
出前市長室提言受付記録簿（８月２２日開設）

男・女 地域 年齢

1 男 井波 57

旧サンタの森スキー場について
旧サンタの森スキー場のゲレンデにおいて、農業公社
がそばを栽培されています、そば畑を広範囲にできない
か効率的に収穫もでき、トラクター等の燃料の節約にな
ることだと思い提案します。
現在使用されていない、レストハウスを事務所兼作業員
の休憩所にできないか提案します。

水道・電気等を含めて、今後、全体の管理について、地元の方々と
協議をさせていただきたい。
この場所をもう少し植林して行きたいという流れがあるようなので、
施設等の改修は難しいが、それに合わせて考えていきたい。
そば畑については、農業公社で拡大できるかわからないが、今後、
そば畑としてどうすればいいか農業公社も含めて考えていくべきだ
と考えます。

産業経済部

2 男 利賀 57

観光事業について
富山県は観光客一人当たりの旅行投資額が、全国平
均で下まわっており、富山県でより多くの旅行費を高め
ていかなくてはいけない、と思われます。
長い間滞在していただく、着地方観光を目指して行くた
めに観光プランを提案致します。
首都圏の人達に南砺市のすばらしいものを十分に感じ
取って、街づくりを考えていかなければ成りません。観
光周遊事業の構築のための支援をお願いします。
市民が自ら率先して作り上げる将来のプランに対して、
温かい指導と助言をいただきたいと思います。
又、南砺市のビジュアルブックの更なる活用策の検討を
お願いいたします。

観光週遊プランについては、まず誰をどこに呼んで来るのか、観光
客をいかに引き込むか。
富山のiJTの皆さんと、市の観光協会も含めて五箇山をつなぐ所、
庄川と庄川峡の長崎温泉から、五箇山に入るルートの確立にしっか
りと取り組んでいただくことが大事だと思います。
東京もしくは首都圏から北陸へまず呼ぶ為のキャンペーン、その次
は、北陸へお越しいただいた人をできるだけ南砺の近くに呼び込む
と言う事を先駆けて、実施していきたいと思っています。
首都圏のみならず外国からも同様に、観光業者・観光協会の方に
きっちりとプランを作っていただき、提供していくことだと思っていま
す。
ビジュアルブックについては、在庫の冊数と販売数が違いますの
で、市長政策室で２００冊程度キープしてあります。後は書店と平凡
社が持っています。
東京で写真家の方が他の写真集に乗せて、PRしています。

産業経済部
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3 男 利賀 63

利賀分遣所の職員配置について
消防署所再編に伴い、見直しの時点で利賀分遣所に救
急体制の２人体制がとれないか。現在日中は、行政セ
ンター職員、そして夜間祝日は、委託している中でいつ
までこの体制が続くのか、疑問です。非常備だからこ
そ、救急体制だけはできなのか。救急の対応をよろしく
お願いします。

今年、基幹消防署は、福光地域の高速道路付近の造成工事が終
了し、来年が建築となります。平成２７年度から供用開始の予定で
あり、現在もう１カ所高瀬神社の交差点周辺で用地の検討をしてお
り、今後地元との協議をすすめる予定です。来年造成、再来年建
築、平成２８年供用開始を予定しています。
平成２８年の体制について、人員調整が始まってきた段階です。利
賀分遣所の２人体制は今のところ予定されていません。平成２６年
は今と変わらない体制、平成２７年には本格的に基幹消防署が動く
ことから人数は変わります。
平成２８年にもう１署できますので、その時点で利賀分遣署は庄川
井波署管轄に移る体制になると思っています。全体人数は常備消
防で決まっています。現在の常備消防の署員は、多少減になります
が、次の年から安定していくことを考えても全体的に３名減の予定に
なっています。決められた人数の中で署所を再編して、車の台数は
全体的に変わらない状態でキープいたします。
出張所は、１台に１０人から１１人になりますが分遣所は、広域の消
防の決まりのなかで、１名体制です。

総務部

4 男 利賀 38

①TOGA天空トレイル大会について
TOGA天空トレイル大会の開催に向けて、平成２６年６
月１４日（土）開催と設定して、それに向けて先日大会実
行委員会を立ち上げました。現地点での問題点は、コー
ス整備などの準備はできつつありますが、初回である
故、PR不足が懸念されます。
南砺市として、大会のPRに向けて南砺市のHPの活用
や、観光課などのバックアップをお願いできませんでしょ
うか。

南砺市ではトレイルラン計画としては２つあります。
１つは、長野で企画している会社だと思っていますが道宗道をやっ
てみたいと聞いています。TOGA天空トレイルを準備していて、プロ
の方をお呼びしたと言う事ですが、将来毎年どういった形になってい
くのか、もし今後他の所と、つなぎながら長いものができてくるのか、
展開として興味を持っています。
白川村は岐阜から名古屋あたりまでを考えているようです。
最終的には、石川か能登までつなげたい話、もう一つ能登から白山
に向けてくるプランもあります。
相当ここで交錯するので、結果的に毎年三カ所づつやるのがいいの
か、あるいは、ユニット型にして最後に繋ぐのかとも思っています。
みなさんでフエイスブックを活用していただいて、私たちと一緒にフ
エイスブックなりＰＲして行く方が効果的で定期的に乗せた方がよい
かと考えます。

産業経済部
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4 男 利賀 38

②各イベントの調整について
南砺市の知名度を上げようと、毎年四季を通じて、旧８
町村でさまざまなイベントが行われています。
同日開催で客の奪い合いがあるかの様に見受けられま
すので、年間のイベント行事を把握しているので商工
会・観光協会等で考えていただく事だと思いますが、南
砺市としても交流観光まちづくり課なりで調整などできな
いでしょうか。
次に、現在高校への自宅からの通学がかなり困難であ
る為、アパートを借りたり、それぞれの家庭で探したりし
ていますが、同じアパートを借りるなら離村を考えている
方が、かなりの率であり子供の事を考えると、離村の選
択技も迫られているのが現状です。
現在の市営住宅を高校の寮と言う考えで優遇措置を検
討いただきたく、お願いします。

市で調整できればいいのですが、実行委員会がバラバラで行ってい
ますので、観光協会の方にも相談をして、連携して廻れるようなイベ
ントであれば良いと思います。
次に、アパートの問題ですが、金銭的な補助と、安心して住まわせ
るという、二つの事があるので現在どうあればいいのか、市営住宅
の用途替えは難しいので、どのような対策があるのか。空き家を借
りていただいて、お世話をする人が順番に行っていただく、そこに家
賃補助を検討できればと考えられます。
福光なら福光、福野なら福野どれくらいの人数になるのか、方法を
検討していきたい。
山間過疎の意見交換会でも聞いておりました。年度途中からの対応
できるような話ではなかったので来年度の予算でどう対応させてい
ただくか、検討したいと考えています。

産業経済部
市長政策室

③スターフォレストについて
ふるさと財団がおやきなどで努力をしているが、宿泊が
弱い。有効活用してほしい。
都会から利賀ゼミや学生ボランティアが毎週来ている。
彼らの拠点にできないか。
そのためには、各部屋の改修などが必要になってくる
が、２度目の廃校にならないように活用してほしい。
老人が長期滞在できる施設にもならないか。メンバーズ
ホテル（旧そばの郷温泉）が閉館した。高齢者が５～１０
人程度長期滞在できるようにすると雇用も生まれる。

スターフォレストについて一つは、３階をシェアハウスにすること。ま
た、今後利賀に必要なのは高齢者が生活する場にすることではな
いかと思います。浴場もあるし、厨房で配食もできるし、食事の配達
もできるのではないか。
それを具体化するためにユニットバスやユニットトイレの設置も考え
ています。
どうすれば使い勝手がよくなり、管理の方法を検討すると、高齢者
が５人ほど生活でき、利賀ゼミなど利賀によく来る馴染みの学生な
ども気楽に宿泊できるようになるのではないか。
利賀ふるさと財団の指定管理のことも含めて考えていかなければな
らない。

産業経済部

5 男 利賀 64

利賀ゼミ活動に関する支援について
利賀地域は高齢化が進んでいるので、利賀ゼミなどの
力を借りないとイベントなどができない。
草刈や除雪などにも力を借りているが、その若者の旅
費・宿泊費は本人が負担している。何か協力できないだ
ろうか。
民宿も高齢化の影響で少なくなった。若者の善意だけで
いつまでも続くとは考えにくい。少しでも長く利賀村に来
続けてもらうためにも、空き家の活用等で学生向けの拠
点づくりをして、住民との交流をはかれば地元も活気づ
くのではないか。
市としても協力してもらえないか。

利賀ゼミの活動は多岐にわたるため、活動ごとに分けて考える必要
がある。
他の地域の事例ですが「学生たちが地域に価値を求めて来て、皆さ
んが受け入れることで双方にプラスになる。」これが続く間は学生は
来るが、そのバランスが崩れると一気に来なくなる。そこが難しいと
ころで、お金ではWIN－WINの関係になれない。ある地域では活動を
受け入れる。草刈りも屋根雪下ろしも受けるがそれ以外にもプラス
になるものも受ける体制が必要である。学生たちは、バラバラに集
まる場合と学校単位で集まる場合もあります。学校単位については
何かできるかも知れません。

産業経済部



出前市長室提言受付記録簿（８月２２日開設）

男・女 地域 年齢
№

提言者
関係部局ご提言内容 応対

6 男 利賀 71

①２次交通の整備について
利賀への行き方が大きなネックだと思います。これがク
リアできたら利賀も磨き上げた魅力が生きてくると思い
ます。
お客さんをターゲットにした２次交通が何か無いだろう
か。

２次交通ですが、公共交通として考えていく方法と公共交通の中で
も市のコミニュテイバス路線にするのか、観光路線にするのか、ある
いは民間観光バスを定期的に運行するのか。２次交通の考え方、
いろいろな観光の魅力を繋いだツアーを考えて民間会社のネット
ワークに観光協会がどうやって入っていくか、市でどう考えていくか
と言う事が必要と考えられます。

市長政策室

②山の神線の国道昇格について
国道３０４号線について、下梨から利賀行政センターま
で国道の延長ができないか。現在は交通量が多いので
検討をお願いしたい、国道昇格になれば地図にも掲載
して頂けるし、カーナビにも乗りますので、迷わず着てい
ただけると考えられます。

山の神線につきましては、以前ナビに写っていないので、ナビの会
社に要望を出させて頂きました。ナビについては、現在動いていま
す。
国道昇格も３０４号が１５６号にタッチして、利賀まで要望を出させて
頂きましたが、その後どうなっているのか、調査したいと思います。

建設部

③ミズバショウ湿原整備について
ミズバショウ湿原を整備して頂きたい。

水無のミズバショウについてはすばらしいことも知っていますし、大
切なことも理解しています。湿原の保全に対しては、検討してみま
す。

産業経済部

7 男 利賀 55

地域内公民館及び公共遊施設の活用について
利賀地域全体が高齢化していく現状の中、いろいろな
指定管理施設の地区、管理組合の運営が厳しくなって
きています。
利賀の民宿も高齢化のため、かって２０軒あまりあった
民宿も現在５から６軒になってきています。
学生等の合宿あるいは、親子活動等県内外からの誘致
学生スポーツサークル活動拠点施設として各地域にあ
る公民館や、現在使用されていない施設の活用につい
て改修等に必要な設備投資、広告運営費等について何
か対応策はないか。

地域内公民館につきましては、地域と公共施設の指定管理がなさ
れていますが、本当にこれでいいのか、一つ一つ協議しています。
大学生と私たちは、ここで何をすべきなのか、どうやっていけばいい
か、宿も必要ですがそこも含めてどういった活動拠点で活動を行っ
ていくか、考えていく必要があります。
演劇とか中村体育館の利用は、そのまま使えますので、その施設
にどういった人達が来ていただけるか、この地域でどのように対応し
ていくか考えていかなければなりません。
宿泊施設をどう考えていくかお互いに考えていきましょう。

産業経済部

8 男 利賀 59

山の神線の整備について
１５６号線平から利賀への進入道路が非常に狭く、１００
ｍ程白線を引き整備して、
看板等の設置ができないか。

白線整備はもちろんですが、誘導看板を工夫することも一つの方法
だと思います。
市道ですので、私たちの管理でしっかりおこなって行きたいと思いま
す。

建設部
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9 男 利賀 48

コンビニの設置について
バトミントン部の大学生がいますので、合宿の誘致を依
頼してみますと学生の条件がコンビニだそうです。コンビ
ニがあるところが絶対条件であるそうです。作ることを検
討してはどうか。

農協とタイアップして、木造の建物を建て、観光協会の窓口があり、
コンビニの機能と農協が小さくてもいいからできればと構想がありま
したが、下火になりました。学生の方々は、必要な物を持参して参加
していてくれますが、何とかコンビにらしき物があればと思っていま
す。

産業経済部

10 男 福野 25

イベントの開催について
イオックスアローザでライブイベントとができないだろう
か。

昨年と一昨年同じ業者さんとメンバーがお越しいただきました。
2,000人～3,000人は集客できますが、その場を仕切る方が必要であ
り、重要です。一昨年商工会青年部の皆さんに断わられる程大変な
ことです。
状況を換えて、野外の様なステージをやろうという事で昨年は城端
桜ヶ池クライミングセンターでの話でしたが、キャパが小さく、チケッ
ト売上だけでは、メンバーを呼べないということで２年間不完全燃焼
のような状態でした。今後熱い人がたくさん集まれば必ずできること
だと思います。

産業経済部


