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第１章
１

はじめに
現状の整理

策定の背景

（１）現状
①本市の特長と魅力
本市は、能登半島の基部西側、半島中間部に位置し、面積約 81.85 ㎢、東西南北ともに約
10 ㎞のコンパクトな都市である。2013 年（平成 25 年）３月末に能登有料道路が「のと里山
海道」として無料化したことにより、金沢市など県内都市部へのアクセスの利便性が向上し、
さらに、国道 159 号や 415 号等の主要幹線道路などのインフラ整備も進んでおり、金沢市と
中能登、奥能登地域をつなぐだけでなく、石川県と富山県をつなぐ交通結節点としての役割
も担っている。
「能登の里山里海」と称される豊かな自然環境を有し、日本で唯一の砂浜ドライブコースの
千里浜なぎさドライブウェイや神子原地区の棚田などは、本市が誇る貴重な観光資源である。
また、県内では金沢市に次いで２番目に重要文化財（建造物）が多い地域であり、これらの
観光資源の魅力に加え、2015 年（平成 27 年）３月の北陸新幹線開業も追い風となり、近年
は、首都圏をはじめ、全国からこれまで以上に多くの観光客が訪れている。
②本市の人口減少社会への課題と対応
本市の人口は 1985 年（昭和 60 年）以降、減少の一途をたどっており、人口減少は本市の
将来に関わる大きな課題である。
そこで、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方を踏まえ、
2015 年（平成 27 年）10 月に第１期「がんばる羽咋創生総合戦略」（以下、「第１期総合戦
略」という。）を策定し、本市の魅力を最大限生かしたまちづくりを推進してきた。
具体的には、「東京一極集中」の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域
経済の活性化などを目的に、独自性ある取り組みとして自然栽培を中心とした農業の６次産
業化の推進、のとしし（ジビエ）の特産化などに重点的に取り組み、2017 年（平成 29 年）７
月には、千里浜ＩＣそばに地方創生の拠点として「道の駅のと千里浜」を開業するなど、地方
創生に向けての市政運営を行っているところである。
③国の地方創生の動き
国は、2014 年（平成 26 年）11 月、直面する人口減少という課題に取り組み、将来にわた
って活力ある日本社会を維持していくことを目指す「まち・ひと・しごと創生法」を制定。
同法に基づき、同年 12 月には、今後 50 年間の我が国の将来展望を示す「まち・ひと・し
ごと創生長期ビジョン」及び今後５年間の施策の方向性を示す「まち・ひと・しごと創生総合
戦略」を策定した。
しかしながら、国による 2018 年（平成 30 年）までの第１期の５年間の効果検証結果から、
地方公共団体に地方創生の意識や取り組みは確実に根付いてきていると考えられるものの、
過度な東京一極集中は継続しており、人口減少・少子高齢化は依然として深刻な状況である
旨が報告された。そのため、国は、さらなる地方創生を推進するため、2019 年（令和元年）
12 月、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、2020 年度（令和２年度）から
同戦略に基づく施策を展開する方針である。
1

２

第２期がんばる羽咋創生総合戦略の位置づけ

（１）人口減少を和らげるとともに、人口減少社会に適応したまちづくりを行うことを目的とす
る。特に、雇用の創出、移住・交流の推進、結婚・出産・子育てへの総合的支援、安全・安
心なまちづくり、持続可能な地域づくりについて、本市を含めた近隣自治体や近郊都市、広
域的な地域、民間などとの連携も行いながら、自然動態と社会動態の両面から検討し、地方
創生・地域再生を図るための具体的な行動計画とする。
（２）国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に準拠・勘案した計画とする。
（３）本市の最上位計画である「第５次羽咋市総合計画」、2020 年度（令和２年度）に策定予定の
「第６次羽咋市総合計画」と整合・補完した計画とする。
（４）基本目標ごとに数値目標を設定するとともに、具体的な施策ごとに重要業績評価指標（ＫＰ
Ｉ）を設定し、効果の検証・改善を行う仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立する。

３

計画期間

第２期「がんばる羽咋創生総合戦略」（以下、「第２期総合戦略」という。）の期間は、
2020 年度（令和２年度）から 2024 年度（令和６年度）までの５年間とする。

４

戦略の推進・検証体制及びフォローアップ

（１）推進体制
市長を本部長とする「羽咋市まち・ひと・しごと創生本部」において、部課（室）等を横断し
た事業の進行、情報共有、連携・協力体制を構築し、効果的、効率的な取り組みを実施する。さ
らに、市民や民間事業者との協働によって推進する。

（２）検証体制
第２期総合戦略では、「羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」を組織し、戦略推進に
関する意見聴取のほか、本総合戦略の達成度の検証を実施し、広く公表する。併せて、本市議会
における議会全員協議会等においても精査され、より精度の高い検証が可能となる。

（３）戦略のフォローアップ
国・県の総合戦略との整合性を取りながら広域的な連携を進める。
また、「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」の活用等による詳細かつ具体的な経済分析を
実施し、各種統計調査及び聞き取り調査等の結果を加味するなど随時必要な見直しを行う。
さらに、第２期総合戦略の施策の推進にあたっては、国の財政支援制度及び地方創生コンシ
ェルジュ制度等の人的支援制度などを積極的に活用することとする。
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第２章
１

第１期総合戦略の効果検証を
踏まえて

第 2 期の
方向性

各施策の効果を検証

第１期総合戦略に掲げる各施策の実施により、本市の人口推移並びに４つの基本目標、各
基本目標を達成するための各基本的施策と具体的な施策（全 101 施策）及び取組内容につ
いて、市民代表も含めた検証組織「羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」において、
2015 年度（平成 27 年度）から 2018 年度（平成 30 年度）までの４年間の進捗状況を確認
し、各具体的な施策の効果検証と評価を実施し、第２期総合戦略策定に向けて総点検を実施
した。
※各具体的な施策の効果検証と評価については、毎年度実施。
※効果検証と評価結果については、「令和元年度がんばる羽咋創生総合戦略効果検証・評価報告書」
に記載。

（１）近年の人口推移（第１期総合戦略の計画期間）
本市の 2015 年度（平成 27 年度）から 2019 年度（令和元年度）（10 月１日現在）の人口推
移は下表のとおりである。
第１期総合戦略の推進や国、県及び民間企業・団体等との連携・協力により、国立社会保障・
人口問題研究所（以下、社人研という。）が算出した本市の将来人口推計値を上回っているも
のの、全国的な傾向である人口減少・少子高齢化、若者の首都圏及び都市部への流出等の影響
から、今後も厳しい状況が続くことが予測される。
このため、各施策の選択と強化、直接的かつ短期集中的な施策の展開に基づく、新たな戦略
（第２期総合戦略）を展開し、人口減少対策を行いつつ、人口減少社会に適応したまちづくり
が必要となる。
（単位：人）
基準年度

第１期 総合戦略期間

目標年度

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

（※２）

Ｈ26 年度

Ｈ27 年度

Ｈ28 年度

Ｈ29 年度

Ｈ30 年度

Ｒ元年度

Ｒ２年度

-

21,474

21,198

20,922

20,623

20,347

20,181

人口実績

21,820

21,558

21,359

21,066

20,653

20,533（※1）

-

目標人口

-

21,526

21,319

21,131

20,925

20,719

20,600

人口動態

△303

△243

△189

△293

△413

△120（※1）

-

自然動態

△163

△197

△178

△205

△223

△78

-

出生

144

105

117

104

95

67

-

死亡

307

302

295

309

318

145

-

社会動態

△140

△46

△11

△88

△190

△42

-

転入

537

504

561

517

476

250

-

転出

677

550

572

605

666

292

-

社人研推計値

（注）各年度の人口は、2015 年（平成 27 年）国勢調査を基準とした年度末の実績・推計・目標
（※１）総合戦略期間「５年目」は、2019 年（令和元年）10 月１日現在の人口推計・実績
（※２）目標年度における社人研推計値（2010 年（平成 22 年）国勢調査基準推計値）と目標人口については、
10 月１日基準
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（２）第１期総合戦略の基本目標別数値目標の達成度
４つの基本目標にはそれぞれ数値目標を設定し、目標の達成状況を客観的に把握することと
している。基本目標別の数値目標の達成度は、下表のとおりである。

基本目標１

羽咋における安定した雇用と魅力あるしごとをつくる
基準値
H26年度

1

目標値

数値目標項目

No.

農林漁業従業者数

115人

H31年度

165人

年度別

実績値

達成度

（H30年度末現在）

108人

65%

※H24年度

2

3

5社（累計） 4社（累計）

誘致企業数

※H22年度～H26年度 ※H27年度～H31年度

誘致等による新規雇用者数

基本目標２

127人

基準値

転入者数

H31年度

481人
（年）

200人増

617人
（年）

転出者数

累計

3

目標値

H26年度

累計

2

交流人口数（観光客入込数）

基本目標３

215万人

※5年間累計
年平均40人増

200人減
※5年間累計
年平均40人減

300万人

基準値

1

年間婚姻数

2

年少人口

3

合計特殊出生率

56人増

112%

H29年度

H30年度

126人

―

108人

―

11人増

7人減

（H26年度）

―

（H28年度）※データは
経済センサスを活用

―

2社

1社

1社

1社

2社増（累計）

3社増（累計）

4社増（累計）

5社増（累計）

28人

15人

5人

8人

48人増（累計）

56人増（累計）

28人増（累計） 43人増（累計）

実績値
（H30年度末現在）

203人増

61人減

290万人

年度別
達成度
H27年度

102%

31%

97%

H28年度

H29年度

H30年度

562人

556人

503人

506人

（81人増）

（75人増）

（22人増）

（25人増）

81人増

156人増

178人増

203人増

607人

560人

594人

646人

（10人減）

（57人減）

（23人減）

（29人増）

10人減

67人減

90人減

61人減

226万人

213万人

267万人

290万人

（11万人増） （2万人減） （52万人増） （75万人増）

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
目標値

数値目標項目

No.

125%

H28年度

羽咋への新しいひとの流れをつくる

数値目標項目

No.

1

50人増

※H22年度～H26年度 ※H27年度～H31年度

5社
（累計）

H27年度

H26年度

H31年度

71件

100件

2,373人
（年）

2,075人

1.44

1.60

実績値
（H30年度末現在）

56件

年度別
達成度
H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

61件

66件

61件

56件

（10件減）

（5件減）

（10件減）

（15件減）

2,288人

2,225人

2,132人

2,031人

（85人減）

（148人減）

（241人減）

（342人減）

（※）

（※）

（※）

（※）

56%

2,031人

（※）

すでに目標値を
下回っている

―

（※）国勢調査に基づくため、実績値未確定

基本目標４

時代に合った持続可能な地域をつくり、地域と地域が連携する
基準値

目標値

H26年度

H31年度

23団体

40団体

数値目標項目

No.

1

自主防災組織数

2

町会数

3

市民アンケート等による本市
の住みやすさ率

66町会

61.5%
（H27年度実施）

66町会

66.0%

実績値
（H30年度末現在）

32団体

66町会

未確定

4

年度別
達成度
H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

24団体

26団体

28団体

32団体

1団体増

2団体増

2団体増

4団体増

66町会

66町会

66町会

66町会

維持

維持

維持

維持

80%

100%

―

未確定

（３）具体的な施策の検証、目標値に対する達成率の状況
各基本目標の達成に寄与する具体的な施策については、その進捗状況を客観的に把握するた
め重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定している。
また、この指標の目標値に対する達成率と基準値に対する増減率等による「基本評価」を基
に、前年度の実績、直近の取組内容、今後の進むべき方向性等を勘案し、施策の「総合評価」
を行っている。
なお、各具体的な施策の総合評価項目は、①取組内容の深化・発展（拡充）、②取組内容の
継続、③取組内容の見直し、④取組内容の中止、終了の４区分としている。
2018 年度（平成 30 年度）実績に基づく、2019 年度（令和元年度）第１期総合戦略の具体的
な施策（全 101 施策）の達成率及び総合評価の評価項目別の結果は、下表のとおりである。
目標値に対する
４年目達成率

評価項目

施策数

施策数

率（％）

100％超

50

①取組内容の深化・発展（拡充）

◎

36

36

80％以上 100％未満

22

②取組内容の継続

○

53

52

50％以上 80％未満

17

③取組内容の見直し

△

12

12

50％未満

７

④取組内容の中止、終了

×

０

０

未確定

５

101

100

合計

101

合計

（４）検証結果に対する分析
上記結果から、第１期総合戦略（５年計画）の４年目を終えた時点の具体的な施策における
総合評価の実績は、目標値に対して 80％以上の達成率となった施策が、全体の 75.0％（達成率
が未確定のものを除く）となっている。このことから、７割を超える施策については、目標を
達成したか、目標に向けて順調に推移していると考えられる。
さらに、基本目標別に達成率 80％以上の施策（達成率が未確定のものを除く）の状況を検証
してみると、下記のとおりの結果となった。
基本目標１「羽咋における安定した雇用と魅力あるしごとをつくる」では、73.3％（30 施策
中 22 施策）
基本目標２「羽咋への新しいひとの流れをつくる」では、89.5％（19 施策中 17 施策）
基本目標３「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」では 73.7％（19 施策中 14
施策）
基本目標４「時代に合った持続可能な地域をつくり、地域と地域が連携する」では 67.9％（28
施策中 19 施策）
基本目標別に具体的な施策の達成状況を見ると、基本目標１のしごとに関することについて
は、道の駅の開業効果に関わる施策や企業誘致に関連する施策が、この４年で順調に目標値を
達成、もしくは好調に推移しており、約７割の施策で達成率 80％以上となっている。一方で、
自然栽培に関わる施策や新規起業を支援する施策については、達成率が芳しくない状況であ
る。
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また、基本目標２のひとの流れについては、北陸新幹線や道の駅の開業効果などがあり、交
流人口に関連する施策については、目標値に対して好調な結果となっている。唯一、市内の宿
泊者数に関する施策については、目標値に比べ実績値が低い状況である。
続いて、基本目標３の若い世代の結婚・出産・子育てに関わる施策については、教育関連に
関するものが高い達成率を示しているものの、出産・子育てに関するものは、その施策を利用
する対象者（妊婦・子ども）自体が減少しているためか、実績が伸び悩み、達成率も上昇して
いない。
最後に、基本目標４の地域を創造する施策については、支えあいのまちづくりに関わる施策
や安全・安心に関するまちづくりに関わる施策は順調な達成率となっているが、協働のまちづ
くり、広域的な取り組みに対する施策の達成率が伸び悩んでいる。
これらの分析結果を踏まえ、第２期総合戦略においては、基本目標１では特に、地域商社と
連携し自然栽培などの市場でのブランド化確立を目指すこととする。また、基本目標２におい
ては、官民連携による新たな観光戦略の展開により、滞在型観光への転換を図ることとし、基
本目標３では、広域連携による婚活イベントを実施し、若者の新たな出会いの場の創出や子育
て世帯への各種支援策を強化する。基本目標４においては、まちなかを再編するだけでなく、
まちなかと地域を結ぶ仕組みづくりを行うことで、協働と支えあいによる新たな社会を各地域
の状況に合わせて構築していくこととする。

（５）第２期総合戦略に掲げる人口の将来展望
本市では、人口の将来展望において、第１期総合戦略策定時と同様に、第２期総合戦略にお
いても目指すべき将来の人口（長期的展望：2060 年）と、近い将来に維持すべき人口（短期的
展望：2025 年）の２つの目標人口を掲げ、その人口維持のため、第２期総合戦略の各施策を推
進する。
なお、第２期総合戦略に掲げる目標人口は、長期的展望については 40 年という長期の目標値
であるため、第１期総合戦略策定時から変更しない。しかし、短期的展望については第１期総
合戦略からの人口の推移などを考慮し、再設定することとする。

①長期的展望（2060 年）

13,000 人

近年の本市の人口推移と、2015 年（平成 27 年）の国勢調査を基準として社人研が推計
した人口予測値に基づく長期的展望の本市の将来人口は、9,159 人となる。しかし、今後
の人口減少対策等により当該予測値から 3,841 人多い 13,000 人を目指すこととする（第
１期総合戦略に掲げた長期的展望の目標値から変更しない）。

②短期的展望（2025 年）

19,000 人

長期的展望の人口を達成するため、第２期総合戦略策定時から５年後（2025 年）に目指
すべき目標値も設定し、その人口を維持することに努める。
第１期総合戦略の計画期間の人口推移と、今後の将来人口の推移を踏まえ、短期的展望
の人口目標値については、当該人口予測値である 18,743 人から 257 人多い 19,000 人（第
１期総合戦略に掲げた同年の目標値は 19,502 人）とする。
※７㌻図１（短期的展望に係る社人研推計値と目標人口の５年ごとの比較一覧）、図２（将来
人口を踏まえた第１期総合戦略と第２期総合戦略の目標人口）参照。
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図１

短期的展望に係る社人研推計値と目標人口の５年ごとの比較一覧
社人研推計値と目標人口の５年ごとの比較一覧
2020年10月

（平成27年）

（令和2年）

①

②

減少
人数
②－①

2025年10月

減少
人数
③－②

（令和7年）
③

(1)

社人研推計値
2010年国調ベース

21,589

20,181

△ 1,408

18,671

△ 1,510

(2)

社人研推計値
2015年国調ベース

21,729
（実績値）

20,351

△1,378

18,899

△ 1,452

(3)

現在の目標人口

21,589

20,595

△ 994

19,502

△ 1,093

(4)

人口見込み

21,729
（実績値）

20,218

△1,511

18,743

△ 1,475

(5)

新たな目標人口

19,000

△ 1,218

図２

20,218

－

－

将来人口を踏まえた第 1 期総合戦略と第２期総合戦略の目標人口

（人）
25,000

2015年10月

（単位：人）

目標人口（2010年基点）

将来人口推計（2020年基点）

短期目標人口（2020年基点）

23,032
21,628

23,000

20,595

21,000

21,729

19,000

19,502
19,000

18,401
17,014

18,743

17,000

17,316

18,004

20,218

16,298
15,349

17,281
15,000

15,781

14,494

16,041

13,019
14,326

14,262

13,000

13,719

15,130
13,602

12,825

11,000

13,000
11,517
10,305

9,000

9,159
7,000
2010年

2015年

2020年

2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

2050年

2055年

2060年

※目標人口（2010 年起点）：第１期総合戦略策定時に定めた人口推移。
将来人口推計（2020 年起点）：近年の本市の人口推移と、2015 年（平成 27 年）国勢調査を基準
として社人研が推計した予測値に基づく人口推移。
短期目標人口（2020 年起点）：第２期総合戦略で目指す新たな人口推移。
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２

本市の特性・特長（強み）

第２期総合戦略においても、第１期総合戦略に引き続き、市の強みを生かす施策が必要で
ある。そのため、戦略の策定に関連する本市の主な特性・特長を次のとおり掲げる。
（１）豊かな自然環境と風光明媚な地形
本市は、日本で初めて世界農業遺産に選ばれた「能登の里山里海」に代表される豊かな自然
環境と変化に富む地形に恵まれている。特に、千里浜海岸（千里浜なぎさドライブウェイ）は、
日本で唯一、車で走れる砂浜であり、本市、石川県、日本の貴重な財産となるものである。ま
た、山間部には、神子原の棚田に象徴される美しい景観も広がっている。
この貴重な財産を含む自然環境を保全・利活用することによる、自然と共生する都市づくり
を推進する。また、この強みを生かして、観光戦略を起点とした交流人口の拡大にもつなげる。

（２）能登随一の穀倉地帯
本市は、水稲耕作を中心とした能登随一の穀倉地帯である。邑知潟の干拓、市内各所でのほ
場整備の実施による農地の確保と集約や、農道整備や農作業への大型機械の導入による耕作放
棄地の解消、農業経営の環境整備を促進している。
市内滝地区で、耕作放棄地解消を目的に県と地元ＪＡと連携して実施した大規模ほ場整備と
太陽光発電設備を設置した全国初の「農地再生モデルプロジェクト」は、次代に対応した新た
な事業展開であるとともに、美しい景観の復興にもつながっている。
さらに、能登の米所としての強みを生かし、第１期総合戦略で聖地化を目指してきた自然栽
培の主力商品「羽咋米」のブランド化などにも取り組む。

（３）交通ネットワークが充実した交流・物流拠点都市
本市は、主要国道、のと里山海道、広域農道等の主要幹線道路が縦横断する交通の結節点で
あるとともに、金沢港へのアクセスが向上したことから、「能登半島の玄関口」における交通・
物流拠点となっており、企業立地・進出及び移転が増加し、産業集積拠点になりつつある。こ
の強みをＰＲし、第１期総合戦略に引き続き企業立地・誘致に関連する施策を推進する。
また、北陸新幹線開業効果、能越自動車道との連結性の向上等から、本市への来訪客・観光
客は増加傾向にあり、豊かな自然資源の魅力を生かした本市の観光戦略との相乗効果を図るこ
とで、さらなる交流人口の拡大に結び付ける。

（４）全国上位に位置する高い学力・教育力
石川県は全国学力テストにおいて全国トップクラスの水準を維持している。その中でも本市
の児童・生徒は最上位の学力を有しており、全国平均を大きく上回っている。
この学力を維持するとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業の推進、道徳教育・郷
土教育を実践し、次代を担う子どもたちの明るい未来につながる、子育てに魅力あるまちづく
りを行う。
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（５）歴史・文化財が豊富であり、伝統行事・祭礼が息づくまち
本市は、日蓮宗の北陸本山である「妙成寺」、能登一の宮として北陸屈指の神社である「気
多大社」等の重要文化財（建造物）が金沢市に次ぎ２番目に多いまちである。
また、2000 年以上の歴史を持つ「唐戸山神事相撲」や地域における祭礼、獅子舞等の伝統行
事が現在に至るまで大切に引き継がれており、これらの文化財の魅力についても広く発信する
仕組みづくりを行う。

（６）中能登地方の拠点都市地域における準中心都市
本市は、能登半島の付け根に位置し、北は志賀町・中能登町と、東は富山県氷見市、南は宝達
志水町に隣接している。また、羽咋郡市圏域の中核的な都市として、近隣市町と連携しながら、
多様化・高度化する行政課題に取り組んでおり、今後は、これまで以上に広域連携による取り
組みを深化・発展させる。

３

第２期がんばる羽咋創生総合戦略の基本的な考え方
（１）本市の特性・特長（強み）を最大限に生かす
第１期総合戦略に引き続き、豊かな自然環境と風光明媚な観光資源、能登随一の穀倉地帯等、
前述した本市の特性・特長（強み）を生かした施策を推進する。

（２）人口減少対策を行うとともに、人口減少社会への対応を充実させる
本市の人口は、1955 年（昭和 30 年）の国勢調査を基準とした市制施行年（1958 年(昭和 33
年)）の 30,045 人をピークに減少しており、社人研の推計（2015 年実施の国勢調査基準）に準
拠した人口算定によると、2060 年には 9,159 人にまで減少すると予測されている。
第１期総合戦略策定時の 2060 年の将来人口推計は、8,828 人であったため、人口減少は抑
制されているが、依然として目標人口（2060 年時点で 13,000 人）との間に大きな乖離がある。
人口減少は、地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小は住民の経済力の低下につながる。そ
の結果、地域社会のさまざまな基盤を維持することが困難となるため、出生率の向上・転入者
数の増加に向けた取り組みは非常に重要である。
一方で、今後、日本全体における人口減少の波を回避することは、ほぼ不可避であることを
考えると、いかに人口減少社会に対応したまちづくりを行うかが問われる。
そのため、近年の本市の人口動態を調査し、人口減少対策としてどのようなアプローチを行
うかを分析した結果、特に、人口減少率が著しい若い女性を対象とした施策を重点的に実施す
る必要があると考える。
また、国が推奨するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に沿った事業展開を行うととも
に、ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ（モノのインターネット）などの未来技術を活用することは、
人口減少社会の中でも持続可能なまちづくりを実現するための重要な戦略となる。人口減少が
進む中、市単独で大きな施策を行っていくには限界があるため、近隣市町、県などと広域的な
連携も必要になると考えられる。
これらの基本的な考え方を踏まえ、国の動向を注視しつつ、新たな時代の流れを力に変える
『羽咋創生』を推進していく。
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（３）第１期総合戦略に掲げた重点施策を強化、新施策の展開へ
第２期総合戦略では、第１期総合戦略に掲げた「道の駅のと千里浜」「自然栽培」「ジビエ」
に関連する重点施策を磨き上げるとともに、本市の強みである観光分野に、官民共同・広域連携
による新事業を盛り込み、新たなひとの流れを生み出す。
雇用の分野では、羽咋市出身者が男女問わず魅力的に思えるような就職先・Ｕターン先を市内
に創出し、転出者を抑制する。
また、若い世代や子育て世代が住みよいまちづくりを重点的に推進するため、子どもが就学し
ても住み続けられるよう、安価な公営住宅や宅地造成による住環境の整備を行うほか、子育て世
帯が安心して暮らすことができるように支援する。
さらに、羽咋駅周辺整備を含めた立地適正化計画に基づき、中心市街地の整備を行う一方で、
市内各地域における支えあいのまちづくりを進め、まちなかの再編と地域づくりを一体的に行
う。
このように、従来のしごとを起点としたまちづくりを行うだけでなく、第２期総合戦略では、
まち・ひと・しごとのあらゆる分野から羽咋創生を推し進めることができる戦略を計画する。
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４

第２期総合戦略の基本方針

本市の将来人口の推移と、市民代表も含めた検証組織「羽咋市まち・ひと・しごと創生総
合戦略会議」において実施した第１期総合戦略の効果検証結果を踏まえ、第２期総合戦略
の基本方針について次のとおり定める。
（１）女性に魅力あるまちづくり
2014 年（平成 26 年）から 2018 年（平成 30 年）までの５年間の本市の人口動態を分析した
結果、本市で生まれた、または 14 歳までに本市に転入した経緯がある本市の出身者（以下、本
市出身者という。）が転出する理由は、就職と婚姻が多数を占めており、その中でも特に、婚
姻を契機に近隣市町に転出する女性が多くなっている。
このため、女性が市内で結婚、子育てしやすい魅力ある環境の整備を行うとともに、市外在
住の女性が本市とのつながりを築くための戦略を展開する。

（２）若者や子育て世帯に住みよい環境の整備
人口動態の分析結果から、子育て世帯については主に子どもの就学前に周辺市町に転出して
いる傾向があり、その影響から年少人口及び生産年齢人口の減少は加速している。
そこで、若者が就労しても持続的に住み続けられるよう、安価な公営住宅や宅地造成による
住環境の整備を図る。このほか、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、子どもたち
が安心して遊べる公園を整備する。
また、市外に勤務する若い世帯の負担軽減など通勤しやすい環境の整備を行う。

（３）新たな雇用創出による移住の推進
近年の人口動態の分析結果によると、本市出身者の転出において 32.7％が進学・就職を理由
として主に金沢市や県外へ転出している。
そのため、本市出身の高校生等に対して市内企業の魅力をＰＲするとともに、本市出身者が
男女問わず魅力的に思える就職先を市内に創出し、転出を抑制する。さらに、大都市からの移
住希望者としごとのマッチングを図ることで、移住者数の増加につなげる。

（４）地域外市場から稼ぐ力の向上、効率的な経済循環の創出
地域の強みを最大限に活用して地域外市場から稼ぐ力を高め、市内において効率的な経済循
環を創り出す。具体的には、第１期総合戦略で掲げた地域商社を核とし、地域産品のマーケテ
ィング活動や地域ネットワークを通じて、市場と地域生産者をつなぎ、その収益向上につなげ
る新たな稼ぐ仕組みづくりを構築する。
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（５）官民連携による観光戦略、羽咋ブランドの発信
本市が有する自然、歴史、文化、風土等の地域資源を活用した交流人口の拡大を図るため、
本市独自の観光地域づくりを行い、日本人向けとしてだけでなく、外国人旅行者(インバウン
ド)向けにも魅力ある新たな観光商品の提供を官民連携で行う。
また、関係人口ⅰの創出につなげるため、本市の食の魅力などに象徴される、羽咋ブランドと
しての特産品を全国に発信する仕組みを構築する。

（６）全国トップクラスの高い学力・教育力の維持、向上と充実
人口減少社会やグローバル社会が進展する中で、市内の児童・生徒の全国トップクラスであ
る学力・教育水準を維持・向上させるため、次代に対応するためのさまざまな授業や教育機会
の確保を図る。
また、さらなる英語教育の充実を図るとともに、プログラミングなどの新たな教育が実践さ
れることを受け、子どもたちが次代を切り開くための知恵や能力を備え、自分たちの個性と能
力を最大限に発揮できるように教育環境を整える。

（７）安全・安心なまちづくり、地域防災力の向上
東日本大震災や近年、全国各地で発生する災害のほか、過去に市内で発生した災害等を教訓
とし、減災・防災体制の充実を図る。住民の「自助・共助」の精神を育み、“地域の安全は自
分たちで守る”意識を醸成し、自主防災組織や防災士を普及させる。また、既存の公共施設の
有効活用を図るとともに、将来的にますます増加することが懸念される空き家に対し、その安
全強化や有効活用を図る。

（８）まちなかの整備と地域の特色を生かした生涯活躍のまちづくり
千里浜インターチェンジ周辺の賑わいづくりを行うとともに、中心市街地における空き店舗・
空き家等の遊休施設の有効活用と再編に留意しながら、効率的で持続可能な市街地としての再
生と都市機能の集積化を図る。さらに、まちなかに新たな魅力を持つ拠点を形成し、商店街や
地域住民と連携した雇用と賑わいも創出する。
一方で、地域においては、それぞれの地域性を生かした住民主体の「支えあいのまちづくり」
についての支援を行い、生涯にわたって誰もが活躍・貢献できる社会を実現する。また、まち
なかと地域を結ぶ公共交通ネットワークを整備することで、ソフトとハードの両面で新たなコ
ンパクトシティを創造する。

ⅰ 関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に
関わる人々のことを指す。
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（９）Ｓociety 5.0ⅰに適応した地域活性化と持続可能なまちづくりの推進
ＩｏＴ（モノのインターネット）、ＡＩ（人工知能）、ビッグデータⅰ、ドローンなどの未来
技術、科学技術研究の成果や最新知見等を活用し、人口減少・少子高齢化社会に対応するとと
もに、今後のＳociety5.0 に適応した持続可能なまちづくりを推進する。

（10）ＳＤＧs に基づく多様化社会への順応と持続可能な発展
少子高齢化及び変革の時代における地域社会では、多様なニーズや潜在的な課題に対応した
きめ細やかな制度設計が必要である。このため、国連が提唱するＳＤＧs の達成に向け、経済・
社会・環境の三側面における新しい価値創出、相互補完を可能とする地域社会の実現を目指す。

（11）広域連携を生かした取り組みを推進
能登の入り口に位置する本市が近隣市町と一体となって能登の魅力を発信することは、本市
単体で事業展開することと比較して、大きな波及効果や相乗効果が期待できることから、さま
ざまな事業で広域的な連携を展開できる可能性を模索し、積極的に推進する。

ⅰ Ｓociety 5.0 とは、狩猟社会（Ｓociety 1.0）、農耕社会（Ｓociety 2.0）、工業社会（Ｓociety 3.0）、情報社
会(Ｓociety 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第 5 期科学技術基本計画（2016 年(平成 28 年)１月 22 日閣議
決定）において初めて提唱された。
ⅱ ビッグデータとは、行政や企業等が保有する多種多様で大量なデータ。さまざまな事業の推進に役立つ知見を導くも
ののこと。
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第３章 基本目標と具体的施策
新しい時代の流れを力にする

横断的展開

～人口減少社会、創造社会、グローバル社会に適応したまちづくり～
女性に魅力あるまちづくり
SDGｓの理念を取り入れた地域づくり
ＩｏＴやＡＩなどの未来技術を取り入れた創造社会の実現
広域連携を生かした能登の魅力の発信

具体的施策

基本目標
Ⅰ

１ 多様な就労支援、就労環境の整備
２ 地域資源を活用したしごとの創出
３ 学生の就職と地元企業の雇用におけるマッ
チングを強化
４ 基幹産業の育成と支援、企業進出を推進

魅力あるしごとを
創出

Ⅱ

１ 羽咋の自然・歴史・文化の活用とスポーツを
通じた魅力発信
２ 移住希望者及び移住者の支援
３ 都市部との交流と共創

羽咋への新たな
ひとの流れを創出

Ⅲ
若者の生活、子育て
を切れ目なく支援

Ⅳ
安全・安心・快適な
環境の整備

Ⅴ

１
２
３
４
５

若者の婚活支援を強化
妊娠・出産・子育てまでの総合的支援の充実
女性活躍の社会と交流の場の創出
新時代に活躍できる人材を育てる教育を推進
安心できる教育環境の充実

１
２
３
４

住環境の整備推進
既存施設などの効果的な維持管理の推進
地域で安全・安心に暮らせるまちづくりの推進
都市機能の集積化と再編

１ 誰もが生涯活躍できるまちの構築
２ 地域の賑わい創出
３ 再生可能エネルギーなどを利活用した環境
保全の推進
４ 産学官連携による次代に対応した新事業の
創出

人口減少時代に対応した
持続可能なまちづくり
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第２期
がんばる羽咋
創生総合戦略

基本目標 Ⅰ
魅力あるしごとを創出

数値目標
■誘致企業数
■誘致等による新規雇用者数
■誘致等による新規女性雇用者数

５社（H26 年度～H30 年度） → ５社（R２～R６年度）
56 人（H26 年度～H30 年度） → 70 人（R２～R６年度）
18 人（H26 年度～H30 年度） → 35 人（R２～R６年度）

基本的方向
１ 市内への就労支援を行う中で、起業を目指す若者や女性を支援し、産業の活性化につなげるととも
に、市の農業振興に寄与する取り組みを推進する。併せて、高齢者、障がい者など誰もがいきいき
と働ける社会を構築する。
２ 本市の自然や文化・歴史のほか、さまざまな特産品などの魅力あるコンテンツを広く情報発信する
仕組みを構築し、新たなしごととして確立する。
３ 製造業や医療、福祉関連の事業所などは本市の重要な産業であり、これらの産業の発展を支える地
元の人材と雇用におけるマッチングを図る。また、地元企業と首都圏在住の大学生との新たなつな
がりを創出する。
４ 本市から金沢市までのアクセスの良さや主要幹線道路が縦横断する交通結節点としての機能性、
「のと里山海道」による利便性などの地理的優位性を生かし、企業立地・誘致を推進する。また、
女性の雇用を積極的に進める企業と連携して、活力あるまちづくりに結び付ける。

≪具体的施策と重要業績評価指標（KPI）≫
１ 多様な就労支援、就労環境の整備
（１）広域的な就労支援の推進
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や市内企業へのインターンシップ、仕
事紹介ツアーを実施する。さらに、県との連携などにより、就職希望者と市内の雇用のニーズに
ついて広域的なマッチングを図る。
重要業績評価指標（KPI）
①合同企業就職面談会を通じて市内に就職した人数
②仕事紹介ツアー参加者数
■具体的な事業
・周辺自治体等との広域連携による合同企業就職面談会の開催
・市内企業へのインターンシップの推進
・就職氷河期世代を含む都市圏の若年層向けの仕事紹介ツアーを実施
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25 人（R２年度～R６年度）
50 人（R２年度～R６年度）

（２）起業支援・事業引継ぎ支援の強化
市内で起業を目指す若者に対して、初期投資に係る事業経費等を一部助成することで、空洞化が
進む商店街の空き店舗等の利活用による起業の支援を図る。また、中小企業者の承継者支援や第
二創業を充実する。特に、女性起業家には、手厚い支援を行う。
重要業績評価指標（KPI）
①新規起業支援者数
②女性起業支援者数
③事業承継支援人数

14 人（H26 年度～H30 年度） → 30 人（R２年度～R６年度）
７人（H26 年度～H30 年度） → 10 人（R２年度～R６年度）
12 人（H26 年度～H30 年度） → 15 人（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・若者や女性の起業家支援、事業引継ぎ支援の拡充
・市と創業支援機関の連携による産業支援体制の強化
・県外転入者の小規模事業者拠点開業に係る支援
・起業家のフォローアップや交流会等の開催

（３）シニア世代保有技術の活用・就労支援
老年人口がますます増えることが予測される中で、元気なシニア世代は貴重な労働力であること
から、市とシルバー人材センターが連携し、同センター登録者が幅広い分野で活躍できる仕組み
を構築し、シニア世代がいきいきと働く場を提供する。
重要業績評価指標（KPI）
①シルバー人材センター会員の登録者数

323 人（H30 年度） → 400 人（R６年度）

■具体的な事業
・シルバー人材センターが提供する労働力を発信する仕組みづくり
・シルバー人材センターが行う農作物栽培等の独自事業への支援

（４）新規就農者等に対する総合的な支援
新規就農者に対し、環境保全型農業を推奨するとともに、農地の確保、技術指導及び所得補償等
を支援する。併せて、市農業参入支援センターによる多様な就農技術の支援と農福連携の推進、
農地の集団化の促進を図り、生産性の向上と品質向上を図る。また、漁業についても６次化を支
援するとともに、承継や新規就労者支援の後押しを行う。
重要業績評価指標（KPI）
①自然栽培・有機・エコ栽培者数

78 人（H26 年度～H30 年度） → 100 人（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・自然栽培における生産・加工・販売への支援
・環境保全型農業従事者への支援
・新規就農者の営農研修支援
・市農業参入支援センターによる多様な就農技術の習得支援と農福連携の推進
・農業インターンシップへの支援
・新規漁業就労者への支援
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２ 地域資源を活用したしごとの創出
（１）羽咋ブランドを活用したしごとの創出
第１期総合戦略で整備した観光交流拠点である「道の駅のと千里浜」をより有効に活用し、羽咋
ブランドとして確立した「自然栽培」「ジビエ」とともに他の農水産物のブランド力を強化・支
援する。また、地域産品のマーケティング活動により、地域の生産者や事業者の収益向上につな
がる稼ぐ仕組みづくりに取り組む。
重要業績評価指標（KPI）
①羽咋まちづくり㈱の売上額
②のとしし販売額
③羽咋米の生産量

340,000 千円（H30 年度） → 450,000 千円（R６年度）
24,000 千円（H30 年度） → 35,000 千円（R６年度）
30 ｔ（H30 年度） → 50 ｔ（R６年度）

■具体的な事業
・関係企業と連携した羽咋ブランドのＰＲ、販売力強化
・「ジビエ料理」の普及・販売促進に係る支援
・地域商社機能を生かした特産品の開発や付加価値を付ける６次化の促進・支援
・地域商社と連携し、収益性の高い農産物の生産支援及び農地化促進
・環境保全型農業従事者への支援（再掲）
・就農体験ツアー、グリーンツーリズム（農産漁村地域における滞在型の余暇活動）等の実施

３ 学生の就職と地元企業の雇用におけるマッチングを強化
（１）地元高校生の市内企業就職を後押し
本市の産業を担う人材を確保するため、市内の高校生が地元企業に就職するために高等教育機関
と連携した若者定着の促進や就業情報の提供を図る。
重要業績評価指標（KPI）
①地元高校生の地元企業就職者数※

39 人（H30 年度） → 40 人（R６年度）

※羽咋郡市内、中能登町、七尾市内にある高等学校の卒業生が羽咋市内に所在地のある企業に就職した人数。

■具体的な事業
・県、大学、企業等と連携した学生への魅力ある就職先の創出と就職機会の提供
・高等教育機関と連携した若者定着・交流事業の実施と支援
・市内高校生による地元企業見学会の実施

（２）大学生と市内企業とのつながりを強化
地元企業が抱える課題と大学生の知見を結び付け、その解決につなげるとともに、企業と人との
新たなつながりを築く。
重要業績評価指標（KPI）
①課題解決型インターンシップ受入人数

３人（H30 年度） → ６人（R６年度）

■具体的な事業
・企業における課題解決型インターンシップの実施
・ＵＩＪターン者への就職活動（インターンシップ含む）に対する支援
・都市圏からのサテライトオフィスの誘致
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４ 基幹産業の育成と支援、企業進出を推進
（１）成長分野における製造業・次世代産業の育成・支援
本市基幹産業である製造業の事業展開や、炭素繊維、ベアリング技術、電子部品等の次世代産業
及び関連企業の育成と支援に取り組むとともに、その担い手となる人材の確保の橋渡しを行う。
重要業績評価指標（KPI）
①製造業の従業員数
②先端設備等導入計画の認定件数※

2,378 人（H30 年度） → 2,400 人（R６年度）
11 件（H30 年度） → 15 件（R２年度～R６年度）

※生産性向上特別措置法に基づき、導入促進基本計画を策定・提出した中小企業者で同計画が市に認定された件数
を指す。策定事業者は計画に基づき、先端設備等の導入を行い、固定資産税が減免される優遇措置を受けること
ができる。

■具体的な事業
・生産性向上に資する設備投資等に対する経費等の軽減
・移住体験ツアーによる人材としごとのマッチング支援
・商工業振興条例等による企業への助成

（２）企業立地・誘致の推進
本市の地理的優位性、立地環境の特長、誘致企業に対する助成制度等を活用し、本社機能または
代替機能を有する企業の立地促進など戦略的な企業誘致を促進するほか、女性雇用率が高い企業
には手厚い支援を行う。
重要業績評価指標（KPI）
①誘致企業の新規雇用者数
56 人（H26 年度～H30 年度） → 70 人 （R２年度～R６年度）
②寺家工業団地の新設分売却（R６年度まで）
■具体的な事業
・商工業振興条例等による企業への助成拡充（女性雇用の優遇措置）
・本市の強みを生かした積極的なＰＲ活動
・都市圏からのサテライトオフィス誘致（再掲）
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第２期
がんばる羽咋
創生総合戦略

基本目標 Ⅱ
羽咋への新たなひとの流れを創出

数値目標
■純移動者数（転入者数－転出者数）
△443 人（H26 年度～H30 年度） → △125 人（R２年度～R６年度）
■交流人口数（観光客入込数）
291 万人（H30 年度） → 300 万人（R６年度）
■外国人宿泊客数
299 人（H30 年度） → 400 人（R６年度）

基本的方向
１ 北陸新幹線開業による首都圏から県内への観光客数の増加を生かし、本市が誇る自然・歴史・文化、
スポーツなどの魅力を、専門性ある旅行会社、インターネット企業、広告代理店をはじめとした民
間企業などと連携して発信する。また、インバウンド向けの観光情報の発信などにより、新たなひ
との流れを創出する。さらに、女性を中心とした交流人口の拡大を推進するための観光誘客策を講
じる。
２ 首都圏等の都市部からの移住希望者がスムーズに移住できるように、広域連携等を含めた総合的な
移住に関する情報発信の強化、支援制度の充実を図り、転入者数の増加につなげる。
３ 首都圏在住の本市出身者と連携し、首都圏から本市を応援する協力体制を継続して行う。併せて、
首都圏在住の本市出身者がさらなる関係人口を生み出す仕組みを構築する。

≪具体的施策と重要業績評価指標（KPI）≫
１ 羽咋の自然・歴史・文化の活用とスポーツを通じた魅力発信
（１）観光資源の魅力を活用した官民・広域連携による誘客の促進
本市の魅力ある観光資源を生かして、国内外からの羽咋ファンの拡大を図るため、官民連携によ
り新たな旅行商品の開発、観光情報の発信を行うとともに、広域連携による周遊観光を促進する。
重要業績評価指標（KPI）
①千里浜、柴垣海岸でのイベント参加者数
②妙成寺来訪者数
③市内宿泊者数

3,617 人（H30 年度） → 5,000 人（R６年度）
70,363 人（H30 年度） → 80,000 人（R６年度）
95,675 人（H30 年度） → 100,000 人（R６年度）

■具体的な事業
・広域連携による千里浜なぎさドライブウェイの整備、魅力発信
・妙成寺国宝指定に向けての調査、環境整備と市民意識の醸成
・ＩＣＴ等を活用した外国人旅行客に向けた情報発信機能の整備
・広域連携によるＳＳＴＲ（サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー）等のイベント開催
・周遊観光イベント等による滞在型観光の推進
・天然温泉のＰＲ及びブランド化、広域連携による魅力発信
・道の駅のと千里浜と市の文化財をマッチングさせたイベントの発信
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（２）千里浜ＩＣ周辺の賑わいづくり
本市の玄関口である千里浜ＩＣ周辺のにぎわいづくりを図る。民間の商業施設の誘致や道の駅の
と千里浜の施設整備などを一体的に推進し、新たなひとの流れを生み出す。
重要業績評価指標（KPI）
①道の駅のと千里浜のレジ通過者数

26.1 万人（H30 年度） → 30 万人（R６年度）

■具体的な事業
・市の玄関口である千里浜ＩＣ周辺の総合的な整備の推進
・道の駅駐車場等の拡充整備

（３）新たな人の流れを創出する体験型観光等の推進
若者や女性にも人気があるサーフィンやサップ（サーフボードの上に立って行うウォータースポ
ーツ）、カヌーなどのマリンスポーツを活用した体験型観光等を企画・発信する。また、千里浜
海岸や柴垣海岸の魅力を生かしたイベントを企画・開催し、誘客を図る。
重要業績評価指標（KPI）
①体験型観光利用者の延べ人数

200 人（R６年度）

■具体的な事業
・マリンスポーツなど、地元の観光資源を生かした体験型観光の仕組みづくり
・体験型観光のインストラクターの担い手の確保
・千里浜海岸「千の輝き」の魅力を増すイベントの拡充
・宿泊につながる滞在型観光の充実
・スローツーリズム（新しい観光のニーズに応えながら、地域の自然と文化と生活を守り、地域
経済の活性化に資する観光の形態）等の食と地域の交流を促進する事業の実施
・観光ボランティアガイドの充実

（４）多様なツール、人材による情報発信
多様なツール（メディアやインターネット等）やさまざまな人材を活用し、本市の観光資源をは
じめ、 第１期総合戦略で整備した「道の駅のと千里浜」や羽咋ブランドとして確立した「自然栽
培」「ジビエ」、地域商社の生み出す特産品などのコンテンツを広く情報発信する。
重要業績評価指標（KPI）
①市フェイスブック「いいね」件数

7,272 件（H30 年度） → 8,000 件（R６年度）

■具体的な事業
・ＳＮＳなどを活用し、能登の魅力を写真・動画で発信する人材の育成と支援
・能登の魅力発信をしごととして成り立たせる仕組みの確立
・千里浜なぎさドライブウェイなどの自然資源や気多大社、妙成寺などの文化財を題材としたフ
ォトコンテストの開催
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（５）歴史・文化や伝統とスポーツ・武道を結び付けた交流人口の拡大
本市が誇る歴史文化財や伝統・文化とスポーツ・武道を結び付けたイベント等を開催する。
重要業績評価指標（KPI）
①峨山道トレイルラン参加申込者数

1,701 人（H26 年度～H30 年度） → 2,250 人（R２～R６年度）

■具体的な事業
・「峨山道トレイルラン」常設ルートの開設
・「禅」文化を中心とした他地域との連携協力体制の構築
・「唐戸山神事相撲」を生かした関係地域との連携強化
・寺家遺跡の調査と整備、吉崎・次場遺跡等の利活用の推進
・宇宙科学博物館コスモアイル羽咋の利活用の推進
（６）インバウンドツーリズムⅰの推進
北陸新幹線の開通により首都圏からの交通的利便性が向上しており、日本人旅行客以外にもイ
ンバウンド需要の増加が期待される。外国人観光客のニーズに合わせた体験型観光を企画する
とともに、受入環境を整える。
重要業績評価指標（KPI）
①体験型観光利用外国人数

50 人（R６年度）

■具体的な事業
・インバウンド向け体験型ツアーの企画
・外国人観光客のニーズに対応したデジタルサイネージⅱの設置、Ｗｉ-Ｆｉ環境整備も含めた受
入体制の整備
・多言語観光パンフレット等による外国人観光客の受入体制の充実
・外国人向け通訳・翻訳サービスの周知
・民間企業との連携による PR の促進
２ 移住希望者及び移住者の支援
（１）移住総合相談窓口による移住推進
移住のワンストップ窓口により、移住希望者へ市内の空き家やしごとなどを紹介する総合的な移
住のマッチングを実施する。また、移住体験ツアーを開催して参加者に羽咋の魅力を伝え、市内
企業と雇用による移住・定住の促進を図る。さらに、広域連携による移住推進にも取り組む。
重要業績評価指標（KPI）
①市の移住相談窓口で対応した移住者数 131 人（H26 年度～H30 年度） → 200 人（R２～R６年度）
■具体的な事業
・しごととマッチングさせた移住体験ツアーの開催
・移住専用ＨＰによる市の魅力発信
・首都圏等における移住フェアへの参加
・高い学力と充実した子育て環境をＰＲした移住促進
・移住体験住宅の整備
・移住者交流会の開催等による移住後のフォローアップの推進
ⅰ インバウンドツーリズムとは、インバウンドが訪日外国人を、ツーリズムがその旅行や観光を意味する。
ⅱ デジタルサイネージとは、表示と通信にデジタル技術を活用して平面ディスプレイなどに情報を掲載するもの。
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（２）若者や女性転入者への手厚い支援
若者、特に若い女性の市内在住者が減少している状況を受け、女性が住みよいまちづくりを行
うため、女性転入者の家賃補助などに手厚い助成を行う。
重要業績評価指標（KPI）
①定住家賃補助による定住者数
208 人（Ｈ26 年度～H30 年度）→ 300 人（R２年度～R６年度）
②定住家賃補助を利用した 40 歳未満の新婚女性定住者数
９人（H30 年度） → 15 人（R６年度）
■具体的な事業
・若者の住宅購入への助成
・新婚や子育て世帯などの転入者への家賃補助の拡充
・女性転入者への家賃補助の充実
・女性転入者への交通補助の充実

（３）空き家・空き地バンクを活用した移住支援
移住者の望む住宅確保を図るため、町会と連携して空き家の登録・提供を行い、市のＨＰを活用
し情報発信を行う。
重要業績評価指標（KPI）
①空き家・空き地バンク成約件数

112 件（H26 年度～H30 年度） → 125 件（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・空き家実態調査による新規空き家の登録
・羽咋市空き家情報バンク（ＨＰ）による空き家・空き地の情報発信
・空き家リフォームによるＳＯＨＯⅰやサテライトオフィスとしての活用を推進

（４）地域おこし協力隊の活用と支援
地方の課題解決に意欲的な人材の移住を積極的に推進するため、地方のまちづくりを支援する地
域おこし協力隊を広く登用するとともに、登用後のフォローも行う。
重要業績評価指標（KPI）
①地域おこし協力隊登用数

14 人（H26 年度～H30 年度） → 15 人（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・自然栽培、ジビエ、漁業など、本市ならではのしごとと協力隊のマッチングを推進
・地域おこし協力隊と地域住民とのつながりのフォローアップ
・地域おこし協力隊の取組支援

ⅰ SOHO とは、Small Office/Home Office の略。パソコンやモバイルデバイスなどを活用して、自宅やオフィスなどで受
託した委託業務を行う働き方のこと。
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（５）外国人と市民間の交流促進
グローバル社会の進展に合わせ、市とつながりを持つ外国人と市民との間に新たな交流を生み出
す機会を提供する。また、観光をはじめとする本市の魅力を国外へも発信する。
重要業績評価指標（KPI）
①交流会参加者数

50 人（R６年度）

■具体的な事業
・市とつながりを持つ外国人と学生なども含む市民との交流会を開催
・民間企業と連携し、国外向けの関係人口の拡大を推進

３ 都市部との交流と共創
（１）首都圏等における本市の魅力発信
三大都市圏で設立した羽咋市出身者で組織する「ふるさと応援団」と連携し、市の情報発信、特
産品のＰＲ、ふるさと納税に対する協力体制を継続し、首都圏等とふるさとの交流につなげる。
また、本市の魅力を都市圏でＰＲするためのイベントを官民協働により企画し、観光や移住・定
住、羽咋ブランドの特産品などを一体的に発信する。さらに、広域連携による能登の魅力発信に
もつなげる。
重要業績評価指標（KPI）
①ふるさと応援団会員数
②羽咋フェアの延べ利用者数

172 人（H30 年度） → 200 人（R６年度）
1,000 人（R６年度）

■具体的な事業
・ふるさと応援団と連携した市の魅力発信・移住者支援の体制づくり
・企業版ふるさと納税の活用と推進
・ヒューマンネットワークの推進と活用
・民間企業と連携し、都市圏ＰＲイベント「羽咋フェア」を開催
・広域連携による口能登の魅力発信

（２）ふるさと納税の推進
ふるさと納税の返礼品として市の魅力あふれる特産品を提供し、その情報発信を行う。
重要業績評価指標（KPI）
①ふるさと納税額

384,370 千円（H30 年度） → 400,000 千円（R６年度）

■具体的な事業
・民間企業のノウハウを活用した効率・効果的なふるさと納税の推進
・新たな返礼品として、民間企業と連携した魅力ある旅行商品を発信
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第２期
がんばる羽咋
創生総合戦略

基本目標 Ⅲ
若者の生活、子育てを切れ目なく支援

数値目標
■年間婚姻数
■子ども女性比※

56 件（H30 年度） → 60 件（R６年度）
0.166（H30 年度） → 0.217（R６年度）

※15 歳から 49 歳の女性人口に対する０～４歳の人口（男女）の割合。合計特殊出生率の代理指標として利用さ
れる。

■経済的支援の充実を希望する子育て世帯の割合※

42.2％（R1 年度） → 30.0％（R６年度）

※アンケート（羽咋市子育て支援に関するニーズ調査）に基づく割合。

基本的方向
１

２

３

４
５

近年の本市の人口動態の実態から、若者、特に若い女性の市外転出が進んでいる状況であり、市
内在住の女性の婚姻率、出生率減少にも大きな影響を及ぼしているため、女性主体の婚活イベン
トの開催など、さまざまな男女の出会いの場と機会を提供する。
子どもを授かり、産み、育てるための社会的支援体制を構築するため、第１期総合戦略に引き続
き、第２期総合戦略でも妊娠・出産・子育てに係る経済的な負担の軽減や出産・子育てしやすい
環境整備の充実を図る。
男女の未婚化・晩婚化を行政課題として認識し、少子化への対応を急務として捉え、女性が安心
して働き、さまざまな活躍ができる地域社会を構築する。併せて、男性が子育てや家事に参加で
きるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図る。
本市の小学生、中学生の全国トップクラスの学力・教育力の維持と向上を図るとともに、グロー
バル社会を生き抜く力、将来の創造社会に対応できる人材を育てる。
子どもたちが安全・安心に学ぶことができる教育環境を整え、きめ細やかな教育による確かな学
力の育成と誰もが学習できる機会を提供する。

≪具体的施策と重要業績評価指標（KPI）≫
１ 若者の婚活支援を強化
（１）女性主体の婚活イベントの開催
市内在住の女性が結婚し、住み続けることができるよう、市内在住の女性と市外の男性をマッチ
ングさせるなど、多様なスタイルの婚活イベントを実施する。
重要業績評価指標（KPI）
①出会いの場からのカップル成立件数

15 件（H30 年度） → 20 件（R６年度）

■具体的な事業
・市内女性を主体とした市外男性との出会いの場の創出など、多様なスタイルの婚活イベントの
実施
・近隣市町と連携した広域的な婚活イベントの開催
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・気多大社等の歴史的建造物を活用した婚活イベントの実施
・婚活支援セミナーの開催

２ 妊娠・出産・子育てまでの総合的支援の充実
（１）子育て全般に係る経済的負担の軽減と支援
妊娠・出産・子育てに係る身体的、精神的、経済的負担が軽減されるよう、不妊治療や出産の支
援、子どもに係る医療費の軽減等の充実を図り、多子世帯の増加につなげる。
重要業績評価指標（KPI）
①三世代住宅の新増築リフォーム件数 77 件（H26 年度～H30 年度） → 150 件（R２年度～R６年度）
②子育て応援券支給対象となった２子以上世帯の割合
57％（H30 年度） → 60％（R６年度）
■具体的な事業
・18 歳となる年度末までの子ども医療費を助成
・給食費などの負担軽減
・子育て応援券等の支給
・不妊治療、不育治療に対する助成
・三世代同居・近居のための住宅取得や転居等の費用に対する助成
・幼保無償化の拡充、放課後児童クラブ利用料の軽減
・３～５歳児副食費無償化
・就学援助費等の給付による就学支援
・予防接種への支援拡充

（２）安心して子育てができる社会の構築
子育てに関わる不安や悩みを和らげるとともに、安心して子育てとしごとを両立できるサポート
体制を構築する。
重要業績評価指標（KPI）
①子育て世代包括支援センター相談件数
②子育てアプリの登録者数

140 件（R６年度）
100 人（R６年度）

■具体的な事業
・子育て世代包括支援センターによる支援の充実
・地域での子育て環境の充実
・産後ケア事業の実施
・母子手帳、子育てアプリの導入
・病児・病後児保育の環境整備
・子ども家庭総合支援拠点ⅰの整備
・未就学児の休日一時預かりの拡充

ⅰ 子ども家庭総合支援拠点とは、児童福祉法に基づく、全ての子どもとその家庭（妊産婦等を含む）を対象に、相
談全般から専門的な支援までを行う拠点を指す。
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（３）子育て世帯に優しい環境の整備
市民にとって居心地の良い緑地空間や子どもたちが楽しめる環境を整備する。
重要業績評価指標（KPI）
①都市公園（計 11 公園）の再整備施設数

１件（H30 年度） → ２件（R６年度）

■具体的な事業
・子どもの遊び場環境の整備
・都市公園に魅力ある遊具を設置

３ 女性活躍の社会と交流の場の創出
（１）子育てと仕事の両立及び社会参加の促進
子育て中の女性の就業や保育ニーズに対応するとともに、社会における女性の立場や発言力を高
める。
重要業績評価指標（KPI）
①保育施設（計 10 施設）のうち延長保育時間を拡充した施設数
１施設（R６年度）
②審議会等における女性委員登用率
24.5％（H30 年度） → 30.0％（R６年度）
■具体的な事業
・質の高い保育サービスの提供
・男女共同参画の意識づくりの推進
・子育てをしやすい職場体制確立のための企業への啓発を推進
・未就学児の休日一時預かりの拡充（再掲）

（２）男性の育児・家事参加の促進
子育てや家事に男性が積極的に参加する社会構築を図り、女性がしごとや社会で活躍できる地域
社会を実現する。
重要業績評価指標（KPI）
①男性育児・家事参加の啓発セミナー参加者数
②乳幼児の父親の育児協力率※

30 人（R６年度）
62.3％（H30 年度） → 65.0％（R６年度）

※健やか親子 21 アンケート調査に基づく割合

■具体的な事業
・男性育児、家事参加の啓発セミナーの開催
・両親学級等の充実
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４ 新時代に活躍できる人材を育てる教育を推進
（１）総合的な学習能力の向上と支援
子どもたちの基礎学力のさらなる向上を目指すとともに、運動能力も高める先進的な教育を実践
し、一人一人の夢や希望を実現する可能性を広げる。
重要業績評価指標（KPI）
①小学校６年生の国語、算数の全国学力・学習状況調査
②中学校３年生の国語、数学の全国学力・学習状況調査

県平均５ポイント以上維持（R６年度）
県平均５ポイント以上維持（R６年度）

■具体的な事業
・新時代に対応した人材を育む学習支援、学習環境の整備
・市全体で指導力を維持するためのミドルリーダー教員の育成
・各学校における特色ある教育活動の推進
・部活動、校外活動への支援

（２）グローバル社会に対応した英語教育の推進
子どもたちが今後のグローバル社会に対応できるよう、生きた英語の学習機会を提供するととも
に、新たに小学校入学前の幼児への英語活動も行う。
重要業績評価指標（KPI）
①中学３年生の英検３級以上取得率
41.4％（Ｈ30 年度） → 70.0％（Ｒ６年度）
②英語に親しむ活動を導入した市内保育所、認定子ども園の数
７箇所（Ｒ６年度）
■具体的な事業
・中学生の米国派遣研修の実施
・小学生や中学生の英検受験費用を助成
・保育所、認定こども園における英語に親しむ活動の推進
・小中学生の英語圏との交流
・国立能登青少年交流の家と連携した英語教育の推進

（３）次代に対応するための学習能力の向上
２０２０年から新たに必須化されるプログラミング教育やＩＣＴ、ＩｏＴやＡＩなどの未来技術
活用のための知識を学ぶ学習環境を整える。
重要業績評価指標（KPI）
①国立能登青少年交流の家と連携した学習会の実施回数
②市内小中学校のプログラミング学習教材導入台数
（授業時に１人～２人に教材１台整備）
■具体的な事業
・国立能登青少年交流の家と連携したプログラミング教育の推進
・ＩＣＴやＩｏＴ、ＡＩに関する教育の推進と教育備品の充実
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３回（Ｒ６年度）
各校 15 台以上（Ｒ６年度）

５ 安心できる教育環境の充実
（１）きめ細やかな教育・学習機会の充実
子どもたちの個々の能力に応じた教育を実施するため、学校支援員を適正に配置するとともに、
学校図書館の充実を図るなど、きめ細やかな教育環境を整える。
重要業績評価指標（KPI）
①学校図書の年間平均貸出数※

103 冊（Ｈ30 年度） → 120 冊（Ｒ６年度）

※市内小・中学生を対象とした、一人当たり平均の年間の学校図書貸出数

■具体的な事業
・自発的学習能力向上の推進
・読書習慣を備えるための活動の推進
・学校給食におけるアレルギー対応食の提供
・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念を学ぶ機会の提供

（２）開かれた学校運営体制の実現
学校、家庭、地域が連携した学校運営体制を構築し、地域に開放された学校機能としての役割を
保持するなど、地域と学校とのつながりの強化を図る。
重要業績評価指標（KPI）
①学校給食の地元農産物の使用割合

22.4％（Ｈ30 年度） → 25.0％（Ｒ６年度）

■具体的な事業
・学校給食食材の地産地消の拡大、自然栽培米・野菜の使用
・小中学生の各種ボランティア活動の推進と支援
・学校広報紙の地域配布
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第２期
がんばる羽咋
創生総合戦略

基本目標 Ⅳ
安全・安心・快適な環境の整備

数値目標
（R6 年度）
■自主防災組織数
■安全・安心メール登録者数
■市民アンケートによる継続居住希望率※

32 団体（H30 年度） → 50 団体（R６年度）
812 件（H30 年度） → 4,000 件（R６年度）
82.0％（R１年度） → 90.0％（R６年度）

※アンケート（総合計画住民意識調査）に基づく割合

基本的方向
１

若者の移住・定住につなげるため、安価な宅地を供給するとともに、転入者、子育て世帯・新婚世
帯に対する住まいづくりへの支援を行う。また、女性が住みよいまちづくりのために住環境を整
備する。
２ 市民の利便性向上と財政の持続可能性のため、公共施設の維持管理の最適化を図り、道路や水道
などの社会資本を調査することで、危険箇所の早期発見・対策を推進する。
３ 安全・安心なまちづくりのために整備する防災拠点等のハード面と、市民、地域社会、民間事業
者、行政等が一体となって実施する防災訓練等のソフト面の強化を行い、災害時の初動体制の確
立や情報の一元管理と集約、防災組織や住民組織との連携協力関係を構築する。
４ 市街地空洞化の解消を図るとともにまちなかの再生を行う。また、市内の高齢者や障がい者等の
交通弱者の生活利便性に資するため、地域内循環型交通の在り方を分析し、市内全域の外出支援
体制を再整備する。

≪具体的施策と重要業績評価指標（KPI）≫
１ 住環境の整備推進
（１）住宅取得の支援制度の拡充
安心で快適な住環境の整備推進を図るため、住宅取得に対する支援を行い、転入者への家賃補助
や、子育て世帯・新婚世帯に対する支援を拡充する。
重要業績評価指標（KPI）
①住まいづくり奨励金の交付人数
②定住促進分譲地への定住者数

140 人（H26 年度～H30 年度） → 150 人（R２年度～R６年度）
36 人（H26 年度～H30 年度） → 50 人（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・住まいづくり奨励金の交付
・市内の定住促進分譲地等の安価で利便性に優れた宅地の提供
・コンパクトなまちづくりの推進による居住環境の整備と交通ネットワークの再構築
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（２）安価な住居の提供
既存の公営住宅を改修するとともに、新たな公営住宅を整備し、若い世代や低所得者向けなどを
対象とした安価で快適に暮らせる住環境を整える。
重要業績評価指標（KPI）
①島出定住促進住宅の改修戸数
②新規公営住宅の整備箇所数

60 戸（R６年度）
１箇所（R６年度）

■具体的な事業
・公営住宅の改修
・新婚・子育て世帯向けの新たな公営住宅整備
・低所得者向けの新たな公営住宅整備

２ 既存施設などの効果的な維持管理の推進
（１）公共施設の長寿命化と計画的整備
「公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設の最適化を推進する。また、道路・橋りょう・
公園等の長寿命化の推進、安全な道路環境網を整備する。
重要業績評価指標（KPI）
①橋りょう長寿命化の補修件数

６橋梁（H26 年度～H30 年度）→ ７橋梁（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・橋りょう等の耐震改修工事の実施
・安全な道路環境網の整備
・公共施設の長寿命化事業の実施
・人口規模に応じた公共施設の最適化の推進

（２）上下水道設備などの機能維持と更新
上下水道施設等の機能維持と更新整備を行うとともに、ＩｏＴなどの未来技術の活用を図り、次
代に対応したまちづくりを進める。また、上下水道事業の広域化や民間委託の推進に取り組む。
重要業績評価指標（KPI）
①老朽管更新の延長距離

9,400ｍ（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・上下水道施設の改修工事の促進
・老朽管の更新
・ＩｏＴを活用した上下水道事業の推進
・上下水道事業の広域化・民間委託の推進
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３ 地域で安全・安心に暮らせるまちづくりの推進
（１）地域における減災・防災対策の充実
地域における防災体制を強化するため、市民の防災訓練の実施や防災活動を支援し、資材の購入、
防災備蓄品などの防災基盤の充実を図る。また、地区ごとに防災士（女性防災士も含む）の育成
を促す。
重要業績評価指標（KPI）
①市内の防災士登録人数
②市内の女性防災士登録人数

152 人（H30 年度）→ 300 人（R６年度）
32 人（H30 年度）→ 50 人（R６年度）

■具体的な事業
・自主防災組織の防災力向上を目的とした訓練の助成
・防災士育成の支援
・防災基盤の整備
・避難所（学校体育館等）のトイレ洋式化

（２）住宅の安全強化の推進
人口減少が進む中で避けては通れない老朽空き家への対応を行う。また、住宅の耐震化支援を図
り、市民が安全・安心に暮らせる地域づくりを実現する。
重要業績評価指標（KPI）
①老朽空き家の応急処置等による改善件数
34 件（H26 年度～H30 年度）→ 50 件（R２年度～R６年度）
■具体的な事業
・老朽空き家等に対する適切な助言、指導等
・住まいの耐震化の支援

（３）次代に対応した防災機能の充実
災害発生時に迅速かつ安全に応急対策を講じるため、ＩｏＴやＡＩ、ドローンなどの未来技術を
取り入れた防災システムを整備する。
重要業績評価指標（KPI）
①河川監視システム整備完了
■具体的な事業
・未来技術を活用した防災システム整備
・河川の防災用監視カメラや水位計の設置
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（４）安全で暮らしを支える道路環境の整備
子どもの通学路などの交通安全設備を整備し、ＬＥＤ照明や防犯カメラを設置する。また、通勤
圏までのアクセス機能の向上や住環境までの道路ネットワークを整備する。
重要業績評価指標（KPI）
①市内街灯のＬＥＤ照明整備率

83.0％（H30 年度）→ 90.0％（R６年度）

■具体的な事業
・通学路等の交通安全施策の充実
・ＬＥＤの道路照明、防犯カメラ整備
・通勤圏につながる道路のアクセス機能の向上
・住環境までの道路ネットワークの整備

４ 都市機能の集積化と再編
（１）ＪＲ羽咋駅周辺の整備
羽咋駅周辺の賑わい創出のため、本市の重要な玄関口であるＪＲ羽咋駅の周辺を整備する。
重要業績評価指標（KPI）
①旧マルシェ跡地の整備完了（R６年度まで）
■具体的な事業
・旧マルシェ跡地の有効活用
・都市計画道路川原町線の整備
・二級河川長者川の整備
・駅周辺の賑わいづくりの推進

（２）まちなかの再生促進
コンパクトシティを目指すため、立地適正化計画を踏まえて、まちなかの再生を行うとともに、
中心市街地での起業や商業施設としての立地及び住居整備に対して支援し、持続可能なまちづく
りにつなげる。
重要業績評価指標（KPI）
①居住誘導区域の人口密度

31.7 人／ha（H30 年度） → 31.4 人／ha（R６年度）

■具体的な事業
・まちなかの商業施設立地の促進と支援
・商店街振興のための官民協働を推進
・住まいづくり奨励金の拡充（再掲）
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（３）まちなかと地域を結ぶ交通環境整備
地域循環バスの運行状況を分析し、地区ごとに市民生活の利便性を考慮した新たな公共交通体系
を構築する。
重要業績評価指標（KPI）
①人口に対する地域循環バスの年間利用者の割合※

130％（H30 年度） → 140％（R６年度）

※割合については、該当年度４月１日現在の人口比で算出するもの。

②地域公共交通網形成計画の策定
■具体的な事業
・地域公共交通網形成計画の策定
・広域的な交通整備実現に向けての分析
・地域循環バスの運行形態の見直しの検討
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第２期
がん ばる羽咋
創生総合戦略

基本目標 Ⅴ
人口減少時代に対応した持続可能な
まちづくり

数値目標
■生活支援協議体設置数
３地区（H30 年度） → 11 地区（R６年度）
■市民提案型まちづくり支援事業数
16 事業（H26 年度～H30 年度） → 25 事業（R２年度～R６年度）
■商店会連合会の会員数
176 人（H30 年度） → 185 人（R６年度）

基本的方向
１ 市民が日常的・定期的に健康管理できるさまざまな機会を提供することにより、自らの健康寿命
の延伸に努める意識と習慣を持ち続け、生涯にわたり誰もが地域や社会で活躍・貢献できる場の
創出、拠点の整備、自己啓発の支援を行う。また、地域の課題や問題に自主的かつ主体的に取り組
む人材を育成するため、子どもたちがまちづくりへ提案できる機会を提供する。
２ 効率的で持続可能な市街地の形成に併せて、そのソフト面の整備も行い、商店街や地域住民と連
携した雇用と賑わいの創出を図る。
３ 市役所等の公共施設をはじめ、一般家庭、市民生活にも太陽光や風力などの再生可能エネルギー
及び省エネルギーの普及を促進し、環境への負荷低減、環境にやさしい地域づくりを推進する。
４ 民間企業や大学機関等と連携し、新産業の創出を推進して事業化する。また、産学官の連携によ
り、ＩＣＴやＩｏＴ、ＡＩなどの未来技術の活用も視野に、新たなモデル事業を展開する。

≪具体的施策と重要業績評価指標（KPI）≫
１ 誰もが生涯活躍できるまちの構築
（１）健康でアクティブな生活の実現
健康寿命を延伸するため、健康増進活動や保健指導を行う。併せて、元気な高齢者が地域におい
て、健康でアクティブな生活を実現するため、多世代交流ができる機会や場所の創出を図る。
重要業績評価指標（KPI）
①特定健診受診率
②高齢者筋力トレーニング教室参加率

52.9％（H30 年度） → 60％（R６年度）
5.9％（H30 年度） → 7.0％（R６年度）

■具体的な事業
・特定健診及び特定保健指導による生活習慣の改善、介護予防支援の充実
・生活習慣病予防のための運動の推進とバランスのよい食生活の普及
・女性がん検診等を含めたがん検診の普及
・老若男女コミュニティサロン等の多世代交流の機会の創出
・公民館活動の多様化と周知
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（２）地域活力の維持と協働のまちづくりの推進
市民の地域づくり活動への参加を促進するため、地域の課題解決に向けた活動に対し奨励金又は
助成金を交付する。また、若者や小中高生が、多種多様な地域における課題・問題と向き合い、
自分たちの目線・考えで羽咋創生事業の提案を行う場を提供する。
重要業績評価指標（KPI）
①市民憲章実践活動団体助成団体数
11 団体（H26 年度～H30 年度）→ 15 団体 （R２年度～R６年度）
②若者、小中高生による羽咋創生事業の提案数
４事業（H26 年度～H30 年度） → ５事業（R２年度～R６年度）
■具体的な事業
・市民憲章推進基金の運用による実践活動団体への支援
・市民活動支援センターの運営
・地方創生推進人材や団体等の育成、支援、確保
・市民が参画した地方創生主要事業の検討・立案
・ＲＥＳＡＳⅰ、ビッグデータ等の客観的データに基づく政策立案の支援

（３）住民主体の支えあいのまちづくりを推進
自分たちの住む場所は自分たちで創造・運営する意識を啓発するとともに、各地域の特性に応じ
た住民主体の支えあいの仕組みづくりを支援する。
重要業績評価指標（KPI）
①「地域運営組織ⅱ」及び「小さな拠点ⅲ」設置数
３箇所（R６年度）
②「小さな拠点」による提供サービス延べ利用者数
5,000 人（R６年度）
③住民主体の「通いの場」（月２回以上）の箇所数 19 箇所（H30 年度）→ 30 箇所（R６年度）
■具体的な事業
・「地域運営組織」及び「小さな拠点」等に向けた取り組みの推進
・地域の拠点となる公民館等の更新・整備、運営の在り方の検討
・コミュニティの活性化と地域の未来を担う人材の育成
・第２層生活支援協議体の活動支援
・リハビリ専門職による住民主体の活動支援
・認知症相談体制の充実と認知症サポーターの養成や認知症理解のための出前講座の開催

ⅰ RESAS とは、日本・内閣府のまち・ひと・しごと創生本部が運用している、産業構造や人口動態、人の流れな
どに関する官民のいわゆるビッグデータを集約し、可視化を試みるシステム。
ⅱ 地域運営組織（小規模多機能自治）とは、地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となっ
て形成し、地域課題の解決に向けた取り組みを実践する組織のこと。
ⅲ 小さな拠点とは、複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日常生活に不可欠な施設・機能や
地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通
手段により結んだ地域の拠点のこと。
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（４）産学官連携による健康寿命の延伸や地域づくりの展開
大学機関や民間企業と連携して、市民の健康状況や社会的な関わりなどを分析することで、地域
ごとに最も適したまちづくりを検証し、高齢者の健康寿命の延伸やライフスタイルの充実につな
げる。
重要業績評価指標（KPI）
①産学官連携によるデータ分析を活用した各種計画事業数
②買い物支援マルシェ開催地区数

５事業（R２年度～R６年度）
５地区（R２年度～R６年度）

■具体的な事業
・大学機関と地域との連携による買い物支援マルシェ開催地区の拡大
・産学官連携による健康寿命延伸を目的とする調査・分析からの施策立案
・糖尿病重症化予防の推進
・歯周病健診の拡充

２ 地域の賑わい創出
（１）市内商店街の活性化
北陸新幹線開業効果を持続させることにより、本市への来訪者の増加を促し、地域内消費に結び
つけるため、市内の商店街機能の向上と維持を図り、地域経済の活性化と賑わい創出につなげる。
重要業績評価指標（KPI）
①地域商品券販売額（行政分）

28,583 千円（H30 年度） → 35,000 千円（R６年度）

■具体的な事業
・商工会などと連携した地域商品券や行政ポイント事業の推進
・まちなかの空き店舗の解消
・商店街の自主開催イベントへの支援
・魅力ある商店づくりへの支援

３ 再生可能エネルギーなどを利活用した環境保全の推進
（１）再生可能エネルギー利活用による低炭素社会の推進
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念に沿って地球環境に配慮し、再生可能エネルギーの利用
を促進する。具体的には、二酸化炭素を削減し、家庭用リチウム畜電池設置の推奨などを行う。
重要業績評価指標（KPI）
①二酸化炭素排出量

5,615 トン（H30 年度） → 5,000 トン（R６年度）

■具体的な事業
・住宅用太陽光システム設置、住宅用リチウムイオン蓄電池設置に対する支援
・再生可能エネルギー設備を活用した地域振興事業の実施
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（２）省エネルギー化の推進による環境負荷の軽減
次代に対応した省エネルギー製品の普及を促進するため、公共施設のＬＥＤ化を図るとともに、
庁用車では、電気自動車やプラグインハイブリッドカーⅰの導入を推進する。
重要業績評価指標（KPI）
①庁用車の電気自動車等導入台数

４台（H30 年度） → ７台（R６年度）

■具体的な事業
・庁用車の電気自動車等導入の推進
・公共施設のＬＥＤ化

４ 産学官連携による次代に対応した新事業の創出
（１）地域づくりに貢献する民間企業等との連携による企画の実現、共同研究の実施
地域経済の好循環の確立のため、新事業の企画・立案を行うとともに、その担い手づくり（事業
推進主体の形成と専門人材の確保・育成）への支援を行う。また、産学官連携により、ＩｏＴや
ＡＩなどの未来技術を活用してＳociety5.0 への適応を図る。
重要業績評価指標（KPI）
①地域づくりに貢献する民間企業等と連携した新事業数
２件（H26 年度～H30 年度） → ３件（R２年度～R６年度）
■具体的な事業
・「羽咋創生」をともに推進するパートナー企業との連携
・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を掲げるパートナー企業との連携
・未来技術（ＩｏＴ・ＡＩ）を活用するためのパートナー企業との連携
・大学・高等教育機関との共同研究の実施
・ＩＣＴ、ＩｏＴ等を活用した地域活性化とスマートシティの具体的な推進

ⅰ プラグインハイブリッドカーとは、コンセントから直接バッテリーに充電できるハイブリッド車のこと。
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第４章

新たな羽咋創生へ
さらなる
飛躍目指して

第１期総合戦略で築いたコンテンツを生かし、次なるステージに
「がんばる羽咋創生総合戦略」は、「人口減少社会」という大きな課題を市民とともに認識・共有
し、市民と行政が一体となって羽咋創生を推進することにより、将来の本市のあるべき姿を実現する
ための計画である。
第１期総合戦略では、人口減少の抑制と地域経済の好循環を図るために、2060 年に本市の人口を
13,000 人程度に維持する目標を設定し、本市の特性・特徴を生かしながら「しごと」をつくり、「し
ごと」が「ひと」を呼び、「まち」に活力を与え、好循環を生み出す事業を重点化して実施した。
具体的には、しごとの創出において、自然栽培農業をはじめとする就農の受入体制を確立し、企業
誘致や企業支援の推進を図り、就農・就職につなげる施策を実施。ジビエ産業にも先進的に取り組ん
でいる。自然栽培についてはその聖地化を掲げ、ジビエ商品を「のとしし」と銘打ち、どちらも羽咋
ブランドとしての確立を目指してきた。
また、2017 年（平成 29 年）７月にオープンした道の駅のと千里浜が、自然栽培やジビエの魅力を
発信するだけでなく、農業の６次産業化と地域商社機能の推進のほか、観光情報をＰＲする役割を併
せ持ち、羽咋創生を牽引する役割を担った。
さらに、持続可能なまちづくりのため、健康寿命の延伸を目的とし、地域で支えあいの仕組みづく
りを行うとともに、行政主導ではなく、市民主体の社会の構築を図ってきた。
第２期総合戦略においては、第１期総合戦略で築いた自然栽培、ジビエや道の駅のと千里浜などの
コンテンツを磨き上げるとともに、本市の強みを生かした新たな施策を盛り込んだ市政運営が求めら
れる。
加えて、新たな視点として、特に若い女性が減少していることを受け、市内に女性を呼び込む施策
を強化するとともに、女性が活躍する地域社会の創造を図る。また、人口減少による課題を市単体の
問題として受け止めるだけでなく、市民との協働・共創を図りながら、各施策に企業等とのパートナ
ーシップや近隣自治体との広域連携を幅広く取り入れ、より相乗的・効果的な事業として積極的に展
開することとする。
本市の強みを生かした人口減少対策を行っていく一方で、いかに人口減少社会に適応するための施
策に取り組むかが重要であり、中心市街地と地域とが有機的に結び付く、持続可能なまちづくりを実
現することは大きなテーマになる。
本市の２つの玄関口である千里浜ＩＣ周辺とＪＲ羽咋駅周辺の整備、官民連携による観光戦略、子
育て支援施策の拡充、まちなかと地域を結ぶ新たな交通体系の構築など、第２期総合戦略に掲げた各
施策を進めながら具体化していく事案も多い。
羽咋創生のさらなる飛躍のためにも、これらの課題と真摯に向き合い、新しい時代の流れを力に変
え、誰もが活躍できる社会の構築を目指していくこととする。
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