
出前市長室提言受付記録簿（５月２２日開設）

№
男・女 年齢 ご提言内容 応対

1 男 65

○世界遺産登録２０周年記念事業について

合掌造り集落が来年、世界遺産登録２０周年という節目の年を迎
える。集落の保存とともに若い人たちが魅力を感じ、活気ある相
倉にしていかなければならない。相倉地区としては、世界遺産見
学研修旅行を計画しているが、市として世界遺産見学ツアーや祝
賀会、茅保管庫の建設をお願いしたい。前回の１５周年では、ヘリ
オスにてパネルディスカッション等が行われたが、今回は２０周年
ということもあり、それ以上のものを期待している。

提言者者

世界遺産登録２０周年、そして新幹線開通元年ということで、今一度、地域のことを
みんなで考え検証するという内側のイベントと、冠を付けて大々的に県内外に発信
するものと、２本立てで何かやりたいという考えを持っている。どんなことをすればよ
いか,文化世界遺産課を通じて、菅沼も一緒になって、この一年を話し合いのスター
トとしてほしい。茅保管庫の完成も２０周年に合わせることができればなおいいと思
う。予算の関係もあるので、今年の１０月頃までには計画を立てる必要がある。新
幹線開通によって、観光客の増加を期待するということはもちろんあるが、それより
も、２時間余りで来ることができるということ、情報発信力があるということをアピー
ルし、この地域の価値を上げるという意識を持って、若い人たちがやりたいことを
堂々と提言をできるような、活気をつくっていきたい。都会で元気に頑張っている人
たちの中には、本拠地を東京に置いておく必要は無くなるのではないかと考えてい
る方が増えてきている。そういう人たちが、この地域に目を着け、いろいろな場面で
活動をし始めると、そこにまたいろんな人材が集まってきたり、５年・１０年というス
パンを見越して、大学生とのパイプを繋げて、みんなで守るんだという啓発を含めて
交流を図っていきたい。また、パロトン制度とも言うべき、都会にいても世界遺産の
ことが心配で、何かできることはないか、と考えてくださっている人たちを、２０周年
に向けて、しっかりとしたクラウドファンディングのシステムをつくった上で活用して
いく。そういった方々の祝賀会行事への招待も含めて、早め早めの計画を立ててい
けたらよいと個人的には思っている。いろいろなことが考えられると思う。先日のエ
コビレッジシンポジウムに来ていただき、この地をとても気に入られた俳優の伊勢
谷友介さんからは、相倉・菅沼を活かすために平・上平地域でできることとして、お
かいこさま（むかしの「蚕飼い」）をどこかに復活させられないかという提言があっ
た。伊㔟谷さんが代表を勤める㈱リバース・プロジェクトが考えているのは、おかい
こさまをつくることで、世界で高価なものとされている絹製品の見えなくなってしまっ
てきている生業の原点を今一度起していきたいということ。昔ながらのやり方とは
違った形になったとしても、是非やりたいと意気込んでおられる。この辺りの耕作放
棄地を使ってどういうことができるのか、誰ができるのか、まだ細かいところまでは
考えられてはいないが、世界遺産のあるこの地のシンボルとして、そういうものを復
活するために狼煙をあげたいという、そのような方もいらっしゃるので、もしかする
と、そういう方々の知恵もいただきながら、ファンクラブのようなものをどういう風に
活用していくかというようなことも考えていきたい。マスタープランのアクションプラン
とも絡めて、相談しながら進めていきたい。
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○小学校跡地の有効利用について

長い歴史のあった平地域の小学校が廃校となってしまい大変寂し
いが、跡地についてグラウンドの土や遊具を残して、帰って来た子
どもたちの遊べる場所の確保や、下梨地区住民が気軽に利用で
きる広場と公民館的な施設を建設し有効な活用ができるよになら
ないか。

２６年度６月補正で、校舎取り壊し後の活用方法の検討に対する予算を計上する予
定であり、更地になった状態を見ながらレイアウト等を計画したいと考えている。当
初、麦屋会館という案も聞いていたが、建物がどんどん増えていくと将来的に維持
管理の面で難しくなることも予想され、春光荘のあり方や、今ある機能で足りないも
のは何かということをしっかり検討した方がよいと思われる。平行政センターを通じ
て、みなさんのご意見を集約し、精査した上で、有効な利用ができるようにしていき
たい。また、今年度から、子どもたちが放課後に集まる拠点としての取組みをここで
行っていただいているということで、そのことも踏まえて、遊具やグラウンドをどのよ
うにしたらよいかご相談させていただきたい。麦屋衣装の置き場所をどこにするか、
使い勝手を良くするには、どこから入って、どこに鍵をかけて、というようなことまで
整理して、施設の増設が必要なのか、現在の施設の中でできるのか、これまで通り
の使い方だけではなく、お互いにシェアしながら使えるようにできないかなど、知恵
とアイデアを出しながら周辺全体として考えたい。

○麦屋定期公演の助成について

ポケットパークにおいて毎週日曜日に行っている麦屋定期公演に
ついて、以前よりいただいていた砺波広域圏からの補助金が今年
で打ち切りとなるが、継続して助成していただく方法はないか。毎
回、県内外から４０人程度の観客があり、何とかして続けていかな
ければならないものと努力しているが、地元の協賛金だけでは経
費の工面が難しい。

砺波広域圏からの補助が打ち切りになったのは、南砺と砺波が連携して行う事業
に特化して予算を付けようということに方針が変わったことによるものであり、ご理
解願いたい。以前は１０町村の中での予算の割り振りをしており、ずっとそのままの
流れできていたが、今回、予算を提案型にしたり、その内容も南砺と砺波が一緒に
やらなければならないようなものに集中的に付けようということになった。それぞれ
の市でやるべきことはそれぞれの市でということで整理された。ポケットパークの民
謡については、観光客に非常に好評だということで、市から観光協会を通して、支
援できるような形に変えていきたい。今後も、是非続けていっていただきたい。

2 男 68
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○市営バスの運行について

デマンド方式は便利だが、地域柄、毎回、電話を掛けて来てもらう
ことが気兼ねだと思われている方が多い。週に１日だけでも、巡回
バスを出してもらえないか。歯医者の営業日に合わせるなどすれ
ば、都合が良いかもしれない。金融機関や買い物などの用事もそ
れに合わせて済ませることができるだろうし、店側にとっても集客
の見込める日がわかれば仕入れの面で助かるということもあるか
もしれない。週に１日だけでも賑わう日があれば、地域の活性化
にもつながるのでは。ちなみに、歯医者と接骨院が営業されるの
は木曜日。

人に気を遣う優しい土地柄は本当に嬉しいが、まずは、デマンドを利用することが
申し訳ないという考えが無くして、どんどん利用してもらえるよう、みなさんにも広め
ていただきたい。それでも、週に１日だけでも、例えば、毎週金曜の９時にバスが出
ますというようにした方が、ご近所同士で声を掛け合って出掛けられるので利用し
やすいということであれば、それはまた話が別で、デマンドの次の段階としてそうい
うやり方も考えられるかもしれない。巡回にすると、余計な時間がかかってしまうな
ど不便な面もあると思うので、方面ごとに曜日を決めるなどすればいいのかもしれ
ないし、歯医者や接骨院の営業日が木曜日に集中しているということなので、とりあ
えず木曜はデマンドではなく、時間通りに運行してみればよいのかもしれない。どん
な方法が使いやすいのか、平行政センターを通じて知恵を出し合っていただくととも
に、市営バス担当の政策推進課の方でも調査したい。元々、市営バスは採算を考
えてできるものではなく、結局は便利に利用していただけるということが一番大事だ
と思う。

○防災組織について

日中、どの程度、消防団員が地域に残っていらっしゃるのか。火
災などの万が一の時に本当に対応できるのか大変不安。比較
的、常に地域にいらっしゃる、消防団OBの方々でチームを組むな
どしていただけると安心できる。

利賀で、地域にいらっしゃる６５歳までの消防団OBの方に委嘱して、万が一の時に
補佐などをしてもらう予備隊のような組織を作っている例があるので、他の地域でも
それを参考に広めていけたらよいのかもしれない。その地域にやる気のある方がい
らっしゃることが前提だが、詳細を確認して可能ということであれば消防の方から案
内したい。

○通学路について

新上平小学校の校門に通じる国道１５６号線の交差点が大変危
険。子どもたちは地下道を通るため問題はなさそうだが、結構、ス
ピードを出して通過する車が多い区間で、学校側から車で国道に
出ようとする時、勾配の変化もあり見通しが利かず、ヒヤッとする
ことがある。ぶつかりそうになったオートバイが転倒した事故も発
生している。信号機や予告信号機を早急に設置して欲しい。

公安に関することなので、警察と相談させていただき大至急対応したい。

3 48女
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3 女 48

○和紙について

五箇山和紙の里で平成６年から行っている楮畑での収穫作業に
ついて、これまで近所の方々にお願いしていた、たくり（皮剥ぎ）の
作業が、高齢化に伴う人員不足で深刻になってきており、作業の
負担を減らすため、機械化に向けた技術開発に対する支援をいた
だけないか。

4 男 78

○和紙について

今年の冬に頼まれて、楮たくりを実際に行った。寒中に行う大変
厳しい作業。冷たい池の中に楮を漬け、たくって洗わなければい
けない。１束５貫目（１８．７㎏）、本数にして６５０本から７５０本。１
束たくるのに５日間かかった。もらえる賃金は１束５千円。この金
額でこれまで成り立っていたのは、手の空いている冬の婆ちゃん
たちの仕事だったからということは紛れもなく、春先にまとめて５、
６万円程度もらえれば大変ありがたいという感覚だったのだろうと
思われる。割に合わないということは事前に承知の上で、ボラン
ティア的な気持ちで受け、本数や時間など、作業に係るいろんな
記録をとってみた。最終的に、全部で１２束たくり、６万円いただい
た。６０日間かかった。伝統産業として継承していくためには、せめ
て最低賃金が支払える作業でなければいけないし、それができな
いなら、技術開発による機械化ということを具体的に検討していく
必要があると感じた。

5 女 64

○和紙について

年によっても違うが、和紙の里で１年間分で３０束、この他に宮本
さんと五箇山和紙も合わせると全部で５０～６０束程度必要。近
年、たくり作業をしていただける方
が本当に少なく今年は山本鐵太郎さんに無理にお願いしてやって
もらった。世の中には専用の機械というものは存在するらしいが高
額で、しかも、完全なものではなく、手作業による補足をしてやらな
いと上手くいかないため、ほとんどのところは手作業に頼ってい
る。産官学連携を活用して実用的な機械の開発ができないか。

伝統工芸の保存のために大変重要。先ほどの蚕の話と同じで、無くなってしまって
は何にもならない。毎年毎年だんだんとたくる人がいなくなる。楮を栽培して刈り取
りすることにもかなりの労力がかかる。いろいろと手間のかかる仕事。それをどう
やって残していくか。手間がかかるからといって、和紙の値段を例えば３倍にすれ
ばいいかというと、やる人がいなくなるわけだから、そういう問題ではない。現在、市
で推進しているエコビレッジでは、昔からの伝統のものを絶対に残していこうと決め
ている。昔のやり方に戻していくという方法、現代にあった戻し方をしていこうという
もの、いろいろとコンセプトがあるが、機械化することでそれを補えるということであ
れば、是非早急に検討すべき。新しい機械の開発を民間企業に最初から依頼する
と高くつくと思われるので、まずは、市と技術提携を結んでいる富山高等専門学校
に相談してみたい。現存する実際の機械についてわかれば参考にもすればよい
し、和紙の里、宮本さん、五箇山和紙の３者がその実用化に向けてタイアップして
いってもらいたい。また、こういった人力による細かい作業をソーシャルビジネスとし
て、一年を通して、いろんな人たちが集まってきてやれるようなものも探して欲しいと
いう思いもある。大変で、きつくて、安くて、という悲観的になるのではなく、この地域
で、若干でもお金をもらってやれるような仕事がある、ということを情報発信していく
ことが大事だと思う。
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6 女 29

○五箇山子ども広場について

たいらスポーツクラブでは、今年度から、五箇山子ども広場という
事業を新しく始めた。子どもたちの安心で安全な居場所を提供す
ることで、五箇山地域の子育て環境の向上、異学年による遊びを
通した社会性や協調性の育成、子どもたちと地域住民の交流によ
り、地域で子どもたちを見守る機運の醸成を目的として活動してい
る。県と市から合わせて１００万円の補助金をいただいており、自
己負担金や参加費を合わせて１１８万円の予算を計上している。
毎週月曜から金曜までと夏休みと冬休みを合わせて２１０日間、
体育館を使うこととしているが、年間で施設使用料が１２万９千
円。時給７００円の有償ボランティアの指導員の人件費が８８万２
千円。これだけで１００万円を超えてしまう。冬期間は和室の使用
も考えているが、暖房費を含めて１日４千円程かかり、今の予算
では活動が難しい。他地域では、公民館施設を利用することで使
用料がかからないらしく、この五箇山でも施設使用料について考
慮していただけないか。毎回２人体制で指導員をお願いしており、
現在、１６人の方に登録いただいている。２０代の方から、退職さ
れた方まで幅広く、いろんな遊びの活動を行っていただいている
が、ボランティア的な部分も多く、交通費を支払えるようにしたい。
火曜日は別事業の放課後子ども教室が終わってから、継続して
参加する子どもが多く、最大で３６人となる。上平の子どもたちの
参加も増えてきている。ジュニアバレーの練習の準備が入ることも
あり、体育館全体を使うこともできず、スペースが狭いため、小学
校跡地に子どもたちが活動できるスペースの確保も是非お願いし
たい。

7 女 46

○五箇山子ども広場について

ようやく去年から考え出して、とにかく始めようということで実現し
たものの、経費の面で大変悩んでいる。安心して活動できる場所
をとにかく確保したい。外でも遊べるようにして、子どもたちの声が
響きわたる五箇山地域の子育ての拠点となるよう、意気込んでい
るので応援して欲しい。

8 女 46

○五箇山子ども広場について

子どもたちが自由にお茶を飲めるように準備している。今のところ
は、図書館の湯沸かし室を使わせていただいているが、できれば
そのようなものを兼ね備えた施設の整備もお願いしたい。

大変だということはよくわかった。小学校が統合して上平の方へいってしまっても、
近くで放課後に安心して預けられるところがあればいいと以前から考えていたの
で、こういうことをやっていただくということは非常にありがたくて、何とかして支援を
していきたい。施設使用料については、同じような活動をしていただいている団体と
の均衡がとれるように、調査した上で対応したい。旧４町の地域ではいろんな施設
があったりして、いろんなことができやすいが、ここではこの施設の活用をするより
方法が無いに等しいということからも、山間過疎地域振興条例の活用が考えられ
る。お茶を沸かしたりすることについても、地域の人たちの了解の元でやれるように
なれば、問題ないのではないかと思われる。
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○平高校の存続について

市内では井波高校が無くなり、依然として子どもの数が少ないこと
から、平高校も危ないのではないかと、平高校出身者の多い青年
団から心配の声が上がっている。平高校は全国大会でも活躍して
いる郷土芸能部やスキー部があり、地域独特な活動や、少人数
学級できめ細やかな指導を受けられるなどたくさんのメリットがあ
る。存続させていくために何か自分たちにできることはないか。

平高校はなんとしてでも存続させなければならない。そういうことを言い続けるとい
うことがとても大事だと思っている。勉強だけでなくスポーツや地域柄も含めて、富
山県の高校はちょうどいい感じでバランスがよかったが、子どもたちが全体的に
減ってきてしまったことにより、学校の統廃合という話が出てきた時、やはり辛いな
と思う。親御さんや子どもたちが、あそこは人数が少なくなってきたので、部活や勉
強に不利になるとか、性格が変わってきてしまうのではないかという声が出てくる
と、それがいつしか統廃合で無くなってしまうという話に変わっていってしまったりす
ることがある。なぜ高校が少なくなってきたかということを考えると、１つの学年に５
クラス無ければいけないという提言が、井波高校の議論の時にあった。有識者の中
でも、いろんな議論がされたと思うが、とにかく公立・私立も含めて、２０年後にはこ
れぐらいの高校生の生徒数になるので、こういうクラス編成でこれぐらいの学校数
になるだろうという、単純な議論がなされた結果である。そして、南砺市の場合は、
合併時に偶然４つも高校があったということや、砺波地域の学校区の中でも生徒の
減りが一番早いということで、井波がターゲットとなった。今、第２段階の議論が始ま
りつつあり、３クラスとなっている福光高校について、どうにかしなければならないの
ではないかということが言われており、まだ本格的な議論にはなっていないが、１次
は井波、２次は福光みたいなうわさが流れた。運良く、平については特殊な小規模
な学校として、知事や教育委員会は位置づけているようで、これは地域のみなさん
が郷土芸能部を盛り上げたり、運動会を地域一帯で開催したり、バレーやスキーが
国体に出たりと、総合的に特色のある高校として認められている結果だと思ってい
る。山間過疎地域の取り扱いと同じで差別してもらわなければ困る。みなさんに
やってもらいたいこと、考えてもらいたいことは、受験生の人数を間違いなく定数よ
りもプラスにすること。平高校は、全学年合わせて約１００名。常に毎年１００人いる
ぞという形にしておかなければならない。平高校に行きたい生徒がいっぱいいるん
だということを言っていきたい。また、平高校は本当にいいところだということを言い
続けることも大事。先日の市長会でも、ものすごい好影響を与えてくれた郷土芸能
部、この特色ある平高校を守っていきたい。
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○高齢者福祉について

介護老人保健施設葵の園なんとの通所リハビリテーションに携
わっているが、この４月から流れが変わった。入院中でもすぐに在
宅に戻られて、通所リハを利用したいという相談が少しずつでは
あるが増えてきた。H２６から診療報酬の改定が行われた影響で、
以前は退院後に直接、施設入所されるケースがほとんどだった
が、病院の利益追求のために、在宅へそのまま帰される。特養は
入所待ちでいっぱいなため入れず、どうしたらいいかわからないと
いう方が非常に多い現状。老健は元々リハビリを行う施設であり、
リハビリをして元気になって在宅へ帰っていただくことを目標として
いるが、その辺りの認知が低いように感じる。従来からの特養・老
健・療養型病院の３つの柱の内、療養型病院の廃止が決まってお
り、新型老健に移行されるということもあり、在宅で頑張っている
方々のためにも、もっと認知度を深めて、有効に利用していただけ
るように、市としても活動をお願いしたい。

福祉の現場で働いていらっしゃる方には特に影響のあることだと思うが、この４月か
ら全部変わった。病院の診療報酬の制度が改正となったことによるもので、今日の
新聞でも、訪問診療の報酬が下がったことが出ていた。この診療報酬の改正に対し
て、来年度に向けての介護保険制度の改正が大変なことになると危惧している。昨
年の１０月に介護保険推進全国サミットを開催した時に、こういうことにならないよう
にという提言があったにもかかわらず現実には起きてしまい、今後について大変心
配している。病院はできるだけ早く出すことになる。問題は、そこから在宅に行く前
に、施設に入ったり介護保険のケアプランを作る必要があるが、ケアマネージャー
の数が非常に少なく、大きな問題となっている。これからどんどん出てくるものを
ちゃんと受け止めてやっていかなければならない。施設に入れずにケアプランも立
てずに在宅へ直接入っていってしまうという最悪な状況にならないために何とかし
なければならない。そういう問題意識を持って動いている。病院の改革も同時に進
めていくが、できるだけ早めに、病院の中で、急性期や慢性期や療養というものを
セットにして、ここにワンステップできるものを確保できるかどうかという検討もして
いきたい。砺波医療圏全体の大きな問題で、中核である砺波総合病院もどんどん
出すということになると、受けるところが無くなる。それを受ける病院や施設の整備
をしっかりとしなければならないが、当然、特養では受けきれないので待機が増え
る。なので、在宅でもちゃんと介護ができるように、２４時間の随時巡回などもやろう
としているが、もう少し時間がかかる。大至急取り組んでいかなければならないと認
識している。なお、これは制度的なものであって、何かあった時に預けられる場所を
キープするとか、デイサービスの受入れ人数を増やすとか、２４時間の巡回をいつ
からどこまでやれるか、時間のかかるこの辺りはどうするか、隣近所の人たちにも
どういうことをみてもらえるかなど、総合的に南砺市で老後も安心して介護が受けら
れるようにしていきたい。来年度以降の福祉計画を今年度作ることになっており、６
５歳以上の方を対象に分厚いアンケートをさせていただく予定。これにより、手厚
い、ピンポイントの計画を作っていきたいと考えているので協力して欲しい。砺波と
小矢部と南砺で同じ計画を作ることになっているが、面積が琵琶湖と同じで標高差
６００ｍの南砺市は条件が違いすぎる。この条件の違いをしっかり把握して、この人
はどうなった、あの人はどうなったという確認ができるような、細かく対応できる福祉
事業を進めていきたい。高齢化率がどれだけ上がろうとも、みんな幸せに死んでい
くというモットーでしっかりやっていきたい。市民病院にいらっしゃった南院長をケア
や介護の分野で専門的に動いていただけるようにもなったので、連携をしながら進
めていきたい。民間の福祉施設の方々とみんなで一緒にやっていかなければなら
ないことであり、情報共有をさせていただきながら、いろんな知恵もいただきたい。
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○人形山の登山道整備について

平壮年会の主な事業として、毎年、人形山の登山道整備を行って
いる。人員の確保、予算の確保ともに厳しい現状ではあるが、今
後も何とか続けていきたいので、登山道整備の業務委託費として
いただいている助成について、今後もお願いしたい。

登山道整備の業務委託として今後もお願いしたい。

○観光案内標識について

近年、海外からたくさんの観光客が来られるが、それでも立山へ
の割合が多い傾向にあるので、世界遺産のある五箇山へもっと足
を運んでいただけるように対策をして欲しい。また、その外国人の
方を受け入れることに対して、案内板の標記について、英語のみ
ならず、いろいろな言語に対応できるようにすべきではないか。

どういう看板がいいのか考えていく必要はあるが、個人的には、できるだけ数を少
なくした方がわかりやすいと思っている。合併時からあまり変わっていないため、そ
ういった意味でもわかりにくいということは間違いない。できるだけシンプルに、でき
るだけわかりやすく、というものにしていきたい。逆のことを言うかもしれないが、特
に世界遺産の周辺には看板は無い方がよいのではないかと考えている。そんな中
で、どう表現して、どう誘導するかというのが、これからの技の見せ所ではないかと
思っている。例えばナビゲーターや、スマホのソフトを使ったＡＲで何かできないか
など、いろんな方法を考えていきたいと思っている。アメリカ人が多いからと看板に
英語を入れると、次に韓国人が来る。それで韓国語も入れようとすると、その次は
台湾人が来る、というようになると、ひとつの看板に全てを書かなければならないこ
とになってしまう。金沢から南砺市への看板を統一しよう、そしてそれもできるだけ
シンプルなものにしようという話もあり、これからしっかり検討したい。東京でもオリ
ンピックまでにと、これまでのわかりにくいものから変わってきている。それらも参考
にしながら考えたい。危険な時はすぐに避難先のわかる看板が必要だが、通常の
誘導については、他のいろいろな方法が考えられないかと思っている。世界遺産と
して、特に海外旅行者への対応はしっかりしていきたい。スマホなどを持っていない
人についてはどうするのか、と言われるかもしれないが、特に日本語のわからない
外国人の方ほど、予めそういったもので調べてくるという傾向にあるので心配いらな
いと思っている。安易に大きな看板に何カ国語も書くのはみっともないのではない
かと思っており、そういう意味では、センスの良さを出したものにしていきたい。
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10 男 43

○平地域出身のアニメ監督、河森正治さんの起用について

現在、市独自のアニメを制作するなど力を入れられているが、ア
ニメ界において、メカデザインの巨匠ともいわれている大変な重鎮
が、この地の出身。このことを元に、南砺市と接点が持てれば、い
ろんな展開ができるのでは。小中学校で講演をしていただけると
いうようなことに繋がっていけば嬉しい。

有名な巨匠の方なので、一度お会いすることができればいろいろな話ができると思
うが、アニメに関しては、出身地だからといって簡単に使わせてもらえるとは思って
いない。アニメは著作権がとにかく大変。ピーエーワークスのトゥルーティアーズに
ついても、著作権がありすぎて使えず、お金をかけてでも新しいキャラクターを作っ
てもらったという経緯がある。京都の東本願寺に、スラムダンクの漫画家の井上雄
彦さんが、親鸞聖人を描いた屏風があり、昨年、井波の瑞泉寺に借りてきたが、寺
には全く興味が無いというような人たちが列を作って観に来ていた。ものすごい反
響だった。本山がこのようなことをしたことには驚いたが、このアニメーターは昔の
漫画家という雰囲気ではなく、アーティストなんだなと感じた。この河森さんも相当立
派な方であろう。そういう有名な方と縁があるなら是非一度会ってみたい。

11 男 78

○山の幸、特産品の制作について

小谷地区に昨年まで缶詰工場があったが、今年やめられたため、
今後は利賀の方で対応してもらおうと思ってはいるが、自分たちで
できないかということも考えている。このようなことに対する補助金
のようなものがあれば教えてほしい。

協働のまちづくりのモデル事業やエコビレッジのモデル事業というものがある。例え
ば、福光地域の山田では蜂蜜を作っており、搾り機などいろんな設備について補助
金を利用して揃えられた。少なくとも補助が無くなってもちゃんと経営していけるとい
う目途をつけられるようにすることが条件だが、市民協働課で行っているチャレンジ
事業が該当するのではないかと思われる。是非、取り組んでいただきたい。こういう
声が本当に大事だと思う。瓶詰め・缶詰・それにどんどんレシピやいろんなものを
作って、小谷地区のイベントに付加価値をつけていってもらいたい。今、都会では山
菜料理ブーム。この魅力的な地をいかに情報発信していくかということが鍵だと思
う。


