
テーマ：各地域の「具体的な

 本日はお忙しい中、お集まりいただき

庁舎機能再編議論を契機として、２月から１０

に、将来のまちづくりの方向性や

ちづくり検討会議」では、１２月に予定されている市長への提言

検討結果をとりまとめました。 

 本日は、これまでの協議・検討

意見を伺い、最終的な提言の取りまとめに向けた

ておりますので、よろしくお願いいたします。

協議検討内容の説明
   Ⅲ. 地域の皆さんとの意見交換
   Ⅳ. 閉会
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福野地域まちづくり検討会議

まちづくり
の方向性

区分 まちの優位性を活かす
新しい核となる拠点づくり
（複合交流施設）

駅周辺・空き家・空き店舗・
空き地の活用

人口減少を見据えた次世代に繋がる
持続可能なまちづくり

現状と課題
又は特徴

・福野地域は保育園、小学校、中学校、
高校、福野体育館、文化創造センターヘ
リオスなどが文教ゾーンとして中心市街
地にまとまっており、先人である先輩諸
氏の思いと苦労が感じられるまちづくり
がなされている。
・砺波土木Cなど３つの県の出先機関や
川田工業、コマツNTC、三協アルミな
どがあり、市外からの通勤者も多く、工
業のまちとしての発展が期待されるほ
か、南砺市内で最も人口減少率が少な
い。

・公民館機能の受け皿の役目を果たして
きた福野産業文化会館（S51年築造）
は、年間16,500人の利用状況である
が、老朽化してきており耐震補強もされ
ていない。
・市の公共施設再編計画では、ヘリオス
との複合化とされているが、スペースの
問題やヘリオスの行事との競合などで活
発な地域活動ができるか疑問。
・一方そのヘリオスは、年間利用状況は
約6万人であり、市内3施設の中でも利
用者が最も多く、毎年定期的に開催され
る行事もある。

・駅周辺には､南砺福野高校があるが､
アンケートを分析する限りは高校生が福
野でショッピングや飲食を楽しんでいる
様子がうかがえない。
・高校への通学路には歩道がなく道幅も
狭いため､大変危険な状態での通学を強
いられている。
・駅舎の環境が悪く､冬は寒く夏は暑
い。また､駐車場･駐輪場からのアクセ
スも悪く危険である。
・福野中心市街地の人口減少が著しく､
地域コミュニティーが崩壊し､伝統ある
祭りや文化が失われてしまう。
・空き家､空き店舗､空き地が多い。

・南砺市の人口は転入より転出が上回っ
ている状態が続いており、人口減少が進
んでいる。
・立地条件として南砺市福野地域は南砺
市最北に位置し、砺波・小矢部両市に接
している。
・20年、30年先を見据えたとき、若い
世代から、南砺市を「住む場所」として
選択してもらう（住居を構えてもらう）
ことが、持続可能なまちづくりのひとつ
の手段である。

何故必要か

・福野庁舎、福野体育館、福野B＆G海
洋センター、ヘリオスが徒歩圏内にあ
り、災害時や市の関連行事等には庁舎と
一体利用が可能であり、他の地域には無
いまちづくりがなされている。
・想定最大規模の洪水浸水想定において
も、災害のリスクが少ない。
・将来の広域連携にも地理的に有利。

・年間16,500人の利用がある福野産業
文化会館は老朽化しており、それに代わ
る代替施設が必要。
・ヘリオスとの複合化では活発な地域活
動ができない。
・小規模多機能自治を進める拠点となる
施設が必要。
・現在福野体育館を利用している放課後
児童の学習スペース（アルカスの不足
分）の確保・市の中心部に高齢者や幼
児、児童らが自由に集える場所が必要。

・若者が滞在しない地域にまちの未来は
ない。高校生が他の世代と交流が出来て
勉強、飲食など長時間に渡り滞在できる
施設の整備、安全に通学するための導線
の整備が必要。
・空き地、空き家、空き店舗はまちのイ
メージダウンにつながっているため利活
用は必須。また、すぐに使える資産とし
て非常に有効である。

・人口減少が進むことで、少子高齢化、
地域の空洞化、組織の弱体化がすすむ。
↓

・地域の課題解決を進めるために必要な
資源が不足。
↓

・安心・安全な地域、住みよい地域が失
われ、ますます人口減少がすすむ。

規模又は内容

地域の活動を始め、日常的に幼児からお
年寄りまでが気軽に集える施設
・小規模多機能自治の拠店として、集会
室(100人規模)、会議室３～4、事務局
フロアほか
・放課後児童の学習スペース
・幼児の遊べるスペース
・高齢者等の交流空間スペース
・趣味の会等のオープンスペース
・テナントスペース、芝生広場
・夜高・福野縞のPRスペースなど
・行政センター等公共スペースなども検
討。

・まちの中心にある空き家、空き店舗を
利用したまちの使い方を変えるコンテン
ツ※２作り
（リノベーションまちづくり）
・駅舎内、高校等への導線、駐車場、
ロータリー、JA跡地も含めた、まちの
玄関口となる駅前の整備
・庁舎跡地など空き地を使った、エコタ
ウンや緑化、交通制限などインセンティ
ブ※３のある新しい宅地開発

福野地域の課題を考えるスクールの立ち
上げ
◎ターゲットイメージ→高校生
案１：福野高校の授業（総合・地域学
習）の一環として取り組む【協力依頼済
み】
案２：夏休みを利用して開講する
①テーマとなる課題を提示し、高校生か
らアイディア提案してもらう。

②アイディアコンテスト・表彰

③事業化

　　　提　　言　　内　　容（案）

まちの資産（優位性）を活かした持続可能なまちづくり



どこで
(場所)

・小学校やアルカス、おひさま保育園な
どとも近い、ファブリカ跡地で住宅開発
とも合わせて検討。
・庁舎がなくなることが決まったので市
有地を活用することも検討

まちなかの空き家・空店舗、
JA跡地も含めた駅前
福野庁舎跡地

複合交流施設、空き店舗、空き家などの
活用

市が主体となり、
①都市局の立地適正化計画を策定し、補
助事業で整備。
②内閣府地域再生事業での整備も検討。
③民活導入により、持続可能な施設とす
る。

・行政や高校なども含めた駅前開発の検
討チームの設置
・宅地開発のための法整備や規制緩和

下記団体等で有機的に構成される組織体
系の確立
・自治体（県、南砺市など）
・教育機関（各種大学、高校など）
・産業界
・地域自治会
・地域企業
・地域個人

地域で
取り組むこと

・地域ボランティアにより、施設の利用
をサポートし、合わせて賑わいを創出す
る工夫をする。

持続可能な
運営方式

・PPP方式やPFI方式※１の検討
・まちづくり会社を設立し、大家となっ
て施設の運営を担う
・コンビニやテナント使用料などの収益
による運営費の縮減。

・PPP（公民連携）の手法を活用
・クラウドファンディング※４の活用
・地域ファンド※５の設立

産学官民連携
（民間企業、教育研究機関、国・地方自
治体、地域住民・ＮＰＯ）

取り組みに
よって

解決できる課題

・公共施設再編計画に基づき、福野産業
文化会館、福野中部公民館、ひびきの家
の廃止。
・幼児からお年寄りまでが交流できる、
中心市街の核となり、まちの活性化が期
待できる。

・人づくりへの投資により持続可能な地
域へとシフトする。
・空き家、空き店舗を活用したコンテン
ツをスピーディーに作ることができる。
・まちの玄関口である駅前を整備するこ
とにより、安全性・利便性を高めまちの
魅力を高めることができる。

・まちづくりに高校生の意見を取り入れ
る仕組みの構築、またまちづくりへ興味
関心を持ってもらうことで、地域への参
画意識を高めることができる。

・将来世代にとって魅力的な地域づくり
に貢献することができる。

取り組みに
必要な支援

(行政に望むこと)

・民間主導によるPPPの推進
・若い世代が活躍しやすい環境づくり
・空き家、空き店舗、空き地のまちの資産としての利用促進
・コミュニティーの再形成

福野まちづくり構想の策定支援及び各種勉強会・リノベーションスクールの開催支援

【用語解説】

※１ PFI（プライベート・ファイナン
ス・イニシアティブ）
　公共施設等の設計、建設、維持管理及
び運営に、民間の資金とノウハウを活用
し、公共サービスの提供を民間主導で行
うことで、効率的かつ効果的な公共サー
ビスの提供を図るという考え方。公民が
連携して公共サービスの提供を行うス
キームをPPP（パブリック・プライ
ベート・パートナーシップ：公民連携）
と呼ぶ。PFIは、PPPの代表的な手法の
一つ。

※２ コンテンツ
　中身

※３ インセンティブ
　人々の意思決定や行動を変化させるよ
うな要因のこと

※４ クラウドファンディング
　不特定多数の人が通常インターネット
経由で他の人々や組織に財源の提供や協
力などを行うこと

※５ 地域ファンド
　自治体や地銀などが出資して作る投資
を目的とした組織のこと



福野まちづくり検討会議
福野地域別意見交換会福野地域別意見交換会

1

まちづくりのビジョン Vision

まちの資産（優位性）を活かした
持続可能なまちづくり

2

まちの資産（優位性） Asset

・公共施設がコンパクトに配置

・大企業や県の出先機関が多い・大企業や県の出先機関が多い

・広域連携の地理的優位

3

課題と現状 Task

人口減少による

・行政サービスの低下

・地域コミュニティーの崩壊

・空き家、空き店舗、空き地
4



課題と現状 Task

公共施設

・福野産業文化会館
→老朽化 耐震→老朽化 耐震

・小規模多機能自治 活動拠点

・福野文化創造センターヘリオス

6

課題と現状 Task

ファブリカ跡地

庁舎跡地 駅前

空き家 空き店舗

課題→資産
7

まちの資産を活かしたまちづくり Method

地域の課題1
（人口減少による行政サービスの低下）

地域の課題２マイナス 地域の課題２
（溢れる遊休不動産）

遊休不動産を活用してまちの使い方を変える

新しいコンテンツ作り

×
マイナス

は超マイナスでは
なくプラスです RENOVATION

8



まちをつくるコンテンツ Contents

食 子育て

農業 教育飲食店

食文化 オーガニック 仕事 遊び場

学校

福野で暮らす人が
幸せに暮らせるまち

環境 健康

エネルギ―

自然 福祉 運動

エコハウス スポーツ

廃材利用

まちなみ

9

まちの核となる拠点づくり

10

まちの核となる拠点づくり Contents

公共

行政窓口 広場

児童館 公民館

複合交流施設

民間

店舗 調理室

会議室 ホール

11

対象エリア Where

12



進め方 How

民間主導型
PPPPPP

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
（公民連携）

13

進め方 How

行政の土地に、民間のまちづくり
会社が建築を作りそこにテナント会社が建築を作りそこにテナント
として行政が入る。
又は建築後一括購入

14

まちの資産を活かす

駅周辺・空き家・空き店舗
空き地の活用

15

まちの資産を活かす

16



現状と課題 Task

17

現状と課題 Task

・駅舎の待合スペース
・福野高校への安全な導線の確保
・駐車場・駐輪場からの導線
・若者が滞在できる場所
・JA跡地（まちのイメージダウン）

18

対象エリア Where

19

庁舎跡地 How

インセンティブのある

20



庁舎跡地 How

・緑豊かな住宅地

・エコハウス エコタウン・エコハウス エコタウン

・オフグリッド

・交通政策

21

①

対象エリア Where

②

④

③ 22

まちをつくるコンテンツ Contents

食 子育て

農業 教育飲食店

食文化 オーガニック 仕事 遊び場

学校

福野で暮らす人が
幸せに暮らせるまち

環境 健康

エネルギ―

自然 福祉 運動

エコハウス スポーツ

廃材利用

まちなみ

23

対象エリア Where

まちなかの

24



対象エリア Where

25

福野高校 How

・組織体制の確立

・スクール・スクール

・アイディアコンテスト

26

行政 Administration

・有機的な組織づくりの確立

・各機関との調整・各機関との調整

・規制の緩和

27

手法 How

複
合
交
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（
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き
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活
用
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の
育
成
）

リノベーションスクール
28



福野構想の策定
公民連携

手法 How

民間会社が
実行

リノベーションスクールの実施

民間会社が
実行

民間会社が
実行

公民連携

民間主導 29

リノベーションスクールの効果 What

30

リノベーションスクールの効果 E ect

まちの未来像を共有できる
今ある資源を活用できる

幅広い世代の意見を反映できる幅広い世代の意見を反映できる

実践者を育てることができる

民間の力を最大限に活用することができる

複数の案件を同時に進行できる

31

次なるステップへ Step

知識・経験・人材を活かし
持続可能なまちの発展を目指す

32



資金 Fund

・地域ファンドの設立

・クラウドファンディング

33

資金 Fund

地域
FUND

投資

配当

地域課題解決型
ビジネス 34



◎「まちづくり検討会議からの提言」に対する取り組み 

2018年 

   12 月 

2019年 

1月 

   4 月 

市 民 行 政 

まちづくり検討会議 
からの提言

庁内検討部会 
による協議検討 

公共施設再編計画との整合性,維持管理方

法,市全体のバランス,財政面などの課題整

理や､優先度を含めた今後の進め方を検討

検討に必要な経費の予算化 

次期総合計画 
策定

地域特性を踏まえた

総合計画の策定 

推進体制づくり 
推進組織設置 

庁内組織機構の見直し 

構想に係る検討組織の設置 

＜想定メンバー＞ 

・市民   ・学識経験者 

・関係団体 ・利用者   ・市職員など

【主な検討内容など】 
・実現に向けての 

課題整理と解決方法の検討 

・基本構想（コンセプト・テーマ） 

・整備すべき機能（サービス） 

・事業の採算性、運営手法 

・地域の合意形成 など

財源の検討 

補助金・起債等、 

整備財源の検討､予算化

実施設計協 議 

提言に基づく具体的なまちづくりの実現 

提 言 

地域審議会 
４地域の提言内容の共有と全市的な 

まちづくりに向けた意見交換

運営支援

決 定 反 映 

施設整備

現総合計画 
実施計画

出来ることからの 
取り組み


