
南砺市型小規模多機能自治市民会議

提 言 書

平成３０年１月３１日
南砺市型小規模多機能自治市民会議委員



「協働のまちづくり」や「住民自治」の原則のもと、地

域課題解決をはかる総合的な地域組織づくりを目指し、８

月に募集した市民委員３８名が、富山大学地域連携推進機

構の支援を受け、市街地や平野部、山間部の課題を共有し、

解決策や地域組織のあり方、課題解決事業などを検討して

きました。 

今回、地域特性で分けた５グループの市民委員が、市長

に提言いたします。 

この市民会議の提言を市内３１地区の自治振興会へ提

供し、それぞれの地域特性に応じた住民自治の参考にして

いただきたいと考えています。 

○市街地グループ 

  城端・井波・福野・福光の旧市街地を想定。 

○平野部Ａグループ 

  田園風景が広がる平野部で、人口が維持されている、ま

たは人口減少が緩やかな地域を想定。 

○平野部Ｂグループ 

  田園風景が広がる平野部で、人口が急減している地域を

想定。 

○山間部グループ 

  平、上平、利賀などの山間部を想定 
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南砺市型小規模多機能自治市民会議 提言の概要 

地域特性で分けた市民会議５グループの提言の概要を、南砺で暮らしません課で以下のとおりまとめました。地域特性や課題に応じたグル

ープ独自の提言はもちろん、共通して挙げられた事項もありました。市民会議は限られた回数で実施しており、地域の全部の課題を深く協議

できたわけではありません。皆さんの地域のグループ発表以外にも参考になる提言があるかと思いますので、是非すべてのグループ提言をご

覧いただきたいと思います。 

南砺で暮らしません課 

【５グループから共通して挙げられた事項】 

・地域課題の共有、住民の意識改革、地域課題を自分事として考える 

・全住民アンケートの実施や積極的な意見交換会の開催など住民ニーズの把握 

・多くの住民の参画（若者や女性が参加し、かつ世代が偏らない組織） 

・子育て支援事業、高齢者福祉事業の必要性 

・地域をまとめ運営する事務局の強化、組織の改革、部会制の導入による課題解決事業の実施 

・組織のあり方（様々な意見を聞き入れる組織、常に変化していける組織）

【各グループ提言の概要】 

課題と組織、 

全員参加の仕組み 

若者・女性 

参画推進の工夫 
組 織 事 業 ポイント 

市街地 

グループ 

・空き家の増加 

・住民の高齢化 

・課題ごとの課題解決チ

ーム設置 

・人材育成、NPO人材活

用 

・部会員の公募 

・女性の積極選任 

・ITを活用した参加 

・各部長、副部長のどちらかは女性 

・課題の把握による部会の自然発生 

・課題把握事業 

・空き家対策事業（大変数

の多い空き家を地域資源と

して活用） 

・地域食堂 

・高齢者、子育て支援 

・取り組みをビジネスへ 

・人材育成、発掘 

城端・井波・福野・

福光の旧市街地を

想定

平野部A 

グループ

・新興住宅地の住民や若

者との連携 

・上部組織とのしがらみ

を解く 

・若者、女性の地域デビ

ューを仕掛ける 

・若者、女性の集まる場

へ地域役員が出向く 

・自治振興会、公民館、地区社協の

機能を残しつつ緩やかに１本化 

・市部局と連動した部会 

・女性役員の登用と育成 

・元気な高齢者が運営する

各種事業 

・市事業の積極的な受託 

・IJUターン受け入れ体制づくり 

・わかりやすくコンパクトな組織づくり 

・無理のない行事、イベント開催 
平野部で、人口が

維持されている、

または人口減少が

緩やかな地域を想

定

平野部B－１ 

グループ

・交流の場づくり 

・学校との連携（地域活

動への参加を促し、子供

の頃からの地域愛の醸

成） 

・青年部会、子育て育成

部会の設置 

・組織男女比率を１：１ 

・地域と学校の連携（子

どもの地域行事への参

加） 

・青年部会 

・子育て支援部会 

・稼ぐ事業部会 

・全員参加の組織体制を目指す 

・組織が生まれ変わったことを周知

するため名称変更（例：○○地域協

議会） 

・農業資源など地域資源を

商品化 

・若者交流事業 

・稼げる地域を目指す 

・世代間のギャップを理解し尊重しなが

ら課題解決 

平野部で、人口が

急減している地域

を想定

平野部B－２ 

グループ

・子どもが少なく、単位

自治会で活動できない 

・単位自治会を超えた活

動と協力 

・世代や性別など対象者

を分けた意見交換 

・地域課題検討部会を会長直属の部

会として設置し、まずは課題の把握 

・人口増対策部会 

・集落間助け合い部会 

・避けられない人口減少に対応でき

る地域を目指す 

・人口増対策事業 

・子育て支援事業 

・地場産農産物直売の運営 

・集落間助け合い事業 

・住民への積極的情報提供 

・まずは、地域課題検討部会を設置し課

題を考えニーズを把握 

平野部で、人口が

急減している地域

を想定

山間部 

グループ

・急激な人口減少 

・働く場所が少ない 

・組織で動ける人が少な

い 

・地域新聞発行による意

見の吸い上げと情報共有 

・部会への自由な参加方

式 

・組織をつくる前にまずは実行部隊

をつくる 

・単機能（部会を絞る）で、まずは

成功例 

・住民（若者や女性）の意見を吸い

上げられる組織 

・空き家情報集約＆管理づ

くりプロジェクト 

・小さな仕事情報の管理プ

ロジェクト 

・結を今後も重視 

・短期間で成果が必要（人口減少が急激

なため） 

・課題解決の実行部隊をつくる 

・多機能よりもまずは単機能で成功例 

・行政に頼らず、自分たちで治める 

・地域集金など財源確保 

平、上平、利賀な

どの山間部を想定
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添付資料 

提言時は発表時間も短く、それぞれの委員の思いやこれまでの議論過程が伝わら

ないと思われます。そこで、提言書への添付資料として、市民会議の第１～６回までの

講座内容やワークショップでの検討内容等についてまとめたものと、第５回市民会議に

おける関係団体との議事録、委員のアンケートを添付いたします。 
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「南砺市型小規模多機能自治 市民会議」の内容 

開催日 内   容 

第１回 

9月 20日（水）
18:30～20:30 
福野庁舎講堂

オリエンテーション

・小規模多機能自治を検討する目的と背景 

・市民会議の目的の明確化 

・提言の概要（市民会議のゴール）の共通認識 

・全体スケジュールや進行の確認 

第２回 

10月 15日(日)
13:00～17:00 
ア・ミューホール

講演：ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所] 川北 秀人 氏

・自治振興会等の役割の変化

・小規模多機能自治の理解促進

・ワークショップ（全住民調査の設問づくり）

市からの情報提供

・南砺市における自治振興会等の現状と課題

第３回 

11月 1日（水）
18:30～20:30 
福野庁舎講堂

小規模多機能自治へのヒント

講演：富山大学地域連携推進機構 教授 金岡 省吾 氏 

・若者を巻き込む小規模多機能自治

   ・南砺市に必要とされる新規地域事業

講演：南砺市政策参与 南 眞司 氏 

   ・小規模多機能自治へのヒント

・市内地域での取組みとして、地域包括ケア事業の紹介

ワークショップ 

   ・地域の課題、組織の課題

第４回 

11月 18日（土）他
13:00～17:00 
福野庁舎講堂他

ワークショップ

・地域の未来の理想

・解決したい課題、解決するための取り組み

根拠としての住民アンケート

第５回 

12月 3日（日）他
13:00～17:00 
福野庁舎講堂他

関係団体との意見交換、ワークショップ

・自治振興会や関係団体からの活動内容紹介

・意見交換を受けての地域の課題の洗い出し

・組織のあり方、地域の事業、若者・女性参加の工夫

第６回 

12月 23日(土)
13:00～17:00 
福野庁舎講堂

ワークショップ、提言のとりまとめ

提 言 

1月 31日(水) 
19:00～20:00 
福野庁舎講堂

市長への提言

・市民会議から市長へ提言
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第１回 

急激な人口減少、少子高齢化により様々な課題が表れてきており、

地域組織の見直しを行ない、地域課題解決に向けての組織や事業を

進める必要性について説明を受けました。

第２回 

IIHOEの川北秀人氏より、今後の南砺市が抱える課題、地域組織の
あるべき姿や住民総力を挙げた「小規模多機能自治」の手法について

学びました。また、組織の若い方や女性に地区の課題を自分事として

興味をもっていただく必要性、広くアンケート等で意見を聞く有効性

について説明を受けました。

第３回 

富山大学の金岡省吾教授より、小規模多機能自治へのヒントとして、

若者や女性を巻き込み地区で行なう新規事業の事例、事業はどうすれ

ば立ち上がるのか、ボランティアでなく採算のとれる事業の必要性に

ついて学びました。また、南砺市の南眞司政策参与より、地区で取り

組む通所型サービスＢ事業の紹介があり、元気な高齢者が高齢者を支え

る社会の必要性とコミュニティビジネスの可能性について学びました。

第４回 

地区の将来の理想と課題についてワークショップで話し合い、人口

問題、子育て・高齢者支援、空き家問題、地域経済、人口減少に対

応できる組織や事業の運営等様々なテーマについて発表しました。

第５回 

自治振興会や社会福祉協議会、公民館より現状の取り組みやこれから

解決しなければならない課題等について意見交換を行いました。そして、

地区の課題について洗い出しを行い、組織体制と若者・女性に如何に自

分事として活動などに興味を持ち、参加していただけるかについて検討

しました。

第６回 

市長への提言へ向け、最終討論を行い提言書のまとめを行いました。 

 第１～６回の講座内容及び活動内容  
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市街地グループ（第５回市民会議）

日時：平成２９年１２月３日（日） １３時～１５時

場所：福野庁舎講堂

内容：関係団体との意見交換（福光地域より、自治振興会長、公民館長）

発言者 発言内容

自治振興会長 ・福光地域には母親クラブ、青年団、婦人会、婦人防火クラブなど若者や女性の

グループが存在していたが、人口減少に伴い全て無くなった。振興会は区長の集

まる場となっており、男性ばかりの会となっている。福光地区社会福祉協議会に

ついても、市役所や南砺市社会福祉協議会等様々な方面から依頼がきており困っ

ている。

委員 ・地区社協の位置づけは？

・地区社協のやるべきことは？

・社会福祉協議会の会長と自治振興会長は兼務？

自治振興会長 ・南砺市社会福祉協議会→地域社会福祉協議会（８地域）→地区社会福祉協議会

（３１地区）。福光地区社会福祉協議会は、旧福光町にある１１地区社会福祉協議

会の一つ。

・南砺市社会福祉協議会からやるべき事業について連絡が来る。

・福光は会長が兼務している。そうでなくても良い。

自治振興会長 ・空き家は１７９軒あり、バス停３００ｍ圏内に１７４軒、駅１キロ圏内に１６

３軒、用途地域圏内１７８軒あるなど公共交通等の利便性が高い地域にあるのに

増えている。他に空き家を解体し空き地になっている所もある。

委員 件数についてはどうやって把握したのか？また、空き家について何か検討したこ

とはあるか？

自治振興会長 町内会長から情報があげられてきている。

公民館長 空き家問題が議題となって話し合ったことは無い。空き家があることは知ってい

るが、問題意識は低い。

委員 空き家が問題だという意識付けは必要でないか？空き家を発生させない取り組み

も必要でないか？自治振興会が中心となり取り組んでいくことが大切だと思う。

自治振興会長 管理されている空き家もあるが、急に亡くなられる等、家をどうするか決まって

いない事もある。

委員 空き家問題、発生させない取り組みついて、個人情報もあって自治振興会がやる

べきなのか、市なのか、不動産屋なのかすぐには答えが出ない。

自治振興会長 空き家の所有者から個人的なことと言われると、どうしようもできない。

市の空き家調査や空き家サポーター事業も活用していきたい。

委員 空き家情報は市のHPに出ているのか？
自治振興会長 空き家バンクの制度があり、空き家バンクに登録してある家は見ることができる。

自治振興会長 次に子育て支援については児童館きっずらんど、子育て支援センターにこにこ、

放課後児童クラブを福光中部小学校で実施している。

委員 放課後児童クラブは有料なのか？

自治振興会長 小学校の中でしているが部屋を借りているだけなので有料である。児童館にして

も飲食代などがかかるため。

委員 人件費などもかかる。地域の方や PTAでやっていることが多く有料がほとんどで
ある。

自治振興会長 その他、地元有志の方で夏休みにお寺を利用して、寺子屋という名の子どもの見

守りをしている。公民館なども利用してもらっている。

委員 午後６時半、７時まで児童クラブで見てもらえると思うがその後は？
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委員 一般の方でこの時間見ていいよという人と見てもらいたい人をマッチングする自

治体もある。

自治振興会長 家に一人で居るのかと思う。様々な方からのサポートが必要になってくると思う。

委員 子どもが熱を出したときなど病気のときはどうしているの？

自治振興会長 親に休んでもらっているのだと思う。

委員 行政で病児保育をしているところがある。富山市でもある。病児保育をしている

ところで、子どもの迎えまで保育士と看護師がしてくれる所もある。

自治振興会長 病後児保育であれば南砺市でもある。

また、高齢者の方たちが集まれる場所づくりに空き店舗を提供しても良いと話し

があったが、改修の費用が出ないため打ち切りとなった。

公民館長 なかなか適当な場所が見当たらない。

自治振興会長 次に一人暮らしの高齢者支援についてですが、本来は向こう３軒、両隣での共助

が最適だと考えている。町内会、民生委員、福祉推進委員で情報共有しているが、

実際に一人暮らしの方をどうやって支援するかが難しい状況である。福光では町

内から一人暮らしの方が困っている人がいたら振興会に情報が集まるようにして

いる。そして地区社協が中心となって行政センターや地域包括センター、当事者

の家族、ケアマネ―ジャー、住民などが集まってケース会議を行なっている。

公民館長 見守り体制整備のためにケース会議を行なっており、年４、５回開催される。

自治振興会長 このケース会議の時に地域の住民にごみ捨てなどの支援を依頼している。

福光地域にはサロンが３つ、地区社協のサロン１つ、有志によるサロンが１つあ

る。誰が来ていないなとかそういう確認はしている。

委員 サロンは活動とは何をするの？

自治振興会長 講演会や踊りや皆で話したり、映画を見たりしている。戦争映画だけは当時の事

を思い出す人がいるため見ていない。

自治振興会長 一番の課題は婦人会が解散したことである。女性の意見を聞く場がなくなった。

代わりに女性の年齢の高い方と若い方を１名ずつ町内会から振興会に呼んできて

ほしいということで、町内会長が依頼したが全て断られている。

委員 この市民会議で全住民アンケートの実施について学んだが、実施についてどう思

いますか？

委員 地域の取り組みについて中学生以上の方にアンケートをもって確認すること。

自治振興会長 女性の意見、若い人の意見を聞くためにも面白いと思う。回収が大変だと思う。

町内会長から大変だと言われそう。現在、若い人の意見を聞けるのは商工会青年

部・女性部だけである。

委員 買い物支援などありますか？

自治振興会長 社協の事業である。お金を管理する制度の中に買い物支援もある。

委員 除雪の支援の取り組みはありますか？

自治振興会長 近所の人に無償でボランティアしていただいている。町内で市の補助金を利用し

て除雪機を購入している場合もある。問題は屋根雪を降ろすことである。ボラン

ティアでは危なくて出来ない。

委員 引きこもりの人は把握しているか？

自治振興会長 あまり聞かない。

公民館長 いるかもしれないが把握できない。民生委員などは知っているかもしれない。

委員 除雪対策委員会・現地視察とは何をしているの？

自治振興会長 除雪のため雪を農業用水に捨てるために上流からどこの水門を止めるとどこに流

れるかなど確認している。公民館に戻った後に図面を基に再度問題点を見直して

いる。

委員 事業報告に書いてあるのは、振興会も公民館も関わっているのか？

自治振興会長 関わっている。

公民館長 振興会、公民館、地区社協が人材確保や準備など連携している。
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平野部 Aグループ（第５回市民会議）

日時：平成２９年１２月９日（土）１３時～１５時  

場所：南山田公民館

内容：関係団体との意見交換

山野地区より（自治振興会長、地区社協会長、公民館長）

     南山田地区より（自治振興会長・副会長・事務局、地区社協会長、公民館長・指導員）

○地区の現状、課題等の情報提供

発言者 発言内容

山野地区自

治振興会長

山野地区自治振興会は人口 1,900人、振興会を立ち上げ２２年目

山野地区活性化協議会の立ち上げについて

 ※農水省の補助事業を申請するにあたり、自治振興会では不可であったため協議

会を立ち上げた。実際は自治振興会内の１組織である。

 ・立ち上げの経緯は、平成２２年の市長との談義にて地域住民が課題を語る場が

最初。

山野地区を考える会を有志で結成⇒山野地区活性化協議会へ

協議会において、農水省の５カ年事業に採択され、現在３年目

・「山野いも工房」について事業内容、予算等の説明

  農水省補助金、市チャレンジ事業等の補助事業を利用して設備等を整備

  いも工房では配食サービスを実施。大鋸屋地区ひらすんま会にも卸している。

⇒ 目標は 拠り所づくり（食堂） 

いも工房での配食の調理は食改と現役引退者が行っている。トータル２０食

以上であれば受けている。１食５００円。

・直売所について（ふれいあい広場やまのオープン）

地域づくり交付金からも補助を出している。手数料０円なのは、少しでも地

元に還元したいため。他へ出すより地元で出してもらえればよいため。

 ・リターン運動

   山野地区に戻ってきてもらえるように、都会へ出た方へお手紙や地域の情報

を発送。まだ成果は無いが、続けることが大事と思っている。健康寿命が長

くなり、退職した６０代も大切な戦力である。

 ・協議会では３つの部会がある。

① 農業

② 地域活性化（空き家・移住施策、体験農場の実施）

③ 福祉（弁当、配食サービス）

 ・３１地区では地域特性に応じたいろんな取組があり、配食サービスなどについ

て地区を超えて連携したり、良いところを真似するのが良い。

 ・事業化することで、ちょっとだけでも儲け、携わる方の小遣いになれば良い。

一部を自治振興会の資源にまわし、次の事業に使うのが良い。

課題として考えられること

 ・全住民の協力が難しい

 ・将来の課題を考えていない人が多い。

 ・なぜ何かをやらなければならないのか、なぜ今のままでは悪いのかと思ってい

る人が多い。

 ・山野地区自治振興会として地縁団体登録し、土地を購入。全世帯を回り理解を

求めた。地縁団体では事業ができない。国で自治振興会が法人化できるように

動きがあるので、動向を見ているところである。
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南山田地区

自治振興会

南山田地区自治振興会は人口 3,200人。

自治振興会の組織については平成２５年度から変更し以下のとおり

 ・役員体制

   会長、副会長５名（内２名は女性）、事務局（ＪＡ職員）、理事

   ※副会長の人数を増やし、役員に女性を登用することで、雰囲気が変わり、

話しやすく聞きやすい、一方的でない等のメリットがあった。

 ・部会制の導入（５つの部会を設置した）

   副会長がそれぞれ５つの部会長を兼務とした。

①健康・福祉 ②生活・環境 ③安全・防災 

④ 産業・観光 ⑤教育・文化・広報・啓発

 ・各集落で解決できないことは振興会へ上げていくという仕組みづくりのため設

けた。

課題として考えられること

 ・今の体制ではカリスマがいないとダメ。カリスマがいらない体制が大事。

・住民の困り事が聞こえてこない（役員会議がおやっさまの会に）

・実働部隊がおらず、振興会は手足の無いダルマ状態

・城端では、自治振興会と区長会の二棟立てが問題

 ・世帯からではなく、個人から意見を聞きたい。１人１票であるべき。

 ・部会制を導入したが、実際には稼動していない。稼働するためには振興会にも

専任職員を配置したい。

南山田公民

館

公民館活動について課題として考えられること

 ・行事を続けているが、棚卸しが必要だと感じる。

  人が集まらない、何のためにやっているの？という人が多い

 ・私生活が充実していればよい、という考え方を持つ人（若者）が多い

○意見交換

組織等につ

いて

組織の整理について

 ・既存の組織間の横の繋がりがない。繋がりが必要である。

 ・各種組織や団体を整理しようにも上部団体との関係はどうなるのか。

 ・婦人会の存続が困難になったのは、関連上部団体への参加がネック

組織の役員について

 ・役員は２年交替制。５～１０年スパンでやっていける人材の確保が必要

 ・おやっさまの会ではダメ。

 ・専任職員が必要である。

・地域づくり支援員（市の職員）に積極的に協力してほしい。

若者・女性の参加について

 ・女性の力がなくなると困る。組織内に「女性部」をつくるか、男女関係なく役

員に登用していくべきである。

職員の選出について

 ・３１年度へ向けて人を募集する必要があるが、市から具体的にいくら人件費が

もらえるのか、何人分かの提示が無いと進まない。

行事等につ

いて

行事の棚卸し

 ・２つの行事を合わせて１つにするようにしていきたい

   例：文化祭と敬老会を合わせる

     運動会と防災訓練を一緒に行う

   ※山野地区ではもうやっているが今までの流れを変えるのは難しい

事業
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 ・事業（利益）ができるような体制づくりが必要

 ・運営するための費用を稼げるような仕組みづくりが必要

   例：草刈り等もお金を払えば誰かがやりたいと思うはず

     集落で手に負えないことを有料で請け負う

住民の意識

について

私生活重視の傾向（特に若者）

 ・何のためにやっているの？と思う人が多い。

 ・地区の行事、事業等に賛同者がいないと進められない。

住民の意識調査（アンケート）

 ・南山田地区は営農組織がしっかりしているので、農家に関しては昔より手が空

いているはず。このような人をうまく活用することはできないか。

・住民アンケートを実施することで、その気にさせるきっかけになるのではない

か。

住宅団地・アパートの住人

 ・住宅団地に家を建てた世帯は、地域から誘わないと出てきてもらえない。ただ

し家を建てたということは３０年はいるはずだから呼びかけが大切。

 ・アパート住人はほとんど参加していない。将来出て行くのだから参加は難しい。

公民館につ

いて

公民館の今後のあり方

 ・交流センターに移行するとして、センター長（館長）の選出方法は？

  なり手がいないのではないか。それなりの報酬が必要である。

 ・無くすことには反対・・・名称は無くなっても生涯学習機能は残す

行事について

 ・棚卸しが必要

提言につい

て

地域（自治振興会）で稼ぐことの重要性、稼ぐことを認めてほしい、という提言を

してほしい。
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平野部 B－１グループ（第５回市民会議）

平成２９年１２月３日（日） １３時～１５時

場所：福野南部公民館（玉成開館）

内容：関係団体との意見交換（福野南部地区より、自治振興会長、公民館長、大蔵氏）

○地区の現状、課題等の情報提供

発言者 発言内容

自治振興会

長

○福野南部地区の概要及び自治振興会の取り組みについて

・自治振興会 S３３年に設立。当時は農業・農協中心の組織であった。
・市政への要望活動、安全なまちづくり活動、生活環境整備、ふるさと勉強会な

ど

・女性や子供たちの「まちづくり」への参画を目的に、映画「ふるさとがえり」

の上映、まちづくり談義（市長、大坪久美子氏の講演など）を開催。

○公民館及び地区社協の取り組みについて

・文化祭／敬老会で土日開催とし、日曜日に敬老会を開催

・週１サロンを継続 健康体操中心

・その他 文化／サークル活動等

○小規模多機能自治の検討状況について

・福寿会、婦人会の会費を全世帯対象とすることについて検討

・行政への要望、地域福祉推進員等類似活動の一本化

・検討委員会（構成員：会長、副会長、理事役員）を開催し、振興会構成団体の

現状と課題の洗い出し、行事の洗い出し、先進地の取り組みと南部自治振興会

（または南砺市）を比較検討し、実行する際の課題の洗い出しを行った。

・検討委員会は現在、小規模多機能市民会議の提言をうけ、再召集する予定（現

在は、発展的休会状態）

・小規模多機能への取り組みについては、住民にしっかりと説明しないといけな

いため、「中間報告」と称して、音楽会などと組み合わせて（どなたでも参加し

易いように）説明会を行ってきた。検討委員会での議事内容も説明している。

大蔵氏 ○親子遊び、親子スポーツ、とやまっ子さんさん広場事業活動の紹介

・参加料をとって事業を実施し、謝礼もその都度支払い

・県補助事業にも取り組んでいる。支援を受けながら事業化されている

・参加料をとるので地域を越えた参加も OK 
・会員制ではない。そのため、開催毎に自由に参加でき、南部地域以外の人も参

加し易い。参加した人で、その回の会費で行っている。

・出来ることをできる人が行うために会員制ではなく全員参加としている。

・Ｈ30年度は、福野体育館で開催する予定。

○質疑応答・自由討論・意見交換

発言者 発言内容

委員 平野部Ｂ-1では、「地域で稼ぐにはどんな方法があるのか」が課題となっている。
南部自治振興会では、何か検討されておられることはありますか？

自治振興会

長

検討会の中では具体的なことは協議していないが、（個人的には）介護Ｂ型や水

道検針業務を視野に入れている。地域で稼ぐことはとても重要なことである考え

ている。ボランティアも無料ではなく有償でないと続かないことも理解している。

ただし、「稼ぐため」として、住民の皆さんに提示することは「おしつけ」にな

る。「稼ぐこと」が目的となってしまって、続かないことになるので、「なぜ、稼

ぐ事業が必要なのか。その稼ぐ事業をすることが何のためなのか」を充分に理解
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しながら、慎重に取り組んでいきたいと考えている。

委員 女性や若者の参加を促すために、いろいろな工夫を行っておられる地域と存じ

上げている。活動写真を拝見すると、子どもや女性、中学生の参加の姿も多く見

受けられる。どのような工夫をされておられますか。

自治振興会

長

行事の開催案内などはチラシを配布するだけにしない。婦人会の会合時に伺い、

直接参加依頼を行う。児童クラブも同様。訪問してお願いする回数をこなす。

委員 検討委員会の検討内容は素晴らしい。構成団体が課せられている様々な方面へ

の上納金（負担金）まで調査してあるのは細やか。ここで意地悪な質問ですが、

この検討委員会の意見は一部のメンバーの方のみ。住民総意ではありませんよね。

一般の方、女性や若者の意見について、今後どうされるのですか？

自治振興会

長

検討委員会の内容で「おしまい」とは全く思っていない。住民アンケートを行

う予定としているが、まだこれからのこと。

委員 各種団体に直接アプローチされておられますが、現在、市内各地域では婦人会

が解散している流れの中で、こちらの地域でも現在構成の団体が無くなることも

可能性として高いと思うのですが、今後、構成団体が無くなった時、どのように

アプローチすることを考えておられますか。

自治振興会

長

検討委員会の課題の一つ。婦人会だと、婦人会に代わる集まりが誕生するもの。

そこへアプローチする。とにかく、地域で人が集まる場へは細やかにアプローチ

する。その時には、新しい組織となっているだろうと考えるところ。そこのとこ

ろが、小規模多機能だと考えている。

小規模多機能から学ぶ、課題解決の自治振興会を考える、ととらえて、それら

の課題も解決していきたい。市の方向についても南砺市一円でなくとも、人口規

模や地域の特性によって考え方が違うもの。その地域課題に合わせて取り組むも

ので良いと考える。

委員 ＮＰＯ法人を設立して運営されていると聞いた。

大蔵氏 いいえ。任意の団体です。団体でもないので、集まりです。

委員 運営するメインの方は何人ですか？ 後継者はいらっしゃいますか

大蔵氏 ほとんど自分ですが、主になって協力してくれる人は常時数人いる。毎回、同

じ人が運営するものではなく、その時、参加して協力してくれる人、という感じ

です。

委員 県外からお越しになられた大蔵さんですが、地域とのつながりで不安や、外者

だから良かった、と感じられたことはありますか？

大蔵氏 周囲は知らない人、知らないことばかりであった。ただ、自分がヨガ・ティラ

ピスをやりたかった。自分がやりたいことをやりたかった。

委員 運営費は、ほとんどが補助金ですが、今後はどうされますか

自治振興会

長

地域で賄っていきたいと考えている。自治振興会から上乗せしてもいいと思っ

ている。

委員 子どもが対象ですと、卒業や卒園など、子どもの成長に伴って人が入れ替わり

ますが、現在お世話をされておられる人の協力、または、新しい人の協力を得る

ために、何か取り組んでおられますか？

大蔵氏 特別なことはしていないけれど、携わってくださった人が引き続き協力してく

ださっています。参加者も口コミや人づてで集まっている。
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平野部 B－２グループ（第５回市民会議）

平成２９年１２月３日（日） １３時～１５時

場所：福野庁舎講堂

内容：関係団体との意見交換（大鋸屋地区より、自治振興会長、公民館長）

発言者 発言内容

自治振興

会長

【組織の問題】

 ・組織の構成員である区長が２年に１度交替のため継続性が無い。親方衆の集まりで

あり、事業をするにも兵隊がいない。

 ・女性が少ない。

 ・自治振興会の行事をしてきていないし、できない状況。

 ・今までは自治振興会とは別に、地区社協や公民館など各組織でしっかりやってきた

が、地域全体の課題には対応していない。すべて縦割りだった。これからは地域の

組織に横串を入れる必要がある。

【役員の問題】

 ・役員は早く辞めて次の人にバトンタッチしたいと思っている。その年の役員だけが

ひどい思いをしている。

【その他の問題】

 ・単位自治会間の協力が無い、小さい自治会を助けることをしていない。

 ・小規模多機能自治について、まだ地域内で検討していない。まだまだ周知が必要。

 ・干柿や水稲など農業の高齢化問題が差し迫っている。営農組織の統一化も考えてい

くべき。単位自治会の枠を超える、それを話し合う必要がある。

委員 万雑の集め方の違いはあるのか

自治振興

会長

アパートがあるが、集めていない。

 でも災害など非常時にほっといて良いのか？ 非常時でなくともアパートの子供を

ほっておいて良いのかと思う。例えば今のままであれば、大鋸屋で子育て支援事業をし

ても、アパートの子供達は参加できないことになる。

自治振興

会長

小規模多機能自治の特徴である課題に応じた部会をつくっても、どうやったら部会に

入ってもらえるのかという問題がある。

横のつながりが必要であり、しかけが必要であり、男女の区別なく多くの方に入って

いただきたい。

委員 自分は住宅団地に住んでいる。子供が３４人もいる。しかし新興住宅団地のため、30
代 40 代の地域での関わりが無かった。それを課題として捉え、今は若手でメンバーを
募り地域で話し合っている。

自治振興

会長

そのように、上からの押し付けではなく、下からの盛り上がりが欲しい。どうやった

らそのように雰囲気を盛り上げられるのか？

委員 課題があったからこそ、組織ができ盛り上がる。不満や不安や怒りがあったからこそ。

集落の垣根の撤廃も必要。

委員 部会は自然発生的が良い。課題があってそれを解決するために自治振興会に訴え組織

化する手順が良い。

委員 課題を見つけるには、まずアンケートも重要。

自治振興

会長

各自治振興会においても、この市民会議のような若い方や女性の意見を聞く場があっ

てほしいと思う。

委員 女性に入ってほしい、昔よりは男女の区別なく入っているが、今後は男女の区分けなく

「総働」が必要。
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山間部グループ（第５回市民会議）

平成２９年１２月５日（火） １９時～２１時

場所：春光荘

内容：関係団体との意見交換（平地区より、自治振興会長、社協会長、公民館長）

発言者 発言内容

自治振興

会長

・少子高齢化は待ったなし

・世帯半分、人口半分という状況にあっという間になってしまった。

・小規模多機能自治をやるしかない。平地域の組織を考え直さないといけない。

今までのシガラミを解体し、行事も最低限にしていく必要がある。

しかし、地域の良さは残していくべき。良いものを伸ばす必要がある。

・平地域では、小中高校の合同運動会が素晴らしい、父兄も大勢集まり地域住民

が一体化したものとなっている。

・今や平高校の地元高校生はわずか２割。郷土芸能部も素晴らしい。

・空き家を利活用し移住者を受け入れたいが、若い人が出て行って年寄りのみ状

況が続き、リフォームもしていないため、使える空き家にならない。

・移住者が増えることに期待している。増える傾向は平で現れてきている。

・今は空き家が少ないが、これから激増するのは目に見えている。

社協会長 下梨も世帯構成をみる限り、十年単位で激減する。住宅が歯抜けになった、隣り

近所の挨拶や見守りもできなくなる。社協活動（高齢者支援など）をやろうと思

っても、マンパワーが無い。ボランティアでも続かない。

委員 人数が少なくなりすぎて、集落内に遊ぶ友達がいない。

五箇山子ども広場をつくったが、世話する大人のマンパワーが無い。

お世話だけでなく、今後は稼げなければ続かない。

時間がある元気な高齢者がいるはずだから、手伝ってほしい。

委員 私は、放課後児童クラブの資格を取った。地域の高齢者にもその資格を取ってほ

しい。

行政 市社協主催で、福祉課・地域包括課・南砺で暮らしません課の合同会議があった。

市社協からは、小規模多機能自治に大変期待しているとのことであった。理由は、

市社協でどれだけの高齢者福祉予算やメニューや指導体制を整えても、今の地区

社協ではマンパワーが足りなくて、事業をできない状況だからである。小規模多

機能自治の特徴の一つに、地区で専属職員を雇って人件費を市で計上するという

ことで、マンパワー不足解消に繋がるし、課題解決の部会制を設けることで、事

業がやりやすくなる。

委員 移住のパターンがある。仕事は何でも良い。この土地が良かった。田舎暮らしを

したいなど。仕事を地域で紹介するシステムがあると移住推進に向けたＰＲにな

る。

社協会長 利賀の方は、イベントの多さが嫌じゃないか？

委員 田舎ののんびりイメージと比べて、実際移住してくると忙しすぎてびっくりした。

畑もできない。一つのイベントに出ると、他のイベントにもと大変なことになっ

ている。

委員 空き家について、たまに帰ってくるから空き家になっていない。貸すと帰ってこ

られなくなるから、人に貸さない。そんな人がたまに帰ってこられるような建物

があると、空き家が流通するかもしれない。

委員 上平の移住者である多賀野さんがゲストハウスを始める。物件探しは最初はうま

くいかなかった。集落での同意や空き家所有者の親戚がネックとなる場合がある。

普段から移住を受け入れる必要性を伝える必要がある。

地域内で移住を受け入れる体制をつくるために、空き家を把握し移住を世話する
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人がいると良い。

自治振興

会長

その通りだ。地元や親戚の反対で空き家を貸せない事例があるから、普段から取

り組む必要がある。

委員 移住受け入れについて、保守的な人を説得していく必要がある。話し合いでうま

くいくこともある。集落住民の意識を変え、貸せる空き物件を確保しておく必要

がある。

委員 世話人が必要である。空き家について、台所・トイレ・風呂の改修を積極的に市

が補助して改造する必要がある。

委員 お金よりも集落内の移住者への支援が必要かも。支援できる集落になるよう自治

振興会が支援すると良い。

自治振興

会長

移住者にメリットがある地域でないといけない。誰でも移住してきてよいという

わけではない。移住者への説明も必要だし、審査も必要。

委員 地域に空き家移住窓口が必要。勝手に売らせてもいけない。変な人が移住してく

る可能性もあるから。

委員 昔もいろんな問題があったが、村の役場職員がこなしていた。仕事で無い仕事（イ

ベントや移住の世話、その他何でも）をしていた。

委員 役場職員も少なくなった。

地域でやるにもボランティアではできない。やっぱり人が欲しいし、雇うための

人件費が欲しい。

委員 交付金の使い方に問題がある。使い方を話すのも大事。市からの地域づくり交付

金のみに頼らず万雑を集めるのも手である。

委員 事業を実行するのが大事。

委員 利賀で新聞をつくって配っている。人の心は変わるもので、空き家を貸したくな

い、から、貸しても良いに変わってきた。

委員 平地域で、若者や女性の意見を聞く場はあるか？

自治振興

会長

ほぼ無い。

委員 将来を語る会が無い。

委員 語る会が欲しい。

委員 前に商工会で、将来を見据え事業を起こそうとした。でも事業化できる前にとん

挫した。中心となる商工会の人がいなくなったからである。やっぱり人がいる。

ボランティアでもできない。

委員 多機能というが、最初は単機能でもいいと思う。

空き家活用をやれば、それが軌道にのれば、それじゃ子育て支援も！というふう

に活動が広まっていく。自治振興会でいきなり数個の部会をつくってもうまくい

かない。成功例が必要であり、動ける部会（チーム）をつくる必要がある。だか

ら最初は単機能でも良い。

委員 今までと同じやり方では駄目。ミッションを明確にし、関わる方の人件費を付け

地域全体で協力する必要がある。

委員 若い人の意見を言える場が欲しい。今は無いし、言っても聞いてもらえない。

委員 ３村で課題が明確であれば、その固有分野では３村が協働して活動しても良い。

例えば移住政策は３村共通の課題である。

行政 ３村協働は良いことである。移住者に物件を紹介したり合った地域を紹介するに

は、タマが必要。

委員 小規模多機能自治のとっかかりが大事。とにかく回る組織である必要がある。

自治振興

会長

小規模多機能自治は、学校単位がやりやすい。年寄りがうるさいのがネックでは

ないか。

委員 青年団では３村の繋がりがある。３村の若い人には地域が違うことの意識があま

りない。
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自治振興

会長

昔は繋がりが無かった。今の青年団の繋がりは良いこと。

委員 小規模多機能自治の部会活動を実際にするには、核となる人を少数集めて、他に

協力者が多数というのが良い。

委員 話し合いの場は、現在以上つくらない方が良いのかも。話し合いだけで終わって

しまうから。

委員 １つのミッションを動かすことが大事。それが成功すれば他のことも動き出す。

できることからスタートするべき。

自治振興

会長

地域内に組織がたくさんありすぎ。そして組織ごとの行事を重ねたらだめ。行事

を重ならないようにしていくことが必要。

委員 組織の中には、平野部を対象にしたものもあり、山間部にはあてはまらないもの

もある。
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
課題と可能なことの整理をして、今在る各種団体や企業も交え、下から創り上げていく地域づ

くりが大切！ 

 事務局には、地元の生活コーディネーター(男女)の配属が必要で、その育成事業(新事業)を要望

する。 

 また、必ず女性が部会長、副部会長として参加する。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

空き家を活用したコミュニティカフェ&シェアスペース(民泊事業など)の運営をする。 

地域のお茶の間となり、元気な高齢者の活躍の場となる。 

「自分ごと」として捉えるきっかけとなるフォーラムを継続して、女性や若い世代が地域づく

りに参画しやすいきっかけづくりをする。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

目的を見失なわない！ 

市民会議に参加して、大変良かった！です。 ありがとうございました。 

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
過疎で大変大変と騒ぎ立て不安を煽るより、夢があり現実的な提案があれば、理解者や協力者

が増え、道ができると思う。企業と協力し、そこで働く若者を取り込むことも考えてほしい。若

者のエネルギーを活用しない手はない。 

みんなの心が１つになるように、リーダーとして頑張ってほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

「人生スポーツライフ」を横のつながりを取っ払って考え、実践する組織ができればよい。 

健康な生活を送るために“心技体”のバランスの観点から「学習」が必要と考える。体操＋α

の教室を実践していきたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

いろんな考えの人と出会え、それぞれの立場の意見を聞くことができ良かった。年代も様々だ

ったことで視野も広がり、年代別のニーズも分かった。 

若い人にこそ現状を知ってもらい、仲間を増やし南砺市を活性化する主役となるようなリーダ

ーを育てる必要があると考える。 
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
・自治振興会など各地域組織が、どんな目的で、どんな取り組みをしているかよく分からないこ

とが、住民の参画意識が低くなっている要因の一つであると思われる。各地域組織は、もっと

積極的に情報発信をしていくことが大切であると思う。 

・小規模多機能自治について検討していくに当っては、「組織のために」ではなく「地域のため

に」という視点で話し合いをしてくことが極めて重要であると思う。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

 少子高齢化により様々な課題が顕在化している中で、組織を担える人が減少してきている。こ

のような状況に対応するため、各組織が共通認識を持ち、緊密に連携し、地域の課題解決に取り

組めるような自治組織に変えていくため、自治振興会を中心に議論を始めていきたいと思う。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

・他地域の自治振興会の取り組みや状況の話が聞けたこと、また少ないメンバーではあったが、

多様な意見や考え方が聞けたことが良かった。 

・小規模多機能自治についての疑問点が解消できて良かった。 

・少子高齢化は進んでいるものの、あまり切迫感のない市街地においては、現在の組織のあり方

等を変えていくのは、かなりの時間がかかることだとは思う。 

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
見えないところで地域を支えてくださっていることを、もっと外部（市民）に伝えることがこ

れから必要ではないかな？と思います。そうすることで、協力者の出現や視点の違うアイデアが

寄せられるかも。一部の方の奉仕でなくすることにつながりませんか？ 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

具体的にありませんが、何をされようとするのかという情報を得られればできることが見つか

るかもしれません。団体に属していないため、協力できない、たまに拒まれることがあります。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

市民会議では他地域の方と話ができて良かったです。参加者の中で理解度が違うことも相互刺

激が生まれていました。何度か、メンバーを変えて行うことが大事かなと思います。 

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
自立型で脱補助金体制へ進めていってほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

官民事業の推進と具体化 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

これからも続けてほしい 
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

市街地グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
吉江自治振興会では、平成 26 年より独自にまちづくり委員会を設立し、2 年間協議し、取り

まとめを完了している。今後は優先順位を付け実施をする計画です。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

 私の所属する吉江自治振興会へ、今回学んだ事を積極的に活かすこと、事業化できることを考

えていきたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

現状をしっかり認識し、その中で必要となる今すべき活動を実行していきたい。現状の分析に

注力したい。 

平野部Aグループ ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
地域づくりや賑わいづくりの中心として積極的に関わっていく必要があると考える。小規模多

機能自治が実際にこの地で行われる時に主体性をもって行動すべき。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

小規模多機能自治が始まる時には、何らかの事業を行えたらと考えます。個人としてや勤める

企業が事業を受託するなど様々な方法で地域に関与できると思います。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
この市民会議での論議は小規模多機能自治の始まりの一歩。今後始まるまでの間のステップが

あると思うので個人としてどのように関与できるか考慮したい。また、今回は同様の特質を持つ

自治振興会で集まったが、違う特質－市街地・山間地の地域との連携で私達が出来ることを考え

てみたい。（“応援市民”制度の様に応援自治振興会というイメージ） 

また、実行された時には PDCA サイクルを回すことでより良い仕組みを作ることが重要と考え

る。 

平野部Aグループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
地域の発展に寄与する組織である事。 

地域住民からの相談窓口の機能をもつ事。 

地域を活性化させるための事業運営主体としても活動できる事。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
囃子方。裏方。大道具小道具係。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
提言をまとめるだけで何かを決定する訳ではないので隔靴掻痒感が、残った。 
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

平野部Aグループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
自治振興会長を中心に、もっとリーダーシップを発揮して平野部 A 組織図の様に体制をしっか

り機能していくことを期待します。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

上記について、きっちりと機能する様にしていきたい。今やらないといけないと思う。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

当（南山田）振興会では、５年以上前から考えていた事がようやく始まったという感じです。 

平野部B－１グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  

・地域の課題を前向きに捉え、住民主体となって問題解決に取り組む。そのためにも世代を問わ

ず意見を聞き入れていける組織であってほしい。 

・今までやってきた行事等に捕らわれないで、必要な事や求められていることに重点的に 

 取り組んでいける（常に変化していける）組織であってほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

・同年代（子育て世代）のネットワークづくり。同世代で地域の課題を共有し解決に向けて取り

組んでいく。 

・地域で稼げる仕組みづくりにかかわっていきたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

・素晴らしいグループの方々と一緒に考えることができて、自身大変勉強になった。講座から自

治振興会の話を伺うことができ、新しい発見があった。 

・南砺市でも平野から山間地域まで多様な変化とともに、地域の課題も多種多様にあり、地域の

特性に合わせた柔軟な考え方が必要だと強く感じた。 

平野部B-1グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
だれもが気軽に参加し、自由に意見の言える場作り。また、若い人や女性が多く参加してもら

える様に改善する。婦人会や青年会を再構築してほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

自治振興会の一員となり、地域や既存組織とのつなぎ役として働きたい。そのために積極的に

いろいろな会議に出席していきたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

我がグループの年代が二極化していて、考え方が二分化することとなったが、若い人から非常

に楽しみな意見が多く出た。この様な会議に出席する人は、それぞれ良い意見や発表が上手だと

思った。 
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

平野部B-1グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  

地域の中で、見えない声、見えない価値、見えない人を探ってほしいです。 

時の流れと共に、組織の見直しや地域の姿を的確にとらえる柔軟な体制となってほしいです。

ＰＤＣＡの導入。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

自身の振興会が課題解決型へ転換する際には、市民会議や地域づくり支援員、まちづくりに関

する学びで得た情報や知識、人とのネットワークを活かし、その取り組みに積極的に参画してい

きたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

市民会議に参加したことで、「小規模多機能自治」へ取り組みや、その意味、住民自治、まちづ

くり、「自治振興会」という組織のことなど、行政側の意識と市民の意識の差異が大きいことを実

感しました。市民側にも、関心の高い方もいらっしゃいますが、少数派であったり、組織側の立

場の人であったりと、一般市民の意識とはやはり温度差があるものだと。市民全員 5 万人の総意

を得るのは非現実的なことではあるけれど、この会議に参加された方やまちづくり事業（78 塾

や 50 塾）に参加された市民の方々が中心となって「まちづくり」を行っていくのだな、と思い

ました。まちづくりはひとづくり、ですね。 

そして、年代による意識の違いは大きな壁だと実感しました。人口比率からすれば、10～40

代は少子化の影響で人口比率が低く、高齢化によって 50～70 代の人口比率は高い。もともと人

数が少なく、年寄りに押さえつけられてしまいがちな若い世代の声が響くのは困難なこと。そん

な状況だからこそ、高齢世代には「若い世代の声が、この地域の継続、発展につながることであ

り、その声に真摯に耳を傾けること。もし、地域に若者がいなければ、若者の感覚を研ぎ澄まし

自ら考えるか、外部の声を真摯に聴くこと」が必要だと確信しました。意識改革が必要です。 

1人 1人が、自分が住む地域と自分のために「わがごと」として、20年後、30年後も家族と

共に暮らせるまちづくりを考える。「わがごと」が広がることが、「南砺市」の未来につながると

思います。 

平野部B－１グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
全員参加の地域づくり 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

元気なうちは、地域に貢献したい 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
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平野部B-1グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
現状では地域活動の中心的な役割を担っているのは 60 代、70 代だと思うが、せめて 30

代、40 代が主体的に関わるような体制作りに努めて欲しい。（もちろんこの年代の意識にも問題

があるが） 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
まずは同年代の人たちが、自分たちの地域のことや地域の課題を「自分ごと」として捉えるこ

とを当たり前に思えるような意識改革。また実際にアクションを起こす人を増やしたい。そのた

めにも同じ地域で同じ思いの持つ人と一緒に、まずはチーム活動をスタートさせて進めていきた

い。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
様々な地域や年代の方がいらっしゃっていたので、日頃会うことのない人や、意見交換をする

ことのない人と交流することができて、とても勉強になった。もともとは同世代同士の意識ギャ

ップが問題と思っていたが、世代間の異なる人とはまた異なる意識ギャップが存在していること

を実感することができ、実際に自分の地域で何かことを進めて行くためには、丁寧な対話がより

一層大切だと感じた。 

 未来を考えるとのんびりできるわけではないが、とはいえ乱暴な議論で進めることは難しいと

思った。 

平野部B-1グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
・地域の課題や、発生している課題・問題、行政などの関係機関から出された情報等は、随時住

民に知らせて欲しい。ややもすると、役員会の話題にすることで処理され、住民には知らされ

ていない事があるように思う。 

・地域の問題が共有できていて、一丸となって解決しようと努力する体制を望む。役員だけの問

題にしたり、他集落の事は知らぬふり、にならないように！ 

・住民が自分たちの地域を住みやすくすることに関心があること。地域の未来についての夢を語

り合える場や機会があり、住民の顔が見える地域であってほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
・福祉ボランティア、サロンの運営に関する事（高齢者向けのゲーム、手芸工作、話相手、送迎

補助 等） 

・防災に関する学習会（仲間と一緒に、男女共同参画の視点から） 

・子育て支援に関する事（一時預かり、簡単な子育て悩み相談 等） 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
小規模多機能自治の取り組みに、正直反対の気持ちが強かった。ただ反対ではダメだと思い応

募した。実際には、小規模多機能ありきのプログラムに乗せられ流され、いろんな事を考える自

分がいた。 

 勿論、グループの中で地域も年齢も生活の仕方や状況も全く違う、初対面の人たちとは回を重

ねる毎に関係も深まり、お互いの自治振興会の取り組みや展開、事業内容にいたるまで情報交換

できたのは良かった。また、直接、自治振興会会長さんから話を聞く事が出来たのは、良い経験

と財産になった。 

 このプログラムに取り組むうちに、『活気ある地域を！』『誰もが生きいきと暮らせる地域

を！』と、日頃から漠然と願っていたことが、グループの力で具体的にイメージできるようにな

ったのは大きな収穫で、参加して良かったと思っている。 

ただ、現状の自治振興会や公民館、婦人会や老人会を真っ向から否定するのではなく、それこ

そ住民一人一人の意見に耳を傾けながら丁寧に進めていかないと、これまで学んできたことが無

になってしまう。ゆっくり時間をかけて住民が納得するような努力が大切。 
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平野部B-２グループ  ○○さん

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
各組織の情報共有 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
地域のことに興味が薄い若者が多いので、一人でも多くの人が地域の現状、未来を認識する場

を設ける。

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
小規模多機能自治というものを知ることができ、他の地域の方々と交流することで気づきが多

くありました。ここで終わっては意味がないので、自分の地域の方と協力して取り組んでいきた

いと思います。

平野部B－２グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
未来の地域が明るくなっていくように、子供世代、親世代、親の親世代が密に交流していくこ

とを望みます。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

継続してボランティア活動などを行っていきたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

参加した方々から様々な考え方を聴けたことがよかった。 

熱意のある方が多いことに驚きました。 

平野部B－２グループ ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
地域活性化に必要なのは、キーマンと住民の主体性だと思う。時間はかかっても主体性を育て

る仕組みができることに期待します。 

補助金や交付金に頼らない地域づくりをしてほしい。 

住民の幸福感を重視した地域づくりをしてほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

自分にできることは何でも、できる範囲で協力したい。 

まちづくりや地域づくりに多少興味があるので、人よりも多少他の事例はわかると思う。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

新たな人との出逢いがあって良かった。いろんな人の考えや地域の話が聞けて良かった。ま

た、回を重ねる毎に皆が少しずつ本音で語れるようになったのではないか。若い人たちの「この

ような機会は必要だと思えるようになった」という言葉を聞いて嬉しかった。 
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平野部B－２グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
・権限が偏る事がないことを願う。 

・一人一役を担う事で、地域住民全員参加の自治に。 

・組織等固定概念にとらわれず、柔軟に幅広い意見を聞き入れる、受け入れられる体制であっ

てほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

少子高齢化に歯止めがかからない今、高齢者福祉対策は不可欠だと思うので、健康寿命を延ば

すためのお手伝い。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

・他の地区の現状を一部でも知る事が出来て良かった。 

・最初から理想とする形態ありき？ その方向からずれた意見は好まれないような雰囲気があ

り、残念に感じた。 

・より住みやすい地域にするために住民が考え工夫し模索しながら解決することが大事であ

り、地域住民一人一人の意識を高める事が大切だと思った。 

・今までも自治振興会単位で助成金等が振り込まれていたり、自治振興会中心に自治が行われ

ていたように思うので、社会福祉や公民館、自主防災、交通安全等々が一つの大きな組織の

中に入る（失くしてはならない事業や活動もあると思う）事は、市主導で強制的に行わなく

ても自然に１つに成らざるを得ないのが今の現実だと思った。 

・「自治振興会単位に３人の専任者を配置」という意見もお聞きし、地区の人口に大きな開きが

ある現状では、あまりに非現実的と思う。 

平野部B-2グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
現在、自治振興会事務局を担当しており、組織をシンプルな形にして、かつ課題解決実行性の

あるものにする。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

１０年後を見据えた組織づくりと部会長の人選。 

ワーキングチームを結成し、３１年度に向けて検討していく。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

新しい自治組織（自治振興会、公民館、地区社協の一本化）と現在の公民館長・主事・指導員

の関係がよく分からない。 
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山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
住民目線になって組織運営することです。 

例えば、平日昼間は仕事で外出している人が多い地域で、幹部の都合で平日昼間に会議を開催

しても人は集まらず実情を反映しているとはいえません。住民の立場になって考えて運営してい

ただけると幸いです。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
行事・イベントに参加することです。 

私は仕事をしているため会議や準備などにはなかなか参加できませんが、日時が合えば参加で

きます。顔を覚えてもらい、地域を盛り上げるのに貢献できると思います。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
若い世代の参加が少ないと感じました。 

募集要項に「若い世代や女性の参加を歓迎する旨の記述があったので期待して参加したら、自

分よりも一回り以上も上の世代ばかりで驚きました。もっと自分と近い世代の方がいたらと感じ

ました。 

山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
自治会長など、幹部の方が、女性や子ども達の話し合いに参加し、なかなか意見の言えない人

たちの声を拾ってほしいです。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

皆さんがあまりやりたくないようなことでも積極的に参加していけたらと思います。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

地域に井戸端会議や老若男女が気軽に集まれる場所があり、いろいろ行える場所が出来たらよ

いですね。そこで話したことが自治振興会に伝わり、そこから始まる活動が行われるようになっ

たら良いと思いました。 

山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
慣習に囚われずに、必要性を感じたなら思い切って変化をつけていくこと。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

今回の市民会議の議論だけではなく、小さくとも何かしらの行動を起こすことで地域に貢献し

たいと思っています。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

市民会議での話し合いを通して、小規模多機能自治への理解が深まったように思う。 
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山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  

市街地などは人材も多いから、長期的に取り組めば目的とする成果は上げられるのでないか。

だが、過疎と高齢化に悩む山間部では、そんな悠長なことはいっていられない。５年先、１０年

先にはいくつもの集落が消滅する瀬戸際にある。市民会議で唯一取り上げられた「空き家への移

住の促進」に、早急に取り組むべきだと思う。そのためには、受入窓口の設置は急務だといえ

る。 

 五箇山に移り住みたいという人は多いと思うので、住民組織による受入体制を充実してほし

い。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

市民会議メンバーの平均年齢引き上げに貢献した身である。よいアイデアは出てこないし、活

躍はほとんどできないのでないか。ただ、経験は多少あるので、若い人のアドバイス役になれれ

ばと思っている。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

メンバーが若い人ばかりでしかも積極的に発言する方が多く、毎回圧倒された。ただ、熱心さ

のあまり独演会に近い場面もあった。山間部グループの場合、１０人の中に利賀からの参加が４

人あり大変活発であったが、その中に利賀の方言を話す方はいなかったように思う。 

「小規模多機能自治」という意味不明の言葉が急に出てきて、数年後には実現させるという。

そのため各自治振興会は疑心暗鬼の状態と思われる。今まで営々と築き上げてきた仕組みをリセ

ットしてしまうのであれば、どこかの国の総理大臣ではないが「時間をかけて丁寧に説明」し、

十分に理解させてからにしたい。また、各自治振興会が取り組みを始める場合、市はいろいろな

取り組み方の例を示して進むべき方向をアドバイス（これを指南役という）するべきである。何

事も最初が肝心である。 

「小規模多機能自治」のサブタイトルとして、「住民の住民による住民のための自治」を加えた

らどうだろう。少しは市民に分かりやすくなるのでないか。 

山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
今までのような家長の代表だけで物事を決めるのではなく、できるだけ多くの住民の意見を取

り入れた自治。 

また、住民に自分たちの地域について考えて意見を述べられるように意識してもらえるような

活動。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

小規模多機能自治を考える会議で活動する。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

小規模多機能自治は自由に考えるべきだが、自治振興会をベースにおよそとはいえ目標年度ま

であり提言時期まであっての会議では半分答えありきになってしまったと感じる。 
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山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  

残念ながらあまり期待していない。 

あまりにも人口減が進みすぎている。将来に対して、わかっているが、他人事であるかのよう

に、危機意識の欠如がある。「年取ったら町場の息子のところに行くっちゃ」が主流である。 

郷土を愛し住み続ける人たちが幸せに、安心して暮らせるようにするには、今、一人一人が意

識改革をしてもっと積極的に行動していかなければならない。これは生き方そのものを問うイノ

ベーションである。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

高齢で年金暮らしの自由人である私は、自分のしたいことをやりたいようにやっている。多く

のことを望まなければ幸せだといえる。山での生活は健康で車が運転できる間はこのまま継続で

きるが、その先のことは考えないことにしている。 

とりあえずこれから３年間は元気で活躍しようと思っている。棚田で米を作り、畑でカボチ

ャ、赤カブの生産をする。空き家でキクラゲ栽培、冬場の閑散期にヒラタケの栽培で五箇山の観

光お土産品としての確立を確実なものにする。生産性と経済性を確認したら次世代に地場産産業

として託したい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

自分の意識も変わるくらい勉強させていただきました。若者達との年代のギャップを改めて感

じたし、また地域ごとの違いも知る事が出来ました。びっくりしたのは、平地区と利賀地区間を

結ぶバスが走っていないことでした。近隣同士が寄り添い生きていかなければならない時代に交

通インフラの充実が望まれます。 

私は一人暮らしです。メイドさんとご主人様を一人でやっています。望んでこのようなことを

しているわけでありませんが、生きるためです。これから効率よく住みやすい生活を送る仕組み

を考えれば大きな家で一人暮らしは非効率です。温かい栄養バランスのとれた食事ができ、空い

た時間で効率の良い農作業ができるのがこれからの時代でないかと思うのです。食事の付いた集

合住宅のような場所に住むのが理想かもしれない。 

自動草刈り機の導入など省力化がもっと進むのが、人口減少社会のイノベーションだと思うの

です。 

山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  
役員の見直しや組織の行事等の見直し。 

伝統を維持。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 
村の伝統を受け継ぎ、維持できようにしたい。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 
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南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員 アンケート

山間部グループ  ○○さん 

１．自治振興会など地域組織に期待すること  

・充て職人事はできるだけやめてほしい。その仕事に真剣に取り組める人を登用してほしい。 

・大局的な視点から地域における組織の在り方を考え、再編・統合を進めてほしい。 

２．ご自身が地域で活躍したいこと、できると思うこと 

・できることであれば、なんでもします。 

３．市民会議を終えての感想やその他自由意見 

・いろんな人と出会い、話せたのはよかった。出来れば、山間部グループ以外の方たちとも、も

う少し仲良くなれたらよかった。 
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◆南砺市型小規模多機能自治 市民会議委員（５０音順） 

荒井 崇浩、有川 寛、池田 淑則、石井 隆子、石崎 裕子、上坂 正治、梅原 雅美、 

浦井 啓子、浦井 慶太郎、大浦 徹、長田 正勝、片山 義昭、カルバーリョ アルツール、

河合 陽介、佐竹 弘昭、重原 外夫、柴田 昌尚、高田 哲親、髙田 実、瀧田 龍也、 

滝本 清、田島 卓也、中嶋 絵梨子、中山 明美、西野 智美、能登 貴史、野原 光昭、 

橋爪 央樹、長谷川 邦子、 原 弘子、前田 啓子、安居 時美、谷内 千尋、山口 幸夫、

山下 百枝、勇﨑 晃、吉田 信一郎、和田 修健 

◆富山大学地域連携推進機構 

  教授／副機構長  地域連携戦略室長  金岡 省吾 

  地域連携戦略室 富山大学 COC+連携推進コーディネーター 特命助教 定村 誠 

  地域連携戦略室 地域連携プロデューサー 藤田 敬人 

◆南砺市役所 市民協働部 南砺で暮らしません課 
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