
◇第２次総合計画基本構想素案検討資料 
 

第２次総合計画（平成 29～35年度） 現総合計画（平成 17～28年度） 

１ 総合計画とは 
 
（１）計画策定の趣旨 

平成の市町村合併は、生活圏と行政区域を一致させ、地域の実情にあった行政サービスを継

続的、安定的に提供するため、行財政規模やその能力の拡充を図り、行財政運営の一層の効率

化を図ることを目的に進められ、本市も、平成 17 年３月 19 日に能生町、糸魚川市、青海町
が合併し、新たな糸魚川市として誕生しました。 
合併以降、社会経済情勢の変化や新たな市民ニーズへの対応など、本市が抱える課題に的確

に対応し、より良い「ふるさと糸魚川」を築き、発展させ、次世代に引き継いでいくため、新

たな都市像を「翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち」とした総合計画（以下、「第

１次総合計画」という。）に基づき、個性あるまちづくりを進めてきました。 
この間、本市が有する多様な地域資源や固有の文化などの「世界ジオパーク」認定や北陸新

幹線開業などもあり、交流人口の拡大に向けて、これら他の自治体にない当市の魅力を活かし

たまちづくりが求められています。 
その一方で、全国に目を向けると、人口減少や少子高齢化はその深刻さを増し、社会保障費

の増大や不安定な雇用形態などから、世代間や世帯間における様々な格差が拡大しています。

このほか、東日本大震災や御嶽山噴火など大規模な自然災害の発生、高度成長期に集中整備さ

れたインフラの維持管理・更新などの多額の財政需要など、国民生活に影響を及ぼす様々な課

題が山積していることから、本市を取り巻く社会経済情勢は依然として見通しが難しく、その

厳しさは以前にも増して大きくなっています。 
このような中でも、明日に希望を持ち、安全・安心な暮らしを築きながら、将来においても

持続可能なまちを目指した新たなまちづくりの基本指針として、平成 29年度（2017年度）を
初年度とする「第２次糸魚川市総合計画」策定します。 

 
（２）計画の名称と意義 

名称： 本計画の名称は「第２次糸魚川市総合計画」とします。 
意義： 本計画は、本市の目指す方向とそれを実現するための施策を明らかにした「まちづ

くりの基本指針」であり、次のような意義を有しています。 
①各種計画や施策の基本となる最上位の計画 

まちづくりを進めていくための最上位計画であり、各種計画や施策の基本となる計画

とします。 
②市民と行政が共有する計画 

行政だけのものではなく、市民や民間事業者とも共有し、互いに協力しあって、まち

づくりを進めるための考え方や方針を示す計画とします。 
③まちづくりの意思を示す計画 

国や県などの関係機関に対して本市のまちづくりの意思を示すとともに、関係機関と

の協議や役割分担が必要な施策について、本市の考え方を示す計画とします。 

１ 総合計画とは 
 
（１）計画策定の趣旨 

近年、本市を取り巻く社会経済情勢は、少子高齢化、地方分権の推進、地球規模での環境問

題の顕在化、情報化の進展、国及び地方自治体における財政状況の悪化など大きな変革期を迎

えている。 
また、地域住民の日常生活圏域と行政区域を一致させ、さらに、地方分権時代に対応した地

方自治体として自主性・自立性を高め、一層簡素で効率的な行政体制の確立と行財政基盤の強

化を図るため、市町村合併が求められてきた。 
このような状況を踏まえ、平成 17 年３月 19 日に糸魚川市、能生町、青海町が合併し、新

たな糸魚川市が誕生した。 
合併前の旧糸魚川市では「人・まち・自然が輝く 観光文化都市」を、旧能生町では「人の

笑顔 青い海と緑の町」を、旧青海町では「明るく活気みなぎる住みよい町」をそれぞれ都市

像・将来像として総合計画を策定し、まちづくりを進めてきたが、合併に当たってのまちづく

りの指針として、平成 16年５月に「新市建設計画」を策定し、将来像を「翠の交流都市 さ
わやか すこやか 輝きのまち」とした。 
このような経過と状況を踏まえ、合併前に策定した「新市建設計画」を基本としながら、そ

の後の社会経済情勢の変化や新たな市民ニーズへの対応など、新糸魚川市が抱える課題に的確

に対応し、より良い「ふるさと糸魚川」を築き、発展させ、次世代に引き継いでいくため、新

糸魚川市のまちづくりの目標と施策の大綱を示す「糸魚川市総合計画」を策定する。 
 
 
 
 
（２）計画の名称と意義 

名称： 本計画の名称は「糸魚川市総合計画」とする。 
意義： 本計画は、本市の目指す方向とそれを実現するための施策を明らかにした「まちづ

くりの基本指針」であり、次のような意義を有している。 
①各種計画や施策の基本となる最上位の計画 

まちづくりを進めていくための最上位計画であり、各種計画や施策の基本となる計画

である。 
②市民と行政が共有する計画 

行政だけのものではなく、市民や民間事業者とも共有し、互いに協力しあって、まち

づくりを進めるための考え方や方針を示す計画である。 
③まちづくりの意思を示す計画 

国や県などの関係機関に対して本市のまちづくりの意思を示すとともに、関係機関と

の協議や役割分担が必要な施策について、本市の考え方を示す計画である。 
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（３）計画の期間と構成 
 
〔計画の期間〕 

本計画は、平成 29年度を初年度とし、平成 35年度を目標年度とする 7年間の計画とします。 
第１次総合計画では、平成 19年度から平成 28年度までの 10年間でしたが、社会経済情勢や

社会制度の変化など長期的展望が困難な状況を踏まえ、新たな計画期間は、平成 29 年度から平
成 35年度までの 7年間とし、5年ごとに改定を行うものとします。 

 
〔計画の構成〕 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成し、その役割は次のとおりです。 
 
 基本構想 ････ まちづくりの基本方向や都市像などの基本目標と、目標を達成するために取

り組むべき施策の大綱を示したもので、基本計画及び実施計画の根幹となりま

す。 
 基本計画 ････ 基本構想の理念を受けて、その実現に向けて必要となる個別施策を分野別に

体系化したものです。 
         この基本計画は、今後の様々な社会経済情勢や行政制度の変化に的確に対応

する計画とし、基本構想の期間と合わせ 7年間とします。 
 実施計画 ････ 基本計画で体系化した個別施策の計画的・効率的に事業の推進を図るため、

財政状況や事業の優先順位に基づいて、主要な事業の年次計画や事業量などを

明らかにするもので、毎年度の予算編成の指針となるものです。 
         この実施計画は、諸情勢の変化に対応するため、事業の評価・見直しなどを

行い、毎年度３年間の計画を策定します。 
 
区分・年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
第２次 
基本構想 

基本計画 

実施計画 

 

第３次 
基本構想 

基本計画 

実施計画 

            

 
 
 
 
 

 
（３）計画の期間と構成 
 
〔計画の期間〕 

本計画は、平成 19年度を初年度とし、平成 28年度を目標年度とする 10か年の計画とする。 
 
 
 
 
〔計画の構成〕 

本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成する。その役割は、次のとおりである。 
 
 基本構想 ････ まちづくりの基本方向や都市像などの基本目標と、目標を達成するために取

り組むべき施策の大綱を示したもので、基本計画及び実施計画の根幹となるも

のである。 
 基本計画 ････ 基本構想の理念を受けて、その実現に向けて必要となる個別施策を分野別に

体系化したものである。 
         この基本計画は、今後の様々な社会経済情勢や行政制度の変化に的確に対応

するため、前期基本計画は平成19年度から平成23年度までの５か年間とする。 
 実施計画 ････ 基本計画で体系化した個別施策の計画的・効率的な事業の進ちょくを図るた

め、財政状況や事業の優先順位に基づいて、主要な事業の年次計画や事業量な

どを明らかにするもので、毎年度の予算編成の指針となるものである。 
         この実施計画は、諸情勢の変化に対応するため、事業の評価・見直しなどを

行い、毎年度策定する。 
 

区分・年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

基本構想 
 
基本計画 
 
実施計画 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

毎年度この繰り返し 
毎年度この繰り返し 

基本構想 

基本計画 

基本構想 

基本計画 

･･･ 



 
（４）計画の推進にあたって 

本計画を円滑かつ効果的に推進するためには、市民や民間事業者と行政の間において、まち

づくりの目標を共有し、共通理解することが大切です。 
そのためには、本計画の概要版や広報紙、ホームページによる情報提供により、計画内容の

周知を図ります。 
また、厳しい財政状況を踏まえ、事業の進ちょく状況の把握・分析・検証を行い、効果的・

効率的な行財政運営を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）計画の推進にあたって 

本計画を円滑かつ効果的に推進するためには、市民や民間事業者と行政の間において、まち

づくりの目標を共有し、共通理解することが大切である。 
そのためには、本計画の概要版や広報紙、ホームページなどによる情報提供に努め、計画の

周知を図る。 
また、厳しい財政状況の中、効果的・効率的な行財政運営を行うため、事業の進ちょく状況

の把握・分析・検証を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

２ 本市を取り巻く社会経済環境 
 
（１）計画策定の背景 
  ① 急激な人口減少、少子化 

我が国は 2008年をピークに人口減少局面に入っています。合計特殊出生率は、ここ数年若
干持ち直しているものの 1.43と低水準であり、2050年には人口が１億人を割り込み、約 9700
万人になると推計されています。 

2050 年には、我が国の約 38 万ｋ㎡の国土のうちの６割の地域で人口が半減以下になり、
さらにその３分の１（全体の約２割）では人が住まなくなると推計されています。日本創生会

議の提言では、人口減少はさらに深刻であり、一部自治体が消滅するとの指摘もされています。 
現状のまま推移すれば、急激な人口減少とその地域的な偏在は避けられません。日常の買い

物や医療など、生活に不可欠なサービス機能を確保し、地域をいかに維持していくかが課題と

なっています。 
 

② 高齢化の進行 
我が国の高齢化率は上昇を続けており、平成 25年には 25.1％となっています。世界のどの

国も経験したことのない超高齢社会が我が国に到来しており、2050年には高齢化率は約４割
に達すると推計されています。 
また、高齢者の実数を地域別に見ると、地方圏の高齢者人口は、2025年を境に減少に転ず

るのに対して、東京圏では 2040年に高齢者人口が 1,000万人を突破し、さらに 2050年に向
けて増加を続けるなど、大都市やその郊外において高齢者が激増することになります。 
一方で、健康寿命が伸び、元気に活躍する場を求める高齢者が増大しています。70 代前半

の要介護認定率は低く、働けるうちはいつまでも働きたいという高齢者も多くなっています。

生産年齢人口が減少する中で、高齢者の方々にいかに力を発揮していただくかが大きな課題と

なっています。 
 

③ 教育への期待の高まり 
我が国の教育は、明治期以来、国民の高い熱意と関係者の努力に支えられながら、国民の知

的水準を高め、我が国社会の発展の基盤として大きな役割を果たしてきました。 
一方で、都市化、少子化の進展や経済的な豊かさの実現など社会が成熟する中で、家庭や地

域の教育力の問題や、子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下、教育補助が必要な子どもの増加

など多くの課題が指摘されるようになってきています。 
社会が急速な変化を遂げる中にあって、個人においては、自立と協調により、その生涯を切

り拓いていく力が求められるとともに、社会に参画する意欲を高め、生活や職業に必要な知

識・技術等を生涯にわたって継続的に学習することのできる環境整備が課題となっています。 
また、社会における人と人とのつながりをつくり、コミュニティを構築していくことは、今

後の我が国社会の大きな課題であり、個人が自立的に社会に参画し、相互に支え合いながら、

その一員としての役割を果たすために必要な力を養うことなど、教育における期待は一層高ま

っています。 
 
 
 

２ 本市を取り巻く社会経済環境 
 
（１）時代の潮流  
  ① 少子化・高齢化の進展と人口減少社会の到来   

我が国の年間出生者数は、昭和 48年を境に減少に転じ、昭和 50年の 190万人から平成 16
年には 111万人と 4割以上の減となっている。 
一方、平均寿命の伸びにより高齢者人口は年々増加し、昭和 50 年の 887 万人が、平成 16

年には 2,488万人となるなど、高齢化が一層進展している。 
このような状況の中、我が国の人口は、平成 16年の約１億 2,778万人を頂点として減少傾

向に転じたと見られ、平成 28 年（2016 年）には約１億 2,413 万人に減少すると予測されて
いる。 
このことは、毎年、人口 30万人の都市が一つずつ消滅することを意味しており、今までの

人口増加に伴う消費と生産の拡大を前提とした日本の社会システム全体に大きな転換が求め

られることになる。 
また、少子高齢化の進展により人口構成が大きく変化し、「ピラミッド型」や「提灯型」か

ら「すり鉢型」に移行すると推測されており、今後、年金、医療、介護、生活保護等の社会保

障の制度改革が強く求められている。 
一方、生産年齢人口（15歳から 64歳）の構成比率が一層低下することになり、労働力の不

足や経済の衰退など社会の活力低下が危惧されている。 
（数値：国勢調査、厚生労働省「H17 人口動態統計の年間推計」・「厚生統計要覧(平成 17 年度)」、

国立社会保障・人口問題研究所「H14将来推計人口(低位推計)」より） 
 
 
 
 
 
  ② 激変の社会経済を支える教育への期待 

我が国の戦後の教育は、機会均等の理念を実現し、国民の教育水準を高め、その時々の時

代の要請に対応しつつ、人材の育成を通じて、社会発展の原動力となってきた。 
しかし、近年、青少年による凶悪な犯罪の続発、家庭における児童虐待、学校におけるい

じめ、不登校、校内暴力などの社会問題が多く発生している。 
社会経済の著しい変化を背景とした地域や家庭、学校の変貌により、人間関係の崩壊、自

然体験や社会体験の不足、食生活の乱れ、メディア漬け※１による弊害等、青少年の健全な育

成を阻害する要因が氾濫しており、これらの要因を多角的で総合的な視点で検証し、改善し

ていくことが強く求められている。 
また、学校教育に関しては、子どもの個性と能力に応じた教育が軽視されているという反

省から、「ゆとり教育」や「生きる力を身につける教育」が提唱されてきたが、一方で「学力

の低下」が問題視されている。 
さらに、近年の科学技術の急速な発展、経済のグローバル※２化、情報化の進展など青少年

を取り巻く環境の変化が一層速くなっており、教育制度や関係者の意識、教育力が十分に対

応できない状況が見受けられる。 
このような不安定な時代の中で、新たな社会発展の原動力となる人材の育成が教育に期待

されている。 



 
④ 情報化など技術革新の進展 
人々の暮らしや社会に大きな変革と進歩をもたらしてきたＩＣＴ分野においては、コンピ

ュータとその処理能力が飛躍的に向上しており、すべての人やモノがネットワークにつなが

り、そのネットワーク自体も進化する時代になっています。 
様々な場面で蓄積された膨大なデータ（ビッグデータ）が活用されることで変革を生み出

し、また、オープンデータを活用して、多様な主体が公の担い手として活動することができ

るようにする必要があります。 
このように、今後もＩＣＴの劇的な進歩とともに、交通、医療、教育、防災など、幅広い

分野において技術革新が進展すると考えられ、我々の暮らしや社会の向上に役立てるような

社会面・制度面での対応が課題となっています。 
 
 
 

⑤日本経済の現状 
我が国の経済は、1990年代初頭のバブル崩壊後、およそ四半世紀ぶりの良好な状況を達成

しつつあり、ＧＤＰは平成 24年 10－12月期から平成 27年１－３月期までに、実質で約 12
兆円、名目では約 27兆円増加しています。実質成長率は平成 25年度の 2.1％の後、平成 26
年度は消費税率引上げの影響等から、マイナス 0.9％となりましたが、今後については、堅
調な成長が予想されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 資源・環境問題への対応 
地球温暖化や大気汚染等、国境を越える環境問題への対応は、世界の全ての国々が、一緒

に対応しなければ解決できない問題として認識され、日本においても様々な取組が行われて

います。 
また、世界の人口増加や世界的な経済活動の広がりにより、水・食料を含む資源の確保が

大きな問題となってくることが懸念されており、限られた資源を有効に使いながら、環境に

配慮した社会を築いていくことが大切です。 
再生可能エネルギーの利用拡大など、環境に配慮した低炭素・循環型社会に転換しようと

する流れは、今後ますます大きくなっていくと考えられます。 
 
 
 
 
 
 

  ③ 高度情報化の進展 
近年、情報通信技術の進展がめざましく、小型コンピュータやインターネット関連機器、

携帯電話などを活用した情報通信サービスが急速に普及している。 
インターネットや携帯電話等の普及により、だれもが必要なときに必要な情報を入手でき

るようになるとともに、複雑な情報の伝達機能と迅速性が向上し、コミュニケーションの時

間的、距離的な制約が解消されるようになってきている。 
このため、市民が家庭や産業活動など様々な分野で広範囲に情報を発信し、また、受信す

ることが容易になり、情報通信サービスがより豊かで便利に安心して生活できる社会の実現

に役立てられている。 
一方、情報化が進展する中で、コンピュータ犯罪や個人情報流出の防止、情報セキュリテ

ィ※１対策の強化、情報活用の格差の是正、氾濫する情報に対する対応能力の向上が求められ

ている。 
 
  ④ 低経済成長と産業構造の転換   

我が国の経済は、長く景気の低迷が続いてきたものの、最近、回復基調となってきたが、

規制緩和と自由化が拡大し、経済のグローバル※２化が急速に進んでおり、国際的な競争が

激化する一方で、世界的な相互依存の関係も深まっている。 
特に、中国を始めとする東アジア諸国における生産と消費が世界経済の中で重要性を増し

ており、我が国との経済的なつながりが更に強まる傾向にある。 
国では、平成 18年度の実質成長率※３を 1.9％程度と見込んでおり、今後も、短期的な変

動はあるものの、低い成長率で推移していくものと予想されている。 
一方、産業と雇用の構造については、高度経済成長期においては、第１次産業※４の就業

者の割合が減少を続ける中で、第２次産業※５の割合が漸増してきたが、近年は、第２次産

業も頭打ちとなり、第３次産業※６の割合のみが増加する傾向となっている。 
今後は、急速に進行する少子高齢化や情報化、地球環境、エネルギー対策などに対応する

技術開発と新たなサービスの提供、さらに、地域固有の課題やニーズに対応した地域密着型

のサービスなどの産業創出が望まれている。 
 
  ⑤ 地球環境問題の顕在化 

これまで、大量生産・大量消費・大量廃棄という資源消費型の社会経済システムが続き、

二酸化炭素やフロンガスの排出により、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模での環境

悪化が深刻な問題となっている。 
平成 17年２月の京都議定書※１の発効に伴い、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進

することが義務づけられている。 
このため、我々が良好な生活環境を維持していくためには、一人ひとりが地球環境への負

荷を軽減する課題に対処しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
⑦ 自然災害への対応と公共インフラの老朽化 

2011 年３月の東日本大震災の発生は、我が国に広域かつ甚大な被害をもたらし、これま
での想定をはるかに超えた地震・津波は、これからの津波対策や被災者支援、原子力安全対

策など数多くの大きな課題を投げかけました。 
また、豪雨の増加などによる風水害・土砂災害の激甚化や活発な火山活動の状況も見られ、

大規模火山噴火の発生も懸念されています。 
自然災害から国民の命を守る河川整備や砂防施設、海岸護岸などの被害を最小限に抑える

施設整備は大変重要ですが、適切な避難行動など地域防災力の向上と合わせた防災体制の整

備が求められます。 
こうした防災施設のほか、我が国においては、高度成長期以降に集中整備した道路や橋り

ょうといった公共施設が数多く存在し、その老朽化が深刻となり、維持管理・更新費の増大

が見込まれています。 
今後、施設の長寿命化や技術開発等を行うことにより、費用を縮減し、効率的な社会資本

の維持管理・更新を行っていく必要があります。 
 

⑧ 都市間競争の激化などグローバリゼーションの進展 
アジア諸国の成長により、製造業の海外移転が進展していますが、製造業の一部で国内回

帰の可能性も出てきており、こうした可能性を取り込んでいくことが地方活性化を図る上で

必要です。 
新興国の経済成長に伴い、海外旅行がこれまでにない規模で拡大していくことが想定され

ます。訪日外国人旅行者数は、2013年に初めて 1,000万人を突破し、政府は、2020年に向
けて、2,000万人を目指すこととしています。近い将来、外国人旅行者やビジネスマンが日
常的に全国各地を訪れ、交流し、滞在する社会が到来することになります。 

 
⑨ 国・地方自治体を通じた厳しい財政状況と地方分権の推進 
国及び地方の財政は、国内景気に明るい兆しが見えつつあるものの、大変厳しい状況が続

いています。 
これまでの景気低迷や高齢化等に伴う社会保障費の増大などにより基礎的財政収支では

財源不足が続き、長期債務残高も拡大し続けています。 
このため、国や都道府県、市町村それぞれが行財政改革に積極的に取り組んでいますが、

今後さらに少子高齢化が進んでいくと労働力人口が減少し、税収の大きな伸びは期待できな

い一方、医療費や介護費、年金などの社会保障費の増大が想定されることから、税と社会保

障の一体改革等の見直しが必要です。 
また、人口減少・少子高齢化の更なる進行や経済のグローバル化など、社会経済情勢が大

きく変化する中において、多様な住民ニーズに的確に対応していくためには、地方の自主

性・自立性を高め、主体的な地域経営を行わなければなりません。 
このためには、国から地方への大幅な権限移譲や、地方の役割と責任に見合う税財源の移

譲を進めていく必要があります。 
 
 
 
 
 

  ⑥ 生活スタイルや価値観の多様化と生活格差の拡大  
我が国は、戦後の荒廃した状況からめざましい社会経済成長を果たし、一定の豊かさを享

受できる成熟した社会状況となってきた。 
しかし、一方では、人々の生活時間や生活スタイルが様々な状況を呈しており、豊かさを

実感する価値観や市民が望む公共的なサービスも多様化し、人々の連帯感が希薄となる傾向

がある。 
また、都市部と地方における産業経済、医療福祉、教育などの生活全般にわたる格差が拡

大する傾向が顕著となってきており、地方の人々の間に将来に対する不安感が増大している。 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑦ 国際化の進展と地域間競争の激化   

様々な交通網の発達と高速化、さらに、情報通信手段のめざましい発達により、日常生活

における人・もの・情報の動きが全国的、国際的に展開される状況となっている。魅力ある

地域づくりや産業経済活動は、近隣地域はもとより、遠く離れた地域や外国との競争を求め

られる状況となっている。 
 
 
 
 

  ⑧ 国・地方自治体を通じた財政状況の悪化と地方分権型社会への移行 
社会の成熟化と経済の低成長時代を迎え、国及び地方を合わせた平成 18 年度末の債務残

高は約 775兆円（対ＧＤＰ※２比 150.8％）に達すると見込まれ、極めて厳しい状況にあり、
このままでは将来の世代に大きな負担を残すことになる。 
このような状況の中、国の三位一体の改革※３により、地方交付税や補助金、交付金等が削

減される状況にあり、財政力の弱い地方自治体の財政運営を一層厳しいものとしている。 
また、これまでの我が国の行政は全国画一的で、中央集権的な仕組みで進められてきたが、

地方分権型社会の形成を目指し、平成 12 年に地方分権一括法が施行され、すべての地方自
治体に「自己決定・自己責任」の原則が求められることとなった。 
このような地方分権型社会では、より市民生活に身近な地方自治体が市民と一体となり、

自らの責任と判断により、創意・工夫して個性豊かな魅力ある地域づくりを進めなければな

らない。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（２）国・県の動向 
  ① 国の計画 

日本は世界に先駆けて「人口減少・超高齢社会」を迎えています。我が国が直面する人口

減少克服・地方創生という構造的な課題に正面から取り組むため、政府はまち・ひと・しご

と創生推進本部を設置しました。 
政府は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を提示する「ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン（長期ビジョン）」と、これを実現するため、今後５か年

の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策を示す「まち・ひと・しごと創生総合戦略（総

合戦略）」をとりまとめ、平成 26年 12月 27日に閣議決定しています。 
国の総合戦略では、地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ、「東京一極集中」を是正

するため、「しごとの創生」と「ひとの創生」の好循環実現を目指しています。 
また、人口減少を克服するために、若い世代が安心して就労し、希望通り結婚し、妊娠・

出産・子育てができるような社会経済環境を目指しています。 
まち・ひと・しごと創生については、国と地方が一体となり、中長期的視点に立って取り

組む必要があります。このため、国及び地方公共団体は、国民とともに問題意識を共有しな

がら、これまでにない危機感を持って、人口減少克服と地方創生に取り組む必要があります。 
 
 
  ② 県の計画 

新潟県においては、平成 25年度から平成 36年度までの 12年間の計画として、新潟県「夢
おこし」政策プランを策定し、「将来に希望の持てる魅力ある新潟県の実現 －住んでみたい

新潟、行ってみたい新潟－」を基本理念に掲げ、選択と集中によって自立した新潟県を目指し

ています。 
このプランの実現に向けては、本県産業をめぐる経済環境を整え、産業の高付加価値化を進

めることにより、県内の産業が活性化し、県民がより多くの収入を得られる仕事に就くことが

でき、企業も持続的活動が行える経済環境を整える「産業夢おこし」と、県民が安全で安心し

て暮らせる新潟県をつくり県民満足度を高めることで、一人ひとりが生きがいを持って暮らせ

る新潟県をつくる「くらし夢おこし」の２つの政策目標を掲げて各種取組を進めています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）国・県の動向 
  ① 国の計画 

国においては、平成 10年３月に「21世紀の国土のグランドデザイン」（通称第五次全国総
合開発計画）を策定し、平成 22年から平成 27年を目標年次とし、日本海国土軸を始めとす
る４つの国土軸を定め、これまでの一極一軸型の国土構造から多軸型国土構造の形成を目指

している。 
本市を含む北陸地域は、日本海国土軸に位置づけられ、環日本海交流の核圏域として、

360度の地域連携と国際交流が可能な連携、交流の先導的地域としての発展が期待されてい
る。 
しかし、国では、現在の計画の期間途中ではあるが、国土総合開発法の改正を行い、開発

よりも利用と保全を中心とした「国土形成計画」の策定に向け、本県を含む東北７県を一つ

の「広域地方計画区域」と位置づける閣議決定がなされている。 
本県は、東北地方と位置付けられているが、首都圏とも密接な関係が見られることから、

日本海と太平洋の両海洋の活用等を含めた発展構想等を検討をする分科会の設置が示されて

おり、分科会での検討結果がそれぞれの広域地方計画に取り込んでいくこととされている。 
今後、広域地方計画区域ごとに設けられる協議会等での審議を踏まえ、決定されていく予

定である。 
 
  ② 県の計画 

新潟県においては、平成 13年度から平成 22年度までの新潟県長期総合計画として「21世
紀最初の 10年計画 新潟・新しい波」を策定し、パートナーシップによる県づくりを基本姿
勢とした計画を進めてきた。 
この計画の中では、本市を含めた上越広域連携圏は、高速交通と海上交通の結節点としての

拠点性を生かし、県境を越えた連携によって魅力を高めていく地域と位置づけられていた。 
しかし、県においては、長期総合計画期間の途中ではあるが、これにかわる新たな計画とし

て、平成 18 年から平成 28 年度までを計画期間とする“新潟県「夢おこし」政策プラン”を
策定し、「産業夢おこしプラン」と「くらし夢おこしプラン」の２つを柱として、新たな新潟

県の「すがた」の創出を目指している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

３ まちづくりの主要課題 
 
（１）人口減少と年齢構成バランスの改善 

平成 27年４月 1日現在、本市の年少人口(0歳から 14歳)は 4,936人で、その割合は 10.8％と
なっており、全国平均 12.7％、県平均 12.2％と比較して少子化が進んでいます。 
また、生産年齢人口（15 歳から 64 歳）は 24,071 人で、その割合は 52.9％となっており、

全国平均 60.9％、県平均 58.2％と比較して低い状況となっています。 
一方、本市の高齢者人口（65歳以上）は、16,486人で高齢化率 36.2％と全国平均 26.4％、

県平均 29.6％を大きく上回っています。 
高齢化率の上昇は、社会保障費の増大にも影響を与え、それを支える生産年齢世代への負担

増につながるおそれがあることから、持続可能なまちづくりを進めるうえでは、出生数の増加

による年少人口の増加、転出抑制や転入促進による生産年齢人口の確保を進め、人口の年齢構

成バランスを改善しなければなりません。 
また、平成 27年度における本市の財政力指数※１は 0.426と、1.0を大きく下回っており、

財政基盤が弱い状況にあります。生産年齢人口は市内の産業を支える担い手であり、その減少

は市内産業の維持や技術等の継承にも影響を与えるほか、個人市民税や法人市民税の減少、個

人の住宅取得や企業の設備投資の減少に伴う固定資産税の減少など、本市財政に大きく影響を

与えています。 
 

（２）中山間地域・高齢化集落への対応 
本市は、広大な市域に集落が点在しており、人口減少と少子高齢化に伴い、中山間地域集落

など高齢化率が高い地域においては、自治活動や集落機能の維持が困難な状態となりつつあり

ます。あわせて、買い物、通院、金融機関の利用、除雪など、家族や地域の助け合いが無けれ

ば、日常生活を維持することが難しくなってきています。 
高齢者のみならず、全ての市民が住み慣れた地で安心して暮らせるためには、生活を支える

公共交通の確保とともに、地域を維持する活動に対して支援し、地域活力を維持する必要があ

ります。 
 

（３）協働による自治活動活性化と地域コミュニティの充実 
住みよい地域を維持していくためには、住民が主体となった自治活動の活性化を図り、市民・

地域・行政の役割分担を明確にしながら、それぞれが共に考え、共に行動する協働の取組が重

要となります。 
また、核家族化が進行する中において、高齢者世帯や一人暮らし世帯が増えていることから、

隣近所や世代を超えた多くの住民が、互いに支え合えるような地域コミュニティの充実を図り、

地域の課題を解決しながら、地域の安全・安心を維持・確保していくことが求められます。 
まちづくりの原点は人づくりであり、地域社会を支える地域リーダーなどの人材育成が重要

であり、ふるさと糸魚川を愛する郷土愛の醸成やふるさと教育をさらに進めることで、地域活

動に積極的に参加する市民を増やす取組が必要となっています。 
 
 
 
 

３ まちづくりの主要課題（順不同） 
 
（１）要介護高齢者の増加防止 

本市の高齢者人口（65歳以上）は、平成 17年７月１日現在、15,389人で高齢化率 30.5％と
全国平均 19.9％、県平均 23.7％を大きく上回っている。 
今後、高齢者人口の増加に伴う介護費用などの社会保障費の増加が予測され、この社会保障

費を軽減することが、地域社会の活力維持のために極めて重要な課題である。 
    （数値：総務省統計局「人口推計月報」、新潟県統計課「新潟県推計人口」より） 

 
（３）年少人口及び生産年齢人口の減少防止 

平成 17年７月 1日現在、本市の年少人口(0歳から 14歳)の割合は 12.4％となっており、全国
平均 13.8％、県平均 13.7％と比較して、少子化が進んでいる。 
また、生産年齢人口（15歳から 64歳）の割合は 57.1％となっており、全国平均 66.3％、県

平均 62.6％と比較して低い状況と言える。 
このことから、生産年齢人口の減少を食い止め、維持・増加させることが極めて大きな課題

である。 
さらに、将来の生産年齢人口を確保するため、産み育てやすい環境づくりに努め、年少人口

の維持・増加を図らなければならない。 
 （数値：総務省統計局「人口推計月報」、新潟県統計課「新潟県推計人口」より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）地域社会を支える人づくり  

人づくりは、まちづくりの原点であり、ふるさと糸魚川を愛し、互いに連携しながら積極的

に地域づくり活動に携わる人を育成することが重要となっている。 
また、人々が豊かさを実感する価値観も多様化していることから、市民一人ひとりがその特

性と能力を生かしながら地域社会に貢献し、生涯を通じて自己実現を求めるための学習、文化、

スポーツの機会を提供することが求められている。 
 
（９）コミュニティ機能の強化と互助のまちづくり 

すべてのサービスやまちづくりを行政で進めることは困難であり、市民が主体となった地域

づくりが重要である。 
また、核家族化が進行していることから、コミュニティ組織の充実を図り、隣近所や世代間

を越えた多くの仲間で、互いに支え合い・助け合うことにより、地域の課題を解決し、地域の

安全・安心を維持・確保しなければならない。 
 
 



 
（４）地域医療体制と介護サービスの充実 

市民が安心して暮らせる最低限の保障として、地域医療体制の維持・充実は不可欠であり、

本市においては医師や医療従事者の確保が、極めて重要な課題です。 
家族や地域による支え合いや助け合いのほか、保健や医療、福祉が連携した地域医療体制と

在宅での介護サービスの充実などにより、子どもからお年寄りまで全ての市民が安心して暮ら

せる環境整備が必要です。 
 
（５）子ども一貫教育の更なる充実 

子どもの育ちや学びは常に連続し一体的なものであることから、子どもの発達段階にふさわ

しい、連続性を重視した「０歳から 18歳までの子ども一貫教育」を進めています。 
健やかな体の育成、豊かな心の育成、確かな学力の育成を柱としながら、子ども一貫教育の

更なる充実が求められます。 
このため、保育園・幼稚園や学校、家庭、地域、企業、行政機関が連携し、それぞれの教育

力を更に高め、地域における体験学習など地域全体で子どもをはぐくむことが必要となってい

ます。 
 
（６）市内産業の活性化と雇用充実 

市民が住み続けたいと思う賑わいのあるまちづくりを進めるためには、地域内消費を拡大し、

地域経済に好循環を生み出すとともに、地域の元気や活気を維持する取組が必要です。 
そのためには、本市の自然や文化、鉱物資源など他の地域にはない特色である「世界ジオパ

ーク」などの観光資源を活かした交流人口の拡大など、地域や産業に新しい風を呼び込み、既

存の観光事業の振興はもちろんのこと、新たな地域産業の創出も重要な課題です。 
また、市内産業の振興と若者や女性の働く場を確保するため、地域産業の成長支援や本市の

資源を活かした起業の促進、異業種ネットワークによる販路拡大、ブランド力向上による高付

加価値化など、新たなチャレンジを後押しする体制整備も必要となっています。 
また、農業・林業・水産業は市民生活を支える主要な産業であり、担い手の確保の観点から

も、就労環境の整備や安定した所得確保による就業促進が必要です。 
 

（７）安全・安心な生活環境の確保 
道路網の整備は、市民生活や地域産業を支える交通基盤として欠くことのできない要素であ

り、これからは整備以上に、より長く安全に利用できるような維持管理が重要となります。 
また、北陸新幹線開業により、首都圏等へのアクセスが飛躍的に向上した反面、人口減少に

伴い公共交通が縮小しており、市民生活を支える公共交通の維持が課題となっています。 
本市は新潟焼山や地すべり、急傾斜地など、自然災害が発生しやすい地形的条件を有し、災

害発生による被害のリスクを常に抱えているため、災害の被害を最小限に食い止めるハードと

ソフト両面の取組が必要です。 
このほか、事故や犯罪の発生形態も多様化、複雑化する傾向にあり、関係機関が連携した事

故等の防止対策、消費者保護の対策が求められています。 
また、限りある資源を有効活用し、持続可能な生活環境を次世代に引き継ぐことが重要であ

り、環境への負荷を軽減する取組とともに、市民一人ひとりの意識醸成が課題です。 
 
 
 

（２）地域医療体制と介護サービスの充実 
病気治療や介護が必要な市民が安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉が連携した医療体

制と在宅や施設における介護サービスの充実が必要である。 
特に救急医療体制の確保が極めて重要な課題である。 

 
 
 
（４）未来を創造する子どもの教育 

心身ともに健全で豊かな人間性と創造性に富んだ人間の形成が、教育の基本である。特に、

心身の発達が著しい年少期の教育においては、基礎学力、学ぶ意欲と楽しさ、基本的な生活力

をしっかりと身につけ、個性豊かで将来に希望を持つ子どもに育てることが、重要な課題であ

る。 
このため、保育園（所）・幼稚園や学校、家庭、地域、企業、行政機関が連携し、それぞれの

教育力を高め、地域社会を通じた体験学習など地域全体で子どもをはぐくむことが必要となっ

ている。 
 
（７）地域産業の振興 

地域社会の安定と活力の維持向上を図るためには、産業経済基盤を強化することが必要であ

る。 
地域産業の振興と働く場を確保するため、既存企業の更なる発展と新産業の育成、異業種間

の連携などによる新たな事業展開が重要な課題である。 
また、北陸新幹線長野～金沢間の開業を大きなチャンスと捉え、滞在人口や定住人口の増加

をめざした既存の観光事業の振興や新たな地域産業の創出も課題である。 
 
 
 
 
 
（６）交通通信基盤の整備   

本市は、他地域と比較して閉鎖的な地理的条件にあるとともに、広大な市域に集落が点在し

ているため、地域社会の維持・発展にとって、交通網と通信網は極めて重要な社会基盤である。 
また、市民生活や地域産業の利便性を支え、市民コミュニティの活性化を促進するため、よ

り災害に強く安全で利用しやすい、交通基盤と通信基盤の充実が必要である。 
特に、北陸新幹線の早期完成とこれに合わせた幹線道路網の整備をはじめ、道路・港湾・鉄

道を一体とした広域交通体系の整備が課題となっている。 
一方、自動車を運転できない人に対応するため、公共交通機関の充実も大きな課題となって

いる。 
また、情報通信機器を利用する技術や機会を持つ人と持たない人との情報格差が広がりつつ

あり、この情報活用の格差を是正する取り組みを進めるとともに、情報セキュリティ※１に対応

できる能力の向上を図る必要がある。 
 
 
 
 



 

 
 

（８）安全・安心な生活環境の確保 
地球規模での環境悪化の防止に対応するため、市民一人ひとりが環境悪化の被害者であり加

害者でもあるという認識に立ち、市民生活や事業活動などにおいて環境への負荷を少なくする

取り組みが必要である。 
さらに、限りある資源を有効に活用し、持続可能な生活環境を次世代に残すことも重要とな

っている。 
また、様々な自然災害が発生しやすい地形的条件を有し、災害発生による被害のリスクを常

に抱えており、災害の発生防止と被害を最小限に食い止める取り組みが必要である。 
一方、生活環境の高度化、複雑化により事故や犯罪の発生形態も多様化、複雑化する傾向に

あり、事故等の防止対策、被害の抑止対策が求められている。 
 
（10）行財政運営の健全化と住民自治機能の強化 

国及び地方を通じた厳しい財政状況の中、平成 18 年度における本市の財政力指数※１は

0.423と、1.0を大きく下回っており、財政基盤の弱さを示している。 
また、歳入全体の約 30％を占める地方交付税は、年々減額される傾向にあり、一般財源の

減少は避けられず、極めて厳しい財政状況となっている。 
このため、自主財源の確保、受益と負担の公平化や費用対効果の考え方をより明確にして、

一層効率的な行財政運営に努めるとともに、財政の現状を市民に公表し、説明する中で理解を

求め、健全な財政基盤を確立しなければならない。 
また、市民主体の住みよい地域づくりを進めるため、住民自治機能を強化し、市民と行政が

協働してまちづくりを進める必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


