
１ 白山の恵みと人集い、活力あふれるまちづくり計画

区分

事業の継続

単位 基準値 基準年月
目標年

月

千人 5,183 H27 R4.3

億円 4,944 H26 R4.3

件／年 387 H27 R4.3

㎥／年 6,546 H27 R4.3

２ 白山市ＳＤＧｓ未来都市計画推進事業

区分

事業の継続

単位 基準値 基準年月
目標年

月

人 3,385 H30 R4.3

社 0 H30 R4.3

件 0 H30 R4.3

人 0 H30 R4.3

子供、女性、高齢者、障害者、介護者等が自
治運営に参画し、企業等と社会課題に取り
組む件数

26 15

データ活用学習の女性の受講述べ人数 50 100

業績評価指標 実績値（R３） 目標値

０～６４歳の山間部（山ろく地域）の人口 2,968 3,310

山間部への進出・参画企業数 13 15

計画期間 事業概要 担当課 適用する 制度
事業費(R３) 交付金等(R３)

［単位：円］ ［単位：円］

R元～R3
（2019～2021）

SDGs推進本部運営、データ利活
用事業、教育エリアの構築、関
係・交流人口創出　等

ＳＤＧｓ・
地方創生推進室

地方創生
推進交付金 8,600,800 4,300,400

評価 評価理由
次年度以降の対応方針 総合戦略推進委員会の意

見今後の方針

地方創生に効果が
あった

鳥越地域の河原山町においてイ
ベントを開催するなど深化を図っ
た。また市内中学校の修学旅行
事前学習でワークショップを開催
するなど未来都市実現に向け情
報発信することができた。

コロナ禍で直接住民との交
流がままならない中だが、
河原山町での他地域にも広
げられるよう関係機関とも連
携し取り組みを進めていく。

無

もう少し林道の整備に力を
入れたほうがいいのではな
いか。

業績評価指標 実績値（R３） 目標値

間伐材供給量の増加 13,272 12,503

観光入込客数の増加 3,551 5,530

工場製品出荷額の増加 6,245 5,439

交通事故発生件数の減少 165 251

地域再生計画に係る事業の効果検証

計画期間 事業概要 担当課 適用する 制度
事業費(R３) 交付金等(R３)

［単位：円］ ［単位：円］

H29～R3
（2017～2021）

市道、林道の整備 土木課
地方創生
道整備推進
交付金

1,809,283,540 904,641,770

評価 評価理由
次年度以降の対応方針 総合戦略推進委員会の意

見今後の方針

地方創生に効果的
であった

コロナ過により観光入込客数も減
少傾向であったが、道路整備によ
り間伐材の供給量も前年より増加
しており目標値をクリアしている。

市道と林道を継続的に整備
し、交流人口の拡大と間伐
材の供給量等増加を図ると
ともに、交通事故のさらなる
軽減を図る。
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３ 白山ブランドの活用による「地域の稼ぐ力」を引き出す観光地域づくり事業

区分

事業の継続

単位 基準値 基準年月
目標年

月

人 5,444,000 H30 R4.3

人 1,000 H30 R4.3

件 91,000 H30 R4.3

人 3,600 H30 R4.3

４ 笑顔あふれ、人・自然・産業が元気なまちづくり事業

区分

事業の継続

単位 基準値 基準年月
目標年

月

人 54,992 H30 R7.3

％ 53.3 H30 R7.3

人 511 H30 R7.3

人 4,850,567 H30 R7.3

1.59 H30 R7.3

歳
男性　80.4
女性　84.8

H30 R7.3

％ 16.7 H30 R7.3

％ 72 Ｒ元 R7.3

業績評価指標 実績値（R３） 目標値

市内従業者数（累計） - 55,900

住み良いと感じる市民の割合 -
72

（現状維持）

女性の就業率

人口の社会増減数（累計）

観光入込客数

合計特殊出生率

健康寿命（平均自立期間）

要介護・要支援者の割合

54.6-

転出超過
86

3,551,265

-

男性　81.1
女性　84.9

16.9

2,500

5,200,000

1.67

男性　80.6
女性　85.0

18.4

計画期間 事業概要 担当課 適用する 制度
事業費(R３) 交付金等(R３)

［単位：円］ ［単位：円］

R2～R6
（2020～2024）

ジオパークを活用した魅力発信と
誘客、健康寿命の延伸に向けた
取り組み　等

ＳＤＧｓ・地方創生
推進室

企業版
ふるさと納税 73,637,013 64,700,000

評価 評価理由
次年度以降の対応方針 総合戦略推進委員会の意

見今後の方針

地方創生に相当程
度効果があった

企業3社より寄付の申し出があり、
ジオパーク・エコパークの推進に
よる世界ジオ認定に向けた取り組
み、松任総合運動公園内園路の
ウオーキングコースの改修による
市民の健康増進、白山ろく地域の
通学助成金での教育環境の格差
是正など有効に活用できた。

今後とも寄附を希望する企
業との協議等寄附金の効果
が見えるように取り組んでい
く。

無

外国人宿泊者数 360 3,820

観光入込客数 3,551,265 5,528,000

着地型旅行商品利用者数 825 1,700

白山市観光連盟ホームページアクセス数 276,285 103,000

総合戦略推進委員会の意
見今後の方針

地方創生に非常に
効果的であった

コロナ禍の影響で入込客数は感
染前より激減したものの、一里野
イルミネーション事業や三大首都
圏プロモーション事業などは、感
染対策や内容の精査により実施し
たところ、大きな反響があった。ま
た市観光連盟・観光みらいプロ
ジェクト部会により、戦略マップを
定めることができた。

今後も、社会情勢を鑑みな
がら、地域の状況に応じた
内容で誘客事業を推進す
る。

無

業績評価指標 実績値（R３） 目標値

計画期間 事業概要 担当課 適用する 制度
事業費(R３) 交付金等(R３)

［単位：円］ ［単位：円］

R元～R3
（2019～2021）

観光誘客推進事業、日本版DMO
推進事業、三大都市圏重点プロ
モーション事業

観光課
地方創生
推進交付金 8,405,110 4,108,592

評価 評価理由
次年度以降の対応方針
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