伸を目指

し活動していますが、会員の高齢化により会員数が減少傾向にあり、継続のための支援が求め

られています。 

◆介護予防の観点から、公民館や町会の会館など市内 19 か所で、高齢者筋力トレーニング教室が

定期的に開催されており、今後も持続的な開催が求められています。 

 

施設の整備、維持管理 

◆生涯学習施設や文化施設、体育施設について、統廃合やバリアフリー化、管理方法の見直しな

ど、老朽化や人口減少、超高齢社会に対応した計画的で効果的な整備や維持管理が必要です。 



 

 

生涯学習・文化活動の充実に努めます 

生涯学習内容の充実に努めるとともに、優れた文化・芸術にふれる機会の拡充を図り、市民一

人ひとりが人生を豊かにする活動を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

公民館活動の充実 市民ニーズに即した各種講座・教室の開催 
ICT（情報通信技術）を活用した学習機会・学習内容の充実 

文化芸術活動の推進 文化展・文化祭などの充実 
文化団体の育成・活動支援 
伝統芸能の保存・継承への支援 

生涯スポーツの推進・競技力の向上を支援します 

生涯スポーツの推進に努め、各種大会や研修会等を開催します。また、市体育協会やスポーツ

団体の育成に努め、競技力の向上を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

生涯スポーツの推進 総合型地域スポーツクラブの育成 
ニュースポーツ・レクリエーション大会等の開催 
スポーツ推進委員の育成 

競技スポーツの推進 

 

市民体育大会・市民駅伝祭等の開催 
指導員の育成・確保 
市体育協会・スポーツ少年団などスポーツ団体への支援 

健康寿命の延伸 健康クラブの育成 
高齢者筋力トレーニング教室の充実・指導員養成・活動支援 

施設の整備を図ります 

市施設の補修や改修を行い、誰もが活動できる施設を整備するとともに、適正な維持管理に努

めます。 

施策の内容 主な取り組み 

施設の整備・充実 公共施設個別施設計画に基づく、施設の適正配置や長寿命

化の、バリアフリー化の促進 
図書や用具の充実 

適正な維持管理 地域団体などによる施設の運営検討 

 

 

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） 
備考 

人口当たりの公民館利

用者数 
人 4.53 4.66 4.80  

高齢者筋力トレーニン

グ教室参加率 
% 4.6 7.0 7.0 以上維持   

 



４．消防力の充実と予防措置  
 

 

火災予防の推進 

◆住宅用火災警報器の設置は 100%近くに達しており、今後は設置率から正常作動の点検確認が必要とな

っています。 

◆家屋の設備老朽化による漏電やショートによる火災や、野焼きなどの人為的行為による火災も後を絶

たず、日頃からの点検や野焼き禁止を広く周知させる必要があります。 

◆市民生活の安全・安心を確保するため、市民が多く利用する施設には、消防機関による防火管理の徹

底と消防設備・器具の設置、維持管理の徹底を図る必要があります。 

◆女性消防団の防災活動として、保育所園児への防火講座や高齢者世帯への戸別訪問を行っていますが、

より一層の啓発活動に取り組む必要があります。 

 

消防力の整備・充実 

◆常備消防及び市消防団の消防設備については、日頃の点検整備と適正な車両更新が必要です。 

◆市内には消火栓 451 基、防火水槽（40㎥以上）73 基が設置されていますが、点検管理の徹底と地震な

どの災害に備えた、耐震性防火水槽への更新や新設をしていく必要があります。 

◆複合災害を考慮し、想定外のことにも柔軟に対応できるよう、日頃からの体制整備と救助装備品、災

害対応訓練を充実させる必要があります。 

 

消防団組織の充実と強化 

◆団員定数 170 人に対し安定した消防団活動を行うためにも、地域一丸となって団員確保に努める必要

があります。 

◆市外に勤務する団員も増加しており、迅速な初動体制を整えるためにも、消防団や消防署経験者から

なる機能別消防団員の加入を検討する必要があります。 

◆防災活動における団員の安全確保は重要で、安全装備品の更新や不足装備品の整備を図る必要があり

ます。 

◆団員に対する訓練や車両及び設備操作講習を行っていますが、常備消防との連携の下で操作技能の向

上や質の維持及び災害に対する知識の向上を図り、正確で迅速な災害対応が行える体制づくりが必要

となっています。 

 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

出火件数 19 17 10 12 11 

火

災

種

別 

建物 14 12 4 9 5 

林野 2 1 2 1 0 

車両 1 3 2 1 2 

その他 2 1 2 1 4 

 

 



 

 

火災予防を推進します 

市民一人ひとりの防火意識を高め、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、自己点検の取り組み強化 

防火教育及び防火意識の普及啓発 

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 

消防施設及び消防水利の整備を図るとともに、防災訓練による災害対応力を強化します。 

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 

 

消防施設の充実強化と施設更新計画の策定 

消防車両の点検整備と適正な時期の設備更新 

耐震性防火水槽及び消火栓の充実 

文化財施設に対する消防力強化 

災害対応力強化 防災訓練・防災教育の実施と技術高度化への対応 

 

消防団組織の充実と強化を図ります 

安定した消防団活動のため、消防団員の確保や安全装備品の充実、防災知識の向上と災害対応力の強

化を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

消防団員の確保 

 

消防団応援の店の募集 

機能別消防団員の導入 

安全装備品、活動資器材の更新及び充足 老朽装備品、資器材の更新 

不足する安全装備品・活動資器材の充実 

団員の防災知識向上や災害対応力の強化 防災研修会・技能向上講習会の実施 

 

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 

防火出前講座 回 6 10 20 
消防署、女

性消防団 

機能別消防団員 人 0 5 10  

普通救命講習受講割合 人 5,279 5,800 6,300  

 



５．地域防災力の強化 
 

 

地域と連携した防災体制づくり 

◆大規模自然災害が発生しても機能不全に陥らないために、羽咋市強靭化地域計画に掲げる「強さ」と

「しなやかさ」を持った安全・安心な体制を構築し、随時見直しをしていく必要があります。 

◆「自分の身の安全は自分で守る」、「声掛け避難」が被災者を減らす有効な手段であることから、市や

自主防災組織では防災訓練を行っていますが、令和元年度末現在、自主防災組織数は 34組織（組織率

51％）であり、全町会での組織化や避難訓練を行う必要があります。 

◆市の地域防災計画に指定する要配慮者利用施設には避難確保計画を作成を促し、自主防災組織や地域

の団体、企業などと連携した避難訓練を実施する必要があります。 

◆公共施設個別施設計画に基づいた適切な公共インフラの維持管理を進め、業務継続計画により災害時

にも必要な行政サービスを継続的に提供する必要があります。 

 

防災士の育成とスキルアップ 

◆防災士は、地域防災のリーダー的な存在であることから、市は年間30人の育成目標を掲げていますが、

市外への就労者や取得した防災士の高齢化が進行することから、性別や年齢にとらわれずに幅広く育

成し、継続的な育成やスキルアップ研修を実施していく必要があります。 

◆避難所運営における女性目線での配慮が重要であることから、市内の指定避難所に女性防災士を 1 人

以上配置できるように育成することが求められています。 

 

情報伝達と避難行動 

◆災害時には防災行政無線や羽咋市安全・安心メールなどで警戒情報や避難情報を配信していますが、

情報を受信できていない市民が多いことから、羽咋市安全・安心メールの登録者数を増加させ、災害

時の迅速な避難行動につなげる必要があります。 

◆災害時における自主防災組織などへの効率的で機能的な連絡体制が整備されていないため、住民避難

支援や避難所運営協力などにおける連絡体制を構築する必要があります。 

◆市では、3 日間の避難所開設を想定した食糧備蓄をしていますが、市民に対しても※ローリングストッ

クを周知させ、日頃からの備えを充実させておく必要があります。 

◆国内の観光客や海外からのインバウンドに対する防災情報として※デジタルサイネージなどICTを活用

した防災情報の伝達や避難行動支援を行う必要があります。 

◆大規模災害時には、市が中心となった災害対応の指示・運用する機能が必要で、市対策本部の設営運

用訓練が必要です。また、商用電源喪失時の参集訓練や住民への情報伝達手段を検討する必要があり

ます。 

 

 ※ローリングストックとは、食糧備蓄品を日常生活で消費した分を補充していく仕組みで、賞味期限が切れ

る前に消費・補充し、常に食べられるように備蓄しておく取り組み。 

 ※デジタルサイネージとは、ICT を活用した電子看板のことで、防災情報や観光情報などを表示させるもの。 

 

 



 

地域による防災体制づくりを推進します 

災害時に被災者を出さないため、地域の防災組織を強化します。 

施策の内容 主な取り組み 

自主防災組織の強化 

 

防災知識の普及啓発と未組織町会の組織化支援 

自主防災組織の避難訓練実施 

要配慮者利用施設の避難体制の強化 避難確保計画の作成支援 

自主防災組織等と連携した避難訓練の実施 

防災拠点施設の機能充実と災害備蓄品の充足 備蓄倉庫の整備 

計画的な食糧備蓄及び防災備品の充足 

災害に強いまちづくりの推進 住宅の耐震化と危険ブロック塀撤去の推進 

ハザードマップの周知 

がけ地・急傾斜地の防災対策と浸水対策工事の推進 

 

防災士の育成とスキルアップを図ります 

災害時の組織力を強化するため、性別や年齢にとらわれない防災士を育成し、自立した避難所運営が

できるよう防災士のスキルアップを図っていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

地域リーダーとなって活動できる防災士の育成 防災士の継続的育成とスキルアップ研修の実施 

防災士部会による意見交換会の開催 

 

情報伝達と避難行動の強化を図ります 

災害時における確実な情報伝達手段の実現と避難行動における日頃からの備えを強化するとともに、

国内外の観光客に対して ICT を活用した避難支援体制を構築します。 

施策の内容 主な取り組み 

確実な情報伝達手段の確立 羽咋市安全・安心メールの登録者数増加 

自主防災組織と連携した情報伝達手段の構築 

大規模停電時の情報伝達手段の確立 

国内外の観光客に対する防災情報の伝達 デジタルサイネージや Wi-Fi、避難所誘導看板の設置 

 

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 

自主防災組織 組織化率 ％ 51 80 100  

羽咋市安全・安心メール登録

者数 

件 1,670 4,000 5,000  

 



６．交通安全と防犯意識の向上 
 

 

交通安全対策の推進 

◆交通事故を未然に防ぐため、交通安全協会や地域見守り隊など住民が一体となって街頭指導や監視を

行っていますが、さらなる交通安全の意識高揚と安全教育を推進する必要があります。 

◆運転に不安のある高齢者には運転免許証の返納を勧めていますが、公共交通網の見直しや充実により、

生活の足を確保し、返納しても安心して暮らせる体制づくりが必要です。 

◆安全に道路を通行するためにも、カーブミラーや標識、道路照明などの点検や整備を行う必要があり

ます。 

 

防犯の見守りと安心感がある市民生活 

◆不審者情報が顕在化しているため、地域見守り隊などによる登下校の見守りや、住民一体となった防

犯活動や教育を強化していく必要があります。 

◆インターネットや電話、ハガキを使った特殊詐欺被害が後を絶たず、被害に遭わないための情報発信

や相談窓口の周知・支援を行う必要があります。 

◆空き巣や盗難などの犯罪は、市民自らの対処や地域の見守りによる対応で防ぐこともできることから、

決して他人ごとではなく、地域一体となって防犯意識を高揚させる必要があります。 

◆防犯カメラは、犯罪抑止や証拠情報として有効であることから、整備について検討を行う必要があり

ます。 

 

【市内で発生した犯罪】 

 

 

 

 

 

 

 

【市内で発生した特殊詐欺被害】 

 

 

被害種別（令和元年中） 発生件数 

万引き 10 件 

住宅侵入盗 9 件 

自転車盗 4 件 

車上狙い 3 件 

事務所荒し 1 件 

被害項目と金額 H27 H28 H29 H30 R 元 

オレオレ詐欺 3 件 2,000 万円 － － 1 件   200 万円 － 

架空請求 2 件  200 万円 3 件   815 万円 1 件   25 万円 1 件 5,000 万円 － 

融資・還付金 － － 2 件   79 万円 － － 

金融商品 1 件 6,212 万円 － － － － 

 

なし 



 

交通安全対策を推進します 

交通事故を未然に防ぐためにも、交通安全施設の整備や自動車運転に不安のある人には、地域公共交

通計画と連携した運転免許証返納を推進していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

交通安全意識の高揚 交通弱者に対する交通安全教室の開催 

交通安全キャンペーンの開催 

街頭指導の開催 

交通事故防止対策の充実 

高齢者に対する運転免許証返納の推進 

交通安全施設の整備 カーブミラー・標識の設置 

道路照明の LED 化の推進 

歩行者・自転車の通行帯確保 

危険箇所の点検、解消 

地域公共交通計画の策定 路線バスの運行支援 

広域的な交通網の整備 

地域循環バスの運行形態の見直しや予約申込方式に

よる交通形態の導入（AI オンデマンド方式など） 

 

防犯の見守りと安心感がある市民生活を推進します 

不審者情報や空き巣・盗難などの犯罪や、インターネットや郵便物あるいは電話を使っての特殊詐欺

被害に遭わないため、安心感がある市民生活を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

地域防犯体制の充実 各種団体との見守り協力・支援 

地域安全情報の共有 

防犯灯や防犯カメラによる防犯体制の整備促進 

「子ども 110 番の家」の充実 

暴力の排除や青少年非行の防止 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 

特殊詐欺被害の防止 消費生活情報及び特殊詐欺情報の提供 

消費者相談窓口の周知と出前講座 

 

 

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 

運転免許証返納件数 件 63 100 120  

消費者相談ｾﾝﾀｰ出前講座 回 5 全公民館 全町町会  



第三部 基本計画 

７．快適な道路網の整備と管理 
 

 

幹線道路の整備 

◆広域幹線道路の状況としては、国道 159 号羽咋道路の工事が進められており、また、国道 415

号羽咋バイパスも一部供用しています。今後、広域幹線道路網の整備は、活力ある地域づくり

や地域防災を高めるうえでも、早期の全区間整備が求められ国・県への要望活動が必要です。 

◆広域幹線道路の整備が進められていますが、地域幹線道路や休憩施設の整備、また、沿道利用

を活用するところにおいても、道路整備が求められています。 

◆のと里山海道の無料化や北陸新幹線の開業により、観光シーズンには交通に混雑が発生し支障

をきたしていると思われる。今後は幹線道路とのアクセスを強化し、様々な分野において広域

交通ネットワークが最大限生かされる道路整備が求められています。 

◆国道や県道、市道が連携し幹線道路ネットワーク網を構築することにより、生活基盤の向上や

災害に強いまちづくりが生まれます。 

 

身近な道路の整備 

◆広域幹線道路の整備促進と併せて、市内交通網の骨格を形成する生活幹線道路などの整備を着

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、歩車道分離や段差の解消、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るため、時代に合った道路整備が必要です。 

◆安全や利便性の向上を図る生活道路の整備や改善は必要であるため、限られた財源を効果的に

活用し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 

◆建設年数の経過とともに老朽化が進んでおり、さらには、橋やトンネル、舗装など、占用工作

物の老朽化も進んでいく中、関係機関との調整を図りながら長寿命化計画の策定や適切な維持

管理が求められています。 

◆近年、除雪業者の減少により、冬期間の安定した交通に支障をきたしています。常に安定した

交通環境を確保していくためにも、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 



 

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 号羽咋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、休憩施設の整備 

幹線道路とのアクセス機能強化 

沿道利用を促進する道路整備 

市民生活を支えるみちづくりを進めます 

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 

移住定住を促進する道路整備 

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 

環境や防災に配慮した整備 

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います。また、施設の長寿命化を図ることで

長期的視点から計画的、効果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 

橋りょう及び道路施設の長寿命化の推進 橋りょうの適切な維持管理による長寿命化対策の推進 

道路施設の適切な維持管理による長寿命化対策の推進 

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 

 

 

 

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 

長寿命化計画に基づく

橋りょう補修数 
橋 

 
０ １３ ２５  



第三部 基本計画 

 
８．良質な住生活の推進 

 

 

 

快適な住環境の推進 

◆近年、地震やゲリラ豪雨などの大規模災害が発生していることから、災害に強く安全で安心に

暮らすことができるよう、住宅や建築物の耐震化を促進する必要があります。 

◆若者や子育て世代の定住につなげるため、良質で安価な生活利便性に優れた魅力ある宅地の提

供など、誰もがいつまでも安心して暮らせる住まいやまちづくりが必要です。 

◆住み続けられるまちづくりを推進するため、住宅の長寿命化や省エネルギー対策などが必要で

す。 

◆人口減少が進む中、今後も空き家が増加し、さらには所有者不明の空き家も増加することが考

えられることから、空き家対策の強化が必要になります。 
 

市営住宅の整備 

◆これまで市営住宅は低所得者向けの住宅として整備されてきましたが、今後は移住・定住を促

進するため、若者や子育て世代向けの住宅整備をより一層積極的に進める必要があります。 

◆市営住宅については、老朽化の進行により、計画的な修繕・改築などを実施するとともに、安

全安心で快適な生活が送ることができるよう、住宅水準を向上させることが求められています。 

◆今後、市営住宅の整備や管理については、財政負担や業務負担の軽減から、PPP/PFI などの民

間活力や経営ノウハウの導入を検討する必要があります。 
 
住生活支援策の充実 

◆住宅購入者の負担軽減のため、住まいづくりに関する各種支援の充実を図るほか、ＳＮＳなど

様々な母体を利用し住まいづくりに関する情報提供を推進する必要があります。 

◆住宅に関する相談窓口の充実を図る。 

 

 

区分 名 称 建設年度 戸数 

市
営
住
宅 

松ヶ丘住宅 S38 8 戸 

はまなす団地 S51 24 戸 

御坊山定住促進住宅 S43 80 戸 

島出定住促進住宅 S60 60 戸 

県
営
住
宅 

はまなす住宅 S51 24 戸 

島出住宅 S55～59 36 戸 

合計 232 戸 

【公的賃貸住宅の状況】 

新たに分譲された夕日ヶ丘住宅地 



 

快適な住環境の推進に努めます 

安心で快適な住環境の整備など、住みよいまちづくりを実現します。 

施策の内容  主な取り組み  

居住環境の向上 

 

住まいの耐震化や省エネルギー対策などの促進 

良好な景観形成の促進 

地域公共交通の維持・充実 

老朽空き家に対する適切な助言・指導 

分譲地整備の推進 移住定住を促進する分譲地整備 

公共交通の拠点等での分譲地整備 

 

市営住宅基本プランに基づいた整備を行います 

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ながら、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 

 

長寿命化計画に沿った予防保全の推進 

若者・子育て世帯向けをターゲットとした新たな

市営住宅の整備 

セーフティネットとしての低所得者向け市営住宅

の的確な供給 

官民連携の推進 幅広い官民連携による整備の検討 

 

住生活支援策の充実に努めます 

多様なニーズや新たな時代に対応できるよう、住まいづくりへの包括支援や情報提供など住生

活支援策の充実を図ります。 

施策の内容 主な取り組み 

住生活への支援 

 

住まいづくり奨励金の充実 

耐震住宅リフォーム支援事業の充実 

転入者への家賃補助の強化 

相談窓口の充実 

情報発信の強化 
 

 

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 

市営住宅の整備 戸数 0 10 20   

 


