
第８回南砺市協働のまちづくり推進会議 次第 

令和元年５月２０日（月）午後７時～ 

井波コミュニティプラザ「アスモ」２階大会議室 

開 会 

１．委員長あいさつ 

２．付議事項 

 （１）協働のまちづくり推進会議のまとめ（H29.6～H30.5）・・・資料１

   ・各部専門部会からの報告（別紙１：広報部会、別紙２：市民との情報共有部会） 

 （２）次期、南砺市協働のまちづくり推進会議について・・・資料１（P８）

   ・申し送り事項について 

３．その他 

・まちづくり人材リストの活用についてのスケジュール・・・資料２

・公募委員の募集スケジュール          

４．副委員長あいさつ 

閉 会 



南砺市協働のまちづくり推進会議  

活動報告まとめ

第３期（任期：H29.6.1～H31.5.31）

令和元年５月２０日（月） 第８回 南砺市協働のまちづくり推進会議
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～第３期 南砺市協働のまちづくり推進会議（任期：H29.6.1～H31.5.31）～ 

目的・内容 

・南砺市まちづくり基本条例 第 22 条第の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議を設置され、次に

掲げる事項について審議するもの。 

（１）条例の運用状況に関すること（２）条例の推進に関すること（３）条例の見直しに関すること 

日時 項目 概要 

H29.8.7 第 1 回協働のまちづくり推進会議 ・委嘱書交付 

・南砺市まちづくり基本条例について説明 

H29.8.23 南砺市協働のまちづくり推進会議「勉強会」 ※新任委員対象 

・基本条例、推進会議のこれまでの経緯など説

明 

H29.10.11 第 2 回協働のまちづくり推進会議 ・南砺市型小規模多機能自治市民会議との関連

・小規模多機能自治について 

H30.2.14 第 3 回協働のまちづくり推進会議 ・運営委員会及び専門部会の設置について 

①広報部会 

②市民会議との連動部会 

③市民会議との情報共有部会④まちづくり基

本条例の検証部会 

H30.6.26 第 4 回協働のまちづくり推進会議 ・各部会への進捗状況について 

・人材活用リストに関する提言について 

H30.8.22 第 5 回協働のまちづくり推進会議 ・市民会議との連動部会→小規模多機能自治へ

の検討部会への名称及び活動内容の変更 

・小提言の内容確認 

① 人材バンクの活用に関する提言 

② 自治振興会の人口単位による分割・統合 

H30.10.23 第 6 回協働のまちづくり推進会議 ・小提言の承認 

① 人材バンクの活用に関する提言 

② 中間支援組織の設置について 

H31.3.25 第 7 回協働のまちづくり推進会議 ・小提言への回答について 

H31.5.20 第 8 回協働のまちづくり推進会議 ・第 3期南砺市まちづくり推進会議のまとめ 

・次期、南砺市まちづくり推進会議の委員につ

いて 

推進会議について（運営委員会の意見） 

（１） 評価できる点 

推進会議における提言は、実現に繋げるための行政の対応もあり、評価できるものとなった。 

→「小規模多機能自治市民会議の開催」「広報なんとへの活動掲載」「人材登録」「中間支援機構の設置」 

部会制を導入し各委員がやりたいことに取り組むことで、課題、問題点の洗い出しが的確となり、課題、

問題点を部会ごとに検討することができた。 

（２） 反省する点

推進会議の開催において期間が空き、提言までの時間が無かったこと等もあり、今後は計画的な開

催となるようゴールを見据えた運営をする必要がある。



南砺市協働のまちづくり推進会議 運営委員会

目的・内容 

・今期（第３期）は、下記のとおり運営委員会を設置。 

・南砺市協働のまちづくり推進会議の中に運営委員会を設置し、運営委員会が会議の準備を行う。事務局として

南砺で暮らしません課が事務を行う。 

・運営委員会のメンバーは、推進会議の委員長、副委員長、専門部会の部会長、推進会議委員希望者とする。（第

３期は７名で構成） 

日時 項目 概要 

H29.11.15 第 1 回運営委員会 ・部会の設置について 

H29.12.16 第 2 回運営委員会 ・部会の内容検討 

H30.5.8 第 3 回運営委員会 ・部会の進捗状況 

・提言書の内容検討 

H30.7.25 第 4 回運営委員会 ・市民会議との連動部会の名称変更（小規模多機能自

治への検討部会）について 

・小提言（人材活用リスト）に関する承認について 

H30.9.26 第 5 回運営委員会 ・提言内容の確認 

・小規模多機能自治への検討部会の目標・活動内容の

設定 

H31.2.26 第 6 回運営委員会  ・小提言の回答内容について 

H31.4.26 第 7 回運営委員会 ・２年間の総括 

・次期推進会議の委員について 

小提言提出 

H30.11.2 １．「まちづくり人材リスト」の作成及び活用について 

→各課から各種講座や委員会等の公募の方の名簿を取り寄せ、５月中にまちづく

り人材リストへ掲載の可否についての案内を送付予定。（資料２） 

２．「中間支援組織」の設置について 

→平成３１年４月１日より、南砺で暮らしません課横に「一般社団法人 南砺未

来支援センター」が設置された。地域づくり協議会のサポートを行っている。

運営委員会について（運営委員会の意見） 

（１） 評価できる点 

推進会議(全体会議)の開催内容の再検討や部会活動の共有から、推進会議への提案事項、内容が明確に

でき循環性のある会議運営ができた。 

運営委員会を置き会議の運営が市民主体となった会議の運営ができた 

（２） 反省する点 

上記の運営方法を恒常的な仕組みにすることができなかった 

委員が再選されるにあたって、条例の基本的な考え方など新しく委員になった方々へ引き継いでいける方法

を十分検討することができなかった。



～各専門部会の取り組み～ 

① 広報部会（推進会議の各部会の情報を定期的に発信する） 

日時 内容 

平成３０年５月 広報６月号への掲載  

平成３０年１１月 広報１２月号への掲載 

（別紙１）

（部会長報告） 

（１）評価できる点 

・広報なんとへの掲載は今会議では2回の提供ができたが、方法、内容も含め検討し継続を希望する。 

（２）反省する点

・推進会議の開催において期間が空き、提言までの時間が無かったこと等もあり、今後は計画的な開催となる

ようゴールを見据えた運営をする必要がある。 



② 市民会議との連動部会（小規模多機能自治に向けた部会）

日時 内容

平成３０年３月１４日 （１）小規模多機能自治についての認識共有 

・住民主体のまちづくりのための一つの手法

・課題解決型の住民自治組織づくり

（２）市民会議等について 

・市民に注目して（関心を持って）もらえる会議の開催

・中学生向けの会議の開催（ふるさと教育）

（３）円卓会議の実施等、今年度の計画・地域のプレイヤーの育成・意

識づけ＝円卓会議で活動紹介 

・協働のまちづくりへのサポート（応援）

＝全地域が小規模多機能自治をスタートできるように

※各種リーダー養成講座を受けた人材をデータ化し、各自治振興会へ情

報提供することを提言してはどうか。

平成３０年５月 （１）地域づくり勉強会の報告について

・小規模多機能自治を進める上での会議や情報提供によるサポートの充

実

・地域づくり支援員の役割の明確化

（２）今年度の部会の計画について

・各種人材育成事業参加者のリストを作成し、参加者への協力依頼と各

自治振興会への配布を提言する。（縦割り行政の解消）

・スタートまでに各自治振興会の同じ機能をもつ部会同士（福祉、安全、

教育等）と市の担当部局との円卓会議の開催を提言する。（情報

提供・共有、人材育成）

・市民会議との連動部会の目的に、小規模多機能自治へいかにスムーズ

に移行できるかを設定する場・会議とのパイプ役として進めるこ

とを追加 

平成３０年１０月１２日 

（小規模多機能自治への検討部会

に名称変更） 

（１） 市長への小提言の内容確認について

・まちづくり人材バンクの作成及び活用について

 「バンク」を「リスト」に変更

・中間支援組織の設置支援について

 「講座等を開催することを求めたい」を「講座等の開催支援を求

めたい」に変更

→平成３０年１１月２日に小提言提出に至る

（部会長報告） 

（１）評価できる点 

・市で開催されている各課主催の市民会議において議論されていることがらやコーディネーターや中間支援組

織等の必要性を検証することができた。 

（２）反省する点

・当初想定していた南砺市型小規模多機能自治市民会議以外の市民会議がその後に市の複数課でも次々と実施

されたため、部会の会議内容も軌道修正が度々おきてしまった。



③市民との情報共有部会

（まちづくり基本条例の理解を深めるために世代・性別・地域等ターゲットごとにどのような方法が有効か情報

収集

日時 内容

平成３０年３月１７日 （１） 今後の進め方について

・若者や女性を中心に意見交換 
・婦人会、子ども議会、女性議会、PTA の会合などの集まる場に伺い意
見交換をするため、委員によって各団体へ照会を行う。 
・協働のまちづくりの考えを周知するとともに、まちづくり基本条例と
市民との意識のズレがあれば条例の修正などを考えていく。 

平成３０年４月２３日 （１）意見交換会の日程について 
・５月１日  福光中部小学校 PTA（19:30～20:00）福光中部小学校 
・５月１７日 福野西部婦人会（19:30～20:00）福野西部公民館 
・５月１８日 福野安居婦人会（19:30～20:00）安居地区会館 
・７月１８日 女性議会（16:30～17:00）福光庁舎４階会議室 
・８月１２日 子ども議会 11:30～12:00

（２）意見交換会の内容について 
・まちづくり条例ポケット判の配布 
・条例に関する説明スライド（10分程度）を使って説明 

平成３０年５月１１日

意見交換会を振り返って（詳細は別紙２）平成３０年６月５日

平成３０年１０月１６日

（部会長報告） 

（１）評価できる点 

・昨年５月から７月にかけて、５回開催された意見交換会は、関心が低いと言われる女性層と若者層をターゲ

ットに直接意見交換して実情を把握したいと考え開催した。 

・協働のまちづくりに関しては、やはり知らない人が多くいらしたので、これはなんとかする必要がある。 

・行政が様々な団体の人を集めて、告知や勉強会をやるだけでは、役員など特定の人ばかりが集まって、知ら

ない人はいつまでも知らない。これでは市民参画どころか、民主主義の本意にも劣るので、取りこぼしなく

あらゆる階層の人と直接対話が鍵になる、と感じたのです。 

 また小規模多機能によって、市民参加のまちづくりを推進するのなら、声の大きな人ばかりではなく、普

段は声を出さない人たちの想いをくみ取ることが大切で、そのためにはこちらから出向く必要もある。 

・１０年を超えて長期ビジョンを考えるなら、中学・高校生との意見交換も大切で、彼らが大人になったとき

に、すべての人が参画できるまちづくりにしたい。 

（２）反省する点

・提言期日のために、十分な検証が出来なかった面があった。 



④まちづくり基本条例の検証部会

（会議の傍聴者を増やす、自立できるまちづくり事業が提案できるよう方向性を示す）

日時 内容 

平成３０年３月１７日 （１）推進会議への報告事項 

・市政へ市民が参画できているのか、意見が反映されているのか、要望や
意見などは実現可能なのか、各種団体の市政への参加率などの検証。 
・まちづくり基本条例の解説の作成。 
・１０代・２０代・３０代の意見を直接聞ける場の創設。 
（２） 課題の抽出 

・若い世代も含め、まだまだ条例が浸透している状況ではないので、条例

を市民に広く知ってもらう必要がある。 

・婦人会や女性部への加入や地域活動への参加 

（３）アクションプラン検討 

【情報共有部会との連携】 

・パブリックコメントが少ない。 

・議会の傍聴が少ない 

・行政が悪いわけではなく市民意識が低いのではないか？ 

・情報共有に関して部会と連携をとっていく 

・市民と行政がお互いに見えていない。 

【若者への浸透】 

・地域の総合学習で条例を取り入れてもらう 

・若い人が条例に触れる機会を作る 

・女性議会や子供議会など意見交換をしていって欲しい 

・条例を通して市民生活が改善されたという事例を作って行く 

・高校生の市民会議の開催 

【市民への浸透】 

・条例の解説（ひと目で読みたくなるように）の作成 

・条例の解説書を作る 

・ファシリテーショングラフィックで解説書を作ってもらう 

・中学生まで含めた住民アンケートの実施と情報共有 

・高校生のワークショップの開催 

・いろんなワークショップでまちづくり条例の説明をして欲しい 

・小規模多機能の話し合いで、基本条例を説明して欲しい 

・要望の対しての市の対応を明らかにしたい。確認する 

（部会長報告）

（１） 評価できる点 

・市長への提言として、小規模多機能型自治組織を含め団体として地域活動を行なっている組織への支

援を行う中間支援組織設立を提案し実現した。 

（２）反省する点 

・現状を把握するため広く市民へのインタビューを予定していたが実施できなかった。



まとめ

～南砺市まちづくり推進会議のこれまでの経緯と次期推進会議について～ 

H24 年―7 月に、南砺市まちづくり基本条例が制定され、市民が主体のまちづくりが行われる様に地方自

治法第１３８条の４第３項の規定に基づく 「南砺市協働のまちづくり推進会議」が発足した。

現在までの推進会議検討事項に基づく市長への提言は次の通りである。 

第１期（H24 年 12 月～26 年 3 月）―― Ｈ２６年３月市長へ提言 ―― 

１．市民会議への市民参画手法の検討 

（１） 基本条例の周知の有り方 

（２） 会議への参画と意見公募の有り方 

（３） 行政評価制度の市民参画について

２．協働のまちづくりの人材育成

（１）コーディネーターの養成

３．関係団体の活性化

第２期（H27 年 1 月～29 年 1 月）――H２８年１月、Ｈ２９年１月市長へ提言 ――

―H２８年１月－

１．市民への周知が充分でない事からその広報と徹底の有り方 

（１）バブリックコメント ・ 議会傍聴 ・ 市民参画推進の仕組み ・アンケート実施と公開

２．コーディネーターの重要性と養成について

３．自治振興会について

  （１）住民参画の為の各種リーダーの積極活用

（２）自治振興会組織の情報公開の徹底

（３） 地域づくり支援員の指導・育成

４．出資団体等の行政評価とその内容の公開

－Ｈ２９年１月－

１． 協働のまちづくりの推進について 

（１） 課題解決型の地域組織の運営のあり方（小規模多機能自治）や手法を市民レベルで検討する場を設

置 

２．まちづくりの意識を浸透させるための勉強会の開催について 

（１）市や南砺市自治振興会連合会、各種団体等と連携し、一緒に行動できる関係づくりを構築するため、

先進地の取り組み等を学び、地元が地域のまちづくりを検討するための勉強会を設けること 

３．周知・広報について 

（１）推進会議に広報部会を設置し、市の広報に「まちづくり推進会議」のコーナーをつくり、推進会

議で話し合われている内容等を伝えること 

第３期（H29 年６月～31 年 5 月）――H３０年１１月 市長へ提言 ――

１．まちづくり人材リストの作成とその活用 

２．中間支援組織の設置について 



－次期推進会への申し送り事項 － 

第４期（令和元年８月～令和３年７月 予定）

１． 基本条例の見直しの有無について

２． 基本条例の精神を充分に活かした活動となっているかの検証

３． 人材リスト、中間支援組織の活用・運用状況、問題点の確認

４． これまでの推進会議の流れや考えを次期の委員に引き継ぐ方法の検討

上記の内容が今後の役割と考えられ、これらを実現し推進会議を維持していくためには、過去の経験から内

部に適切な分科会と、会議の方向検討や運営活性化すべく運営委員会の設置が必要である。 

これにより、小規模多機能自治・まちづくり基本条例等のチエック・フォローの役割を担える会議を期待し

たい。 
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意見交換会の主な内容

                                   市民との情報共有部会

１． 第１回 平成３０年５月１日 19：45～ 福光中部小学校会議室
福光中部小学校ＰＴＡ役員：25名  推進会議委員：4名  事務局：1名
(1) ＰＴＡ役員の皆さんからのご意見等
・「まちづくり基本条例」は知りませんでした。南砺市がやっていることをもっとＰＲしたら良い。

・学校振興会が小・中学校に対し、様々な応援をしてくれていることが多く、意見が通ることが

 ありがたいと思っている。

・保育園の統合により、子どもたちの遊ぶ場がありません。責任をもってみてくれる人がいるといい

 のですが・・・

・困り事があっても誰に言えばよいのかわかりません。「相談窓口」があればとっつきやすい。

ご意見から感じたこと

・「まちづくり基本条例」の認知度は低い⇒向上する手立てが必要

   ・問題意識があっても、共有や対処方法に苦慮している感がある

(2) 推進会議委員からの意見等
・「協働のまちづくり推進会議」の活動状況、「まちづくり基本条例」の概要説明

・皆さん方への情報提供など今後どうしたら・・を検討していきたい。

・役員の方には情報が集まるが、会員の皆さんへの伝える必要があります。

・地区の役員の方に声を届けることも良い。地区で考える場を作るのも一つの手段ではないか。

・「相談の窓口」のひとつとしては、自治会や地区、児童会や青年団などのグループでのまとまりも相談

の手段となる。

２． 第２回 平成３０年５月１７日 19：30～8：00 福野西部公民館 2階和室
福野西部婦人会（定例役員会）：25名 推進会議委員：3名
(1) 婦人会役員の皆さんからのご意見等
・高齢化率が進む。若い人が住まないことで空き家が増える。今後が不安。

 南砺市の魅力を発信する方法はないのだろうか？

・この地域では、ショッピングセンターにも行きやすい。

・高齢になると運転できなくなる日がくる。バス運行路線も含め、アンケートはされるのか？

 「何処へ行きたいか？」「何を求めているか？」住民の要望を聞いてほしい。

ご意見から感じたこと

   ・不安や問題意識の共有も満足でなく感じ、具体的に声を上げる行動にはなっていない

(2)推進会議委員からの意見等
・「協働のまちづくり推進会議」の活動状況、「まちづくり基本条例」の概要説明

・Ｕターンして、特に交通インフラが無くなったことを感じた。

 もっと便利になることを考える⇒再生⇒子どもが伴侶、家族を連れて帰ることを探る。

・地域によっては、目的地別の直行便がない。

・６５歳以上の住民対象の生活圏域ニーズ調査はされているが、結果はいろんな場で示されているが、

皆さんに知らされていないと感じる。
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・情報の公開は、ホームページなどでされているが、高齢者向けにはもっと方法があるかも・・・

・自分たちが働きやすい、自分たちの手でまちづくりをしましょう

３． 第３回 平成３０年５月１８日 19：30～20：00 福野安居地区会館 １階和室
安居婦人会（定例役員会）：15名 推進会議委員：4名 事務局：1名
(1) 婦人会役員の皆さんからのご意見等
・基本条例ポケット版に「この条例の見直し＝中略＝４年を超えない期間ごとに・・」とあるが、

今年がこの年なのか？

・先に、このポケット版を委員に配布、「知っているか」尋ねると、知っていたのは市職員の一人で、

 他は知らなかった。

・女性の登用で、委員の男女の一方が７割を超えないとあるが、女性の側も悪い点があると思う。

 守られていますか？

・地元の会合に組織代表として出席するが、女性一人の時もあり発言しがたい。常会は男性社会と

思う。

・男女共同参画委員です。大体男女半々で活動。研修会時「女性の参加が叫ばれるが、若いお母さん

は忙しく、家事と子育てが大変・・」と、誘うのも気の毒という発言がされたが、腑に落ちない。

南砺市に魅力がない。なぜ、会に出てこないといけないのですか？・・・と

・イクボスが叫ばれているが、お父さんの育休取得は1％。南砺市も宣言したが、企業トップの意識
改革が必要。家庭で四苦八苦している⇒ボスを育てないと・・

・審議会の７：３も大切だが、更に若年層を入れる内容を盛り込めば良い。

ご意見から感じたこと

・「まちづくり基本条例」の認知度が低い⇒向上する手立てが必要

   ・女性活動の重要性の認識と実際とのギャップにジレンマを感じている

   ・声を上げる機会の確保や仕組みつくりによって、地区の変革も・・・

(2)推進会議委員からの意見等
・「協働のまちづくり推進会議」の活動状況、「まちづくり基本条例」の概要説明

・市長への提言は、昨年もおこなった。条文は、「条例見直しの重要性」を大切にしたいから。

・委員会の性格から男女構成比も条例にならっていないものもある。

 この推進会議の２０名のうち、女性は６名で、公募委員も８名となっている。

・防災では、特に東日本大震災以降女性の視点を組み込む傾向に変わった。

 備えの段階から女性が参加し、声を出すことが大切

・声を上げることが大切。２～３名のグループから声をかけ、みんなで助け合う。の機運

・今進められている小規模多機能自治も女性の声が大切

４． 第４回 平成３０年７月１８日 16：30～17：00 福光庁舎４階４０２号室
第１０回女性議会（全体学習会）女性議員、さわやかネットワーク：20名 推進会議委員：4名
(1) 女性議員の皆さんからのご意見
・まちづくりが広まっていないと感じる理由は、説明会等開催に際し、「地区周りをするから○○名

集めてください」と言われ、主に各種団体長を集めての話。参加者は「また同じか」との想いで

周囲に伝えない。女性の会などで話すと「何それ？」となる。市は説明していると言うが、同じ人ばか

り聞いている。老人会長も２年で交代⇒次に伝えることはない⇒だから広まらない。



   ・公民館より夜の開催案内がくる。しかし、子育て中の人は夜忙しい。託児ができたら行けるかも

    「お母さんの集まりに行きます。ちょっと時間ください」

    ３歳児検診の場に届ける を利用することもできる。

   ・今はすべてラインのやりとり。イイヨ・ヤダワ・・・で繋がれる。会の代表者や来た人だけを対象にす

るのは良くない。特に、子育て世代はどう考えているのか？聞いてほしい。

   ・知らない相手には無理。

ご意見から感じたこと

・市の対応の仕方、受け側の対応や仕組みが住民の意とマッチしていないのでは・・・

・情報共有の方法も時代即応が必要？・・

(2)推進会議委員からの意見等
・まちづくり推進会議の活動状況と意見交換会の目的を説明

・市の情報伝達には自治振興会も役目のいったんを担っているが、組織の大小、地域性によっても

 住民への提供となっていないこともある・・・

・推進会議も３期目となり、足を運んで意見を直接聞くことにした。

 特に、女性、子育て世代、子どもの意見を聞いている。

・情報共有も広報誌のあり方、ＳＮＳの活用等組み合わせる時代がきているのかの・・・

５． 第５回 平成３０年７月３１日 9：45～10：15 福野庁舎２階 講堂
夏休み子ども議会：7名 推進会議委員：4名

(1) 子ども議会議員からのご意見
・「南砺市まちづくり基本条例」の認知は０人

・クラスでの決め事は、クラス会議で決める。先生は口出しをしません。

 みんなで話をする。

 あったことを言い、みんなで話し合って、みんなで決める。

 先生に時間をもらって、みんなが納得するまで話す。

・みんなで良い意見をみつけて・・・・でも、みんなが納得しないことも・・・

ご意見から感じたこと

・まちづくり基本条例やまちづくりについての意見を聞くまでには至らなかった

  ・クラスに関することでの意見交換となった。⇒事前の具体的事例や話題提供の準備も必要・・・

(2) 推進会議委員からの意見
・子どもたちがこれからの時代はどうあってほしいか？、どうしたいか？⇒具体的な回答なし

・みんなが意見を述べ、決めたことを守る⇒このことを大切にしてほしい。

・みんなで南砺市の良いところを体験してほしい⇒子ども議会での発言の参考に・・・



～「まちづくり人材リスト」の作成及び活用について～ 

タイムスケジュール 

令和元年 ５月  該当者への発送準備 

６月 該当者からのリスト掲載についての返信 

７月末 まちづくり人材リスト取りまとめ 

    地域づくり協議会（自治振興会）にリスト活用の確認 

８月  まちづくり人材リスト提供 

～公募委員の募集について～

１．目 的

南砺市まちづくり基本条例に基づき設置される、南砺市協働のまちづくり推進会

議委員について、市政の意思形成過程に市民が直接参加するため公募するもの。 

２．活動内容 

   南砺市まちづくり基本条例の運用状況やその推進及び見直しについて、市長の諮

問に応じ、又は市長に意見を述べるために調査及び審議するもの。 

３．公募委員の数  

１０人程度 （全委員２０人の内） 

４．委員の任期  

委嘱の日から２年間 

１．公募期間 

 令和元年６月１０（月）～７月１０日（水）：HP、広報掲載予定 
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