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平成３０年度第１回井口地域審議会会議録

1 開催日時  平成３１年２月８日（金）午後３時００分～５時００分まで

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 小林加津實、池田淑則、森 茂、脊戸川義之、荒岡信次、架田豊昭、

北澤一夫、吉田弘美、柳田由紀、高野芳美、吉田美恵

4 欠席委員  １名  長田 貢

5 市側出席者 田中市長、齊藤市長政策部長、川森市民協働部長、上口市長政策部担当部長、

荒木市民協働部担当部長、小森地域包括医療ケア部長、浦井井口行政センター長、

柴地方創生推進課長、石﨑行革･施設管理課長、市川南砺で暮らしません課長、

藤井医療課長、亀田地方創生推進係長、山下行革推進係長、石本協働のまちづくり係長、

山田秘書係長、藤田井口行政センター次長

6 傍聴者   ２名

7 協議議題  （１）地域づくり検討会議の結果について

       （２）まちづくり検討会議からの提言について

       （３）庁舎統合後の行政センターの業務内容等について

8 その他   （１）公立南砺中央病院３階旧病棟の活用について

9 会議経過

 ○開会

浦井センター長から開会の宣言と新委員６名の紹介及び長田委員の欠席報告を行う。

 ○委嘱書の交付

今回の新委員に対し委嘱書の交付を行う。（予め委員の机上に配布）

 ○会長、副会長選出

   浦井センター長より先の会合で互選し、会長に小林加津實氏、副会長に長田貢氏を選出したこと

を報告し、一同承認する。

 ○会長挨拶

小林加津實会長より開会の挨拶

○市長挨拶

平成３０年度第１回の地域審議会である。昨年、一昨年までは統合庁舎について説明しご意見

をいただいた。また当井口地域においては小中一貫校についてご意見を聞かせていただいた。

昨年の１１月に市議会において２０２０年７月に福光庁舎が統合庁舎になることを決定された。

それと、地域づくりの現状未来像、地域づくりをどうして行くか等の協議していただくために、

福野・福光・城端・井波において「まちづくり検討会議」が開催された。約１年をかけて準備を

されて、提言をいただいたところである。また、平成３１年度において第２次総合計画を作成し

ていく上で旧４村においても地域づくりの未来像を検討いただく地域の皆さんで「地域づくり検

討会議」が開催された。今、それらのご意見をどのように計画に書き込んでいくか取り組もうと

しているところである。

本日はその、まちづくり検討会議の提言と地域づくり検討会議でのご意見について紹介させて

いただき、共有を図って行きたい。地域によって課題は違うかもしれないが、総合計画のなかに

活かしていく作業を行っていくので、委員の皆様にもご理解をいただきたい。

旧４町の地域審議会は終了した、提言書の内容について理解はできるがまだまだ考えなければ

ならない、庁舎のあり方についてさらに突っ込んで検討していく必要がある、スピード感を持っ
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て庁舎が空いたら次を何か造ることをやってほしいなどのご意見があった。今年度中にみなさん

から頂いた意見、課題についてまとめたものを地域にお返して、平成３１年４月から専門の係を

設置してそれらの課題について検討して対応していきたいと考えている。

それから、行政センターがどうなるかという事も共通の課題である。現在の方向性をお話する

ので心配な事やご質問についてご意見を聞かせてもらいたい。

話は変わるが、井口の義務教育学校について確実に進めていかなければならないと思っている。

当地域の方にも検討を重ねてもらっている、そのことについても心から感謝している。継続して

スピード感を持って取り組んでいきたい、今後とも子どもたちのためにも今回の未来像、提言の

なかにもある教育、学びの場を提供できる井口地域として取り組んで行きたい。

○協議議題

小林会長が議長となり順次議事を進める。

（１）地域づくり検討会議の結果について

（柴地方創生推進課長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はありますか。

（委  員）  ２月１０日（日）に井口で予定されている移住体験ツアーで首都圏から数組の家族が

参加されると聞いている。井口でも空き家が出てきているし、来てもらえれば良いと思

う。市としてはどのようなこと（バックアップ）をしているのか。

（市川課長）  移住体験ツアーは H29 年度４回、H30 年度２回開催していて、５組～１０組程の参

加である。人数は１０名ほど参加してもらっている。今回が初めて井口地域で初交流と

なる。体験ツアーによって移住されているのは１～２組程である。市には体験ハウスが

２棟あり、（体験ツアーを終了した後、）それを利用して就職先、空き家を探したり、子

育て環境、保育園の見学等をコーディネートするスタッフがいる。そういうところを利

用して移住に繋がっている実績がある。

（田中市長）  付け加えると、市に窓口があり、移住に積極的な方には、空き家の紹介をしたり、家

族で移住してもらえると、家の購入や引越し費用の助成制度について説明することで前

向きに考えてもらえることもある。

        ちなみに南砺市への移住者数は H27 が１７８人、H28 が１８４人、H29 が２０３人

となっていて、富山県全体では H29 が７４０人で富山市の次で２番目に多い状況であ

る。また２０３人中約７割が２０～３０代ということである。

（委  員）  井口の義務教育学校については、井口だけでなく市全体の教育が良くなっていくこと

が大事だと考えている。今回報告された資料を見ると、ベッドタウンにするとか、教育

を大切にするとか書いてある。私も井口は教育がしっかりできるし、生活するには良い

地域として思っていただけるような地域づくりをして行きたいと思っている。

        移住施策で空き家利用することがいつも言われるが、対策について思うことがある。

最近井口で空き家を取り壊して更地にしたら、すぐに新しい家が建築されていることが

ある。若い人に話を聞くと昔ながらの大きい家ではなく、小さくても温かい住みやすい

家がほしいと聞くことが多いので、空き家をそのまま利用しませんかではなく、小さく

ても新たに建て易い宅地を求め易いような施策を考えてもらいたい。井口で住みたいが

宅地がないと言う声もよく聞くので、市内一律の施策ではなく井口に特化したものも検

討して頂きたい。それが義務教育学校の発展にも繋がっていくのではないかと思ってい

る。
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（田中市長）  宅地造成については、市が宅地造成をしたことは井波と福野があるが、現在の制度と

しては民間業者が宅地造成する時に助成制度がある。民間業者とうまく話が合えばよい

と思うが、現在井口での話は聞いていない。

（委  員）  どのような方法で結びつけられるのか。

（田中市長）  不動産業者や建設業者が場所を見てリストアップされているようだ。井口があるかは

分からないが、ここはどうかとＰＲしていくことは可能かもしれない。

        宅地造成については民間業者とタイアップしていくしかないと思っている。

（委  員）  井口で義務教育学校が始まるということで、若い御夫婦が地区内にある空き家を見に

来られて、今、実際に家を建てられている方がいる。大変いいことだと思っているが、

その小中一貫校と言うのは井口地域に住んでいないと入れないものか。他地域から入学

することはできないのか。

（田中市長）  そのことについて議論を頂いている。現在、南砺市では学区制を引いている。一部、

井口の学校に他地域から入学されているケースはあるが、原則的には福光の子どもは福

光の学校に入学するということになっている。

（委  員）  例えば井口の隣地区の城端の北野地区の子どもたちは井口の方が近いのに合併してか

らも従前の学校へ通っている。スクールバス等の多額の経費をかけて続けているが、合

併してだいぶたつのに学区制を見直す考えはないのか。

（田中市長）  いま議論はしているが、義務教育学校でも学区制はある。学区制をはずすのはデメリ

ットな面もあり、いろいろと難しい問題もある。全くのフリーというのはできないにし

ろ、ある程度の線引きは必要と思っている。

（委  員）  あらたな線引きはいつか必要と思う。保護者によって話を聞くと、今の規模ではなく

大きい学校に通わせて競争させたいという意見もある。せっかく合併したのだから見直

しできないかと思う。

        また人口減少の中に若い人の流出が多い、それは勤め先が少ないからと言う話を聞く

ので企業、工場誘致が必要だと思う。高校卒業後の進学先が県内に少ないので県外に進

学する、そのままそこで就職する。それが人口減少の一端となっているし、高校にして

も南砺市内では井波高校が無くなり次の福光高校となっている。城端線沿線がますます

さびれる、人の流通が無くなれば城端線もいらなくなるということになるので、高校は

富山・高岡でなくローカル線沿線持って来れば地域の活性化に繋がると思う。

        資料を見ると旧４町のご意見の中に市民が集えるあらたな施設等をつくってほしい

という意見があるようだが、１０年、２０年前につくった施設が維持できなくて困って

いるという風にならなければいいなと思う。住民の意見を聴くことも大事だと思うが行

政が南砺市にとってよいと思うことをどんどん進めていかれれば良いと思う。

（田中市長）  県立高校再編については子どもが減ってきたから学校を小さくします、そうするとそ

の地域の関わる人が少なくなるとうい負のスパイラルに陥っていくことになる。そうい

ったことを多くの方が反対の意見を言い続けたが再編が決まってしまった。

        企業誘致については、工場を誘致しても若い人は入らないのが現状である。ホワイト

カラーというかちょっと有名なところでないと入らない。職種のバリエーションがどれ

くらいあるかが大事と思っている。地域の企業に地元の人が少ない、勤め先が無いわけ

ではないが、高齢化が進んでいる職場に若い人が集まらないので、外国人が増えている

状況がある。いまは、自分で起業する方やクリエイティブな仕事をする方を増やそうと

している。企業誘致も行ってはいるが、企業からすると人材が少ないと思われている傾
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向にあり時代遅れな企業誘致合戦というやり方は厳しい状況である。そのため今は、住

みよさとか、自然だとかを大事にして、ここから通える企業があるので住みよさを伝え

ることが近道。子どもが戻って来る、戻って来ないということはすばらしい教育を受け

られることが近道と思っていて、井口地域の義務教育学校も含めてその一環を担ってい

ると思っている。

        なぜ造ったものが要らなくなったかと言うと、昔は造った方が偉いと言われたが、今

は造った方がだめだと言われる時代となってきた。そういうことで造らないで何かをし

ようとしていることを前提に考えているのでもめる事もあるが、そういったことをまち

づくりとして考えていく手法で検討している。古いものをうまく使っていくことも考え

られるかもしれないし、バラバラにあったものを一つにまとめるとか、古くなったもの

を無くして、小さくて使いやすいものが無いかを検討してもらっているのがまちづくり

検討会議の中に見受けられる。これまでの考え方と違うのは、民間活力や公民連携とか

自分たちでやりますよと言う声が聞かれていますので昔とは手法が違うので期待をし

ている。そのため、１０年後要らんようになるのではと言うことが無いように議論をし

てもらっていることで理解をお願いしたい。

（議  長）  他にご意見がなければ、次の議題について進めていきたい。

（２）まちづくり検討会議の結果について

（石﨑行革･施設管理課長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はありますか。

（委  員）  福光庁舎に統合された後、他の３つの庁舎はどのようになるのか。また、この資料を

見ると変な言い方かもしれないが、合併前の旧４町がそのまま残っているような気がし

た。どこも同じように複合交流施設を造って自分たちでやっていくということになって

いる。旧４町がそのまま残っていくのではなく、市として何を目指していくのかその上

で各地域がどのようにしていくのかという視点がほしいと思う。井口はベッドタウンで

いいのかなと思っているが、４つの町はどうして行くのかが資料を見てもその辺が読み

取れなかった。

（石﨑課長）  統合後に他の庁舎がどうなるかとういことですが、現在の予定では２０２０年７月に

は行政センターの機能が残る形である。その後、それだけでは庁舎は大きすぎるので、

そのまま使い続けるわけにはいかないので、行政センターがどこに移動するかを検討し

た上で、各庁舎の使い方の検討を進めていくことになる。

（委  員）  取り壊すということになっているのではないのですか。

（石﨑課長）  現在そこまでは決まってはいません。それから、市全体の方向性が必要だろうと言う

ご意見かと思いますが、市としてもそのことを総合計画にきちんと位置づけることが大

切だと考えている。単にその地域にいるからということではなく、市全体を見てこの地

域にはどのような機能が要るのかを考えて、造るのはいいが後から財政的に運営ができ

ないでは困るので、その辺の課題も整理した上できちんと総合計画に位置づけて取り組

んでいかなければと思っている。

（委  員）  私も資料をみると庁舎が取り壊された後のことを中心に考えて話し合われたのかと思

う。南砺市は非常に広いのですが、狭い各町の範囲だけを考えた提言になっているなと

感じた。何年か前の地域審議会でも意見を言ったことがあるが、市全体を見てどういう

方向に行くかを検討することは必要ですし、各地域に同じ機能をばらまいても無理があ
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ると思うので、地域ごとの特色を出したゾーニングすることを考えて計画を立案するの

が良いと思う。

（上口部長）  ご意見はごもっともと思う。今回の検討会議は庁舎が無くなって、賑わいがなくなる、

寂しくなる、衰退していくということを検討課題として取り上げたというものでありま

す。おっしゃるとおり、地域によってここはこんな色で、この地域はこんな色でとうい

うのは重要なことだと思っている。まちづくり検討会議と地域づくり検討会議での内容

を総合計画のなかでそういった議論を色付けしていけないかと思っている。

（田中市長）  総合計画を作成していくなかでゾーニング作業などの色付けをしていくことを進めて

いくことになる。

        庁舎を統合するのに１５年かかった、公共施設再編でこれから１０年はかかるので、

今後を見据えたいイメージづくりが大事で、そういったことがようやくスタートができ

る、地域の人たちがつくっていける状況となってきたと思う。病院や福祉施設、文化セ

ンター等を合併前にあった施設をどうしていくか、まちづくりに大事なものを地域の人

がどう取捨選択していくかを含めて、市が先導してこういう地域にしましょうというこ

とを言えるかどうかスタート地点に来たかなと言うところである。公共施設再編計画は

今後１０～１５年で実施していく、建物の耐用年数も来るそこのところを見据えて考え

ていく事になる。どちらにしてもゾーニングは大事だと思っている。

（委  員）  自分の地域から役場がなくなるから、代替の建物を造ってほしいという風にしか見え

ない。全く分からない訳ではないが、市全体を考えたら自ずと答えは出るのではないか

と思う。

（田中市長）  おっしゃるとおりで、こういうご意見を井口から頂くのは大変うれしく思うし、敬意

を評したい。町部ではこのような意見は出ることは無いので、地域審議会を８地域回る

意味があることだと思うし、どこかで舵を切らなければならないときにこういう意見も

あるぞという判断にもなる。

（委  員）  井口で意見を言っても発言力は弱いと諦めている部分もあるが、だからこそ市全体を

考えて言いやすい立場だと思っている。

（田中市長）  建物も壊せるものもあるが、補助金で造っているものもあっていろんな難しい面もあ

る。地域の人の意見ばっかりを聞くわけではないが、プロセスが必要だと思っているの

でご理解いただきたい。

（議  長）  他にご意見がなければ、次の議題について進めていきたい。

（３）庁舎統合後の行政センターの業務内容等について

（荒木市民協働部担当部長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はありますか。

（委  員）  資料の中の、庁舎統合後に担当課や団体へ移行する業務に水道メーターの検針がある

が、業者に委託して現在毎月検針されている。仕事の関係で携わることがあって知った

のだがなかなか毎月は大変な業務である。砺波市は２カ月の１回検針と聞いた。南砺市

もそのようにすれば経費も節約できて良いと思う。また、冬期間は特に積雪状況によっ

ては検針ができず暫定でおいてくるだけで、交通状況によっては事故の危険も考えられ

るので回数を検討できないかと思う。

（川森部長）  水道の検針について、冬場はメーターが雪の下になるので検針できないので暫定数量

で行い、それ以外は毎月数値を検針している状況。２カ月に１回の検針にすれば、検針
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の委託費用が半分にはなるが漏水が時々あるので発見が遅れると利用者に対して多大

な請求になるので現状のやり方でやっていると思われる。今後、小規模多機能自治組織

に検針を委託して費用をお支払いする、一方で検針の際に高齢者宅では声かけしていた

だくようなことも考えられている。

（委  員）  自治振興会は小規模多機能自治組織がやって行くことは聞いているが、消防団はどの

ようになっていくのか。 

（荒木部長）  旧村の消防方面団事務は現在行政センター担当者が行っているが、統合後については

総務課で調整中であるが消防署で行っていけないか検討中である。旧町の方面団は現在

消防署で事務を行っているので同様に出来ないか調整中である。

（委  員）  庁舎統合後の行政センター職員数は分かったが、いろんな担当課はどうなるのか。

（田中市長）  福光に全部集まる。

（委  員）  いつ頃か。

（田中市長）  ２０２０年７月に全部集まる。

（委  員）  旧庁舎は相当空きスペースになる。

（齊藤部長）  行政センターの窓口業務のみになるのでスペースは広くなる。

（田中市長）  井波ではその空きスペースでショッピングセンターはどうかとか検討は始まっている。

        井口でも将来的に行政センターの位置をどこにすればよいか３案でている。庁舎によ

っては借地があるところは取り壊せばと言う意見もあるし、必要なスペースのみ残せば

と言う意見もある。地域によって事情が異なるので今後の検討次第となる。

（委  員）  行政センターと小規模多機能自治組織との関係について、行政センターに小規模多機

能自治組織担当がいるのか、行政でやっていた事務が地域に移されることで職員が減る

ということか。

（荒木部長）  行政センター職員が減ることと小規模多機能自治組織ができることとは関係ない。あ

くまでも市民窓口業務に限られるために少なくなるのである。

（市川課長）  市の業務を地域に戻すということではなく、小規模多機能というのはもともと自分た

ち地域の課題は地域で解決して行こう、そのために意見を出し合う話合いの場である。

行政から押しつけるのではなく、例えば先ほど話に出ていた、水道検針ですが、地域の

見守りをする際に一緒にできるのではないか、そのほうが地域にとって良いのではない

かとなればそのようにしていただければよい。それによって市から委託料を支払うこと

になり、地域としては事業収入に繋がるということにもなる。

（委  員）  井口はこれまでイベントの事務は行政センターの方にお願いしている現状である。そ

れを地域で行っていかなければならないという話はしているが、補助金も今後減ってい

くことも話がでていて、お金も減り、マンパワーも削られるのでは大変厳しい状況であ

る。一律の考え方ではなく、地域で頑張っているところには答えられるような施策を考

えてもらえないか、そうでないと南砺市が元気が無くなっていくと思う。

（田中市長）  椿まつりなどは、行政センターで事務局を持ち、実行委員会を開いて運営されてきた

かと思うが、今後も大きなイベントについては担当課で事務局を担ったり、応援するこ

を考えている。

（齊藤部長）  補助金については、これまでは出す基準がなかったので、金額なり内容について基準

を決めようというのが主旨である。一律に半分にしようということではない、団体と協

議しながら決めていく予定である。

（議  長）  他にご意見がなければ、次の議題について進めていきたい。
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8 その他   （１）公立南砺中央病院３階旧病棟の活用について

（藤井医療課長から資料により説明）

（議  長）  質問や意見はありますか。

（委  員）  福光保健センターから南砺中央病院へは何人の移動になるのか。

（藤井課長）  臨時職員を含めて１５人を予定している。

（田中市長）  保健センターには保健師さんと栄養士さんがいらっしゃる、調理実習もあり市民の

方々も利用されるので５０人ぐらいの利用があるケースが考えられる。また、幼児検診

などもあるので、駐車場の確保が必要になってくる。

（委  員）  ２つある病院を使うのは、あるから使うということか。

（小森部長）  公立病院が２つある件ですが、一般的には市には１つかと思うが南砺市が合併する以

前から市民病院と南砺中央病院の２つがあった。現在医療体制として、市民病院にベッ

ド１７５床、中央病院に１４５床あるが稼働率は８０％を超えている状況が続いている。

       これを１つにすると南砺市として入院医療体制が足りない状況となるので、現状として

は医療体制を執れるベッド数ということになる。どちらか１箇所にまとめて、増築すれ

ばという意見があるが、財政的には病院建設での返済も残っているので無理な状況と言

える。

（委  員）  ２カ所あれば、同じ機械も２台必要になったり、コストがかかる、今からは難しいか

もしれないができるなら１カ所に出来ないかということを考えてほしい。

（田中市長）  ３年後くらいに市民病院と南砺中央病院の経営統合をしたいと思っている。市民病棟

と中央病棟という形にして合わせて当面２５０床での改革プランが進められている。一

時期危惧された医療崩壊とならないよう市民病院と南砺中央病院それと砺波総合病院

との連携により守って行きたい。病院というのは病床数と稼働率が大事であり、現在は

バランスが良い状況である。現在、南砺市は高齢患者の使用が多いが、今後のニーズを

見極めながら病床数を減らして行くことを検討しなければならない。

（小森部長）  病床数は医療圏単位に県で患者数を予想されて地域医療構想を考えられている。南砺

市は砺波医療圏なので砺波総合病院を核として予想数が試算されていて、それによると

将来的に２５０床が必要ということで、そのときに２病院の体制をどうするか考えて行

きたいと思っている。

（田中市長）  今は３００床必要だが何年後かに２５０床になる、そのタイミングでどうするかとい

うことである。

（委  員）  病院ということで以前にもお聞きしたことがあるが、若い人の意見も聞くと子どもが

大事ということで、産婦人科についてどうにかならないか。生まれるこどもが少ないと

いうことか。

（田中市長）  産婦人科については南砺市で持つのは先生の数がいないので無理な状況、砺波医療圏

でどうやって継続していくかがやっとな状況である。生まれるこどもの数の問題でなく、

安全な医療のために３人以上の先生と複数の助産師さんの体制でないと認められなく

なっている状況である。産婦人科の先生になる方が少ない状況が続いていて医療圏単位

で考えていくしかない。

（議  長）  他に意見がなければ、予定していた時間になりましたので、以上で本日の会議は閉会

いたします。
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 ○会長挨拶

    小林会長より閉会の挨拶

 ○閉会

浦井センター長から閉会の宣言を行う。


