
福野地域 会議録 

件名 福野地域提言実現検討組織 会議（福野地域） 

日時 令和元年 6月 13 日（木）19時～21時 場 所 福野庁舎２階 講堂 

出席者 検討会議メンバー：7名 、新メンバー：7名 、市長政策担当部長 、地方創生推進課：2名 

内容 ・提言提出までの経緯と今後の進め方説明 ・全体スケジュール確認 ・テーマ別ワーキング 

概要 ◆事務局（市）から以下について説明 

①提言提出までの経緯と今後の進め方 

②提言実現に向けたこれからの検討における留意事項 

◆質疑応答 

●大まかなスケジュールというか、この会議の目処を示してほしい。 

→総合計画での書き振りをどうするかで、今後の会議の目処や議論の進め方が決まってく

ると思われる。総合計画のスケジュールで言うと、今年の 12 月で、行政計画を含めた

素案を固めたい。そこまでにある程度具体的なものになれば、その内容で盛り込めるし、

それまでに決まらなければ、ぼんやりした内容でしか盛り込めないことになる。仮に、

どんな書き振りになっても行政としては支援していくことを謳っていくので、心配ない

と考える。 

●何としても総合計画に間に合わせなくても良い、ということになるのか？ 

→そのとおりである。 

●これからは月にどのくらいの頻度で会議をすれば良いのか。会議進行の目処が立たな

い。 

→こちらからの一方的なお願いになるが、今年の 12 月までにある程度しっかりしたもの

で、一歩でも早く進めてほしい。例えば、複合交流施設に着手するのであれば、実際に

内容が固まる、それから実施設計に半年を要し、更に建築に１年を要する、というスケ

ジュールになるとすれば、早ければ早いほうが良いと考えられる。一応の目安を今年の

12 月でお願いしたいと考えている。 

→恐らく諮問・答申が 12 月上旬中旬になるので、11 月を一つの期限にという思いはある。

お金や地域での合意形成のこともあるので、急速に議論が進むことはないと考える。期

限は決めているが、期限を見据えながら当然やることはやる、という考えを市は持って

いる。仮に、総合計画に間に合わなくても、地域の合意が得られて、且つ、ゴーサイン

が出れば、当然実施していくということでご理解いただきたい。なので、今後の話し合

いの一応の目処を、11月として進めていただければと考える。 

●今後の会議の進め方について、月１回ペースで行うのか？あるいは、毎回毎回３グルー

プで集まるのか？ 

→5 月 20 日の準備会議の折には、グループ毎で必要に応じて集まることとし、折に触れ

て、進捗確認と情報共有を目的に全体会を開催する、という意見だったので、こちらも

そのように考えている。開催頻度は、各グループで違うだろうと考えている。なお、会

議室予約の都合から、その都度日程は教えてほしい。 

●タイムスケジュールについて、3月議会では、2020 年 7月の庁舎のことに併せて、2020

年当初予算に計上するなら、2019 年秋までには大まかなものが出来ていないと間に合

わないだろう、という答弁だった。だとすれば、ソフト事業を踏まえたこんな施設が必

要であろう、という所を落とし所にすれば、月１回ペースでは絶対に間に合わない。各

グループで開催頻度は違うだろうが、どのグループも頻繁に集まる必要はある。 

●これまでの検討会議メンバーの中で、今後の参加が不明な人があるようだが。 

→次回会議案内で、もう一度参加意向の確認をする予定である。これで返事が無ければ参

加されない意向として対応する予定である。 



◆グループ別検討 

→検討会議メンバーから新メンバーに対して、提言の内容について課題や弱い点を紹介い

ただきたい。その話をきっかけに何から検討すれば良いか、取組む内容の優先順位を話

し合っていただけると良いのではないか。 

→各グループには、進行と記録をそれぞれ担当する方を決めていただきたい。 

◆全体会 

→話し合った内容を報告 

①拠点づくりグループ 

・提言の紹介の後、提言について意見や考えを話し合った。 

◎次回会議 ６／２４（月）午後７時から、福野庁舎２階 ２０１会議室 

②空き家、空き店舗、空き地の活用グループ 

・提言については、空き家・空き店舗を活用したコミュニティビジネスの実施を商工会

と取組んでいく。秋ごろには実践する予定。 

・次回会議の資料として、駅前、ＪＡ、庁舎の土地の所有者が分かる図面等の資料がほ

しい。 

・空き地の活用については、ハコものありきではないが、その空き地にどんな機能があ

るのか①拠点づくりグループと共通する部分はあるので、連携する必要があるとの意

見が出た。 

◎次回会議 ７／８（月）午後７時から、福野庁舎２階 ２０１会議室 

③人づくりグループ 

・提言内容の共有を図った。 

・提言実現に向けては、今年度は２本立てで進めていくこととした。 

(１)事業展開の準備として、学校関係への投げかけ 

(２)郷土愛を育む、あるいは、まちづくりに興味を持ってもらえるような人材育成の

ための協議会（コンソーシアム）設立に向けての検討 

・メンバーを随時勧誘する必要を話し合った。 

◎次回会議は、今後の全体会議の日程をみて、開催する予定 

◆次回の全体会議 

事務局（市）で、各グループの進捗を確認した上で日程調整し、皆さんにご案内するこ

ととする。 



南砺市役所 地方創生推進課 まちづくり推進係 ℡ 0763-23-2052 

2018 年 12 月 

2019 年４月 

「 まちづくり検討会議（※）」からの提言の実現に向けた今後の取組について

（福野地域） 

提言の実現に向けた具体策の詳細について検討する際には、市の各種計画との整合性を図る必要があ
ります。特に、福野地域の提言に含まれるハード事業（拠点づくり）については、公共施設再編計画で、
市所有の公共施設の延床面積を半分にしなければ、将来維持していけないということが判明している中
において、次世代への負担を考慮した上で、自主自立的な取組となるよう、地域主体で協議・検討される
ことが望まれます。 

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

※まちづくり検討会議とは 
まちづくり検討会議は、庁舎統合の議論を契機として、分庁舎の位置する城端・井波・福野・福光の4つの地域ごとに、地域審議会長の

推薦や公募によって参加された、各地域15名のメンバーで構成された会議です。 

庁舎統合の議論において、市議会から平成29 年 10 月に提出された「統合の時期については、不用となる分庁舎の跡地活用など、地域

の賑わいや活力の低下を防ぐためのまちづくり対策の方向性を十分検討した上で実施されたい」との内容を含む「提案・要望」に対応する

形で設置されました。 

平成30年2月から12月にかけて、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

向性と、その方向性を具現化するために必要な施策について検討し、平成30年 12月に、議論の結果をとりまとめ、提言書として提出さ

れました。

福野地域のまちづくり検討会議からの提言

地域審議会委員を中心とした組織で意見調整 

（地域の合意形成）

総合計画へ 
（全市的な合意形成、提示条件を基に具体的な施策等をさらに検討）

提言に基づく具体的なまちづくりの実現に向けてスタート

住民説明会
提言実現に向けた検討結果を、地域の皆さんに広く知っていただく

まちづくり検討会議のメンバーを中心に 

関係団体や専門家、行政を加えた検討組織（ワーキンググループ）で、 

提言の実現に向けた課題を整理し、 

具体策の詳細について検討 
課題別の
ワーキング 
グループ 

まちづくり検討会議メンバーを中心とした準備委員会にて検討組織の構成メンバー選定

課題別の
ワーキング 
グループ 

課題別の
ワーキング 
グループ 

課題別の
ワーキング 
グループ 

（市民と行政が協働、 
または行政が主導で取り組むもの） 

（市民主体で 
取り組むもの） 



まちづくり検討会議からの提言の実現に向けた具体的な取組の分類 

提言の実現に向けて取り組むにあたり、新たに設置する検討組織での協議を踏まえながら、
実現可能性の高いものから優先的に取り組んでいくため、各地域からの提言の内容を下記の①
～③に分類して進めます。 

合意形成の有無からみた提言の分類 

市民 
協働の 
視点 

提言の
具現化
に向け
た取組

合意形成を前提としないもの 
（合意形成にこだわらずに 

進めるもの） 

個人･グループで 
取り組むものなど

合意形成を目標とするもの 

地域全体･市全体で 
取り組むものなど

市民
の 

領域

市民が 
主体的に 
取り組む 
まちづくり 

←-
-
-
-
-
-
--
-
-

ま
ち
づ
く
り
検
討
会
議
か
ら
の
提
言
内
容
の
範
囲-

-
--
-
-
-
-
--

→

① 
市民が相互に協力し、主体的に取り

組む上で、補助事業等の利活用が見
込まれるものについて、行政が提案･
サポートを行う。 
自由に意見交換・情報交換ができる

交流の場(*1)を作る。 

（例）カフェ、商品開発、直売所な 
ど（ビジネス的な事業）

② 
取組の詳細について、地域住民によ

る意見交換会や、地域審議会委員を
中心とした組織(*2)で議論し意見を
調整した上で、取り組む。補助事業
等の利活用が見込まれるものについ
て、行政が提案･サポートを行う。 

（例）特産品開発、乗合タクシー、 
観光動線の設定、空き家活用など

←-
-
-
-
--
-
--
-
--
-
--

市
民
活
動
と
行
政
の
協
働
領
域-

-
-
-
-
--
-
-
--
-
--
-

→

市民主体 
で行政が 
支援する 
まちづくり 

市民と行政 
が協働で 
行う 

まちづくり 

－ 

③ 
取組の詳細について、市民と行政が

各種計画による制約条件や財政面の
課題等を含めて実現可能性の観点で
議論を重ね、地域住民による意見交
換会や、地域審議会委員を中心とし
た組織で議論し意見を調整。その上
で、総合計画の中で全体のバランス
や将来展望の観点からの全市的な議
論を踏まえ、具体的な施策等をさら
に検討して取り組む。 

（例）図書館･子育て支援･高齢者福祉
等の公共施設機能の統合･複合化、郷
土教育の充実、公園整備など 

行政が主導 
し市民が 
参加する 
まちづくり 

行政
の 

領域

行政が 
執行する 

まちづくり 

学校・保育園・健康保険・介護保険・
障害者支援・生活保護・上下水道・消
防・救急・一般ゴミ収集など 

・上表における「市民」とは、市内で活動するあらゆる主体であることから、市民の個人だけではなく、市民
団体・市民グループ・民間企業・学校なども含める。 

・(*1).交流の場･･･ 
合意形成を前提とせずに参加者同士が対話する形式で、定期的に（2 ヶ月に 1 回程度？）開催。すでに活
動している市民グループや民間の方々、小規模多機能自治の活動など、地域における活動を共有すること
で、お互いができることを重ね合い、新たなネットワークや協働活動が生まれ、また、一つ一つの実現の積
み重ねによって、自発的な地域課題の解決やまちづくりにつなげるきっかけをつくる。（地域の中心となる
若者や地元の企業･お店の皆さんが自発的に、地域課題に対して話し合うような場ができていくことが理想） 

・(*2). 地域審議会委員を中心とした組織･･･ 
地域審議会は町村合併以降、市の施策全般に対する意見など、各地域住民の代表としての役割を担ってこ
られてきた組織であり、任期満了後も、引き続き各地域の代表として位置付けたいと考えているもの。 

 合意形成 ＝ 議論による意見の調整 ＝ 多数決ではなく、相互理解によって、 
意識が同じ方向に向かうことが目標



留意事項等（福野地域）

・提言の整理（優先順位付け、スケジュール）
・ワーキンググループのテーマ、テーマに沿った構成メンバーの選出（関係団体、専門家、施設管理の経験者、自治
　振興会（地域づくり協議会）等）をどうするか

それぞれの地域からの提言＝それぞれの地域の市民ニーズ
提言の実現に向けて進める（施設を作る方向での地域の合意形成は必須）。
拠点施設については、施設をつくることが主目的であってはならない。
　　「何を目的として、誰のために行うのか」を常に意識
　　　･･･何のため？（何をする？それをすることで、地域に賑わいや活力を生み出す？）
 　　　　 誰のため？（利用者の範囲は？）
　　まずは複合化する機能をイメージした上で、複合施設に入る機能の規模、管理運営の問題・課題を整理し、
　　充分な議論を経た上で、将来に渡って皆から喜んで使ってもらえる施設に、そして、持続可能な施設運営となるように

　それぞれの地域に同じような機能を持つ複合施設整備は公共施設再編計画に反するのか？
　→それぞれの地域に必要な機能であり、かつ、将来に向けての活用が見込まれる内容であればＯＫと考える
 　　ただし、行政主体の複合施設として新設する場合、床面積の制限などは特に無いが、公共施設再編計画（公共施設
　　面積を約50％縮減）との整合性の観点から、学校を含む他の公共施設の維持に影響することを考慮することが必要。

　場所の選定
　　・ファブリカ跡地（住宅開発も併せて）
　　・福野庁舎跡地（借地返還後の市有地）
　　・JA跡地を含めた福野駅前整備

　（各公共施設の現況）
　福野庁舎　････････鉄筋コンクリート造、建築年 1965年、耐用年数（60年）を迎える年は2025年（残6年）、
　　　　　　　　　　　　　　2004年に耐震補強工事施行、2019年現在、築54年（耐震工事から15年経過）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民センター　約80㎡

　産業文化会館･････鉄筋コンクリート造、建築年 1976年、法定耐用年数（50年）を迎える年は2026年（残7年）、
    　　　　　　　　　　　　未耐震、2019年現在 築43年
                                                                           1階 福祉談話室  27㎡
                                                                                 サークル室   29㎡
                                                                                 集会室        88㎡
                                                                           2階 講堂           99㎡
                                                                                 市民教養室 39㎡
                                                                                 和室           44㎡
                                                                           3階 和室           49㎡
                                                                                 大会議室   103㎡

　中部公民館　　････鉄骨造、建築年 2007年、法定耐用年数（38年）を迎える年は2045年（残26年）、
    　　　　　　　　　　　　耐震補強不要、2019年現在 築12年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務室　　　　　㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議室　　　　　㎡

　ひびきの家　･･･････鉄筋コンクリート造、建築年 1966年、法定耐用年数（50年）を迎える年は2016年（3年超過）、
   　　　　　　　　　　　　 未耐震、2019年現在 築53年（女性団体連絡協議会関係団体の活動）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議室　　　　　㎡

　ヘリオス　　･･･････公共施設再編計画では、市が所有する文化センター（ホール施設）は、1～2箇所に集約する方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R元年度いっぱいで方向性を出す予定）

　ハードについては、行政で提言内容に沿った実現可能な範囲の素案を作成すべき

まちの中心にある空き家・空き店舗・空き地の活用
　・駐車場の確保
　・市街地の安全な交通規制→路面のカラー化による歩道・路側帯の確保
　・福野駅～福野高校の安全な動線

　福野家守舎、福野まちづくり協議会の活動との連携

　皆さんが提言された内容（ソフト事業）を具現化してくれるプレーヤー探し　→実践者募集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助メニュー
全国のいろいろな先進的な取組事例等



まちづくり検討会議からの提言の実現に向けた取組の分類　【福野地域】

地域の現状 地域の課題
地域が目指す
方向性（テーマ）

目指すこと 具体的な取組内容
整理

№ 検討事項、課題 主体/主導

取組の

分類

（①～③）
検討結果

誰がする？
（実施者）

どこでする？
（場所）

いつする？
（時期）

活用
できそうな
補助金

1-1  検討：地域内の類似施設との役割分担を踏まえた、必要な機能の詳細
 　　　　［複合交流施設に求められる機能・スペース］
 課題：公共施設再編計画（公共施設面積を約50％縮減）との整合性の観点か
ら、行政で新設する場合は、新設する施設の床面積は、新たな機能を含め、統
合する既存公共施設のトータル床面積の50％が限度と考える。

市民・行政 ③

1-1-1  検討：小規模多機能自治の拠点　集会室､会議室､事務局ﾌﾛｱの設置 市民・行政 ③

1-1-2  検討：放課後児童の学習スペースの設置
 課題：放課後児童クラブのあり方について、現状は手狭か？ 将来的に必要な
規模、適切な場所の確認

市民・行政 ③

1-1-3  検討：幼児の遊び場の設置 市民・行政 ③

1-1-4  検討：高齢者等の交流空間の設置
 課題：各地区の高齢者サロン等との兼ね合い、高齢者にとっては身近な場所の
方が望ましいという意見も。

市民・行政 ③

1-1-5  検討：高齢者等の趣味の会等の活動の場の設置 市民・行政 ③

1-1-6  検討：ﾃﾅﾝﾄｽﾍﾟｰｽの設置 市民・行政 ③

1-1-7  検討：伝統文化PRｽﾍﾟｰｽの設置（夜高・福野縞など）
 課題：ギャラリー市の里、有川呉服店さんとの関連 市民 ①

1-1-8  検討：芝生広場の設置
 課題：芝生広場の利用目的は？猿が辻公園・ヘリオス周辺・園芸植物園・旅川
親水公園などの利活用

市民 ①

1-1-9  検討：行政センター等の公共スペースの設置 行政

1-2  検討：他地域とのカラーの違い・強調すべき具体的内容
 課題：地域の資源や課題を踏まえ、地域の特性を活かして、地域間の連携や
機能の補完によってバランスの取れたまちづくりを目指す。

市民 ②

1-3  検討：場所の選定
 課題：小学校・アルカス・おひさま保育園に近いファブリカ跡地（あわせて宅地
開発等）、福野庁舎跡地（借地返還後の市有地）、JA跡地を含めた福野駅前整
備

市民・行政 ③

1-4  検討：今後の人口減少を見込んだ施設規模（コスト・必要性・ニーズ把握）など
のあり方 市民・行政 ③

1-5  運営主体の選定と自立した維持管理方法
市民・行政 ③

1-6  検討：財源確保、維持管理経費調達、運営費負担等の方向性
 課題：施設の設計費・建設費などの初期投資（イニシャルコスト）の限度の確
認。維持保全費や運用管理費などの施設運営費（ランニングコスト）について
は、行政の負担がなくても運営可能な方向で、縮減に向けた手法を検討。

市民・行政 ③

1-7  検討：福野庁舎跡地（市有地）の活用
市民・行政 ③

1-8  福野庁舎跡地の借地を速やかに返還（民有地貸し手の意向確認）
行政

2-1  検討：福野まちづくり構想（福野マチダテ構想）の策定、 ｢まちづくりのコンセプ
ト｣ 検討・策定、各種勉強会の開催
 課題：駅周辺整備計画、関係者との協議、役割分担の明確化

市民 ①

2-2  検討：リノベーションスクールの開催
 課題：リノベーションまちづくりの実践における、運営主体の選定と手法の検
討、リノベーション教育・人材確保・人材育成を通じた「人づくり」事業の目的の
明確化

市民 ①

2-3  検討：空き家・空き店舗の活用ニーズ・利活用事例の把握
 課題：安全な交通規制（路面カラー化による路側帯の確保、駐車場の確保など 市民・行政 ②

2-4  検討：運営主体と手法の検討、コーディネーターの養成
市民 ②

2-5  検討：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
市民 ①

2-6  検討：空き家・空き店舗を利用した リノベーションまちづくりの推進
市民 ①

・ 空き家、空き店舗、未
利用地の利活用
・ JR福野駅の周辺整備
・ 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。
・ 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。

駅周辺・空き家・空き店
舗・空き地の活用

まちなかの空き家・空き
店舗・空き地などの地
域課題を､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

今あるものを活かし、新
しい使い方をしてまちを
変える

・ 福野まちづくり構想の策定、及び、
各種勉強会、リノベーションスクール
（これからの建築・不動産･まちづくりに
欠かせないリノベーションの実践技術
を学ぶ場）の開催

【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。
◆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。

・ 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。
・ 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）

まちの優位性を活かし
た新しい核となる拠点
づくり

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

・ 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

・ 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
ちづくりの推進



まちづくり検討会議からの提言の実現に向けた取組の分類　【福野地域】

地域の現状 地域の課題
地域が目指す
方向性（テーマ）

目指すこと 具体的な取組内容
整理

№ 検討事項、課題 主体/主導

取組の

分類

（①～③）
検討結果

誰がする？
（実施者）

どこでする？
（場所）

いつする？
（時期）

活用
できそうな
補助金

2-7  検討：福野駅舎内の整備
行政

2-8  検討：福野駅から福野高校への動線の整備
 課題：歩行者専用路等に係る整備財源等の検討 行政

2-9  検討：福野駅周辺駐車場の整備
行政

2-10  検討：JA跡地も含めた｢まちの玄関口｣駅前の整備
 課題：JA跡地・民間用地の利活用には官民連携が不可欠、民間企業の考え方
を確認

市民・行政 ③

・ 庁舎跡地などの広い空き地でエコタ
ウン･緑化･交通規制などのインセン
ティブを設定した新しい宅地開発

2-11  検討：新しい宅地開発

市民・行政 ③

3-1  検討：ESD教育の実現に向けて、 小中学校･高校･大学などの教育機関・地域
との連携、運営主体の選定と手法の検討 市民・行政 ③

3-2  検討：小学校PTA向け｢南砺教育｣など、既存事業の充実・展開の検討
市民・行政 ③

3-3  検討：小学生が、地域の良さに触れ、地元愛を育む機会を創出（郷土教育）
市民 ①

3-4  検討：中学生が、地域の良さに触れ、地元愛を育む機会を創出（郷土教育）
市民 ①

3-5  検討：高校生が、地域課題解決に主体的に関わる機会の創出
市民 ①

3-5-1  検討：地域課題を考える事業の立ち上げ 市民 ①

3-5-2  検討：高校の授業（総合･地域学習）の一環として取り組む
 （実施イメージ）複合交流施設･空き店舗･空き家等の活用､イベント活性化､地
場産品の商品開発など、テーマ課題を提示しアイディア提案を募る　→ アイ
ディアコンテストで優秀作を表彰　→ アイディアの事業化

市民 ①

3-5-3  検討：夏休みを利用しスクールを開講
 （実施イメージ）複合交流施設･空き店舗･空き家等の活用､イベント活性化､地
場産品の商品開発など、テーマ課題を提示しアイディア提案を募る　→ アイ
ディアコンテストで優秀作を表彰　→ アイディアの事業化

市民 ①

3-6  検討：大学生が、地域課題解決に主体的に関わる機会の創出
市民 ①

・ 若者が、まちづくりへの興味関心を
持ち活躍しやすい環境づくり

3-7  検討：若い世代の「住む」につながる魅力について、求められる具体的な内容
の検討 市民 ①

・ 子育て世代が、生活･子育てがしや
すくまちづくりに参画しやすい環境
づくり

3-8  検討：子育て世代がまちづくりに参画しやすい環境、具体的な内容の検討
市民 ①

・ 小､中学生が、地域の良さに触れ、
地元愛を育む機会を創出（郷土教育）

・ 高校生､大学生が、地域課題解決に
主体的に関わる機会の創出

・ 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｣
駅前の整備

・ 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
・ 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。
・ 若者が滞在しない地
域にまちの未来はな
い。
・ 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。

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

20～30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
担う、主体的に考え行
動する市民を育てる

・ 生涯学習を通じて持続可能性のある
地域で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（持続可能な開発のための教
育)の推進


