第２期おやべルネサンス総合戦略 概要版
基本理念

魅 力 ・ 安 心 ・ 充 実 に よ る
し あ わ せ お や べ の 創 生
基本目標１

魅力ある“しごとづくり”

目標値
指

【出生率の目標】 ●段階的に出生率の上昇を図る
【純移動率の目標】 ●15～19 歳の純移動率（転出超過）を転出抑制により軽減
●20～24 歳の純移動率（転入超過）を転入促進により増加
●5～14，25～49 歳の転出超過の年代に対し転出抑制を図る
●外国人の増加を見込む

目標人口の
考え方

基本目標２

人をよびこむ“まちづくり”

目標値
標

市内従業者数
市内事業所数

現状値（R1）
15,058 人(H28)

目標値（R6）
※

1,623 事業(H28)

※

14,300 人
1,500 事業所

指

標

社会動態数
観光入込客数

現状値（R1）
▲69 人(H30)
1,174 千人(H30)

目標値（R6）
80 人
1,280 千人

具体的な施策・事業

(1)地域産業の競争力強化

(1)移住・定住への支援
①ＵＩＪターン ◎(継)住宅取得助成事業
の促進
◎(継)賃貸住宅家賃助成事業
◎(継)転入者リフォーム助成事業
◎(継)奨学金返還助成事業
◎(継)車で安心おやべ暮らし助成事業
◎(継)空き家バンク利活用促進事業
◎(継)富山で暮らそう！移住支援事業
◎(継)高等教育機関等連携推進事業
②おやべ暮らし ◎(継)ふるさと回帰ＰＲ事業
の魅力発信と情 ◎(継)おやべ暮らし体験ツアー事業
報提供
◎(継)おやべ暮らし生活体験事業
◎ふるさとおやべ応援事業
(継)おやべで暮らそう！シティプロ
モーション事業
◎ふるさと通信発信事業
(継)都市農村交流対策事業
(継)地域おこし協力隊受入事業

②企業立地支援
制度の充実

◎(継)商工業振興対策事業
(継)中小企業金融対策事業
(継)経営改善普及事業
(継)専門家派遣活用事業
◎(継)企業立地助成事業
◎(継)販路拡大支援事業

(2)若者や女性に魅力ある産業等の創出
①創業者支援等
の推進
②誘致活動の推
進

◎(継)創業支援事業
◎事業承継促進事業
◎(継)産業用地管理事業
(継)企業立地対策事業

(3)地域資源を活かした農業・農村等の振興・活性化
①農村環境保全
の推進
②農業経営の安
定化
③小矢部ブランド
の活用拡大

④森林資源・水
産資源の活用

◎(継)有害鳥獣捕獲対策事業
◎(継)農業後継者育成事業
◎６次産業化支援事業
(継)中山間活力創生事業
◎(継)小矢部ブランド推進事業
◎(継)特産物振興事業
◎おやべの木活用推進事業
◎みどりの森再生事業
◎里山再生整備事業
(継)内水面漁業対策事業

(4)雇用環境の整備
①雇用環境の向
上

②自立と社会参
加の促進

未来を拓く“ひとづくり”

◎(継)雇用促進支援事業
◎ワーク・ライフ・バランス、働き方
啓発事業
◎多文化共生推進事業
◎(継)障害者自立支援給付事業
◎(継)生活困窮者自立支援事業

注：◎重点プロジェクトに位置づけられた事業
(継)現総合戦略に位置づけられている事業
(再)他の施策において位置づけられている事業
代表的な事業のみ記載の場合「等」を付記

(2)観光の振興
①観光資源の整
備・活用

②観光誘客・Ｐ
Ｒの充実

③情報ネットワ
ーク基盤の整備

◎(継)観光推進事業
◎稲葉山・宮島峡環境整備事業
◎倶利伽羅環境整備事業
◎産業観光推進事業
◎(継)義仲・巴広域連携推進事業
◎(継)観光推進事業(再)
(継)多言語パンフレット発行事業
(継)日本版ＤＭＯ活動事業
◎(継)Wi-Fi 環境整備事業

(3)魅力ある市街地等の形成
①都市機能を支 ◎石動駅北地区整備事業
える都市軸の形 ◎宿泊施設立地助成事業
成
◎県営街路事業
◎市営街路事業
②良好な住環境 ◎(継)住宅取得助成(再)
づくり
◎(継)賃貸住宅家賃助成事業(再)
◎(継)空き家バンク利活用促進事業(再)
③公園・緑地の整 ◎公園施設管理事業
備・管理の充実

④中心市街地の
活性化

(継)まちなか等振興事業
(継)地域まちなか商業活性化支援事業
(継)おやべ楽市事業

基本目標４

ＳＤＧｓの目標を
意識し事業を実施

みんなで支え合う“しくみづくり”

目標値
指

標

現状値（R1）

目標値(R6）

※

37.0 人(H30）

47.4 人

※

14.2 件(H30)

16.2 件

出生数/15～49 女性
婚姻数/15～49 人口

※15～49 歳女性人口、15～49 歳人口ともに 1000 人あたり

具体的な施策・事業

ＳＤＧｓとの関連

2060 年 22,000 人

目標値

※経済センサス

①地場産業の育
成

基本目標３

【目標人口】

具体的な施策・事業
(1)結婚支援
①結婚活動への
支援
②結婚新生活へ
の支援

◎「縁結びさん」活動事業
◎婚活イベント・セミナー開催事業
◎(継)結婚新生活支援事業
◎(継)住宅取得助成事業（再）
◎(継)賃貸住宅家賃助成事業（再）

指

標

現状値（R1）

目標値(R6)

暮らしやすいと感じる市民の割合

61.3％ (R1)

70.0％

要介護認定者／人口

19.3％(H30)

現状維持

具体的な施策・事業
(1) 安全・安心な地域づくり
①防災体制の充 ◎(継)自主防災組織育成事業
実
(継)防災士養成事業 等
②消防力の充実
◎消防団活性化事業 等
③交通安全活動
◎交通安全対策事業
④防犯意識の高揚 (継)防犯カメラ，(継)ＬＥＤ街路灯等
⑤住宅施策の充実 ◎危険空き家除却支援事業 等
⑥地域医療の充実 ◎地域医療体制整備事業 等

(2) 妊娠・出産・子育てまでの一貫した支援
①妊娠・出産へ ◎母子保健推進事業
の支援
◎(継)不妊治療、不育症治療費助成
◎(継)妊娠・出産包括支援事業 等
②子育て支援の ◎(継)子どもインフルエンザ予防接
充実
種費助成事業
◎(継)こども及び妊産婦医療費助成
◎(継)保育料軽減事業
◎(継)放課後児童健全育成事業
◎子ども家庭支援センター運営事業
◎総合保健センター改修事業 等
③子どもの権利 ◎子どもの貧困対策事業
④教育・保育の ◎保育所等地域活動推進事業
質の向上
◎(継)地域子育て支援拠点事業 等
⑤保護者の多様 ◎特別保育（休日保育、一時保育、延
なニーズ対応
長保育、病児・病後児保育）
⑥障害等の早期 ◎発達障害児への支援事業
発見と対応
◎ことばの教室運営事業

(2)生涯現役の地域づくり
①健康づくりの ◎健康づくり事業
推進
◎(継)食生活改善推進事業 等
②地域包括ケア ◎地域包括支援センター運営事業
システムの推進
(継)在宅医療・介護連携推進事業 等
③高齢者の生き ◎超高齢社会就労機会拡大事業
がいづくり
(継)老人福祉センター利用促進事業

(3) おやべっ子を育む教育環境の充実
①確かな学力を ◎(継)英語教育推進事業
育む教育の推進 ◎(継)多人数学級講師配置事業
◎(継)学校図書館司書配置事業
◎(継)心身障害児就学指導事業
◎(継)特色のある学校づくり推進事業
◎(継)スタディメイト派遣事業
◎(継)社会に学ぶ 14 歳の挑戦 等
②健やかな育成 ◎(継)地域おやべっ子教室推進事業
環境の整備
◎(継)通学・宿泊合宿事業
◎(継)生涯学習推進講座 等
③ＩＣＴ活用
◎情報教育環境整備事業

(5) 住み続けたい地域づくり
①生涯スポーツ
(継)ホッケークラブチーム育成支援 等
②文化の振興
◎クロスランドおやべ自主事業
◎(継)アートハウスおやべ自主事業 等
③文化財や伝統 ◎(継)伝統文化・芸能保存継承事業
文化等の継承
◎(継)小矢部三大祭保存伝承事業 等
④循環型まちづ ◎(継)ごみ減量化及び再生利用推進事業
くりの推進
◎(継)地球環境保全対策事業

(4)若者・女性の経済的活動の促進
①男女共同参画 ◎(継)男女共同参画推進事業
②ワーク・ライ ◎(継)ワーク・ライフ・バランス（イ
フ・バランス
クボス推進事業）

(3) 利便性の高い地域づくり
①交通の利便性 ◎(継)市営バス運行事業
向上
◎石動駅パーク＆ライド促進事業 等
②買い物弱者対策 ◎(継)買い物支援事業
(4)住民主体の地域づくり
①市民活動の促進 ◎(継)おやべ型１％まちづくり事業 等
②小さな拠点
◎「小さな拠点」形成支援事業
③地域ケアネット (継)地域総合福祉推進事業
④多文化共生
◎多文化共生推進事業(再)

(6)地域連携の推進
①広域行政
◎(継)とやま呉西連携事業 等
②障害者福祉
◎障害者地域生活支援事業
(7)効率的な行政運営の推進
①情報ネットワ ◎情報ネットワーク推進事業
ークを活用した ◎ＲＰＡ等推進事業
行政サービスの
向上

