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令和元年度 第１回南砺市福光地域審議会 

【開催日時】 

令和元年９月２６日 午後４時から午後６時まで 

【開催場所】 

南砺市福光庁舎４階 ４０２会議室 

【出席委員】１３名 

 池田惠里子、蟹野正男、齊藤勇一、澤田喜朗、高瀬須美夫、竹田宗勝、東田喜代

志、豊田正規、中村三郎、中山正次、西村信二、水口幹夫、湯淺武 

【欠席委員】２名 

 石崎直樹、得能金市 

【市出席者】 

 田中市長、上口市長政策部長、柴市長政策部担当部長、川森市民協働部長、荒木

市民協働部担当部長 

竹中地方創生推進課長、石﨑行革・施設管理課長、藤井医療課長、市川南砺で暮ら

しません課長 

鵜野福光行政センター長、野宇福光行政センター次長 

【傍聴者】 

 ２名 

【議 題】 

・南砺市総合計画 将来像について 

【その他】 

・庁舎統合に伴う各課の移転スケジュールについて

・市が事務局を担っている各種団体事務の方向性について

・令和２年度からの組織機構改革について

（福光行政センター長） 

 開会宣言 
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（会長） 

 よい天気で稲刈り等忙しい中、第１回福光地域審議会にお集まりいただきありが

とうございます。昨今の台風では色々な被害が報告されているが中でも台風１５号

では、千葉県では甚大な被害をもたらした。お見舞い申し上げたい。 

 今日は南砺市の総合計画、未来像、将来設計について、１０年、２０年先の自分

たちの孫、曾孫世代に悔いのないように南砺市の将来像について協議いただきたい 

（市長） 

 来年７月の庁舎統合にむけ、福光庁舎工事が始まって、不便をおかけしているが

ご理解とご協力をお願いしたい。 

市が誕生して１５年たとうとしているが、スタート時のさまざまな計画策定より

地域審議会は市長の諮問機関として条例制定されている。 

新市合併まちづくり計画＝第１次総合計画の策定がされ、さらに地方創生総合戦

略を加えて総合計画が策定された。現在、第２次総合計画の策定作業を行っている

が、現在の計画の成果について検証作業を並行して進めており、総合計画に検証作

業結果を盛り込んでいくことを考えている。 

審議会には、第２次総合計画の目指す将来像についてご意見をお聞きしたい。また、

総合計画の今後の進め方の説明に対してもご意見をお聞きしたい。併せて、庁舎統

合までのスケジュールを示すとともに、機構改革についても説明をさせていただき

たい。また、行政センターや各課で行っている事務事業についても方向性を示した

い。 

（１）南砺市総合計画 将来像について・・・資料１、資料１追加資料 

（地方創生推進課長） 

南砺市総合計画 将来像について説明。 

・第２次南砺市総合計画の位置づけと基本ビジョン、財政計画の検討 

・総合計画策定スケジュール 

審議会の位置づけ。 

来年２月に総合計画全体案をお示しする予定。 

・第２次南砺市総合計画の将来像の案について 

目指す将来像のキャッチコピーを示してあるので、ご意見をお聞きしたい。 

・第２次南砺市総合計画ビジョン（素案）への意見（パブリックコメント） 

これらの意見を尊重し、将来像に盛り込んでいきたい。 

・第２次南砺市総合計画の策定状況 
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南砺市の将来像策定のための構成図（関係図）となっている。「目指すまち」を達

成するための「目標」となっている。 

（会長） 

 この件について何か質問、意見はないか 

（Ａ委員） 

 現状の計画からの達成度というものを明確に示したらどうか。 

内容としては現在の計画と同様のものが多くなると思われるので、どれだけ達成

されているかというものは重要になる。 

（地方創生推進課長） 

同様のご意見がこれまでの各地域審議会よりご指摘をうけている。現在の計画の

達成度について、成果が上がったのか、どのくらいのものなのか、上がらないなら

どうして上がらないのか、上げるためにはどうすれば良いか、など結果の検証なく

して計画なしとはごもっともです。 

そこで、９月末時点でのこれまでの結果の総括をし、１１月までに達成度をまと

めることを同時進行で考えている。次回の２月末の審議会で示す全対案の中では、

それら検証結果を踏まえたかたちで目指すべきまちの姿に対してそれぞれの指標、

すなわち数値目標を設定して、実行性の高い計画となるよう取り組んでいきたいと

考えている。 

（Ａ委員） 

よろしくお願いしたい。 

（会長） 

ＰＤＣＡを確実に行っていただきたいということで、検証のほうをきちんとお願

いしたい。 

（Ｂ委員） 

 検証作業というのは具体的には誰がどのように行うのか。 

 こちらにも関与させてもらえるのか。 

（地方創生推進課長） 

一次的な評価については職員が行うこととしています。 
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それを以て、市民を含めた外部組織委員会で評価に対する妥当性を検証していた

だき、結果をホームページ等に公表するなどで周知することを考えています。 

したがいまして、個別に各地域などで現行の総合計画、総合戦略の評価の説明を

行うということは特に考えておりません。 

（Ｂ委員） 

地域審議会委員は検証委員の中に入っていないのか。 

（地方創生推進課長） 

第２次総合計画の審議会委員には地域審議会の委員の方もいらっしゃいます。 

（会長） 

 ここでは私が入っています 

（地方創生推進課長） 

その中でもしっかりと検証結果の説明はさせていただきます。 

（Ｂ委員） 

 スケジュールから言えば、検証結果の説明はいつになりますか。 

（地方創生推進課長） 

 最初に総合計画審議会で検証結果を説明するのは１２月上旬となります。 

（Ｂ委員） 

地域審議会は２月ではなかったか。 

（地方創生推進課長） 

地域審議会での説明は２月です。１２月は総合計画の審議会です。 

（Ｂ委員） 

 総合計画審議会で練られたものを、最後に私たちのところへくるのか  

地域審議会への説明が最後というのはいかがなものか。 

（会長） 

もっと早くに説明してほしいということですかね。 
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（Ｂ委員） 

 地域審議会での検討が必要なのではないか。 

（市長政策部担当部長） 

地域審議会のみなさまには、総合計画審議会での評価検証の結果と併せて総合計

画をお示しするというかたちを考えている。 

（会長） 

少しでも早く地域審議会委員への報告をお願いしたい。 

（Ｂ委員） 

２月に最終結果がだされるわけですね。 

最終的な計画では、市民のみなさんが先の見える、やりたいことや目標がみえる

というような具体的なものを示されるのか。 

（地方創生推進課長） 

資料１追加資料の右端の欄、「やるべきこと」が空欄になっておりますが、こちら

について年内をめどに、事務事業や施策として打ち出していき、市民のみなさまに

もこのようなかたちで総合計画を策定しているとお知らせをしていきたい。 

また、市民のみなさんがやりたいこという観点では、これから新年度予算に取り

組む時期であり、関係各課でも例年どおり市民のニーズをしっかりととらえ、その

中で積極的に「やるべきこと」を示していきたいと考えている。 

（Ｂ委員） 

今回の予算編成では反映はされるのですか。 

（地方創生推進課長） 

今回の次年度予算編成では、第２次総合計画に位置付けられる重点的な施策に対

してもしっかりと予算の裏付けをしたものでお示ししたいと考えております。 

時期としては、例年ですと３月議会にお諮りしますので、予算案としては２月の

下旬までにお示しできると考えております。 

（Ｃ委員） 

南砺市の将来について、富山県は産業基盤が豊かだと思います。吉田県政の時代
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から、農業のうえに工業立県富山となって以来、主に西部のほうで工業化が盛んに

なり農業をしながら生活を支えるというふうになった。それで、収入も増え、教育

にもお金を使い、都会にも優秀な人が多いわけです。 

南砺市にはすばらしい文化なり伝統なりがあり、それも貴重ですが、そればかり

ではなく、しっかりとした生活基盤を支えているのは工業であると。工業や企業の

場合は、事業転換などといった場合に拠点を移されることがあるときなどに、勤め

ている人はそのまま生活基盤も持って行ってしまう。 

それでは困る。将来的にも、豊かな自然とともに、ハイテク産業や製造業、企業

がいままでどおり生活を支える大きな基盤としてあってほしい。そのためにも企業

の誘致や拠点の設置に積極的になることを総合計画にも盛り込んでほしい。若い人

にも仕事があると。そういう面ではアピール不足なのではないか。 

（市長政策部担当部長） 

あらゆる産業が充実していること、それはまさにそのとおりでございます。個別

の案件の中で、企業育成支援ということをしっかり行っていく。産業についても同

じく、支援を明確にしていく。人口減少しており求人倍率も非常に高いのですが、

若い人たちがどういう仕事に関心があって、どういう仕事につきたいかとのマッチ

ングもあり、企業なり産業なりを具体的に考えておかないといけない。 

（Ｂ委員） 

方針のなかでは、働きやすい職場環境づくりとか多様な働き方というようなとこ

ろで示されると思いますが。 

SDGs 未来都市に認定されたこと、こころから敬意を申し上げたい。 

そのなかでフローのまちづくりからストックのまちづくり、成熟されたまちとい

うのはそのようなところへの転換が必要というのは大変興味深い。お話を聞かせて

ほしい。 

（市長） 

経済が成長していく過程において、昔はお金儲けという可能性がとてもあって、

それが少なくなって、そこでいまここにある良さというものを見直すような時代が

来ていると感じております。 

海外に行ってどんどんものを作って、海外から持って来る時代もそれはそれで良

かったのですが、それがダメになって、それに合わせてどんどんダメになっていっ

て。 

そこで、足元の築いてきた文化とか生活仕様とか豊かな自然とか、考えをひとつ
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にしていく時代が来ていると考え、フローからストックということを言わせていた

だいている。 

それで経済の話と企業の話とかはそうですが、全国でショッピングセンターとか

もとめていた時代がありましたが、これからはここにある技術で定着をしてもらっ

て、そこから新しいものを作っていくように軸足を置いていくようになれば良いか

と。 

総合計画の中で４年間には３０億の市内企業の投資額が起きて、さらに新しい産

業への投資額が見えてきている。地の利を利用した企業活動を応援していくことを

この中でできればよいと思っている。 

（Ｂ委員） 

会社を存続していくためには、いまある事業の転換をよりよいかたちで行ってい

くことが必要と考えている。南砺市にあるいろいろな良いものを活用することで、

必然的にまわりから若い人が集まってくると考えている。幸せを感じることが必要

だ。 

（市長） 

具体的な政策をイメージしておりますが、農業とか産業とか南砺市の企業のしく

みを発信していることは重要だと思っている。 

（Ｂ委員） 

ストックしているものを有効活用するというような。 

（市長） 

しっかりした生活基盤としてのつながりが重要であると認識している。 

（Ｂ委員） 

地域の活力を支える基盤としての産業の発展といいますか、そのような施策とし

て何かありますか。 

（市長） 

さきほども申し上げましたが、南砺市にはこのような企業がありますよ、とか発

信していること。この事業がこのような将来像につながっていく。 

（Ｃ委員） 
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今日現在では、そのようなつながりが感じられませんが。 

（Ｂ委員） 

事業者の立場として、強い企業を目指して働き方などを考えて行きたいと思って

いる。 

（会長） 

農業としてのサイドから、Ｄ委員にご意見をお伺いしたい。 

（Ｄ委員） 

みなさん特徴ある意見それぞれお持ちですが、それをどこにまとめていくかを具

体的に示していただいて話を進めていただければと思います。 

決まってから意見を求めると言われましたが、せっかく意見を求めるのでしたら、

それを盛り込んだものにしてもらえればと思います。 

農業も工業も地域社会を構成する重要なひとつですので、地域社会全体に構成し

ている農業、とくに地域集落は農業中心にいろいろな文化が生まれていることを含

め、工業も農業も具体的な意見もあって良いのではないかと思う。 

（地方創生推進課長） 

事前に多様な意見をお聞きして反映することが重要だと考えております。 

地域審議会でも事前に資料等をお示しさせていただいて、みなさまからご意見をい

ただければと思います。 

（会長） 

１０年２０年見越した計画とのことだが、中学生や若い女性との意見交換会でこ

のような計画を説明して反映していくということはあるか。 

（市長） 

高校生とのタウンミーティング、世代を分けて未来ミーティングを４回ほど行い

まして、総合計画に入れ込むことを前提にいろんなアイディアをいただいている。 

（会長） 

その方々にフィードバックしていっていただければと思います。それによってま

たよりよい総合計画にしていけると思います。若い人たちの意見をぜひ聞いてもら

いたい。 
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（市長） 

計画よりも出生率が高かったとか、若い人の市内への移住が多かったとか、いろ

いろありますが、ある程度の年齢以上の方、２５歳とかの女性の転出が多かったデ

ータがありまして、その人たちの言うことでは「子育ては大事」、「働くことは大事」

ですが、働き方とかワークライフバランスとかジェンダーギャップの解消とかが多

い。 

われわれは気付かないことで、女性の考えていることは年収とかよりも上にその

ような考えがあるわけで、地域のなかでどうやれば良いかというのは少しづつ弱く

なっている。公民館活動や地域づくり協議会での女性の活躍は大事だと思っており

ますし、環境が変わっているので、地域づくりが重要になってきているので、そう

いったところにも力を入れて行きたいと思っている。 

（市長政策部担当部長） 

タウンミーティング、福光中学校や吉江中学校でも出前口座をやっている。生徒

にも話をさせていただいて、いろいろなご意見をいただいている。そういったこと

も、盛り込んでいければ良いなと思っております。 

（会長） 

また、半分以上は夢だとおもいますけど。 

（市長政策部担当部長） 

（中学生のタウンミーティングの対象は）１年生ですので、１４歳の挑戦の時期

ですね。生徒さんたちはどっちかというと身近なことはわかるのですが、南砺市全

体となるとまだまだ知らない部分があります。こちらからは、人が少ないとかこど

もの生まれる数が少ないとかから始めるのですが、大学や就職といったところで出

て行ってしまう人がたくさんいますよ、みなさんもそのような場面に出くわした場

合にはふるさとを忘れずにいてくださいね、というアドバイスも言いながら、意志

の疎通を図っているところです。 

（Ｂ委員） 

計画とかよりも目標というか、そういったことのほうが中学生とかは大人になっ

たらそういう部分が心に残っているものですよ。 

（会長） 
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女性のひとりですので、女性の意見をひとつ。 

（副会長） 

いまさらですが、将来像案ですが、南砺市だけのものでなく漠然としている。具

体的に、現状こうだから、こんな問題点があり、こういう受け止め方で将来こうや

っていきたいとか、あるかと思ったら、どこの田舎でも通用するような内容でしか

なくて、具体性に欠けている。市民アンケートの結果ではある程度具体的な部分も

見えるが、このあとにまた出てきたりしますか。 

（地方創生推進課長） 

総合計画審議会でも同様のご意見をいただいている。考え方として、おっしゃら

れるような方法もあって、以前はそのようなやり方が主流だったのですが、いまは

現状に負のイメージがどうしてもあり、その中から明るいイメージで今後どうしま

しょうということではなく、まず先に将来のイメージを作って、未来に向かってど

うしていけば良いか、という逆の組み立て方をしたのが、今回の将来像です。ご意

見はごもっともですので、現状分析や検証結果はもちろん行いますし、皆さんにも

お示しはするので、ご了承いただければと思います。 

（Ａ委員） 

資料１追加資料ですが、目標に「小規模多機能自治の推進」とありますが、これ

は目標で適切ですか。「小規模多機能自治の推進」する目標は何か、だと思いますが。 

（地方創生推進課長） 

おっしゃる通りです。「小規模多機能自治の推進」はやるべきことです。それによ

って、地域が豊かになる地域づくりが目標となります。修正させていただきます。 

（Ｅ委員） 

南砺市の将来、人口減少がとありますが、これは大都市圏以外、どこでも言える

ことで、いわば全国で問題なのであって、このようなことを入れる必要はあるのか

な、と思っています。例えば、他の地域と手を組んで、ということもあっていいの

かなと。 

また、農業でもそうだが、いろいろ考えても国の政策が変わるとどんどん補助金

とか変わっていって、南砺市だけではどうしようもない面もありますが、方向性だ

け変えただけかというふうになる。南砺市でできることとできないことを明確にし、

あるべき姿、将来像を優先して取り組むべきところもある。現状も確かに大事であ
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り、少しは前進しているとは思いますが、現状を見すぎると将来像とのギャップが

どうしても出てくる。 

（Ｆ委員） 

 やはり現状分析はやる必要がある。 

（市長） 

いま何をやるべきか、やれば良いか、というのを考えるのは検証したデータ＝現

状を分析してというのは基本で、ある意味同時進行で作業を進めるというのは、必

要であると思っている。 

重ねてですが、検証はやっており、最終的には将来像となる前に文章を造ります

が、その前に検証した課題は記載して、将来像も施策になっていくものです。国と

か県にお願いする部分も多々あり、国も総合戦略を１２月に作るのですが、それか

ら県も作り、それも踏まえて作成するという面もあります。市長会とか県に要望も

出しておりますし、国県市と三本の計画ができあがり、それぞれがやるべきことが

はっきりしていく。 

庁舎統合に伴う各課の移転スケジュールについて・・・資料２

（行革・施設管理課長）

 来年７月１日の庁舎統合にむけてのスケジュールを説明いたします。

税務課は確定申告・賦課、市民生活課は住民異動の多い３月から４月、又はシステム

の異動等の業務の関係上、年末年始にかけて移転し１月６日より福光庁舎での業務を開

始する。

４月以降、別館の工事が完了しましたら、順次、ふるさと整備部から順次に移転し、

６月末には会計課等のセクションが移転してくる。６月末には行政センターの振興窓口

はなくなり、各担当課へ振り分けられる。

 進捗には、その都度広報などで知らせていきたい。

（特に意見はなし） 

市が事務局を担っている各種団体事務の方向性について・・・資料２

（行革・施設管理課長）

 １８０の団体について、事務の見直しにかかるガイドラインを作成し、市が継続して

担っていくことが必要かつ適正であるかどうかの観点で、団体事務のあり方を検討して

いる。
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 リストで「D」となっているもの以外は、事務局の移管を順次進めている。行政セン

ターの振興グループがなくなることから、それまでに移管を完了したいと考えている。

（Ｂ委員）

ねつおくり七夕祭りは移管されてますよね。

（行革・施設管理課）

部分的に行政センター職員が担っている部分もあり、それについても移管するという

ことです。もちろん、事務局は実行委員会で担っていることは承知しております。

（会長）

福光地域づくり協議会はむずかしいと思われるのだが。せめてＢ（事務事業の部分移

管）にならないか。

（Ｅ委員）

 これをすすめると距離が離れるのでは

（行革・施設管理課長）

他の地域でも検討されておりますが、事務輪番制ということでは会長さんのところで

事務局を行う、ということは聞いております。

また、最終的には、事務局の移管がなかなかスムーズにいかないということもありま

すので、機構改革により地域振興室を設けることとしており、そこで担っていくという

ことも検討できればと考えております。

（会長）

公共性は高いと思うのですがね。

（Ｇ委員）

どう考えてもＢだろう。

（行革・施設管理課長）

協議がまとまっていないということは各地域でもありますし、３１地域全体の地域づ

くり協議会のみなさんには説明する機会を設けてはいきたいと思っている。南砺市全体

３１地域の協議会の事務局については、当然、南砺市で担っていくこととしている。福

光１１地域の協議会については事務局の移管をお願いしたい。
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（Ｅ委員）

このようなことを進めれば進めるほど、市役所と市民の距離が離れていくような感じ

がするのですが。市役所の職員にしても、地域のことがわからないということが出てく

ると思います。職員も地元の住民だったりするので、地元と関われるようなうまい仕組

みみたいなものを考えてもらいたい。

（市長政策部担当部長） 

地域づくり支援員というものはありますが。

（Ｅ委員）

それにしたって、全員ではないわけで。市役所の職員の人と地元がどんどんどんどん

乖離していくのです。なにか良い方法考えてもらえませんか。

（暮らしません課長）

全体として、市内３１の地域づくり協議会では専門の職員も配置し、住民自治＝自分

たちのことは自分たちで考える、がはじまってきたところであり、市のフォローが足り

ないということであれば、課題として検討していけないとは考えている。

ただ、あくまでも議題としては福光１１地域からなる自治振興会協議会=地域づくり
協議会の事務についてであり、市全体の３１の地域づくり協議会については、足りない

ところはさらに検討させていただきたい。

（Ａ委員）

市が団体自体をなくせるかという議論をもっとしないと、事務局の移管だけされても

こちらとしてはどうしようもない。どうかいうことを判断してもらわなければ。

例として、防犯協会にしても交通安全協会にしても、小規模多機能自治で市が直接そ

ういう団体を無くすとかそのような話をしないと、そのままではどうにもならないと思

うのだが。

（暮らしません課長）

そのようなことは、別に３１地域の協議会で検討させていただくこととなります。

（市長）

機構改革のなかで地域支援室というものを設置しますので、具体的にどうなるかはま

だわかりませんが、事務局についてのやりとりをするような部署にしたいと思っており

ます。
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他の地域でも同様の案件をいただいておりますので、どうしていくかというのはまた

検討させていただきます。

令和２年度からの組織機構改革について・・・資料４

（市長政策部長） 

組織機構改革について説明

福光の市民センターには７名の職員を配置する予定。 

 （特に意見はなし） 

（副会長） 

閉会あいさつ 

総合計画の策定に、検証をしっかりとしてほしい、市民のみなさんにも具体的に

なにをすべきかを示して欲しい、農業や工業、南砺市の良さを活かして、何が大切

かを見極めたうえで計画を策定できればと思う。 

策定の進め方、ともに市民と市と共同で作り上げる、広く意見を聞いてもらうに

は、初期の段階でも具体的な案を出してもらいたい、女性や若い人の間でも気軽に

意見を聞いてもらえる場があれば、と思う。 

団体事務の件でも、それに付随していろいろな問題点がある。市には対応をしっ

かりとお願いしたい。 

（福光行政センター長） 

 閉会宣言 


