
南砺市まちづくり検討会議 全体会議 

平成３０年１２月１９日 １９時～  

於 南砺市役所城端庁舎３階大ホール 

まちづくり検討会議からの提言書 

「まちづくり検討会議」は、庁舎統合の議論を契機として、市の行財

政改革や公共施設再編などの様々な課題を踏まえながら、将来を見据え

たまちづくりの方向性を検討するため、市の呼びかけに対して、地域審

議会長の推薦や公募に対して自主的に参加された委員で構成される会

議です。

平成３０年２月２３日から本日までに、４地域ごとに１４回から１５

回の討議を行い、ワークショップ形式による議論や、テーマごとのグル

ープに分かれての自主的な分科会なども開催しながら、まちづくりの問

題点・課題を身近な視点から捉え、地域活性化に向けたまちづくりの方

向性と具体的な取り組みについて議論を積み重ねてこられました。

また、地域別意見交換会や地域審議会委員の皆様との意見交換会も開

催し、広く地域の皆様からのご意見をうかがう機会を設け、その内容に

ついても協議検討されてきました。

この提言書は、このようにして進められてきたまちづくり検討会議の

成果を取りまとめられたものです。
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まちづくり検討会議からの提言について（別冊資料）

　平成30年12月19日の全体会議当日に配布された資料です。

資料２



【南砺市まちづくり検討会議委員】     

担当地域 氏 名 委員区分 担当地域 氏 名 委員区分 

城 端 

松本 久介 推薦委員 

福 野 

古瀬 正嗣 推薦委員 

松平 保夫 推薦委員 香川 俊光 推薦委員 

清部 一夫 推薦委員 栗山 芳雄 推薦委員 

長田 久美 推薦委員 蟹谷 康代 推薦委員 

山崎 良子 推薦委員 岩崎 弥一 推薦委員 

岩井 透 推薦委員 山田 智恵子 推薦委員 

溝口 富士子 推薦委員 北川 智之 推薦委員 

坂井 隆 推薦委員 中西 一夫 推薦委員 

中島 満 推薦委員 梅本 大輔 推薦委員 

芳里 勝 推薦委員 嶋田 沙由里 推薦委員 

水本 積 公募委員 柴田 昌尚 公募委員 

石村 厚志 公募委員 石黒 公一 公募委員 

石村 修子 公募委員 橋爪 央樹 公募委員 

松田 小百合 公募委員 浦井 啓子 公募委員 

松井 紀子 
（～H30.10） 

公募委員 上田 絵美 公募委員 

小西 紗希 
（H30.11～） 

推薦委員 

井 波 

長田 正勝 推薦委員 

福 光 

澤田 喜成 推薦委員 

佐竹 弘昭 推薦委員 松本 絵美 推薦委員 

川合 優子 推薦委員 石川 歩 推薦委員 

寺西 雅典 推薦委員 舟岡 昭美 推薦委員 

島田 優平 推薦委員 坂井 晋 推薦委員 

村松 慶孝 推薦委員 中山 明美 推薦委員 

久恵 健治 推薦委員 前田 啓子 推薦委員 

池田 塔 推薦委員 土倉 美香 推薦委員 

小西 雅子 推薦委員 辻 岩和美 推薦委員 

遠藤 裕子 推薦委員 富田 智衣 推薦委員 

北村 隆洋 公募委員 中川 吉宏 公募委員 

長谷 力 公募委員 奥野 康宏 公募委員 

藪 晴美 公募委員 水内 康晴 公募委員 

西村 一郎 
（H30.8～）

推薦委員 八幡 磨未子 公募委員 

直江 こず恵 
（H30.9～）

推薦委員 中山 正次 
（H30.9～）

推薦委員 
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【まちづくり検討会議の開催日・場所】 

開催日 実施内容 開催場所 

2 月 23 日(金) 第 1 回（全体会議） 対象：４地域 城端庁舎ホール 

3 月 12 日(月) 第 2 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

3 月 19 日(月) 第 2 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

3 月 23 日(金) 第 2 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

3 月 26 日(月) 第 2 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波総合文化センター研修室 

4 月 16 日(月) 第 3 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波総合文化センター会議室 

4 月 19 日(木) 第 3 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

4 月 20 日(金) 第 3 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

4 月 26 日(木) 第 3 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎会議室 

5 月 14 日(月) 第 4 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

5 月 16 日(水) 第 4 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

5 月 21 日(月) 第 4 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波総合文化センター会議室 

5 月 25 日(金) 第 4 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

6 月 11 日(月) 第 5 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

6 月 12 日(火) 
井波庁舎･社会福祉センター･保健センター見学、 
第 5 回（地域別会議） 対象：井波地域 

庁舎他、井波社会福祉センター研修室 

6 月 14 日(木) 第 5 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

6 月 19 日(火) 第 5 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

6 月 18 日(月) 第 6 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波総合文化センター会議室 

6 月 20 日(水) 第 6 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

6 月 28 日(木) 第 6 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

6 月 29 日(金) 第 6 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

7 月 5 日(木) 第 7 回（地域別意見交換会） 対象：福野地域 福野体育館会議室 

7 月 6 日(金) 第 7 回（地域別意見交換会） 対象：井波地域 井波社会福祉センターホール 

7 月 9 日(月) 第 7 回（地域別意見交換会） 対象：城端地域 城端庁舎ホール 

7 月 10 日(火) 第 7 回（地域別意見交換会） 対象：福光地域 福光福祉会館ホール 

7 月 30 日(月) 第 8 回（地域別意見交換会） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

8 月 3 日(金) 第 8 回（地域別意見交換会） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

8 月 6 日(月) 第 8 回（地域別意見交換会） 対象：井波地域 井波総合文化センター会議室 

8 月 10 日(金) 第 8 回（地域別意見交換会） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

8 月 30 日(木) 
先進事例視察、 

第 9 回（地域別会議） 対象：城端地域 
東海方面、城端庁舎会議室 

8 月 31 日(金) 第 9 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

9 月 11 日(火) 第 9 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

9 月 13 日(木) 第 9 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

9 月 27 日(木) 第 10 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

10 月 1 日(月) 第 10 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

10 月 11 日(木) 第 10 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

10 月 15 日(月) 第 10 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

10 月 22 日(月) 第 11 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

10 月 25 日(木) 第 11 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

10 月 30 日(火) 第 11 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

11 月 1 日(木) 第 12 回（地域審議会意見交換会） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

11 月 5 日(月) 第 11 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

11 月 6 日(火) 第 12 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

11 月 7 日(水) 第 12 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

11 月 12 日(月) 第 13 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

11 月 14 日(水) 第 13 回（地域別意見交換会） 対象：福光地域 福光福祉会館ホール 

11 月 19 日(月) 第 12 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎講堂 

11 月 20 日(火) 第 13 回（地域審議会意見交換会） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

11 月 26 日(月) 
第 13 回（地域審議会意見交換会、 

地域別意見交換会） 対象：福野地域 
福野体育館会議室 

11 月 28 日(水) 第 14 回（地域別意見交換会） 対象：井波地域 井波社会福祉センターホール 

12 月 4 日(火) 第 14 回（地域別意見交換会） 対象：城端地域 城端庁舎ホール 

12 月 5 日(水) 第 14 回（地域審議会意見交換会） 対象：福光地域 福光庁舎別館ホール 

12 月 6 日(木) 第 15 回（地域別会議） 対象：井波地域 井波社会福祉センター研修室 

12 月 10 日(月) 第 15 回（地域別会議） 対象：福光地域 福光福祉会館会議室 

12 月 11 日(火) 第 14 回（地域別会議） 対象：福野地域 福野庁舎会議室 

12 月 17 日(月) 第 15 回（地域別会議） 対象：城端地域 城端庁舎会議室 

12 月 19 日(水) 市長への提言（全体会議） 対象：４地域 城端庁舎ホール 
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白紙
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（白紙のページ）



南砺市まちづくり検討会議 城端地域 

提 言 書 

平成 30 年 12 月 19 日 

南砺市まちづくり検討会議城端地域委員 
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１．城端地域の現状と課題                     

◎城端地域の現状 

［強み］ 
○ ユネスコ無形文化遺産の城端曳山祭 
○ 曳山祭とむぎや祭り、大きな二つの祭行事 
○ ハブ化した駅があり、拠点性もある地域 
○ 三世代交流が行われている 
○ 充分に暮らしやすい 
○ 風情ある町並み、越中の小京都 
○ 立派なもの、すばらしい特性がいたるところに残っている 

［弱み］ 
▽ 人口減少、少子高齢化による担い手不足 
▽ 空き家・空き店舗の増加 
▽ 老朽化で整理検討が必要な施設が集積している（図書館、勤労青少年ホーム、起業

家支援センター、旧城端共同福祉施設、保健センター、美山荘） 
▽ 酒席を含めた会議の場の不足 

◎城端地域の課題 

◇ 庁舎が無くなってもまちがさびれないような新たな拠点（複合交流施設）の設置 
◇ 老朽化で整理される施設機能の維持 
◇ 子育て世代から高齢者まで、誰もが気軽に集えるスペースの確保 
◇ 新たな担い手が入ってきやすい環境づくり 
◇ 今後の祭のあり方、継承の検討 
◇ 空き家、空き店舗情報の収集、発信、有効利用 
◇ 各団体等が活動に使える供用スペース（会議室等）の確保 
◇ 催事利用可能な駐車場の整備 

２．城端地域が目指す「まちづくりの方向性」            

複合交流施設新設による地域住民が活発に活動できる拠点づくり

複合交流施設新設で目指す方向性 

① 世代を超えて交流し助け合える、誰もが集える居場所づくり 
② 地域の情報を共有し語り合える仕組みづくり 
③ やりたいことが実践できて活気あふれるにぎわいづくり 

※各方向性は全てつながっていて相互に補完しあう関係である。 

３．複合交流施設新設の概要                   

＜目的＞ 

・公共施設再編計画の要請を踏まえ、庁舎統合によって空いた庁舎建物を含め、老朽化
した地域内６施設のスクラップ＆ビルドを１カ所で担うもの 

・施設を複合化することで、図書館機能を中心に地域住民や観光客など誰もが気軽に集
える利用しやすい建物を目指す 

・子育て世代から高齢者までが集う、にぎわいの拠点であるための仕掛け・システム等
を検討する 
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＜近隣施設・再編統合施設との関連＞ 

〈城端庁舎〉 
取り壊し後、複合交流施設として新築（規模を縮小） 
・行政センター窓口機能 → 複合交流施設へ 
・土地改良区、曳山修理工房(曳山保存会) → 他施設へ（要調整検討） 

〈城端図書館〉､〈美山荘〉、〈保健センター〉､〈起業家支援センター〉 
複合交流施設へ一部機能を移転後、取り壊し 

〈勤労青少年ホーム〉 
他施設へ機能を移転後、取り壊し 
・城端公民館、城端地区自治振興会事務局、会議室 → 旧共同福祉施設へ 

※各種教室･サークル等の受け皿として、小学校特別教室棟の利活用を検討 
         （大型調理室、和室、小ホール等があり多用途に利用可能） 

〈旧共同福祉施設（商工会）〉 
商工会の複合交流施設への移転後、｢勤労青少年ホーム｣の城端公民館、城端地域づ
くり協議会（城端地区自治振興会）事務局機能を移転 

〈城端伝統芸能会館｢じょうはな座｣〉 
複合交流施設とドッキング（渡り廊下で連結）して一体化、回遊性を持たせる 
※各施設取り壊し後の跡地活用については要検討 

（例：図書館･勤労青少年ホームは水月公園･天満宮も含めて駐車場や公園等に整備など） 

＜施設機能＝どのような機能が入るのか？＞ 

〈まちのえき〉 
・地域住民や観光客が世代を超えて集い､交流する､にぎわい創出拠点 
・総合案内、休憩所、連携交流拠点、カフェスペース、おみやげ販売、そば道場、人

（市民､観光客､応援市民など）と公共交通（世界遺産バス､地鉄バス､デマンドバス､
なんバスなど）のハブ拠点、レンタサイクル発着所など 

〈図書館〉 
・司書常駐、中央図書館との連携を強化し､城端地域関連書籍等の所蔵は確保、蔵書は

少なめでも学習スペースを充実、読み聞かせに対応 
〈社会福祉協議会〉 
 ・美山荘機能、相談、取り次ぎ対応（※美山荘の公衆浴場機能は移転しない） 
〈オープンスペース・会議室・貸室〉 

・高齢者や子育て世代が集い多用途に使える会議室や貸室スペース 
（※パーテーション等で用途に合わせて広さが変えられるオープンスペース） 

・子どもの｢遊び･学び･楽しみ｣を高齢者や地域がサポートする多世代交流の拠点機能 
・隣接する城端伝統芸能会館｢じょうはな座｣と連携した一体的な利活用 

〈共有事務スペース〉 
・行政センター 
・商工会城端支部、社会福祉協議会城端支所、観光協会城端支部等 

（各機関､団体等のバックヤード(資材倉庫スペース)を含む） 
〈屋外スペース〉 

・ペタンクコート(5m×15m)や軽トラ市にも使える多目的スペース 

＜施設の運営方法等＞ 

≪課題・問題点等≫ 
・有利な財源（起債・補助金等）の確保 
・運営母体（主体）の選定および調整 
・運営組織（母体・中核）はだれが担うのか？受け手の検討 

   → 商工会や観光協会の城端支部､新たな管理団体の検討(各組織の連携･共同が大切) 
・施設の大きさは求めない ⇒ 最低限の大きさ 
              ハコではなくヒトで地域課題を解決したい 

・災害発生時の避難場所（現庁舎規模＝大規模）としての対応は考えない 
・地域内の他施設と積極的に連携協力・利用調整        （考えられない） 

  （城端小学校、桜クリエ、南砺農業会館、ＪＲ城端駅、 
城端別院善徳寺、曳山会館･蔵回廊など） 

  ・現分庁舎・図書館等に展示・保管されている文化財や美術品の管理 
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４．複合交流施設新設で目指す方向性の実現に向けた具体的な取り組み

①世代を超えて交流し助け合える、誰もが集える居場所づくり 

＜目指すべき姿＞ 
・地域住民や観光客が世代を超えて集い、交流し、にぎわいを創出する施設 
・昔の遊び､むぎや､庵唄など､学校では教えてもらえないことを学び､体験できる 
・観光客､高齢者､親世代､子どもたちが互いに学び､助け合い､交流を深める場所づくり 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○地域住民や観光客が世代を超えて集い､交流し､にぎわいを創出 
・情報の集約と発信：地域内の情報を収集・保管し、求めている人に適切に提供する 
・｢まちのえき｣として土日祝日も対応可能な､地域の総合案内機能を有する拠点施設 
・まちの魅力を伝える｢まちのコンシェルジュ｣を配置 

〈まちのコンシェルジュ：情報を集め､おもてなしの心をもってそれを発信する人〉 
・ペタンク(1 コート 15m×5m を 1～2 面)や軽トラ市などに使える多目的スペース 

○図書館機能を中心としたオープンで多用途に使える拠点施設の整備 
・蔵書は少なめでも可、司書が常駐し、学習スペース等を充実させた図書館機能整備 
・高齢者が語り部となり、学校では教えてもらえないことや体験を教える・伝える 
・子育て世代（保育園児～中学生の親）の悩み相談等への対応 

○フリーWi-Fi などの整備（子どもや親世代が集う仕掛け） 
・移動図書館、e-スポーツ、囲碁サロン、体操･ヨガ教室などで多世代交流を促進 
・カフェ、軽食喫茶（弁当持参も可）→ 気軽に立ち寄れる居場所づくり 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・まちのコンシェルジュを担う人材の選定・育成・養成 
・子育て世代のニーズ把握、元気な高齢者のネットワークづくり 
・むぎや踊りや庵唄など伝統的な技術を伝承するための仕組み・仕掛けの検討 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・Wi-Fi 環境の整備、多用途に利用可能なオープンスペースの確保 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
・効果的な情報発信と多世代交流の促進によるにぎわい創出の好循環 
・伝統芸能の伝承と地元愛醸成の両立による地域の魅力増進 

≪課題・問題点等≫ 
・情報の収集と発信に係る精度の向上と的確なニーズの把握 
・まちのコンシェルジュの育成・養成システムの検討実践 
・魅力的で誰もが集えて学べる拠点としての図書館機能とは？ 

②地域の情報を共有し語り合える仕組みづくり

＜目指すべき姿＞ 
・居心地の良い情報と人の発着所 
・地域や地元の情報、井戸端会議的な寄り合いから地域課題を発見・解決 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○施設をうまく活用するための“しくみ”を考える 
｢知ってもらう・使ってもらう｣｢情報を集める･伝える｣ための仕組みの検討・実践で 
｢居心地の良い居場所づくり｣ 
・商店街の店舗､祭り･イベント､子育て･悩み相談､サークル･グループ活動､求人など地

域内の情報を収集し､情報を必要としている方(地域住民や観光客)に適切に提供する 
・｢地域の人に知ってもらう・使ってもらう｣ための仕組み 

→ 広告宣伝、オープニング･定期イベント、案内窓口、利用者斡旋 
・｢情報を集める・伝える｣ための仕組み 
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→ 情報収集発信サポーターシステム、ネット窓口、掲示板（電子掲示板・SNS 等） 
｢なんとポイント｣と連携し情報提供者にポイントが貯まるなどの仕掛け 

  ・｢居心地の良い居場所づくり｣ 
   → 清潔/ほどよい雑踏･変化･普遍/季節感/関心の高いサービス･情報･施設(図書)/ 
    お得で便利(Wi-Fi､ATM､コピー､充電､PC､自販機など) 
  ・オンデマンドバス、図書館システム、住民票等の発行などの利便性の高い機能と安心

して遊べる場所としての機能の提供・継続管理 
・担い手は｢城端が好き｣で｢人と話すのが好き｣な人（交替で複数人常駐､仕事しながら) 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・情報収集＆提供、施設の利活用、イベント運営など 
・「居心地の良い居場所」、｢来たくなる場所｣の雰囲気づくり 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・財政的支援（人材育成・雇用確保・ソフト面運用） 
・バックアップ（関係各機関との連絡調整など） 
・ネットワーク連携､構築（オンデマンドバス、Wi-Fi 環境など） 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
・新たな地域活動拠点で「まちの魅力」の共有・発信や、空き家・空き店舗の情報共有

による有効利用ができる仕組みの構築で活力増進 

≪課題・問題点等≫ 
・情報収集テンプレートなど誰にも分かりやすく使いやすいシステムの構築 
・情報発信ツールの選別、継続的な運用、担い手の確保や育成 など 

③やりたいことが実践できて活気あふれるにぎわいづくり

＜目指すべき姿＞ 
・子どもから高齢者までが集う魅力ある場所 → 人との出逢い 
 住民には当たり前の日常が観光客には非日常。そう思わせるのは｢人・出逢い・交流｣ 
・まちの人たちが元気になる施設・場所 
・｢ダンボでヨスマな(博識で面倒見の良い)人｣｢まちのために何かしたいと思っている

人｣がプレーヤーとして能力を発揮できる場所 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○地域のランドマーク 城端型「まちのえき」 
・多様な機能が集約された地域拠点 
〈総合案内〉 観光､行政､各種情報の集積･管理･提供･発信 
〈交流拠点〉 まちの人､世代間､市内他地域､観光客､外国人､応援市民の交流促進 
〈休 憩 所〉 カフェ、軽トラ市 など 
〈連携拠点〉 地域間ネットワーク､商店街の連携､公共交通待合所､レンタサイクル 
       ヒッチハイクステーション 

  ・持続可能な「かせげる拠点」として収益を上げる 
カフェ・そば道場・土産物販売所・貸部屋（会合、教室、グループ活動、マルシェ等） 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・まちのコンシェルジュ､観光ガイド､軽トラ市実施に係る人材の選定･確保･育成 
・文化の達人、ダンボでヨスマな人の選定 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・地域間ネットワークの連携調整（商工会・観光協会などの関係団体など） 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
・世代間交流の促進でアイデアとヒトが集まるにぎわい拠点づくり 

≪課題・問題点等≫ 
・カフェ､そば道場､軽トラ市等の担い手確保、持続的な収益の確保 
・まちのランドマークとしての魅力づけ など 
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◎城端地域 複合交流施設 新設イメージ・相関図 

【現状】            【再編統合後】 

・行政センター （→新） 

・土地改良区   （→他） 

・曳山修理工房（→他or新）

× 城端庁舎 

・図書館機能  （→新） 

・会議室   （→他or新） 

・閲覧室   （→他or新） 

・文化財  （→他or新） 

× 城端図書館 

・城端公民館 

・城端地区自治振興会 
（→旧共同福祉施設へ） 

・会議室 （→他or新） 

・貸室   （→他or新） 

× 勤労青少年ホーム 

・社協支所     （→新） 

・会議室  （→他or新） 

・和室  （→他or新） 

・公衆浴場  （→廃止） 

× 美山荘 

・現在 検診時のみ使用 
 南砺中央病院に 

機能移転 

× 保健センター 

・商工会    （→新） 

・小ホール(※) 

・会議室(※) 

○ 旧共同福祉施設(現商工会館)) 

・桜クリエに機能集約 

× 起業家支援センター 

○継続活用､×取り壊し ◎城端型｢まちのえき｣ 

総合案内、休憩所、連携交流拠点、人（市民､観光客､応援市民）と 
公共交通（世界遺産バス､地鉄バス､なんバス､デマンドバス(P7上)等） 
のハブ拠点、レンタサイクル発着所 (P7下)

〔カフェスペース・おみやげ販売・そば道場 など〕 (P7下)

持続可能な「かせげる拠点」として 

〔図書館〕 (P5～6)

・司書常駐（中央図書館と連携強化） 
・読み聞かせスペース 
・広めの学習スペース 
・蔵書少なめ（城端関連書籍の所蔵は確保する）

〔オープンスペース・会議室・貸室〕 
子ども､子育て世代､お年寄りなど多世代が気軽に集える場所 (P5～6)

｢遊び・学び・楽しみ｣をサポート 
伝統･祭礼行事の伝承･継承や子育て支援などに対応 

〔共有事務スペース〕 (P5)

行政センター、商工会、社会福祉協議会、観光協会など 
（事務スペース ＋ 各資材倉庫・書庫） 

〔屋外スペース〕 (P5中､P6上) 

ペタンクなどの軽スポーツや軽トラ市など多目的に使えるスペース 

～コンセプト～  (P5下)

 ・ハコではなくヒトで解決したい 
 ・新築建物は大きさを求めない

新

設

複

合

交

流

施

設

地

域

の

新

し

い

ラ

ン

ド

マ

―

ク

○ 旧共同福祉施設 

・城端小学校（特別教室棟） ・クリエイタープラザ桜クリエ 

・南砺農業会館       ・JR城端駅 

・城端別院善徳寺      ・曳山会館、蔵回廊 など 

その他の既存施設 

世代や地域をこえて集い交流するにぎわい拠点 

地元の人も観光客や応援市民
も老若男女､市･県･国内外問わ
ず､誰もが気軽に集える

〔情報を集めて伝える〕
(P6下～)

・商店街のお店､祭り･イベント､ 

子育て支援､悩み相談､サークル･

グループ活動,求人など地域内の多

様な情報の収集､集約､発信 

・情報収集にはサポーター制度や

LINE@等の SNS､｢なんとポイン

ト｣などを連携･活用 

・発信は､コンシェルジュから直接

(Face to Faceで)手渡す･伝える 

情報収集・集約・発信 

〈メモ〉 

・現庁舎規模の避難所対応は 

 考えられない(別施設対応?） 

・大ホール ・会議室 
・ロビー  ・練習室 

○ じょうはな座 

既存施設とドッキング
(連結･連携)､回遊性 

駐車場や公園など 
跡地の活用を検討 

｢城端が好き｣で｢人と話すのが
好き｣な｢まちのコンシェルジ
ュ｣が担う (P6～7)

要るな 欲しいな 創りたいな 

貸室利用等の受け皿として連携利用調整など 

連
携
協
力
・
利
用
調
整

・城端公民館 
・城端地域づくり協議会 
（城端地区自治振興会） 

・小ホール(※) 

・会議室(※) 
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南砺市まちづくり検討会議 井波地域 

提 言 書 

平成 30 年 12 月 19 日 

南砺市まちづくり検討会議井波地域委員 
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１．井波地域の現状と課題                     

◎井波地域の現状 

［強み］

◇ 他に誇るべき有数の神社仏閣（瑞泉寺、高瀬神社、井波八幡宮など） 

◇ 柔らかで優しく温かく奥ゆかしい町民性 

◇ 農業、用排水、江浚いなどの世代を超えた管理 

◇ ストーリー性のある魅力的な観光資源｢まち全体が美術館｣（日本遺産｢井波彫刻） 

◇ 子どもたちを地域で見守り育てられる環境 

◇ 元気なお年寄りたち 

◇ 四季折々の豊かな自然を感じさせる散居村景観（閑乗寺周辺からの眺望など） 

◇ 市内最多の観客席数と駐車可能台数を誇る駐車場を備える井波総合文化センター 

［弱み］ 

◆ まちなかに歩いている人（地元住民、観光客）が少ない 

◆ 子どもが遊べる場所が少ない 

◆ お年寄りが集う場所、しゃべり場、銭湯などが無い 

◆ 多世代が気軽に集まれる場所が無い 

◆ 公共交通機関が少ない 

◎井波地域の課題 

▽ 地域の独自性を活かしたまちづくり 

▽ 井波庁舎をどう活かすか 

▽ 地域課題の集約・共有ができていない 

▽ コミュニティ交通の確立 

▽ 日本遺産として登録された｢彫刻のまち井波｣の魅力発信 

２．井波地域が目指す「まちづくりの方向性」            

① 日本遺産・井波の魅力発信（周遊観光動線の設定） 

② コンパクトで生活しやすいまちづくり 

③ 庁舎を中心とした複合交流エリアの整備 

３．井波地域の｢まちづくりの方向性｣実現に向けた具体的な取り組み 

① 日本遺産・井波の魅力発信（周遊観光動線の設定）

＜目指すべき姿＞ 
平成 30 年 7 月に文化庁から日本遺産として登録された井波彫刻や瑞泉寺、高瀬神社、

井波八幡宮など、宗教や地域の伝統的な歴史・文化、豊かな自然などに根ざした地域の

魅力を発信し、観光資源の利活用策を探りながら、新たな交流観光のかたちを確立 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○魅力的な観光動線で伝統文化に触れて学ぶ仕掛け 

・瑞泉寺、物産展示館(旧井波駅)、八日町通り、井波美術館、よいとこ井波、黒髪庵、

臼浪水、井波八幡宮などの歴史的建造物群等の維持保全や、それらのスポットを巡る

観光動線の確立と付加価値の向上、ウォーキングによる健康増進と観光機運の醸成 

  ・地場産食材を活用した伝統料理も含めた観光資源の掘り起こし 

   →お斎き料理、かぶら寿司などの伝統料理の調理体験教室の企画提案 
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  ・サトイモ、タマネギ、ニラなどの農産物のオーナー制度と井波彫刻の制作などを組み

合わせた「ものづくり」の長期滞在観光商品・企画による観光客誘致 

  ・市内はもちろん、近隣の自治体も含めた市内外の魅力あふれるコンテンツを体感でき

る観光商品・企画の展開 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・周遊観光動線上の伝統建築物等の語り部の確保、人材育成 

・伝統料理等の調理方法や技術の伝承体制 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・文化財としての伝統的建造物への様々な支援 

・日本遺産事業との連携調整 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
・貴重な観光資源を活かした観光誘致と地域住民の「わがまち」を思う郷土愛の醸成に

よる相乗効果が期待できる 

② コンパクトで生活しやすいまちづくり 

＜目指すべき姿＞ 
地域内の公共施設等の機能を井波庁舎建物、井波総合文化センターに集約するととも

に、地域内を循環する公共交通網の整備と、村部・町部の連携による産地直送販売網を

確立し、地域の活性化を図る。 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○井波庁舎建物､井波総合文化センターに機能集約 

・庁舎建物は運営を民間に移管し､複合交流施設(芸術文化･交流観光拠点)とする。 

 →井波彫刻の魅力に｢触れて､学び､知って､体験できる｣施設 

・総合文化センターは行政が運営し､有事の防災拠点としても活用する。 

 →市内最多観客席数と広い駐車場という利点を活かした｢市全体の文化会館｣として 

○地域全体を効率的に巡回するデマンド式ボランティアタクシー循環路線の運行 

・運営主体は小規模多機能自治、運転者は定年退職者等を想定 

・車両はワンボックス 8 人乗り程度 

・ポイント制（地域通貨、なんとポイント等）導入も検討 

  ［想定経路・主要停車ポイント］ 

アスモ、市民病院（地域包括ケアセンター）、庁舎跡、交通広場、地域内各地区 

（＋小中学校、八日町通り、瑞泉寺、木彫りの里 など） 

→ 適切なルート設定と運用で免許返納者･高齢者･買い物弱者などの交通弱者を支援 

※具体的な運行形態やルート等については､担い手(事業者・ボランティア)と利用者

(地域住民)､行政を交えた検討組織で協議検討していく。 

  ・将来的には｢Uber｣のようなライドシェア(相乗り)システムの活用も検討 

   → 50 代以下のスマホユーザーはアプリ利用に抵抗も問題もない 

アスモ 

市民病院 

庁舎跡 

交通広場 八日町通り 

瑞泉寺 

南山見地区 

高瀬地区 
山野地区 文化センター 

小学校 

中学校 

市民病院 山野地区 高瀬地区 

南山見地区 

木彫りの里 

瑞泉寺 
八日町通り 庁舎跡 

［想定経路運行イメージ］ 
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○産直野菜の販売方法の確立 

・村部の地場産野菜の直売所を設ける（軽トラ市も検討） 

   → 型崩れで市場に出回らないが味に遜色のない B･C 級品などを安価で販売 

  ・米づくり､タマネギづくり等のオーナー制度を導入、全国規模で参加者を募り実施 

→ 地域内の有志も募っての仲間づくり､ネットワークづくり 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
 ・庁舎(跡地活用の複合交流施設)の運営管理 

・デマンド式ボランティアタクシーの確立 

 ・産地直送販売網の確立 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・防災機能を併せ持った総合文化センターの運営継続 

・地域内公共交通網の整備にあたっての補助（車両整備費、通信環境等） 

・市営バスの運行（他地域への円滑な移動のため地域内循環線との連絡調整） 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
  ・地域内での多世代交流の促進 

  ・元気な高齢者のまちづくりへの参画 

  ・町部と村部をつなぐ仕組みで地域内経済の循環と活性化を両立 

③ 庁舎を中心とした複合交流エリアの整備

＜目指すべき姿＞ 
井波庁舎を、多世代が自由に集い交流できる市民のためのコミュニティスペース、日

本遺産に登録された井波彫刻の魅力発信拠点、さらに観光客向けの総合案内所（地域内

の宿泊・民泊・飲食施設の紹介・斡旋仲介）機能を有する複合交流施設として整備。 

地域内交通網でつながる近隣施設とあわせて「感性を刺激し、発想をかき立てる芸術

のまち」、「何度も訪れたくなる魅力的なまち」など、南砺が誇る「信仰と木彫りの郷い

なみ」の独自性や｢日本遺産｣のブランドイメージを広く内外にアピールする民間主導拠

点を目指す。 

＜方策・具体的な取り組み＞ 

○子どもと大人が共存して自由に集える・遊べる・使えるスペース 

 ［庁舎とその周辺］ 

・幼児～低学年・高学年～中学生 切れ目のない子育て世代の遊び場づくり 

・大人と子どもが共存するスペース（図書＋カフェ＋遊び場） 

Wi-Fi 環境＋大画面(スクリーン)で共同ゲームスペース（e-スポーツ） 

  ・図書館機能（一部：児童書等は現図書館に残して活用する可能性も）を庁舎跡に移設 

   中学生も活用できる場所づくり 

 → 自習スペースを設置、開館時間延長（夜まで使えるように） 
○文化芸術による魅力づけ 

・井波彫刻の魅力を伝える仕掛け：アーティスト･イン･レジデンスなど 

・木彫刻作家や美術系大学のアトリエ誘致 

   作家らによるストリートファニチャーで「彫刻のまち」を内外にＰＲ 

・井波彫刻の魅力を体感する体験メニューの充実 

・宿泊可能とし、かつ町内の民泊施設等の紹介斡旋仲介機能も併せ持つ 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・民間主体での複合交流施設の運営、低コストで効率的な仕組みや仕掛け 

・子育て世代のニーズを捉えた事業展開 
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＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・複合交流施設としての井波庁舎の整備 

・施設運営維持に対するバックアップ 

・行政センター機能の移転先の検討 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
・庁舎周辺整備による地域住民の利便性向上 

・日本遺産「井波彫刻」の魅力発信拠点・ランドマークとして活用できる 

・コミュニティスペースの確立 

●その他、７月の地域別意見交換会を経て検討してきたテーマの協議事項（補足） 

「アスモの活用」 

 ・隣接保育園の親と子が集まれるスペースづくり → 買い物よりも「集まれる場所」 

 ・高齢者と若年層の交流の場づくり 

 ・南山見､山野､高瀬各地区の農産物直売所の設置 

「子育て世代のニーズ」 

 ・部活やスポ少の空き時間を有効に使える場所 

 ・子どもたちが自由に騒げる場所、安心して子育てが出来る環境 

 ・何もない公園が逆に魅力的、遊具は要らない → 感性を刺激 

「村部活性化・産地直送販売」 

 ・サトイモ洗いコンテストを本当の全国大会にする 

 ・嗜好品、希少種（高くても売れる物など）の栽培、販売で独自性を打ち出す 

 ・南砺金沢バスを活用して金沢駅で地場産食材の産直販売を PR 

「公共交通・免許返納者を対象とした移動」 

 ・電気自動車、電動スクーターのような免許不要の乗り物 

 ・なんバスの位置情報が分かるアプリ 

「全体に共通する検討事項」 

・小規模多機能自治の単位である自治振興会からの意見を聴きたい 

・コミュニティを支える仕組み、マンパワーの確保、ボランティアでは長く続かない 

・ご近所よりももう少し大きな規模で考える必要あり 

・テーマは全てつながっている 

◎提言後の展開について 

「議論の場の継続」 

 ・井波地域のことを話し合い議論できる場は今後も必要 

 ・提言内容の庁舎内検討等の経緯や、その実行を見守り、サポートしていく主体づくり 

 ・行政に任せきりにせず、地域でＮＰＯ組織のようなものを立ち上げることも検討 

「小規模多機能自治との連携体制の構築」 

 「まちづくり」は住民と行政の協働で実現していきたい 

市民全体が｢まちづくり｣に関心を持ち、共に参画していく仕組みづくりこそが必要 
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南砺市まちづくり検討会議 福野地域 

提 言 書 

平成 30 年 12 月 19 日 

南砺市まちづくり検討会議福野地域委員 
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１．福野地域の現状と課題                   

◎福野地域の現状 

［強み］ 

○保育園、小学校、中学校、高校、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。 

○庁舎、福野体育館、B＆G 海洋センターが徒歩圏内にあり、災害時の一体利用

が可能であり、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。

○砺波土木センターなど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、市内で最も人口減少率が少ない。 

○日本ユネスコプロジェクト未来遺産「福野夜高祭」や「福野縞」などの伝統

文化や産業 

○スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールドなど毎年定期的に開催される大型行事の拠

点であり、年間利用者数が市内で最も多い(６万人超)福野文化創造センター

ヘリオスがある。 

○南砺市最北に位置し、砺波・小矢部両市に接しており、将来の広域連携にも 

 地理的に有利。 

〇普通科と専門科を併せ持つ県立高校がある（2020 年 4 月統合） 

［弱み］ 

●地元愛（福野愛・南砺愛）がうすい。 

●まち中の空き家、空き店舗、未利用地（跡地）問題 

●昼間人口と夜間人口の差が大きい 

●まち中に老若男女問わず気軽に集える場所が少ない 

●親子が安全安心して遊べる場（屋内・屋外遊具等のある遊び場）が少ない。 

●人口は転入より転出が上回る状態が続いており人口減少が進んでいる。 

◎福野地域の課題 

▽人口減少や少子高齢化にともなう活力の低下 

▽人口流出を食い止める 

▽空き家、空き店舗、未利用地の利活用 

▽JR 福野駅の周辺整備 

  ▽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(昭和 51 年建

築)が老朽化し､耐震補強もされていない。 

  ▽駅周辺に高校があるが、高校生がまちなかで買い物や飲食をしていない。 

▽駅から高校までの通学路に歩道がなく､道幅が狭い。 

▽駅舎は冬寒く、夏暑い。駐車場・駐輪場からのアクセスも悪く危険。 

▽中心市街地の人口減少が著しく、地域コミュニティーの崩壊や、伝統ある祭

りや文化が失われてしまうという危惧がある。 

▽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。 

▽人口減少の進行によるまちの空洞化、組織の弱体化。（地域課題解決のために

必要な資源の不足。安心・安全な地域、住みよい地域が失われ、ますます人

口減少がすすむ現状） 
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２．福野地域が目指す「まちづくりの方向性」          

 ① まちの優位性を活かした新しい核となる拠点づくり 

 ② 駅周辺・空き家・空き店舗・空き地の活用 

 ③ 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 

３．福野地域の方向性実現に向けた具体的な取り組み      

① まちの優位性を活かした新しい核となる拠点づくり

＜目指すべき姿＞ 
日常的に幼児から高齢者が気軽に集える地域活動拠点として､まちづくりの新

たな核となる複合交流施設の新設。 

＜方策・具体的な取り組み＞ 
○地域活動をはじめ、幼児から高齢者まで気軽に集える複合交流施設の新設 

  ［複合交流施設に求められる機能・スペース］ 
・小規模多機能自治の拠店として集会室､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 

［場所］ 
〇小学校・アルカス・おひさま保育園に近いファブリカ跡地が適地。合わせ

て住宅開発も検討。 
〇福野庁舎跡の借地を速やかに返還し、残りの市有地を活用することも検討。 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・地域ボランティアが施設利用をサポートし、賑わいの創出を工夫する。 

［持続可能な運営方式］ 
   ＰＰＰ方式やＰＦＩ方式(※1)の可能性の追求 

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 

＜この取組に必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・市主体で立地適正化計画を策定､整備 
・内閣府地域再生事業の活用も検討 
・民活の導入で持続可能な施設を目指す 

＜この取組によって解決できる課題＞ 
・公民館機能の受け皿の役目を果たしてきた、福野産業文化会館の代替施設が

確保でき、かつ小規模多機能自治の拠点施設としても利用できるほか、福野
体育館を利用している放課後児童の学習スペース(アルカス不足分)の確保も
できる。 

・公共施設再編計画に基づく、福野産業文化会館、福野中部公民館、ひびきの
家などの廃止 

・幼児から高齢者までが交流できる新たな核となる拠点施設でまちを活性化 

(※1) PFI(ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）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(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)と呼ぶ。PFI は PPP の代表的な手法の一つ。 
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② 駅周辺・空き家・空き店舗・空き地の活用

＜目指すべき姿＞ 
まちの中心にある空き家や空き店舗､空き地などの地域課題を､すぐに使える地

域資源として活用した､まちの使い方を変えるコンテンツ作りを通した｢リノベー
ションまちづくり｣ 

＜方策・具体的な取り組み＞ 
○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 
  ○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(中身)作り 「リノベーションまちづくり」 
○駅舎内、高校への動線、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 
○庁舎跡地など広大な空き地を使ったエコタウン、緑化・交通規制などインセ

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)のある新しいかた
ちの宅地開発 

［場所］ 
ＪＡ跡地も含めた駅前、まちなかの空き家・空店舗、 
福野庁舎跡地、ファブリカ跡地等 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・民間主導によるＰＰＰ（公民連携）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 

［持続可能な運営方式］ 
   ＰＰＰ（公民連携）の手法を活用 

クラウドファンディング(※2)の活用 
地域ファンド(※3)の設立 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・高校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 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
  ・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、空き店舗など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で、安全性と利便性を高め、まちの
魅力を高めることができる。 

(※2) 不特定多数の人がインターネットなどを介して他人や組織に財源提供や協力を行うこと 

(※3) 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

③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

＜目指すべき姿＞ 
・20 年、30 年先を見据え、若い世代にとって魅力ある地域（南砺市を「住む場所」 

として選択してもらうまちづくり施策の推進）を構築する。 
・持続可能なまちづくりを進める主体的に考え行動する市民を育てる。 

＜方策・具体的な取り組み＞ 
○生涯学習を通じて持続可能性のある地域へ。次世代に繋がる市民意識の醸成

へ向けて「教育」分野に特化した事業を展開し、人づくりを推進する。（ESD
教育の推進（※4）） 
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・小、中学生：地域の良さに触れ地元愛を育む機会の創出（郷土教育） 
・高校生、大学生：地域課題解決に主体的に関わる機会の創出 
・若者：まちづくりへの興味関心をもち、活躍しやすい環境づくり 
・子育て世代：生活・子育てのしやすい地域、まちづくりへ参画しやすい 

環境づくり 

※背景補足 
意見交換会で地域の方から｢県立高校を擁する地域｣という特色をもっと生か
してはどうかというご意見を多くいただき､教育の分野でも特に高校生にフ
ォーカスをあてることを中心に具体的な取り組み案を検討。実際に福野高校
生 210 名へアンケートを実施し､結果を踏まえて高校側とも意見交換を行った。 

↓

○地域課題を考える事業の立ち上げ 
・高校の授業(総合・地域学習)の一環として取り組む。 
・夏休みを利用しスクールを開講 
（実施イメージ） 

→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の実施、優秀なアイディアを表彰 
→③アイディア事業化 

※テーマ案：複合交流施設・空き店舗・空き家等の活用検討、各種イベント
の活性化アイディア出し、地場産品を使った商品開発など 

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞ 
・民間主導によるＰＰＰ（公民連携）の推進 
・多様な人々（子供から大人まで）が参画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 
・事業の企画・運営 

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞ 
・【産学官民連携】 

事業実施の運営母体「まちづくりコンソーシアム（協議会）」設立 
（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（小・中・高校・大学など）、 
産業界、地域自治会、各種イベント等実行委員会、地域企業、地域個人 

    →人や団体、活動をつなぐキーパーソンの存在が必須 
・事務局機能等のバックアップ 
・開催場所等設備の整備 
・授業開催運営補助（予算化） 
・アイディアを事業化するための予算 

＜この取り組みによって解決できる課題＞ 
  ・様々な立場の意見を取り入れる仕組みを構築し、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。 

(※4) ESD(ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝﾌｫｰｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ)持続可能な社会づくりの担い手を育成する教育 
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南砺市まちづくり検討会議 福光地域 

提 言 書 

平成 30 年 12 月 19 日 

南砺市まちづくり検討会議福光地域委員 
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１．福光地域の現状と課題                  

◎福光地域の現状

【強み】

〇四季折々の多彩な風景は｢不便さ＝豊かさ｣が魅力的と感じる世代にアピールできる

・山に近く自然が豊かで星がきれい

・祭礼行事や農業（営農組合）などで「つながり」や「人づきあい」の強い地域

  ・「富山干し柿」生産のほか、果樹園、酒造りやワイン造りがある

・若い猟師がいて、ジビエ料理を考えている

・スキー場があり、市外からの利用者がいる

・天然温泉があり、効能がそれぞれ違う

〇モノ作りを中心とした工場が多数ある

〇交通のハブである

・国道・県道・高速道路のインターチェンジ・JR 城端線

・金沢と隣接している

・福光駅と商店街が近い

〇松村謙三の生誕地であり､棟方志功ゆかりのまちとしても生涯学習で PR できる

〇他地域にない支援活動がある

・〈ふくみっつ〉が、現在活動中の個人や団体を結ぶ、民間中間支援グループとしてネッ

トワークづくりをしている

・〈ほっこり南砺〉が、地域のお茶の間として「みんなの居場所づくり」をしている

・〈にほんご広場なんと〉が市内在住外国人と地域を結ぶ「多文化共生」をめざしている

【弱み】

○個々の活動に情報・ネットワークを使った横のつながりがなく、孤立しがちである

・子育て世代や若者や高齢者などが、交流できる機会と情報と場所が少ない

・雨天や積雪時に子どもを連れてゆっくり遊べる場所がない

・住民意識が、まちづくり・地域に関して希薄である

・少子高齢化、若者の市外流出などによる人口減少

○空き家・空き地・空き店舗の増加が目立つが活用されていない

○まちなかの美しい自然というロケーションを活かしきれていない

○なんバスの土日運休に困る（公共交通が充実していない）

◎福光地域の課題

〇官民一体的な取り組み

〇多様な人たちとの「つながり」「かかわり」づくりの場を創造

〇誰でもいつでも情報を共有できる仕組み・仕かけづくりで、市民と団体が連携

〇福光駅と商店街と小矢部川河川敷を活かしたにぎわいづくり

〇福光福祉会館周辺の宇佐八幡宮や福光公園を訪れる人の利便性と利用率を高め、景観に

合わせた居場所を整備

〇まちなかと里の結び付きを継続させる企画の立案と実施

〇庁舎統合計画による公共交通網の整備

〇福光高校廃校後の利活用

〇小中学校のスポ少・部活動問題
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２．福光地域が目指す「まちづくりの方向性」           

テーマ：今あるものを活かしたにぎわいづくり

① 情報の集約と発信できる居場所

② まちなかエリアを回遊できるまちづくり

③ 里とのつながりで、豊かな食・農・時間を共有する

３．「まちづくりの方向性」の実現に向けた具体的な取り組み

①情報の集約と発信できる居場所

＜目指すべき姿＞
・人と情報が交流することで共感を得られる居場所ができる
・居場所は多様な相談の受け皿となり、行政や関係機関とつなげたり市民活動を支えた

りする

＜方策・具体的な取り組み＞
○今ある施設を有効に活用して、幅広いニーズに対応できる居場所づくりを目指す

・「コミュニティカフェ」の併設で、より多くの人が集いやすい環境を整備する
・常駐するコンシェルジュを配し、「丸ごと相談窓口」を機能させる
・市民や地域活動、ボランティアの相談を受けたり支援をしたりする
・助成金の活用で市民活動を支える

○情報の収集と発信を行うと共に、情報の管理をすることで必要な人に届くようにする
・地域型コミュニティと目的型コミュニティ、あるいは個人や企業などをネットワー

クでつなげる
・情報の集積場所として web サイトを立ち上げる
・情報発信手段として紙媒体も活用する

○今ある環境をいかして社会性や経済性を備えた仕組みづくりや空間デザインし、
「福福福（ふくみつ）のスタイル」を創る

○元気な高齢者、障がい者の活躍の場をつくる

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞
○市民活動の〈知る〉〈楽しむ〉〈支える〉〈育てる〉〈つなぐ〉〈つなげる〉機能を充実

させる中間支援組織となる
〈知 る〉 情報の集積および発信

・多様な情報を統合した推進拠点として、web サイトを立ち上げる
・「つながりマップ」「あることカレンダー」「これ、できますマップ」「学生が作る

まちの情報誌」「地域魅力マップ」を作成し、｢見える化｣する
・チラシの配架、ポスター掲示

〈楽しむ〉 実践の場の提供
    ・「コミュニティカフェ」「チャレンジショップ」

〈支える〉 支援及び交流の促進
・子育てや介護などの悩みや、外国人の生活サポートなどの福祉、婚活支援など、

多様な相談の受け皿となり、互助のコミュニティの場を設ける
〈育てる〉 人材の育成やアドバイザーの派遣

    ・「インターンシップ」「やっとることツアー」
〈つなぐ〉 ニーズに応じた人・情報をつなぐ

・地域型コミュニティ（自治会、各種地域団体、まちづくり協議会など）
・目的型コミュニティ（NPO、ボランティア団体、まちづくり団体など）

〈つなげる〉 行政や関係機関へとつなげる
・「丸ごと相談窓口」「元気な高齢者、障がい者の活躍の場」
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○情報の収集と発信（SNS も活用する）
 【生 活】子育て・お仕事情報・地域行事・サークル活動・お店情報

【福 祉】ボランティア活動・地域包括ケア・多文化共生
【観 光】里山農林体験・体験ハウス・観光情報
【行 政】行事・支援情報・人材育成

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞
 ・「コミュニティカフェ」、「丸ごと相談窓口」等、幅広いニーズに対応できる居場所スペ

ースの確保
 ・Wi-Fi 環境の整備

  ・いろんな団体や行政との連絡体制の整備

＜この取り組みによって解決できる課題〉＞
・地域型コミュニティ（自治会、各種地域団体、まちづくり協議会など）や目的型コミ

ュニティ（NPO、ボランティア団体、まちづくり団体など）、あるいは個人や企業、
大学などが、さまざまな活動を実践するとともに、つながりや交流が生まれる「居場
所」として位置づけることで、応援し合う住民関係が作られる

②まちなかエリアを回遊できるまちづくり

＜目指すべき姿＞
・福光駅・庁舎周辺～福光福祉会館周辺～中央図書館を結ぶ「福福福（ふくみつ）トラ

イアングル」という回遊できるエリアで豊かな時間を過ごすことができる
・親しみのある神社や公園に親子・高齢者・地域の人が集い、健康づくりをしたり、ま

ちの歴史を感じたりして、楽しめる環境をつくることでまちなかを活性化する

＜方策・具体的な取り組み＞
〇駅周辺
〇小矢部川から宇佐八幡宮や福光福祉会館周辺に向けて、まちなかを通る多彩なコース

を設け、看板やマップで案内したり、QR コードでマップ表示したりする
・〈健康目的〉四季を感じるウォーキングコースやまちの名所を巡るお散歩コース
・〈学習目的〉棟方志功の足跡巡りや松村謙三の偉業巡り
・四季を感じる地点や SNS 映えエリアを案内
・小矢部川沿いの空き家を、四季の風情を楽しめるカフェ、授乳室、多目的トイレ、

休憩所などに活用
○福光福祉会館周辺は、ゆったり過ごしたい人が交流する全天候型の居場所とし、福光

公民館とのつながりを持たせ、多世代で利用できるエリアをつくる
・「カフェ＋あそび場（親子連れ）＋ゆったり長居できる（多世代）スペース」で、集

まりやすい場所
・景観に配慮したデザインで軒下の長い屋根付きスペースでは、朝市、マルシェの開

催やテラスカフェもできる
・外部からも見えるようなシェアキッチン設備で、みんなで料理ができる
・授乳室を設けて赤ちゃん連れに配慮し、障がい者も利用しやすい造りにする
・だれでも利用しやすい多目的トイレにする
・朝市夕市マルシェ開催で、里・農家とのつながりを活かす。
・地元の新鮮な食材や、若い猟師によるジビエ料理を、キッチンカーやマルシェの食

材として提供する
  ○まちなかの空き家や空き店舗を活用して「お散歩の駅」をつくる

○中央図書館は施設全体を有効活用して、幅広いニーズに対応できる居場所とする
   ・図書館機能＋コミュニティカフェ＋丸ごと相談窓口
   ・市民活動を〈知る〉〈楽しむ〉〈支える〉〈育てる〉〈つなぐ・つなげる〉役割でコー

ディネートし運営する
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＜地域（自分たち）で取り組むこと＞
  ・福光福祉会館周辺の居場所として携わる人材の育成やアドバイザーの派遣

・観光ガイドグループと連携して回遊性を活かした多彩なコースを作り、まちなかに人
の流れを作る

  ・距離を表示し、わかりやすくする
・まちなかや小矢部川周辺にベンチを設置する
・「お散歩の駅」として空き家を利用して、子ども連れや高齢者などにやさしい空間（多

目的トイレ・授乳室・休憩所・カフェ）を設える

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞
・駐車場整備
・福光福祉会館周辺に居場所の新設 
・Wi-Fi 環境の整備

＜この取り組みによって解決できる課題＞
・居場所を利用する人の駐車の便が解決される
・まちなかにある元々恵まれている自然を活かすことができる
・まちなかの回遊できるエリアで人の流れにより活気が出る

③里山とのつながりで、豊かな食・農・時間を共有する

＜目指すべき姿＞

・豊かな自然にあふれた里山とまちなかの関係や取り組みを知る

・里山の魅力を再発見し、まちなかの「福福福（ふくみつ）トライアングル」とのつな

がりを深める

＜方策・具体的な取り組み＞

  〇里山とまちなかのつながり

・自然と触れ合う機会をつくる目的で、行政やボランティア団体と共に小矢部川の環

境を良くしていく活動をする

・坪地主制度による農作業体験や半農半 X のライフスタイルの推奨

・郷土学習を学校教育に反映させる（刀利ダムと水など）

・空き家対策の一つとして民泊事業を行い、移住対策としてツアーコーディネートを

する（空き家見学、農林業体験、田舎暮らし体験、研修など）

   ・地元特産品を飲食店で提供し、市民が楽しみ、そこから拡大を図る

（酒、ワイン、干し柿、かぶら寿司など）

・朝市夕市やマルシェなどに農産物提供でつながる

〇里山の魅力

・キャンプや野外あそびを作り行き来する

   ・農作業・収穫体験を耕作放棄地で行う

   ・里山の職業セミナー（農林業・製造業・加工業など）で体験する

   ・里山マイスター（歴史や郷土料理など）から学ぶ

〇福光美術館への松村記念館移設を検討し、棟方志功や石崎光瑤とあわせて地域ゆかり

の偉人として広く来館者に知ってもらう

〇金沢方面からの入り口としての地理的利点を活かし、観光客の引き込みやインバウン

ド誘致を充実させる

＜地域（自分たち）で取り組むこと＞

・地域型コミュニティと目的型コミュニティ、あるいは個人や企業などをネットワーク

でつなげて、情報の収集と発信をする

  ・里山とのつながりを作り出すマップ作り（行きたくなるマップ） 

  ・行政やボランティア団体と共に、里山から流れる小矢部川の環境を良くしていく活動
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  ・郷土の歴史や料理、職業などを学ぶ機会をつくる

  ・民泊事業の推奨

・季節を感じる農作業・収穫体験、野外遊び

  ・市場・マルシェの里山で取れた農産物の販売

＜この取り組みに必要な支援（行政に望むこと）＞

・小矢部川の環境保全

・移住者対策

・就農支援

・民泊事業の推奨

・松村記念館の移転

＜この取り組みによって解決できる課題＞

・多様なニーズを持つ移住者へのフィードバック、PR 効果

・地域に暮らす人たちの地元への愛着の醸成

・「里山」と「まちなか」の交流促進、良好な連携協力関係の構築
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