


６．豊かな自然環境の保全に向けて 
   七尾固有の自然環境や美しい景観を保全するとともに、温室効果ガスの削減、循 

環型社会の形成を図り、地球環境にやさしいまちづくりを推進されたい。 
 
７．安心した地域生活の確保に向けて 
   安心して子どもを産み育てられる環境の充実を図るとともに、子育て家庭や高齢 

者、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに努められたい。また、 
健康づくりや医療体制の充実も図り、少子高齢化社会に対応したまちづくりを推進 
されたい。 

 
８．安全・快適な暮らしの確保に向けて 
   能登半島地震の経験を生かし、自主防災組織の育成など、地域の防災力の強化と 
  防災意識の高揚、災害に備えた体制の強化に努められたい。また、ごみ対策や道路 

整備など、市民が暮らしやすいまちづくりを推進されたい。 
 
９．総合計画の推進に向けて 

 総合計画の着実な推進のため、庁内の総合的・横断的な取り組みを行うとともに、 
市民参加型の計画推進体制の構築を図られたい。また、施策の展開にあたっては、 
将来を見据えた財政運営の下、限られた財源で最大の効果が得られるよう努められ 
たい。 

 
以上 



第１次七尾市総合計画（基本構想・基本計画）に対する各委員の意見 

 

全体について 

・市の現状については、もう少し危機感を持たせ、計画には夢を多くし、変 
化を持たせる表現にした方が良い。 

     ・市は小さな地方政府を目指していかないと財政負担ができず、行政サービ 

スは維持できない。市民ができるものは市民、ＮＰＯ法人、事業者、行政 

がそれぞれ役割を果たす必要がある。 

・市の財政計画を明示し、市民負担増や税財源は堅実な数値を示して、給付 
サービスと負担が表裏の関係であることを明確にすべきである。 

 

基本構想について 

 ■目指す将来像 

     ・七尾市の将来像の柱に「人づくり」を明確に描く必要がある。優秀な人材 

育成、輩出の波及効果は大きく、かけがえのない七尾の財産となる。 

・「自立できる地域づくりと市民が豊かに安心して暮らせるまちづくり」が一 

番核となる。 

・自分たちのまちは自分たちでつくっていく、という実感を持った市民が多 

 く住むまち。そのような視点が計画に盛り込まれれば良い。 

 

 ■まちづくりの基本方針 

・交流人口の拡大、つまり観光客を増やすことが地域経済の活性化につなが 

る。 

・新しくやることも大事だが、今ある強みを活かしていくことが活性化につ 

ながる。 

・七尾が元気でないと能登全体が元気にならない。できる範囲で頑張らない 

といけない。 

・地域のことを地域で解決していくというガバナンス力を豊かにする必要が 

ある。 

 

 ■将来人口 

・人口減少は、マイナス要因だけではない。生産年齢人口の一人当たりの稼 

ぎが多ければ、大きな問題にはならない。観光客の増加によるビジネス機 

会を増やすことが大切である。 

・高齢者が増えても、地域で元気な前期高齢者が後期高齢者を補完するシス 

テムを作ることが大切である。 

 



基本計画について 

 ■重点プロジェクト 

     ・重点項目を示してプライオリティ（優先順位）をつける必要がある。 

     ・財政状況が厳しい中、費用対効果の高い事業をやることが重要である。 

 

 ■分野別計画 

  ◇協働・行政経営 

   １ 市民協働・市民参画の推進 

・協働のまちづくりを進めるには、市民・事業者・行政の意識改革と協働の 
仕組みづくりが必要である。 

・市民活動の活発化が重要である。 
・地域リーダーの育成や地域コミュニティ活動の活性化が重要である。 
・市民の声を的確に把握し、施策に反映出来る体制づくりが大切である。 
・市民がまちづくりに参画しやすい環境づくりが重要である。 

 

   ２ 行政経営の推進 

・市民の利便性を考えた行政サービスの充実が大切である。 
・行政サービスの向上のため、職員の資質向上が不可欠である。 
・行政資源を最大限活用した行政経営の効率化が必要である。 

 

◇産業 

   １ 観光の振興 

・観光関連産業における人材の育成や観光の振興による雇用の創出が必要で 
ある。 

・中京圏からの誘客対策が重要である。 
・農林漁業や商工業等の他産業を活かした体験型交流を促進することが重要 
である。 

    ・観光の肝となる体験・滞在型交流が重要であり、これらの交流人口を把握 
する体制を整備することが必要である。 

    ・体験・滞在型交流については、事業者と行政との連携による受け入れ体制 
の整備が必要である。 

 

２ 商工業の振興 

・商店街の振興については、幅広い施策が必要である。 
・企業誘致には、道路網や情報網の整備を加味した施策が必要である。 
・建具などの伝統産業の衰退が懸念されることから、伝統産業への支援が必 
 要である。 

 

 



３ 農林水産の振興 

     ・地元農産物を地元で消費する地産地消の推進が重要である。 

・森林資源の活用については、レクリエーション等の観光資源としての森林 

と環境を守るという森林の２つの視点が必要である。 

 

４ 港を核とした産業の振興 

・七尾港は、観光港としての位置づけが必要である。 
・他の都市の港湾と連携したポートセールスをすることが必要である。 
・中心市街地活性化基本計画の策定が必要である。 

 

 ◇教育 

   １ 子ども教育の充実 

・教育の原点である家庭教育を推進することが重要である。 
・郷土愛を育てるふるさと教育を推進することが重要である。 
・家庭や地域において徳育を推進することが重要である。 
・学校規模の適正化について、七尾市立小中学校教育環境づくり検討委員会 
の結果を踏まえた上で、方向性を出すことが必要である。 

・子ども会や青年団などの青少年団体を育成することが重要である。 
・児童生徒の安全対策においては、地域の協力が必要である。 
 

２ 生涯学習・スポーツの振興 

・生涯学習の推進は、公民館を中心としてやらざるを得ないので、公民館を 
充実させることが重要である。 

・観光の視点からも、七尾湾を活かしたマリンスポーツを振興することが必 
 要である。 
・スポーツの振興を図るために、各地域において総合型地域スポーツクラブ 
を設立することが重要である。 

・多文化共生を行う団体の育成など、多文化共生のまちづくりに取り組むこ 
とが必要である。 

 
◇芸術・文化 

   １ 歴史・伝統文化の振興 

・歴史・文化遺産を後世に伝えることが必要である。 
・文化財に触れる機会を増やすことが必要である。 
・祭りの交通整理看板など観光客の受け入れ体制の整備が必要である。 

 

２ 芸術文化の振興 

・芸術文化に直接触れる機会を増やし、活動団体を支援することが大切であ 
る。 

・美術館、演劇堂などの文化施設の連携が大切である。 



・役者、スタッフなど演劇に携わる人材を育て、演劇のまちとしての魅力創 
出が必要である。 

 

  ◇自然環境 

   １ 自然環境・景観の保全 

・能登島の野生のイルカは賛否両論あり、野生動物の保護の表現とする。 

・景観については、まちなみの統一などルール作りが重要である。 

・海から見た七尾湾の景観は大切である。 

 

２ 地球環境の保全 

・地球温暖化対策には、市民一人ひとりの自主的な取り組みが重要である。 
・循環型社会の形成には、３Ｒ運動の普及啓発が重要である。 
・環境に配慮したバイオマスに取り組む企業に対する助成が必要である。 

 
◇健康・福祉・医療 

 １ 子育て・子育ち環境の充実 

・保護者の就労状況に応じた保育サービスの充実が必要である。 

・各種支援制度を周知する仕組みづくりが必要である。 

・子育てしやすい環境をつくるため、企業支援が必要である。 

・産業界も子育てしやすい雇用形態を考えるべきである。 

・保育所を整備する場合、デイサービスや老健施設と一緒に整備するべきで 
ある。 

・二世帯、三世帯同居できる住宅施策を考えるべきである。 

・少子化傾向の改善施策が必要である。 

 
 ２ 健康づくり・医療の充実 

・看護師の育成や有資格者の従事を促すことも必要である。 

・精神疾患の早期診断、早期治療、カウンセリングが重要である。 

・公共施設内を全面禁煙すべきである。 

・子どもから大人まで歯磨きが重要である。 

 

 ３ 高齢者福祉の充実 

・高齢者の楽しみの場づくりが必要である。 

・介護施設等の職員の確保が課題である。 

・高齢者の地域ボランティア育成が重要である。 

・高齢者のボランティア活動の受け皿が必要である。 

 

   ４ 障害者福祉の充実 

・地域住民をカウンセラーとして養成することが必要である。 

 



   ５ 地域福祉・生活保障の充実 

・幅広い地域福祉リーダーの育成が必要である。 
 
  ◇生活環境・都市基盤 

   １ 防災対策の充実 

・原子力災害の対策が必要である。 

・原発ハザードマップを作成する必要がある。 

・災害対応マニュアルの周知徹底が必要である。 

・どこかで遮断して、情報発信ができなくなるようなら、防災無線の一元化 

をやめるべきである。 

・避難訓練はとても重要である。 

 

   ２ 住環境の充実 

・飲酒運転防止の観点から、飲食店等の協力が必要である。 

・高齢者の住宅対策を考えるべきである。 

・空き家の有効利用を考えるべきである。 

 

  ３ 生活環境の充実 

・ごみ排出量の大幅な削減を目指すべきである。 

・雨水対策の充実が必要である。 

・墓石に関する情報の周知徹底が必要である。 

 

  ４ 交通体系の充実 

・北陸新幹線開通を見据え、在来線の利用率アップが課題である。 

 

 ■土地利用方針 

・将来の自治体経営を考えたとき、コンパクトシティの考えを入れる必要が 

ある。 

・限界集落も増えていく中で、小さな中心地として、田鶴浜や中島、能登島 

にもポイントとして必要である。 

 



第１次七尾市総合計画（基本構想・基本計画）審議経過 

 

審議会 

 ■平成１９年１１月６日   第１回 七尾市総合計画審議会 

   ・審議委員委嘱状交付 

   ・審議会正副会長選出 

   ・総合計画策定スケジュールについて（報告） 

   ・総合計画概要について（報告） 

   ・市民意識調査（七尾市まちづくりに関する市民アンケート）について（速報値） 

（報告） 

   ・七尾市を取り巻く社会動向について（協議） 

   ・七尾市のまちづくりの課題について（協議） 

 

 ■平成１９年１１月２９日  第２回 七尾市総合計画審議会 

   ・市民意識調査（七尾市まちづくりに関する市民アンケート）について（報告） 

   ・まちづくりワークショップについて（報告） 

   ・七尾市を取り巻く社会動向について（継続協議） 

   ・七尾市のまちづくりの課題について（継続協議） 

   ・七尾市の将来像について（協議） 

   ・七尾市のまちづくりの基本方針について（協議） 

   ・土地利用構想について（協議） 

 

 ■平成１９年１２月２６日  七尾市総合計画審議会現地視察会 

  【視察場所】 

 ・七尾港 

   ・能越自動車道（七尾東ＩＣ付近） 

   ・庵漁港 

   ・道の駅「いおり」 

   ・朝日中学校 

   ・湯っ足りパーク 

   ・田鶴浜建具センター 

   ・三引保育園 

   ・ななかリサイクルセンター 

   ・中島干拓地 

   ・中島保育園建設予定地 

   ・中島商店街 

   ・長浦うるおい公園 

   ・㈱スギヨ農業参入地 

   ・能登島ケーブルテレビ 



 ■平成２０年１月３０日   第３回 七尾市総合計画審議会 

   ・七尾市を取り巻く社会動向について（継続協議） 

   ・七尾市のまちづくりの課題について（継続協議） 

   ・七尾市の将来像について（継続協議） 

   ・七尾市のまちづくりの基本方針について（継続協議） 

   ・土地利用構想について（継続協議） 

   ・将来人口について（協議） 

   ・分野別計画の作成状況について（報告） 

 

 ■平成２０年３月２１日   第４回 七尾市総合計画審議会 

   ・第１回～３回までのまとめ 

   ・今後の分野別計画の進め方について 

 

 ■平成２０年９月８日    第５回 七尾市総合計画審議会 

   ・今後のスケジュール（報告） 

   ・３分科会報告（報告） 

   ・分野別計画（協働・行政経営、人権尊重・男女共同参画）（協議） 

 

 ■平成２０年９月１９日   第６回 七尾市総合計画審議会 

   ・七尾市の概況について（継続協議） 

   ・社会動向について（継続協議） 

   ・七尾市のまちづくりの課題について（継続協議） 

   ・七尾市の将来像について（継続協議） 

   ・まちづくりの基本方針について（継続協議） 

   ・将来人口について（継続協議） 

 

 ■平成２０年９月３０日   第７回 七尾市総合計画審議会 

   ・七尾市の概況について（継続協議） 

   ・七尾市のまちづくりの課題について（継続協議） 

   ・七尾市の将来像について（継続協議） 

   ・まちづくりの基本方針について（継続協議） 

   ・土地利用構想について（継続協議） 

   ・土地利用方針について（継続協議） 

   ・重点プロジェクトについて（協議） 

   ・審議会答申（案）について（協議） 

   ・分野別計画書目標値について（報告） 

 

 

 



分科会 

◇第１分科会  全５回 

 ■平成２０年５月２６日   第１回 第１分科会 

  ・分科会会長選出 

  ・分科会の運営について 

  ・スケジュール（報告） 

  ・分野別計画（産業）（協議） 

  ・分野別計画（教育）（協議） 

 

 ■平成２０年６月２日    第２回 第１分科会 

  ・分野別計画（産業）（継続協議） 

  ・分野別計画（教育）（継続協議） 

 

 ■平成２０年６月２３日   第３回 第１分科会 

  ・分野別計画（産業）（継続協議） 

  ・分野別計画（教育）（継続協議） 

 

 ■平成２０年８月６日    第４回 第１分科会 

  ・前回の意見に基づく修正・追加について（協議） 

  ・目標値について（協議） 

  ・分野別計画（文章化）について（協議） 

 

 ■平成２０年８月１２日   第５回 第１分科会 

  ・分野別計画（文章化）について（継続協議） 

 

◇第２分科会  全３回 

 ■平成２０年５月２９日   第１回 第２分科会 

  ・分科会会長選出 

  ・分科会の運営について 

  ・スケジュール【報告】 

  ・分野別計画（芸術・文化）（協議） 

  ・分野別計画（自然環境）（協議） 

 

 ■平成２０年６月２６日   第２回 第２分科会 

  ・前回の意見に基づく修正・追加について（協議） 

  ・目標値の指標について（協議） 

 

 ■平成２０年７月２３日   第３回 第２分科会 

  ・前回の意見に基づく修正・追加について（協議） 



  ・分野別計画（文章化）について（協議） 

 

◇第３分科会  全３回 

 ■平成２０年５月３０日   第１回 第３分科会 

  ・分科会会長選出 

  ・分科会の運営について 

  ・スケジュール（報告） 

  ・分野別計画（健康・福祉・医療）（協議） 

  ・分野別計画（生活環境・都市基盤）（協議） 

 

 ■平成２０年６月２７日   第２回 第３分科会 

  ・前回の意見に基づく修正・追加について（協議） 

  ・目標値の指標について（協議） 

 

 ■平成２０年８月２６日   第３回 第３分科会 

  ・前回の意見に基づく修正・追加について（協議） 

  ・分野別計画（文章化）について（協議） 

 

 


