井波地域 会議録
件名
日時
出席者

いなみ まちプロ 第３回会議
令和元年 7 月 23 日（火）19 時〜20 時 30 分

場 所

山野交流センター 会議室

いなみ まちプロメンバー：10 名 、地方創生推進課：2 名

内容

・庁舎の活用策の検討

概要

◆三谷会長挨拶
●次期総合計画の策定について、現在見直ししているビジョンはとても大まかなもの。ビ
ジョンが先に決まっても、私たちの決めた事柄が置いてきぼりになることはなく、話が
まとまり次第実行に移せるということを確認している。
●前回は庁舎活用について、一つの方向性を決める必要があることから、どんな機能を入
れるのか、どんな管理をするのか、管理費はどうするのか、といった点を踏まえた上で、
皆さんに考えてきていただく、ということにしていた。それぞれの団体で話されたこと
をご報告いただきながら、どんな機能を入れていけば良いか検討し、入れる機能が決ま
ったら、果たして採算性のある施設になり得るのか、ということを具体的に検討してい
かなければならない。提言と比較して、具体的な取組の部分が若干変わってくるかもし
れないが、提言にある「庁舎を活かす」という流れは、検討会議の趣旨を理解した上で
進めていく、ということで、検討会議から続いて参加の皆さんには割り切っていただき
たいと思う。
◆本日配布資料の説明（事務局から）
（資料１）井波地域の公共施設の状況図
→公共施設再編計画に挙がっているものを色付けしたもの。機能の複合化を考える上で参
考にしていただきたい。
→図書館機能については、市図書館協議会で今年度中に今後の方向性が示される予定なの
で、それを確認してからになる旨ご了解いただきたい。
（資料２）前回会議（令和元年 6 月 27 日）の会議録
（資料３）今後の取り組みについて（総合計画との関係）（案）
→総合計画策定スケジュールに、提言実現に向けた取組みのスケジュールを合わせたもの
で、あくまでも案である。今後、どのようなことを、いつ頃までに検討すれば良いか、
皆さん方で決めていただいて、お互いに確認して進めていけば良いと思っている。
→総合計画への位置付けは、３年をひと区切りとして毎年見直しを行う実施計画の部分に
しっかりと盛り込んで実現につなげていくことにしている。
◆質疑応答（●…メンバー発言、→…事務局発言）
●この会議のスケジュールについては、慌てなくても良いことは分かったが、どの時点で終わり
とするのか？来年７月に庁舎移転となると、地域住民の皆さんは非常に不安になられるは
ず。井波地域としての方向性をお示しできるようにしなければならないと考える。また。このま
ちプロは、どこまでの検討をしなければならないのか？
→庁舎活用に係る方向性の結論は、来年７月を目指していただければ、と考えているが、まち
プロの検討は、提言の実現に向けて自主的に進めていただきたいと考えており、いつまで、と
いう期限を行政として示すものではないと思っている。
◆修正後のフロー図による今後の進め方の体制について確認
（●…メンバー発言、→…事務局発言）
●提言書を題材として、まちプロでこれからの井波地域のまちづくりについて実施計画案を策
定。決まった事柄から順次実施していくという認識で良いか？
●内容によっては、４地区の地域づくり協議会からの了解をいただく。
→今後の取組みフロー図はこれでよろしいか？
●（全員）異議なし
◆庁舎の活用策の検討（●…メンバー発言、○…三谷会長発言、→…事務局発言）
●既存庁舎を活用する方向で進めるというところまでは結論に至っている。但し、庁舎を目一杯
使えるかどうかは、今後の課題。
○庁舎の活用策について検討されてきた団体は報告していただきたい。
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【井波地域づくり協議会（井波地区）地域づくり部会】
１ 彫刻組合や木彫りの里を含めて、彫刻展示機能の移転は反対意見が多く、全体的には地
域住民のためだけの施設とすべきという意見
・彫刻展示機能はこれ以上分散させたくない。
・しかし、地域住民のためだけのものと言いながらも、観光客向けの展示機能を一部取り入れ
ることも無きにしも非ず。
・周遊機能を考えた時に、以前から手を掛けている木彫りの里〜瑞泉寺間が弱いのに、更に
周遊箇所を増やしてどうするのか懸念される。
２ 議論は戻さないことの確認をした。
３ 庁舎活用にあたり、維持管理のための自主財源の確保をどうするのか。
・金をどうやって生み出すか、稼げる施設にするにはどうすれば良いか、大変難しい話であ
る。十分に考えないといけない、という内容で、その日の議論は終わった。
●次回は、①維持管理のために自主財源の確保をどうすれば良いか、②どんな名称にする
か、各自考えを持ち寄って検討することになっている。
【南山見地域づくり協議会】
●まだ協議会では話し合っていないが、どのような形で話し合ったところで、まちづくりの方向性
が見えていないので意見やアイデア出しだけになってしまい、結論が出ないのではないかと
心配している。近々会議があるので、今日の会議で少しでも方向性が出れば良いと思ってい
たが、井波地区の報告を聞いて、なかなか簡単に方向性の出るものではないと実感したとこ
ろ。
○百人百様なのは、百も承知である。庁舎跡地を全部更地に、との意見もあるが、まちプロで、
庁舎を活用するとの方向性を出したのだから、それを尊重して進めることとし、議論がこれ以
上後戻りしないということだけは確認した上で、話し合っていただくようお願いする。
【山野地域づくり協議会】
●まだ協議会では話し合っていない。
【高瀬地域づくり協議会】 →今回欠席
【井波彫刻組合】
●提言にあるような、アーティストを呼んで…とか、ストリートファニチャー…とかは、既に木彫り
の里で取組んでいる。先日開催の木彫りの里の株主総会で、取締役の方が昨年にも増して
がんばっていらっしゃる様子を伺って、頼もしく感じたところであり、様々な方が彫刻のことを
考えてくださっていることに非常に感謝をしているが、もし、木彫りの里に更に人が訪れなくな
ったら、彫刻組合としても寂しくなる恐れを感じたので、先日の井波地域づくり協議会の地域
づくり部会では、反対意見を述べさせてもらった。
○仮に、彫刻総合会館や木彫りの里を庁舎へ移転したとすれば、次はその空いたところをどう
していくのかを考えなければならない。
●庁舎はまち中にあるので、高齢者が歩いても行けるような立地。その利便性を活かした使い
方をしていただいた方が良いのではないだろうか。
○井波のまちが、1 つの大きな屋根の下にあるようなイメージで考えていけば良いのかと思う。
【井波地域老人クラブ連合会】
●まだ話し合っていない。
○検討会議から続いて参加されている方々からのご意見はどうか。
●庁舎を活かす方向で、個別に具体的な検討を進めていける環境になってきて、やりがいを感
じている。
もうとう
●彫刻総合会館や木彫りの里の機能を庁舎に集約しようという話では毛頭なくて、それらも同
時に活かす方向で提言検討をしてきた。
●庁舎については、周遊観光の内の１箇所として使いたいという思いで考えたもの。来訪者に
見てもらいたいのは、やはり彫刻だが、彫刻でも様々なタイプがあって、一つは、従来の井波
彫刻であり、彫刻総合会館や木彫りの里にあるもの。もう一つは、国際木彫刻キャンプでの
作品。せっかくの作品を野晒しにして自然にかえすのではなく、形あるものだから、庁舎に集
約して展示するのが良いということを特に強調していた。まち中の空き家の軒先に展示するこ
とも考えられるが、広いスペースに集めて展示して、見てもらえば良いと考えたもの。
◎井波彫刻 →欄間、獅子頭、等 →彫刻総合会館、木彫りの里で見られるよ
◎世界の彫刻 →国際木彫刻キャンプ作品 →庁舎で見られるよ
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●観光客や来訪者が見たい彫刻を選んでもらえば良いという思いによるもの。展示するからに
は管理が必要で管理費も必要となるが、一人ほどは雇用出来ることになるだろうし、そこに飲
食スペースもあれば尚良し。あくまでも、周遊観光の内の１箇所としての位置付け。
○従来の井波彫刻と世界の彫刻を少し区別してはどうか、というご意見だった。他にご意見は
ないか？
●先日開催された日本遺産シンポジウムでの山川さんや島田さんのプレゼンテーションから、
井波彫刻について深く知ることが出来、非常に感銘を受けた。瑞泉寺の門前で木彫刻が進化
してきたことについて、山川さんは「お抱え職人のいるまち」だと表現された。30 年、50 年経っ
ても関連性の続くまちであり、彫刻が井波の歴史の中心になっていることを改めて感じた。ま
た、島田さんは「輩出」という言葉を使って、芸術家や職人が根付き、そして拡散すると言われ
ていた。親芋の回りに子芋が付き、子芋の回りに孫芋が付く、まるで山野の里芋のような子
孫繁栄。それと同じように、「三四郎プロジェクト」では、芸術家や職人が次々と輩出されて、
また別の土地で井波について語ってもらう。その語った事柄を聞いて井波を目指して、芸術
のまち、文化のまち、歴史のまちとしての井波の繁栄が、次の世代につながれていくことをシ
ンポジウムで感じることが出来た。今後、この庁舎を活用した取組みの中で、次々と時代をつ
なげていく、三四郎プロジェクトのような人材育成事業を行うことが出来れば良いと考える。
●広いスペースがあるのだから、拠点としての活用は十分考えられるのではないか。
○各々意見を語っていただいたが、それぞれ持ち帰っていただいて、もう少し検討してきていた
だく方が良いか？
●この会議は、井波地域全体のまちづくりについて検討する場である。井波地区の地域づくり
協議会地域づくり部会の議論の中でも念押ししたが、今日の議論を後戻りしてはならない。ま
ちプロのメンバーの認識が同じであるべきであり、これから議論される他の協議会や団体に
ついては、「庁舎を活かす」という方向でそれぞれ検討していただきたい。
●庁舎を観光の一部分ということで、特に国際木彫刻キャンプ作品の展示スペースとして周遊
観光の機能を持たせるというご意見があったが、庁舎は地域住民だけの施設としていくべき
か、この方向性を皆さんで検討すべきと考える。地域住民のための機能として本当に何が必
要なのか、次回までに考えてくるのが良いかと思う。
●庁舎に入れるべき行政機能は何かも考えなければならない。行政機能が入れば、維持管理
費の一部を市に負担してもらうことが出来ることから、本来は、このことを一番先に考えるべ
き。但し、井波地域は、町時代にしっかりとまちづくりを行ってきたので行政機能は充足してお
り、これ以上、新しい機能は思い浮かばないところだが。
●入れる機能とすれば、市民センターの窓口機能だけでないか。
●保健センター機能は、地域包括ケアセンターに入っている。
○井波に無くて、全市的な機能、と言えば、南砺市には公文書館というものはないから、この事
を考えるのも一つか。
●現有図書館の開架部分と閉架部分を分けて、市内の図書館が保有する古文書などの資料を
集約して保管することも一考か。
●ところで、先ほどから国際木彫刻キャンプの話が出ていたが、井波彫刻と世界の彫刻とは異
質なものと感じており、国際木彫刻キャンプにおける、彫刻組合としてのこのイベントの意味
をこの機会に伺いたい。
●世界の人が見る彫刻は、芸術家やアーティストが創るイメージが強い。その一方、井波彫刻
は、アートとは違い、職人仕事というか、井波の歴史の中で培われたものである。国際木彫刻
キャンプのテーマは「木彫りを通して世界をつなぐ」である。世界中の木彫刻の価値観を分か
り合うことが目的であり、コンテストのように優劣を付けるものではない。
●なるほど、理解した。岩屋が井波の入口として位置付けられているが、そこに設置してある作
品「獅子の子落とし」を見ても、すぐに井波彫刻と分かりづらく、説明を聞かなければ理解出
来ない状況。また、「獅子の子落とし」から続く「ともしびの道」に設置されている灯籠も手入れ
されている様子は無い。これらの現状を踏まえて、せっかく日本遺産に認定されたのだから、
例えば「日本遺産ロード」などとして、抜本的に井波の入口からレイアウトを変えるような発想
も必要なのではないか。岩屋から井波に入り、彫刻作品を有機的に配列して、来訪者に見て
いただく流れなど。併せて、「彫刻のまち、信仰のまち」として、新しい案内表示があっても良
いと考える。「ともしびの道」のネーミングは見直すことも一考かと。
●井波地域のまちづくりに何が必要かを考えるにあたり、まちづくりの目的が今ひとつ不明瞭で
ないか。６月 10 日に配布されたＡ３横の資料「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」を題材にして検討を進めないと、議論がつながらない。この資料にある整理
№18〜27 について検討を進めてはどうだろう。今の様子では検討が前に進まない。
●庁舎を活用すること前提で検討するにしても、まずは各地域づくり協議会に諮って了承を得て
から次のステップに進むものと思っている。先ほどからの意見で、議論がひっくり返るような、
議論の後戻りをしないためにも、個別に話を進めていく上で、各地域づくり協議会や団体が議
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論の歩調を合わせる必要があるのではないか。
●庁舎が町部にあることから井波地区の協議会が中心になるのかもしれないが、井波地域全
体として使うものになってくるとすれば、各地区からも金銭的な負担協力の検討も必要ではな
いか。
●そこは、庁舎を使って何をするかにもよるであろう。
○先ほど意見のあった、Ａ３横の資料「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」を参考にしながら今後の議論を進めていくことは当初から予定していたことだが、一歩
進めて検討をしていくことで、皆さんよろしいか？
●（全員）異議なし
●地区で話す時に、せっかく人を集めても同じ議論ばかりになってしまう。この資料を題材にし
て話をしていきたい。
●今後、庁舎活用策について議論することになるが、他の地区でも同じように議論される中で、
もし、「うちの地区は賛成出来ないから、まちプロから抜けるわ！」と言われると都合が悪いの
かなという懸念がある。その上で、この資料を利用して話を進めるということであれば、議論
が非常にスピードアップするのではないか、と期待する。
○いろんな意見は出てくるから、「参加しない」という話も出てくるかもしれない。
●分庁舎の建物・跡地活用の検討の時から町部のことだけを考えていた訳ではない。井波地
域の４地区が参画して、地域を良くしていきたい。井波地域の住民が過ごしやすいまちづくり
の中で、従来の産業をもっと活発にしようと考えた時に、観光の先にあるコミュニティーバスや
飲食であれば、農村部も参画しやすく、また、今よりも地域全体が交流しやすくなるのではな
いか、というのが提言の骨子である。
●井波地域の提言を理解した上で、次の段階への検討を進めなければならない。
●次の段階の議論となるコミュニティーバスや農産品のことも、井波地域が連携して、地域全体
の交流を考えたもの。
→庁舎をどのように活用しようか、という話題提供だけでは議論は進まない。経緯を丁寧に説明
していただく必要はあるだろう。
●各地区では、庁舎を活用する意味をまず伝えていただいてから、検討していただきたいと考
える。せめて、まちプロのメンバーは提言の内容は知っておいていただきたい。
●庁舎はまち中にあるけれど、村部の地域づくり協議会でも庁舎を利用してやろう、というくらい
の内容に、まちプロで詰めていきたいので、村部からも庁舎活用の提案を出してほしい。
○町部、村部に限らず、庁舎に入って運営出来る、お金の話も含めて調整・検討して、まちプロ
にご意見を挙げていただきたい。意見が固まれば、専門家を入れての設計、試算になる。そ
の内容によっては、次の段階の検討になることもあるだろう。今日は、この程度の議論しか進
まないが。
●収入が得られて、皆さんに喜ばれて、庁舎も活用出来て、というアイデアはなかなか見つから
ないと思う。民間活用を考えた時に、井波地域の事業者が「これは商売になる！」という再発
見をしていただくほどのものでないと、無理なのではないか。10 年、20 年先を見た時に、この
庁舎の活用が市全体の模範であったり、地域発展の糧になっていたりする、というのであって
ほしい。どこが肝なのか分からない活用では、期待が薄い。
●今後益々増加するであろう外国人労働者に対して、福光で開催の外国人労働者向け日本語
教室「にほんご広場」に出張してもらうことも一考か。
●自分の経験から、将来をにらんで、福祉的活用が妥当かと思う。庁舎周辺は、市民病院や地
域包括ケアセンターなどがあって、既に福祉ゾーンになっている。例えば、ＪＡや有力企業、社
会福祉法人などに入ってもらえると、庁舎周辺への経済効果も期待できるのではないかと思
う。
●地域食堂や高齢者サロンは提言にもある。その他、これも出来る、あれも出来る、という話を
これから突き詰めて、総合的な大きな建物をテナントで埋め尽くしていくつもりで検討してい
く。いなみ まちプロはそんな会議になってほしいと思っている。

◆次回会議
８月２３日（金）午後７時から、山野交流センター 和室 （旧山野公民館）
１．庁舎の活用策の検討
※各地域づくり協議会、団体は日程調整の上、検討してきてほしい。
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井波庁舎周辺市街地の公共施設の状況図

:庁舎
:保健施設
:学校･保育園･児童施設

:文化施設･公民館

:図書館

:博物館等

:ｽﾎﾟｰﾂ施設

:産業系施設

資料 １

:公営住宅･その他

:ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
:ｺﾝﾋﾞﾆ(証明交付ｻｰﾋﾞｽ有)

資料 ２

井波地域 会議録
件名
日時
出席者

いなみ まちプロ 会議
令和元年 6 月 27 日（木）19 時〜21 時

場 所

山野交流センター 会議室

いなみ まちプロメンバー：15 名 、地方創生推進課：2 名

内容

・島田さんから井波地域提言内容の説明

概要

◆井波地域提言内容の説明

・庁舎のあり方検討

◆庁舎のあり方検討
●提言内容の説明により、改めて、提言のメインが庁舎を拠点とした井波彫刻の魅力発信であ
ることは十分理解した。提言検討の中で、彫刻総合会館や井波美術協会、彫刻組合とは意
見の摺り合わせを行ったのか？
●まち中の動線を考えた時に、井波彫刻に関するものがあった方が良いとの意見が多かった。
美術館のように、ただ展示品を見るだけでなく、それを基にして井波彫刻から湧き立つような
ものづくりに対する魅力を伝えられるなど、井波エリアとしての差別化の必要性を感じている
が、既存の関連施設との関係や、地域全体を見渡して検討していかなければいけないという
議論に留まっている。まち中に必要な機能であることは話し合ったが、公式での、協会や組合
の方等との調整はまだ行っていない。
●訓練校は、建設からどのくらい経過している？
●40 年ほど経過していないだろうか。
●建設時期は、庁舎と変わらないような時期か、もしかすると、庁舎よりも少し新しいかもしれな
いが、訓練校は耐震構造になっていないので、利用は危ない。訓練校については、彫刻総合
会館の側にあった方が機能的には良いが、伝統産業会館を建てる前後に建てた建物であ
り、この伝統産業会館自体も耐震構造になっていないので、この機会に、移設を検討すること
も可能だろう。
●管理費に年間約 2,000 万円とのことだが、一体どこから捻出するのか？また、行政機能をど
の位置に入れるのか。そのことにより、行政からいくらかの管理費を見込むことも出来る。そ
の他にも、公共的機能や小規模多機能の通所Ｂ型などを入れればある程度の収入が見込め
るのではないか。経営理念も入れて、ある程度維持管理費を抑えながら運営していくことが
必要と考える。
●採算ベースで考えるならば、今の状態だと年間 2,000 万円で、およそ月 160 万円である。せめ
て、月 100 万円ぐらいに圧縮できないかと考えている。
●行政センターや地域づくり協議会など、移転できる機能があれば、テナントとして入ってもらっ
て、家賃収入を基本にしてまかなう方法もあるだろう。
●貸スペースとして、美術館や図書館、カフェなど、直営でやるのか、テナントとして入ってもらう
のか、という方法も出てくるのではないか。
→維持管理費の 2,000 万円程度というのは、光熱水費＋大規模修繕費＋一般修繕費＋清掃業
務委託費＋警備保障業務委託料であり、光熱水費だけを見ると、Ｈ28 年度実績で 800 万円
弱である。初期の修繕は、事業計画の内容により、市として支援出来る範囲も変わると思わ
れるが、この機会にある程度の修繕が出来るとすれば、耐用年数期間満了までの間はそれ
ほど心配はいらないと考えることも出来る。警備の業務委託については、宿泊施設の機能を
盛り込む場合は運営側で夜間の人員とその給与等を出すことになれば、守衛は不要になる
と思われるので、2,000 万円ということにはならないのではないかと考える。
●ちょっと安心した数字が聞けた。井波全体のまちづくりを考えた上で、庁舎を残す提言に行き
着いた。まちづくりの検討には、「人が動くこと」「外貨を稼ぐこと」が大切だと考えている。「外
貨を稼ぐ」とは観光のことだと考える。現状では観光客の滞在時間が短いので、なかなか「稼
ぐ」までに至らない。観光客がもっとお金を落としたくなるような仕掛け作りが必要。例えば、
「八日町〜瑞泉寺〜裏道〜本通り」というような散策コースを設定して、滞在時間を長くする。
滞在時間が長くなれば、飲食や体験などで今よりもお金を落としたくなるのではないか、とい
う目的もあるし、これらによる、井波地域の高齢者の雇用創出も目的の一つ。井波４地区全
体の動きが集中する中の一つに庁舎がある。外貨が稼げて、雇用が創出出来て、まちが賑
わう、そんな物語の中に庁舎がある。新しいものを作らずにあるものを利用することを前提と
して、この物語を庁舎で実現出来ないか。そうすれば、飲み物、食べ物、体験の各分野が発
展していかないだろうか。実現すれば、農家もハッピー、飲食提供者もハッピーになる。
●今年開催される木彫刻キャンプについても、利活用が図れたら、と考えているところである
が、キャンプでの作品も常設展示すれば、庁舎を活用した取組ももっと質の高いものになる
のではないか。庁舎建物の改修にはお金がかかると思われるが、現状のままの手作り感で、
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今あるものを活かしていけば経費もそんなにかからないのではないかと考える。
●今回、井波の各種団体長に入っていただいた、全く新しい組織が誕生し、これからの井波地
域のまちづくりについて、責任を持って４地区で説明することとしている。各団体がそれぞれ
の見地で提言の内容を協議していただき、団体としてのまとまりをもって、責任をもって４地区
で説明するという役割がある、ということを忘れないでいただきたい。
●庁舎建物の管理費で気になるところがある。収入源はどこからになるのか、公共部分と民間
部分をそれぞれ明確にして、捻出する財源の整理をしていかなければならない。提言にはキ
ッズスペースのこともあったが、市の「子ども子育て会議」のニーズ調査でも、屋内の遊び場
が少ないとの話があった。この点も考慮しながら、将来の子育て機能を公共施設として盛り込
んでいくような検討をすることも大事だと考える。遊具的に彫刻を設置するなど、先ほどもご
意見があったが、キャンプ作品の活用も検討すれば良いと思う。
●行政センターはどうするのか？
●行政センター等の行政組織は、機能として出来るだけ庁舎に集めておく。そこからの管理費
も当て込む方向にするべきではないか。次に、その他の空いたスペースをどんな風に有効に
使っていくのかという検討になるのではないか。
●回遊性による木彫りの里との関係であるが、木彫りの里をどんな風に絡めていくのかが大変
重要。実際に、まち中と木彫りの里との回遊性を持たせる取組みは、これまでも非常にたくさ
ん行ってきた。飲食や物販など、大型バスでの観光客に対応したサービスを提供出来るのは
市内でここしかないと言っても過言ではない。木彫りの里がなくなれば、隣接の彫刻総合会館
もダメになることは間違いない。この２施設はセットである。これまで多額の税金を掛け、ま
た、多くの手も掛けてきた施設を簡単に切り捨てることは、考えられない。
●この会議では、提言内容を改良して、精度を上げてほしい。まちを総合的に見ている人たち
の中で戦略を立ててもらわないと、話の発展がない。
→市民センターの場所は、行政が決めていくことになる。皆さんのご意見を十分に参考にしなが
ら、決めていくことになるかと思う。元々は、文化センターを活かしたいという話から、行政セン
ターを文化センターに移転すればどうかという意見が提言になったもの。この点については、
今後、皆さんでもう一度しっかりと議論していただければ良いと思う。
●ここでの議論では、文化センターは切り離すべきではないか。残したいのは分かるが、それを
ここの議論の中に入れると、論点がぼやけてしまう。まちづくりの議論の一つとして入れるの
であれば、木彫りの里も入れなければ、話としておかしいだろう。
●まちづくりの議論の過程には、もちろん、木彫りの里も入れていた。
●庁舎以外の施設のことも意識しながら、庁舎のことを取り敢えず検討していく、ということを前
回話ししていた。木彫りの里が経営的に辛いとの話の中で、機能を集約させるのではなく、バ
ス循環により今ある施設で十分にまかなうことが出来るのであれば、無理して機能を移す必
要もないのではないか。バスをいかに循環させるかということは、次の段階の議論になってい
くかと思う。
●図書館について、今の図書館は手狭である。市の現状から新築も出来ないし、古くなったか
ら壊せば良いという時代でもない。ただし、機能は移してもいいのではないかと考える。全体
的に物事を見て考えていかないと、一筋縄ではいかない問題である。
●図書館についても悩ましい問題。小学生も中学生も使いやすいように、今あるものを使って、
図書館機能を分散させる発想もあるのかなと思う。
●閉架書庫にある資料は非常にたくさんあり、歴史的に貴重なものばかり。開架書庫部分のみ
を移すのなら理解も出来るが、図書館全体を移すとなると絶対に維持管理出来ない。県立図
書館も保有していない資料が井波図書館にはあり、それを失うことは絶対にあってはならな
い。図書館機能については行政が考えれば良いこと。
●提言には「図書館」とあるが、人が来てくれる場所としての「図書スペース」である。閉架書庫
は、室温や湿度など、資料保管の環境が整っていなければならない。
●既に行政が行っていることは行政に任せるべきである。それ以外に必要なものについては、
検討の余地がある。観光客が来た時に、一番お金が使われるのは宿泊である。今まで井波
に少なかった宿泊施設が、今は増えつつある。提言には「宿泊可能とし、」とあるが、片方で
頑張っている民間施設をなぜ圧迫しようとするのか？本当にそれでいいのか？キャパ的に収
容人数はどうなのか？
●頑張っている人の足を引っ張りたくはない。例えば、大学生などの合宿所のイメージで、安価
に宿泊出来るようにするなど、対象を区別したいと考えているが、ビジネスとして成り立つ部
分かどうかは不明である。
●今後の需要ももう少し見極めて、本当に必要ならば検討していかなければならない。
●提言は、先を見た希望である。同時に全部取り組めるわけではないので、１つ１つスタートし
ていくような考えである。まず、最初に何をするのか、地域の人が集まれるようにするのか、
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観光客を集約させるのか、まずはここを決めるべきではないか。
●第１段階として、庁舎にどんな機能を入れていくべきなのか。実施計画を作るための条件提
示をこの会議で積み上げてほしい。最終的な実施計画を見て、庁舎を壊す・壊さない、の最
終判断までの道のりをたどって行けたらと考える。
●今日の会議の様子だと、すぐ壊すという結論よりも、活用する方向でもう少し考えてみたらど
うか、という雰囲気を感じた。壊すことはいつでも出来る。やりたいこと、挑戦出来ること、地域
にとって必要なことを考えてみてはどうか、という後押しをしていただきたい。先に述べたよう
に、実施計画を作るまでに至らないと庁舎を残す・残さない、の判断は出来ないと考える。予
想だけでは決めかねるので、プランを練るためのチームを作って検討していくことが出来た
ら、と考えている。
●日中の高齢者の居場所作りなど、福祉面でも検討してほしい。
●今後、各自で考えてきたり、各団体に持ち帰って話し合っていただいたりしなければならない
部分もあるだろう。そのためにも、まずは、庁舎を誰のための施設にするのか、ここが一番大
事である。ここではっきりと決めないと、元に戻っての議論になってしまう。住民のためなの
か、それとも観光客のためなのか、きっちりと整理をして、次の段階に進むべきと考える。
●進め方としては、まず、誰のための施設なのかを決める。次に、その施設にどんな機能を入
れていくかを決める。住民のための施設ならどんな機能が必要か、あるいは、観光客のため
の施設ならどんな機能が必要か。
●提言にある、子育て世代の欲しい機能、高齢者の欲しい機能なども整理すべき。
●その中で、本来行政がやるべきことは行政でやってもらう、行政が出来ないことで市民が望む
機能について検討していけば良い。更に、行政が既に行っている機能を分担して行う、という
ような役割分担もしなければならない。その上で、市の機能が入るのであれば、その部分の
維持管理費は市で出すべき、という結論に話を持っていく。
●段階を踏んで検討しないと、話が行ったり来たりする。
●誰のためのまちづくりをするのかも考えなければならない。現状の要望を集めても、実現でき
るかどうかは分からない。
●子どもは減っているし、高齢者は増えている。高齢者についてもどうしていくか考えていかな
いと、結局いらないスペースになってしまう。まちの中心にあるのだから、地域住民のために
どのように活用するかを考えることも必要。
●誰のための施設にするのか、目的をはっきりさせないとまとめきれない。住民なのか、観光客
なのか。地元の人でも、高齢者なのか、子どもたちなのか。入れる機能を絞っても、どの機能
でお金が取れて、どの機能でお金が取れないかは、次の段階の議論になるだろう。最後は、
井波地域が良くなって、コンパクトで暮らしやすい地域であることを目指しているのは、皆さん
の共通の思いであり、庁舎がその手段の１つと思っている。限りある中に何でもかんでも入れ
るのも無理があるのではないかと思う。
●これまでこういう議論は行ってこなかったので、その点では今日の会議は有益だったと思う。
提言は提言として、これからいろいろな意見をいただきながら、内容が変わっていくことも致し
方のないことと割り切って、最後には、住みやすい地域を作ろうというのが皆さんの思いなの
で、その方向で議論を進めて行きたい。
●総合計画のビジョンに入れるというのは、以前説明のあったような形に収まっていくのか？
→来年度から始まる次期総合計画は、重点的なものに絞った内容で検討されていると聞いてい
る。この会議の取組みも総合計画審議会では報告させていただく予定だが、細かい事業まで
は総合計画の冊子に入れることは出来ないかもしれない。冊子には含まれなくても実施計画
には盛り込んでいくので、載っていないからやりません、ということではないことをご了承いた
だきたい。
●最終的な期限は無くなったとの判断で良いか？
→当初予算に間に合わせるには 10 月までに、とお伝えしているが、補正予算で対応することも
想定される。期限にこだわらずに、皆さんには十分議論を重ねていただきたいと思う。どんな
に遅くても来年度中には１つでも実施して欲しいという、担当者の思いはある。
●次回は、住民向けの施設にするのか、あるいは観光客向けの施設にするのか、方向性を決
めてきて欲しい。どんな機能を入れるか、それはどこから収益を得るのかということも含めて、
皆さん考えてきて欲しい。
◆次回会議
７／２３（火）午後７時から、山野交流センター（旧山野公民館）
１．庁舎利用を含めたまちづくりのテーマ検討
２．必要な機能の検討と課題整理
※各団体に持ち帰っていただいて話してきてほしい。
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資料 ３

今後の取り組みについて（総合計画との関係）（案）
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