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平成２８年度第１回井口地域審議会会議録

1 開催日時  平成２８年９月２０日(火)午後３時～５時まで

2 開催場所  南砺市井口行政センター (2 階) 特別会議室

3 出席委員  １１名 林 則雄、北村英男、小林加津實、藤田敏明、池田淑則、塚﨑貢、中嶋外行、

中山清貴、柳田由紀、吉田しのぶ、高野芳美

4 欠席委員  １名 本庶登紀子

5 市側出席者 田中市長、齊藤市長政策部長、吉澤市民協働部長、米田ブランド戦略部長、

上口市長政策部担当部長、山﨑井口行政センター長、市川南砺で暮らしません課長、

此尾文化･世界遺産課長、田野行革推進係長、野村行革･施設管理課副主幹、石本協働

のまちづくり係長、地方創生推進課片田副主幹、山田井口行政センター次長

6 傍聴者   ２名

7 協議議題  ①南砺市文化芸術振興基本計画について

②庁舎再編に係る意見交換について

8 その他   ①空き家調査の概要について

9 会議経過

 ○開会

山﨑センター長から開会の宣言と本庶委員の欠席報告を行う。

 ○委嘱書の交付

新規委員に対し机上にて委嘱書を交付。

 ○副会長選出

   山﨑センター長より、会議前に委員で互選し、副会長に北村英男氏を選出したことを報告。

   一同承認

 ○会長挨拶

林会長より開会の挨拶

○市長挨拶

日頃、井口地域の皆様方には大変お世話になっております。今日は、28 年度に入って初めての

地域審議会であるが、大きなテーマがいくつかある。林会長をはじめ、全体の自治振興会連合会

で統合庁舎の問題について一度説明をさせていただいたが、それを受けて、本日から８箇所で地

域審議会を開催させて頂くことになっている。統合庁舎についてのメリットやデメリットについ

てはこのあと説明をする。南砺市が合併して 12 年になるが、やはり大きな課題は、庁舎の問題で

あり色々議論されてきたと認識している。合併する前に、合併まちづくり計画を作ったが、その

中で庁舎は分庁舎方式とすると明記されている。分庁舎方式というのは、４つの旧町にある庁舎

がそれぞれの機能を分担して使うもので、旧村については行政センターという形で、そのまま行

政センター機能が残ることが明記されている。この合併まちづくり計画は本来 10 年の計画であり、

当然その期間は分庁舎であった。東日本大震災が発生したということもあり計画は国全体で５年

間延長された。そういう経緯があるので、15 年間は分庁舎方式で行くということが計画に明記さ

れているが、15 年経過した後は分庁舎方式をどうするのか、そういった議論をしたいということ

でスタートさせていただいた。合併して今までのプロセスの中で約 61%が統合庁舎にしなければ

いけないのではないかというアンケート結果もいただいた。反対に、行政サービスというものは

どうなるのか、地域の行政センターはどうなるのか、そういったことを明確に方針を出してもら

わなければ統合など出来るわけがないといった意見もいただいた。そういったことを踏まえて、
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昨年アンケートをし、今年に入って庁舎の統合について議論をさせていただき、議会の皆さんと

も数ヶ月議論をさせていただいた。そして、地域審議会へ、自治振興会へ、住民の皆さんに意見

を聞こうとなった。審議会の皆さんから様々な意見を賜りたいが、まず先日の自治振興会連合会

の意見や、議会の皆さんの意見、それに対する答弁の内容について説明する。私の考えは統合庁

舎にすべきだと思っているので、そういった意味で議会の皆さんや審議会の皆さんの前に来てい

る。その統合の仕方にはいくつかあり、新しい庁舎を別の場所に作るのか、あるいは、今ある庁

舎を使えばいいのか、大きく分けてこの２つが考えられる。どこの庁舎を使うかということは４

つの選択肢があるので、合計５つの選択肢となることから議会の意見を聞いた。どの場所にする

のかを本日決めるわけではないが、こういう考え方であることをお聞きいただきたいということ

で５つのパターンを持ってきている。意見が庁舎のことだけだと、統合庁舎は良いが、それぞれ

の地域の話になりがちになる。まずは、公共施設のあり方、その中で行政サービスのあり方、そ

して庁舎のあり方、そういったところから少しずつ意見が反映され、ベストはどういったことを

すればいいのか、ベターはどうなのか、そういったことを議論させていただきたい。この後担当

から説明をするが、皆さんの意見を出来るだけ多く聞く場にさせていただきたい。

○協議議題

林会長が議長となり順次議事を進める。

①南砺市文化芸術振興基本計画について

（米田ブランド戦略部長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はあるか。

（市  長）  南砺市の中には素晴らしい文化芸術があるがまだまだ知らない人達にどう広げていく

かがまずメインである。小中学生が、世界に発信する演劇や音楽、美術館にどんどん行

くなど、そういうところから子ども達を育てる環境を作っていく。我々は守っていかな

ければいけないところは守らなければいけないので、獅子舞や夜高などをこの計画の中

で明確にするというのが今回の方向であり、文化芸術を柱にするということである。

（議  長）  中学生や高校生に地域の特徴を学校で教えているのか。昨日のフォーラムでも話があ

ったが、将来南砺市を背負っていく彼らの意見も聞くべきではないかと思う。井口では、

小学校から椿の苗木を育てたり、販売をしたりしている。そういったことをＰＲする場

も設けてあげなければいけないかもしれないが、そういった取り組みもこの計画で具体

的に謳われていくのか。

（市  長）  子ども達の活動が非常に重要で、ふるさと教育を充実しようと議会の皆さんからもご

指摘をいただいている。子ども議会では、市長に提言するため夏休みに地域を回る活動

をしており、また、小中学校のふるさと教育で取り組んだことについて、常時２～３校

から成果としていただいているが、言われるように全体的に発表会というものは、それ

ぞれの学校の文化的な発表会の場でしかないということがある。もう１つは、南砺市の

高校の中でエコビレッジクラブというものを作ってもらい、そことのやり取りもしてい

る。高校生が地域の総合計画を自分達版で作ってみるということをやり始めているとこ

ろもある。将来自分達のこととして考えられるような中高生の活動を、今後方向性を持

ってやっていくべきだと思う。次の総合戦略や総合計画を、私たちより若い年代にも一

緒に考えていただける場を、今後作っていくべきだと思うので、地方創生課でそういっ

た思いを入れられるように、そして、教育委員会とタイアップし少しずつ形が見えるよ

うにしていきたい。

（委  員）  概要版のＰ３の「基本目標と施策の方向性」の中に、「南砺市展の充実･発展」と記載
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されている。砺波市では作品を買い上げたりしているが、今後その充実･発展というの

は、どのようなことを考えているのか。

（米田部長）  市展は、一昨年まで福光美術館とヘリオスの２会場で開催していたが、昨年福光美術

館の改築が完成したので１つの会場で見られるようになり出展者の数も増えた。それだ

け地域の皆さんの関心が高いということと、環境を整えると成果が出るということを実

感している。実行委員会では、作品の買い上げなど様々な意見が出ているが、市の美術

協会が連合会となり、市展の運営というものを主体的に取り組んでいただいている。そ

れを更に皆さんで作り上げるということを大事に育てていきたいと思っている。

（市  長）  美術連合会の皆さんの意向として、発表の場を各地域に回していきたいとか小学校に

良いものを見せたいという気持ちがあるので、そういったところは当然取り組んでいき

たい。南砺市の美術館の良い所は、常設展示があるところである。市民の皆さんの作品

も展示するため広くもしているので、そういった機会を増やしていくことが大切だと思

っている。公民館活動や学校の中に定期的に作品を飾れる状況がまだ出来ていないが、

小中学校を巡回するくらいになればいいと思っている。

（委  員）  大切だということは分かるが、目に見えて成果が出にくい部分である。今の段階で年

間いくら使う予定なのか。そして目に見えて判断するのが大変難しいと思うが、実際に

使った後の検証というものをするのか。

（米田部長）  ご指摘のように成果を評価する判断は難しいと思う。

（市  長）  文化や芸術は成果が出にくく、逆に言うとお金に換算しにくい。今やっている事業で、

例えば演劇などは施設の運営も含めて固定的に７千万円、市展の助成金なども固定とし

て予算化している。子ども達の事業として、地元でやってもらっているものにはあまり

お金はかかっていない。この計画の中で、大きなお金に関するものは出てこない。ただ、

人材育成が難しいとか問題をまず拾い出し、実施計画を作っていく中で少しずつ見えて

くるかと思う。

（委  員）  他と比べて南砺が良いと思うのは、10 年や 20 年で真似できないこういった伝統文化

や環境であり、大切にしていかなければいけないが、担い手が少ないのも現実。今後南

砺のまちづくりを考える上で、産業の振興も大切であるが、伝統文化など自分達の強み

を活かしていかなければいけないと思う。時間はかかるし成果も現れにくいと思うが、

こういうところに力を入れ、長い目で見て自分達の強みを活かしていくことが大切だと

思う。

（市  長）  我々の暮らしは、歴史と文化というものが目に見えないところから浸透している。祭

りになればみんなで獅子舞をする地域を作っていくなど、目に見えない豊かな心が文化

だと思っている。南砺は今まであったものを文化資本として力強く発信し、若しくは守

っていくということが大きな力になると信じている。今後、南砺市の総合計画や様々な

計画の中で文化というものをしっかり位置付けしていきたい。

（議  長）  他に意見が無ければ、次に、庁舎再編にかかる説明を上口市長政策部担当部長より受

け意見交換をする。

②庁舎再編にかかる意見交換会について

（上口市長政策部担当部長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はあるか。

（委  員）  氷見市では、高校の体育館を庁舎に改修した。井波高校の体育館も残っており、経費

や実際使ってみないと利便性は分からないが、他の施設を使う方法は考えられないのか。
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また、南砺市には大きな病院施設が２つあり、その内 1 箇所を庁舎に使えないかという

ことは考えられないのか。

（上口部長）  大型施設といえば学校か病院であり、おっしゃるとおりである。資料に書いてあると

おり、学校については大きな問題である。自治振興会連合会との意見交換会では、今後

統合しなければいけない学校もあると思うのでそれを使ってもいいのではないかとい

う意見もあったが、市としてどの学校が廃校するとか今のところ考えていないし試算的

なこともしていない。

（市  長）  氷見市の場合は元々庁舎が耐震化されていなく、新庁舎を作らなければいけないタイ

ミングに有磯高校が空いてきた。そこに緊急防災の予算措置があり、10 数億で改修され、

それはその時のベストな判断だと思っている。今我々が議論する、新しいものを作るの

か、若しくはどこかの施設を利用する話の中で、既存施設を利用する場合、庁舎を選ん

だ方がコストは全く小さくてすむことが分かっているので、新たに体育館を選ぶという

ことはない。我々が今使っている庁舎が、どこも使えなく新しいものが必要であるとい

うことなら、新しいものを建設するか、体育館を使うかという話になる。今使える庁舎

にコストをかけずにどう使っていくかを考えていきたいと思っている。病院の議論は別

で、病院が要るか要らないかということと、医療として要るか要らないかということが

ある。病院は、建物と経営の問題などがあるが、今、平・上平から城端・福光周辺を面

的に見ると、個人医院の数が非常に少なくなっているので、経営は別としてあの辺りに

病院機能は必要である。どちらかの病院を全て引っ越すという話はできない。

（委  員）  病院はあれば良いということはみんな分かっているが、聞いている範囲では経営があ

まりにも成り立っていない。病院を残すということと、庁舎を建てるために莫大な金額

をかけることと、同じ金をかけて南砺市民にとってどちらが幸せかトータルで考えてい

かないといけないと思う。個人的に統合庁舎が出来ることは賛成だが、今議論されてい

るのはコストについて主眼になっているので、南砺市全体で使える金をトータルで考え

たほうが良い。

（市  長）  病院については、両方の病院の累積赤字について新聞等で報道されているが、南砺市

が病院として最低限必要な医療はどれだけなのか議論している。病院の改革プランを作

り、経営上の縮減は両病院でしていかなければいけないし、当然だが、砺波総合病院と

南砺市の病院の関係も明確にしていかなければいけない。更に、富山県全体のベッド数

も減ることも考え、少なくとも市の病院の病床数や規模は変る。また、空いた部屋を福

祉の施設として利用することなども検討もしている。そのことと、病院で予算をたくさ

ん使っていてトータル的というより、両方とも使わないようにやっていかなければいけ

ない。

（委  員）  一軒の家で使える金と考えた場合、どこかにたくさん使うところがあってもトータル

で使える金額は決まっている。そのため、優先順位を付けて考えなければいけないと思

う。

（市  長）  良い意見である。両方持っていられるか、という話だと思うが、今ある庁舎で初期投

資を少なくするものと、どこを使うかということ、そして新たなものを探す議論は必要

だと思う。言われるように、大きな施設を作っても全て持っていられないので、小さく

していかなければいけない。

（委  員）  この資料を見たら、誰が見ても福光庁舎を活かす方がコストは安い。将来的に人口も

減っていくことが分かっているので、議論にはならないのではないか。将来のことを考
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えたら、お金のかからない方法を考えるのが一般的である。その他の地域の人は反対さ

れるかもしれないが、具体的に数字を見たら決まったようなものではないか。

（議  長）  福光庁舎の建替え予定年度は、平成 59 年であり 30 年先のことである。その 30 年間

の間に耐用年数が来る他の施設は、維持管理費もかかるがどうなるのか。潔くスピード

感を持って新しく求めた方が、市民の利便性も確保でき、より効率的な事務運営もでき

るのではないか。どこの庁舎も増築する場所はないと思っている。特に福野庁舎の土地

は借地である。そういったところも加味しながら維持費など考え、交通の便とか、公共

施設の利便性もあって南砺市の中心ではないかもしれないが、私はどこかに新しいもの

を求めたほうがいいと思っている。

（市  長）  維持をしていく議論になっているが、維持をしていかないために当然解体するものは

解体していく。

（議  長）  解体する場合は、スピード感を持って潰していかないといけない。潰すためにはどこ

かに新しいものも設けなければいけないし、その間福野庁舎だったら７年間維持しなけ

ればいけない。

（委  員）  それは違う。例えば福光に決まったらその他の３箇所は直ぐに解体するから、それら

にかかる経費は発生しない。

（上口部長）  建替え費用には土地購入費も入っている。

（議  長）  費用よりも求められるかどうかが問題である。住宅移転や既存道路の拡幅とかも考え

なければいけないのでお金だけの問題ではないと思っている。そういうことを考えると、

広い用地に作ったほうがいいのではないかという気がする。

（市  長）  庁舎のある地元では話の内容は違ってくると思うが、地域振興のために行政センター

のあり方も詰めていかなければいけない。現在は、行政センターが窓口になっているが、

そこをどうしていくかが皆さんの興味のあることでないかと思う。例えば井口の行政セ

ンターはこの場所でいいのかという議論もあるし、空いた部屋をどう利用していくかと

いう議論もしていかなければいけない。そういったところがトータル的な庁舎のあり方

になっていく。今は皆さんの意見を聞くという段階である。

（委  員）  南砺市は、元々８町村で他市と比べても面積が広く、様々な設備を持っている。それ

が広く分散していて、庁舎を含め使いやすいようにイメージして整理していかなければ

いけない。私の思いとしては、例えば行政ゾーンや医療・福祉ゾーン、文化・芸術ゾー

ンなどを考え、新たに必要となればそこに集中させることをやればどうか。合併して 10
年余り経過するが、いまだに目に見えない８町村の境界がある。そういうゾーニングし

て利用する場所にお互いに行き来することで、そういった目に見えない境も少しずつ取

れていくものだと思う。そういう観点からも行政ゾーンというものを考え、そこに新し

いものを作るのか、既存のものを利用するのかを考えていけばいいのではないか。

（市  長）  南砺市が合併して 12 年経過するが、今のところゾーニングというものは全く考えて

いない。井波地域に地域包括ケアセンターを作る時に病院と介護という思いはあった。

将来的にはゾーニングという考えもあるのではないかと思うが、公共施設を再編し、複

合化をして、新たに作るときに少しずつ動いていくのだろうという思いはある。

（議  長）  他に意見はあるか。

（市  長）  これは議論のスタートだと思っている。地域審議会の皆さんの意見を聞いて、次は市

民の皆さんのところに出向いて意見を聞き、それをまとめていかないと決まらないと思

う。私の思いは議会などで伝えているが、今年度中に決めなければいけないものでもな
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いかもしれないし、何回かそういう機会も必要なのかもしれない。行政センターについ

ても議論していく時間が必要かもしれない。

（議  長）  29 日には出前市長室もあるので、本日聞けなかったことをそこでも意見を言っていた

だいてもよい。他に意見が無ければ、次に、その他として空き家調査の概要について吉

澤市民協働部長より説明を受ける。

①空き家調査の概要について

（吉澤市民協働部長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はあるか。空き家対策について、アンケートをとって行政サイドで計画を

作るという話だが、郡上八幡では、民間のＮＰＯ法人に委託をして、住めるかどうか、

どう直したら住めるのかなどを不動産業者や弁護士と連携を取り活動している。しかし、

行政でする場合は、条例や制度を作らなければ動けないことからタイムリーに動けない。

不動産屋が仲介することで、家賃など決めネットで空き情報などを載せられる。また、

その協議会や行政でその空き家の改修費を負担し、それを借主の家賃に上乗せし負担し

てもらっている、と聞いた。民間が携わることで、スピード感を持ってこのような問題

を地域全体の問題として取り上げることができるのではないかと思う。

（吉澤部長）  計画策定には 10 名の委員の方を想定している。メンバーは、自治振興会や弁護士、

建築士、不動産業者、大学、その他住民代表を公募している。先ほどは、空き家の調査

について説明させていただいたが、南砺市では空き家バンクも対応している。市内には、

売却はするが、貸すのは難しいという人が多いのが現状であり、単に空き家を撤去する

という話だけではなく、実際に有効活用するための方策もこの計画には盛り込まれる。

その中で、民間にもそういう組織があれば、そういった団体も活用しようということを

計画の中に盛り込むことも可能だと思っており、それらの情報も集めながらこの計画を

作っていく必要があると思っている。

（市  長）  本来は不動産業者がそういうことをしている。しかし、助成や補助がないと改修でき

ないので、このような計画を作らなければならない。本来は、民間が委託を受けてやっ

ていただければスピード感を持って取り組めるのではないかと思うが、県や国の補助が

あるので公的な計画を作らなければいけなくなる。

（委  員）  空き家はすごく多く、手をかけてもとても住めるような状態ではない。10 軒や 20 軒

ぐらいなら市でお金をかけて住んでもらえるようにできるかもしれないが、ほとんどは

実際に住むのは無理である。地元の者にしてみれば、早く撤去して更地にして欲しいと

思っているが、そういうことにはならないのか。

（市  長）  個人の財産を壊すときのプロセスは必要で条例を作った。名義も変っていってなかな

か壊せない物件があるのも現実である。言われるように、あまりにも見苦しい物件につ

いては、所有者と話を進めていこうとする仕組みはできている。

（議  長）  他に無いか。無ければこの機会に何かご質問等はあるか。

（委  員）  以前、高齢者を対象に生活圏域ニーズ調査があったが、高齢者には内容を解釈するの

が難しいところが多々あった。我が家では私が聞き取って書いていたが、若い人と同居

している家族なら書いてもらえるが、高齢者のみ世帯や一人暮らし老人の方には書けな

いと思う。そんな場合は誰かが出向いて聞き取りしたほうが良かったのではないか。そ

ういうところをもう少し改善されたらいいのではないか。

（市  長）  生活圏域ニーズ調査は 65 歳以上の方、全員に配布した。２割は砺波の介護保険組合

から出て、残りは市から出した。何を目標にしたかというと、地域包括ケアを進めるた
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めに、本来は抽出で出来たが、どの地域のどんな所にどんな人がいるのかまで知りたか

ったので南砺市だけは全員を対象とし実施した。65 歳全員対象で 80%の回収率だった。

言われるように、家族と一緒にお住まいだから提出していただけた。そうなると、逆に

提出されないところに問題があるということで、後日、保健師が出向き様子を見て書い

てもらった。内容は国の例に従ったもので難しいと言われているが、他市や全国と同じ

ようなデータを取らなければいけないというところからスタートしているので少し分か

りにくかった。言われることも非常に良く分かるが、３年に１回予定している。今の意

見を参考に出来るだけシンプルに、家庭の内容やその人の症状が分かるようなことを大

事にしてやっていきたい。高齢化などの率だけで事業の予算化ができないので、ピンポ

イントで今後取り組んでいかなければいけない。そういった意味でもこのような調査は

必要である。

（委  員）  保育園のことを聞きたい。昨年度の地域審議会の施設再編のときに、今の施設の維持

管理もしっかりして欲しいとお願いした。井口保育園の定員は 43～45 人で、ほぼいっ

ぱいで空きを待っている状態である。設備的にも 20 年以上経過して老朽化していると伴

に、建設当時は０歳児から１～２歳児を対象としていなかったが、現在は乳児が多くな

っており、狭くて必要なものが無い状態である。大きな問題は、調乳室さえ確保されて

いないため給食室で調乳している状態である。更に保育士が不足していることや畳の部

屋が不足しているとか、網戸も無く虫に刺され家に帰ってくる状態である。井口として

は、小中の連携も考えているが、今のままでは不足しているものがたくさんあり、それ

が小規模保育園の課題でもある。

（市  長）  確認させていただき、必要なところは整備していく。持ち帰って内容を検討する。

（議  長）  他に意見はあるか。無ければ予定していた時間になったので、以上で本日の会議は閉

会する。

 ○副会長挨拶

北村副会長より開会の挨拶

 ○閉会

山﨑センター長から閉会の宣言を行う。


