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福光地域 会議録 

件名 福光地域提言実現検討組織による第２回会議 

日時 令和２年 2月 28 日（金）19時～21時 場 所 JA 福光 中央会館４階 瑞穂の間 

出席者 検討組織メンバー：16名 、地方創生推進課：2名 

内容 ・今後の会議の進め方について、 ・具体的な課題整理について 

概要 ◆前回の振返り（資料１）（●…メンバー発言、→事務局発言）            
→前回は 1 月 29 日に開催。第１回目ということで、これまでの経緯を説明し、新しく参

加される方もいらっしゃったので、皆さんから自己紹介をいただいた。そして、今後の
会議の進め方について、ご意見をいただいた。 

◆前回会議の欠席者より自己紹介                         
●地域おこし協力隊の２年目。美術大学出身で、これまではアーティスト活動をしていた。

この話を聞いて自分が出来ることは、子どもたちの工作教室の傍ら、大人はお茶をする、
というような居場所づくりが出来ると感じている。地域おこし協力隊の業務として、そ
の居場所に、空き家情報を提供する場を併設し、そこから情報発信出来れば、と考えて
いた。集落のルールを見える化した「集落の教科書」の福光版があると良いと思った。
また、今後の会議の進め方としては、この会議のルールを１つ決めて、お互いに意見を
言い合える環境になれば進みやすいと思う。 

●就職して 12 年目になる。仕事柄、福光の様々なことをつなげたいと思っている。ソフ
ト事業はとかくボランティアになりがちだが、お互いに利益を生んで、持続性のある取
組となることを考えていきたい。また、この会議が、今ある活動を側面からバックアッ
プしていくような存在になっていくと良いと思う。 

◆宿題について（資料２） （●…メンバー発言、→事務局発言）          
→今後の会議の進め方と具体的な課題整理について宿題として提出していただいている

ので、その内容について確認していきたい。 
（平野氏）これから、まちづくりを考えていく上で、都市計画に係る市の計画等を予め理

解しておく必要があるだろう。その上で、計画されている都市計画道路等の整備状況も
把握しておくべきかと思う。 また、庁舎統合後の福光の位置付けについては、予め知
っておいた方が、何かと都合が良いのではないかと思ったもの。 

→市の計画は基本的には公開している。必要があれば、次回、用意したいと思う。庁舎統
合後の福光の位置付けについては、行政機能が集中し、それに伴い、防災機能も付いて
くるので、もし災害が発生すれば、災害対策本部が設置されることになる。また、南砺
市に合併する前の過去からの経緯に基づいての対応が残っているものはあると思われ
るが、市になってからは、地域ごとに色付けして進めていることはない。どの地域も暮
らしやすさを中心に対応してきていると思うので、庁舎が福光に統合されるから、すぐ
に考え方を変えて進めていこう、という議論はなされていない。 

（粟野氏）「福光」に対する、メンバーの本音をメンバー間で共有出来たら良いと思う。
この会議メンバーの加入脱退が自由に出来るのかを確認したい。また、この会議の目的
が理解出来れば、それに焦点を当てた検討もしやすいのではないだろうか。地域活性化
なのか、賑わい創出なのか、移住者や外部からの誘致なのか。 

→会議メンバーについては、固定ではない。また、目的については、基本はまちづくり検
討会議からの提言の実現である。しかしながら、全部を実現することは難しいので、ま
ずは自分たちで取組みたいことを決めて、その中で必要なものは何なのかを積み上げて
いただければ良いと思っている。 

（石崎氏）ファシリテーターが必要だろう。中立のスタンスを保持した上で、会議メンバ
ーの自由で活発な発言を促進し、課題整理の役割も担ってもらえるだろう。 

→具体的な取組内容の検討の中で、ファシリテーターが必要になれば人選していただけれ
ば良いと思う。費用は市で対応可能と考えている。誰でも良いという訳にはいかないだ
ろうから、慎重な人選が求められるだろう。 

（水口芳氏）福光福祉会館周辺の整備や県立福光高校の跡地利用も視野に入れながら、議
論を進めたい。 

→県立福光高等学校の閉校が決定しており、県の施設なので、閉校したタイミングで県に
対して何かしらの働きかけが出来るような検討も良いのではないだろうか。 

◆福光福祉会館周辺まちづくり協議会主催まちづくり談義の内容について       
                        （○…平野氏発言、→事務局発言）
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→前回の会議で紹介のあった、福光福祉会館周辺まちづくり協議会のまちづくり談義でど
んな意見が出されたのか教えていただきたい。 

○前回会議で開催案内したが、2月 7日に、福光福祉会館周辺まちづくり協議会のまちづ
くり談義が開催された。参加者は、福光中部小学校 PTA、福光中学校 PTA、福光どんぐ
り保育園父母の会、町内会、商工会、文化協会。以前に提出された提言書は、庁舎統合
の議論の関係から、対応が一旦棚上げになったが、この提言の中心は、ホールの設置。
ホール設置要望の箇所のみ、数字を挙げて明示されている。 

 まちづくり談義では、既存建物の建替えを前提に議論が進められたように感じた。 
保育園父母の会や小学校 PTA からは、「ホールはあっても良いが、建物の新築まではす
る必要はないのではないだろうか。」「子どもたちが雨天でも遊べるように、屋根付きの
屋外広場を希望。」というような意見が出された。 
中学校 PTA からは、「合唱コンクールなどが開催出来るちょっとしたホールはあると良
いだろう。」「屋根付きの屋外運動場は欲しい。」というような意見が出された。 
町内会からは、春季例祭をイメージしてか、「飲食可能を希望」との意見があった。 
交流センターからは、会議の利用が増えているとのことで、会議室機能を希望する意見
もあった。 
商工会からは、特に要望はないが、今後、市の中心としてどんな機能が必要なのかを考
えていくべきとの意見が出された。 
文化協会からは、ホールは必ず必要！との意見があった。 
今後は、今回の談義で出た意見をまとめて整理し、改めて、提言書を書き直そうという
話が出ている。３月末を目処に、改訂版の提言書を市に提出したいとのこと。 
談義に参加して感じることだが、この会議でも、まちづくり検討会議からの提言を具体
化していく議論にしていければ良いのではないかと思っている。事業主や経営者の方に
も参加していただいて、幅広く意見を求める必要もあるのではないだろうか。 

◆意見交換  （●…メンバー発言、○…平野氏発言、→事務局発言）        
●この会議のミッションはどこまでなのか？市に要望するだけなのか？この会議の位置

付け、ミッション、権限はどこまであるのか？ 
○まちづくり検討会議からの提言書では、エリアを限定していない。また、具体的な取組

も盛り込んであるので、それらをどんどん実現していくだけだと思っているが。 
→この会議の目的は、まちづくり検討会議からの提言をどのように具現化するかを検討す

ること。提言には福光福祉会館周辺のことも含まれているが、その点は福光福祉会館周
辺まちづくり協議会で検討されている部分である。皆さんに認識していただきたいこと
は、まちづくり検討会議の議論は庁舎統合を契機に始まったものであり、庁舎がなくな
る地域については、代わりに拠点となる施設が必要、という意見で地域がまとまれば、
具体的な検討に進むことになるだろうが、庁舎の統合先となった福光地域に代わりの施
設という考えはない、ということ。福光地域でのハードについては、福光福祉会館、松
村記念会館、福光青少年センターの３施設の複合化の議論の中でしていくということに
なるだろう。 

 そういう意味では、この会議で何を議論するか？①福光福祉会館周辺のエリアを中心に
検討するのか、あるいは、②福光福祉会館周辺エリア以外のエリアについて検討するの
か、が大きな分かれ目になるのではないかと思う。 

●福光福祉会館周辺まちづくり協議会とこの会議とが一緒になるのは難しい、との意見も
よく伺う。両者の関わりをどのように持っていくのかを検討する必要もあるのかもしれ
ない。 

●福光福祉会館周辺まちづくり協議会のメンバーの顔ぶれを見ると、福光地区からの参加
が多いように感じた。その意見を福光地域全体の意見としてまとめるのはなかなか難し
いのではないだろうか。 

●福光福祉会館周辺まちづくり協議会の提言を、こちらの提言に落とし込んでみて、不足
する機能があれば、この会議で検討すれば良いのではないだろうか？ 

●この会議は、ハード的な内容について話合いをする場なのか？ 
→今後、福光福祉会館周辺まちづくり協議会から改めて提言書が提出された場合、その提

言書についてまだ話し合える余地がもしあるのであれば、グループを設けて話し合うこ
とも可能なのではないか。 

●提言実現に向けた予算は合計で 15 億円で、旧町の１地域 5 億円とのこと。福光地域の
分は確保されていないと聞いた。 

●福光福祉会館周辺の検討は、福光福祉会館周辺まちづくり協議会にお任せして、この会
議では、もっと広いエリアで検討していくのが良いのではないか。 

●予算がないというのであれば、それに見合うような取組を検討すべきかと。 
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●予算のことが分からない中で、ハード、ソフトと言われても考えづらい。建物に関する
ハード事業が１番分かりやすいし、住民の意見もまとめやすいだろう。ハード事業を中
心に地域のまとまりをつくるのが、本来の都市計画である。福光福祉会館は、公民館の
延長ではない。元々は福光町の頃からのシンボル的な存在である。 

○誤解のないようにしておきたいが、福光福祉会館周辺まちづくり協議会のメンバーの大
多数は、旧町の福光地区に限らず、福光地域全体からメンバーを募ろうとの意見であり、
協議会のスタート時には福光地域全体からメンバーが参加していた。ところが、庁舎統
合の関係で検討中断を余儀なくされて３年が経過し、その間にメンバーの熱量も下がっ
てしまったという経緯であることをご理解いただきたい。 
また、この協議会では、福光地域出身の全市議会議員の皆さんとの意見交換会を年２回
程開催しており、市議会議員の皆さんからの意見としては、既存の機能を新たに求める
のはダメだが、既存の機能をいくつか集約した複合施設に今まで市にはない機能を盛り
込むのであれば応援出来る、ということ。 

●例えば、いのくち椿館のホールは、講演会や展示など、多目的に使われているおり、イ
メージに近いのでは。 

●検討した内容は、日の目を見られるようにするべきだろう。 
●提言の経緯をもっと詳しく聞けたら、と思う。 
→福光地域については、他地域のことを考えれば、ハード事業の検討は考えにくい。しか

し、だからと言って、何も予算が付かない訳ではない。ソフト事業でまちを活性化して
いこうとする取組に対して市からの支援が必要であれば、予算を確保していく。まずは
どんなことをしたいのか。提言にある人材育成や情報発信、または、地域の人たちがた
くさん集まって何かしよう、ということなどを中心に考えるのか、あるいは、福光福祉
会館周辺のハード中心に考えるのか、検討していただく必要がある。 

●近隣でソフト事業の成功例はあるのか？ 
→他地域の会議で検討されている内容としては、福野地域を例に挙げると、空き家のリノ

ベーションを通したまちの活性化や、人づくりということで、まずは地域の歴史をお年
寄りから伺って、それをまとめて、学校や地域へ発信する取組など。提言を踏まえて「こ
んなことをやろう」と決めて動いておられる。 
何が一番効果的か、を議論するよりも、このように思うからこうしたい、ということに
対して、内容を絞り、その実現に向けて具体的な取組をこの会議で検討してほしいと思
っている。 

●ソフト事業は、実践者の熱意が必要。この会議が、既にある、あるいは、これからスタ
ートする活動や団体等をバックアップするような組織になると良いのではないだろう
か？ 

●その方が分かりやすいし、動きやすいように思う。 

◆事務局から今後の進め方の提案（資料３）、意見交換                
                       （●…メンバー発言、→事務局発言）
→この会議の今後の進め方について、後１、２回は意見を出していくための会議を持ちた

い。前回会議でも意見があったが、基本は提言書であり、自分たちのまちは自分たちが
つくる、という共通理解が得られるようになってほしいとも考えている。また、福光福
祉会館周辺まちづくり協議会との関係や、検討の範囲をまちなかエリアに絞るのかどう
か、まちなかエリアの考え方、など、皆さんの思いの相違がある中で、合意のポイント
をつくり、それを基にグループに分かれて具体的な内容を検討し、実施計画の作成を進
め、具体的なソフト事業を検討していただきたいと考えている。グループでの議論をス
ムーズに進めるためにも、グループリーダーを選出していただき、もし、ファシリテー
ターが必要であれば、必要な費用は可能な範囲で、行政で対応するので、人選していた
だければと思う。なお、実施計画作成のスケジュール感としては、今年の９月頃までに
確定したものについては、令和３年度予算で対応出来るようにしていきたい。 
また、既存の団体・グループの活動が更に活発になるようにすることも大事だと思って
いる。 

●この会議では、論点が絞られておらず、市側からの「何がしたいか？」だけでは、逆に
何について話をすれば良いか分からない状態である。例えば、300 万円あるから、これ
で取組んでもらって成果を挙げてほしい、と言われた方が、こちらとしては取組みやす
い。 

●他の３地域と比べると、福光地域の提言内容が「行政に望むこと」の段階で止まってい
るように感じる。この会議では、提言がもっと具体的になるように検討を進めていくよ
うな方法で議論を進めた上で、必要な予算を確保すればどうだろうか？ 

●それとは全く逆の発想で、提言については、行政はここまでやるので、その他の部分に
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ついてはもう一度集まって具現化していこう、という進め方でも良かったのではないか
と思っている。今のままでは、議論ばかりになって、建設的に進めない。 

●どちらが先になるのだろうか、というところか。 
●どちらが先か、というよりも、同時進行だろう。余りにも見えない部分を探っているよ

うに思う。実際、まちづくり検討会議でも、出された意見を深めることが出来なかった。
提言の具現化については、お金ではなくても、例えば、来年、再来年までに、というよ
うな期限を設けてもらうだけでも、それに向かって検討を進めることは出来たのではな
いかと思う。フィードバックは出来なかった。 

 また、福光福祉会館周辺まちづくり協議会の皆さんに対して、まちづくり検討会議の検
討内容を説明した時に、福祉会館を守りたいという協議会と、福光地域を良くしたいと
いう我々とで、福光を良くしたいという思いは同じだが、それぞれ論点が違っていて、
それがそのままになってしまったことが、私としては心残りであった。 

●庁舎が福光に統合される、と喜んでいる年寄りが溢れている中で、敢えて、50 代まで
の若手中心に集まってもらって、何かしらのキーワードでまちづくりの検討をしてもら
うのはどうだろうか？どこかのタイミングでファシリテーターに入ってもらうことも
可能だろう。例えば、福光福祉会館の前で朝市を行っているが、お客さんが少ないのは、
開始時間が朝５時というのが早いのではないか。とすれば、６時開始は可能だろうか？
そういう議論が出来れば良いと思うが。 

●ゼロから組み立てていく過程で「意見」が必ず求められる。「こんなことをやってみた
い」「あのようにしてはどうか」というようなアイデアや意見などを持っている人は、
このメンバーの中にはどのくらいおられるのか？自分も何かやりたいという思いはあ
る。メンバー間で「やりたいこと」への温度差があると話は進めにくいだろう。ただ、
やりたい者同士が集まって検討して、市に何か提言する、という方法も可能なのではな
いだろうか？ 

●自分は、福野のまちなかにある、おちゃやれ堂というカフェのように、まちなかの空き
家を活用して出店したいという夢がある。 

●検討会議の時のメンバーの熱意は相当なものであった。ただ、どれだけ提言したところ
で、具体化の議論になると「何がしたいか？」となる。それの繰返し。 

●企画書など、具体的に中身をしっかりと決めて、こうしたら出来る、という内容で市に
提案しないと、受け止めてもらえない。 

●検討会議では、提言するまでが与えられた仕事だった。 
●今度は、その提言を具現化するために企画書を作って、予算を確保することになるので

はないか？ 
●それを今すべきなのでは。 
●資料にも「ベースは提言書」とある。その他、提言に何かしら追加されるような話は当

然出てくるだろう。 
●提言には、ハードもソフトも両方あった。 
●取組みたい事柄に対する企画書を市に出して、予算を確保していく。そのような話をし

ていくべきだと思う。 
●提言を具体的にする作業も必要。 
●それはもちろんである。提言書をベースにグループ分けをするが、提言だけでなく、福

光福祉会館周辺まちづくり協議会と一緒に検討するようなグループもあっても良いと
思う。 

→皆さんの仰るとおりで、提言をベースにして、何を具体的にやっていくかを決めて、実
施計画書を作成していただくところに向かって進めていただきたい。どのようにグルー
プ分けをしていけば良いか？ 

●次回の会議の進め方として、皆さんに宿題として「企画書」を出してもらい、予め、皆
さんの企画書を一通り見た上で、次回会議ではそれについて議論する、というのはどう
か？ 

●メンバー各自の「やりたいこと」が見えてこないと、グループ分けは難しいかと。 
→皆さん全員が、企画書を出して、それを２つ程に絞り、更に福光福祉会館周辺の検討を

するグループを加えた３つ程のグループで検討を進めるのが分かりやすいのではない
かと。 

●この段階から、プロに任せるのはどうか？ 
●まちづくりをプロに任せても、総花的にしかならないし、みんなのものにはならない。

このメンバー皆さんの意見を盛り込むべきと考える。 
●９月までに実施計画書が出来れば、予算が確保出来るのか？ 
→９月までなら、来年度予算に要求出来るということ。また、ファシリテーターや事務費



－5－

など、会議を進めるために必要な経費はある程度予算化してある。その他、今ある活動
をブラッシュアップして取組むものには、補正予算による対応も可能と考えている。但
し、決して予算ありきとならないような検討をお願いしたい。 

●金沢からの殿様街道の福光側の受皿が出来るようにしたい。 
●福光にある資源を知って、答えられるようになりたい。これは、人づくりになるのだろ

うか？まずは、歴史などを勉強していきたい。 
●情報がしっかりと、みんなに届くようなシステムがあると良い。「知らなくて、参加出

来なかった」を無くしたい。 
●まずは、この会議メンバーの連絡先を共有してはどうか。少しでも進展させていきたい。
→グループのリーダーの存在も必要かと考える。 
●提言を実現させるには、検討会議での詳細を理解する必要があると思う。 
●まちづくり検討会議メンバーから、提言に至るまでの経緯等を教えてほしい。 
→次回会議では、始めの１時間を提言に至るまでの経緯等について、残りの１時間を事業

提案の宿題について意見交換する、という内容で良いか？ 
●提言が３つぐらいのテーマに分かれていたかと思うが、それでグループ分けが出来ない

だろうか。 
→テーマごとの内容の幅が広いので、もっと絞った上でグループ分けした方が良いかもし

れない。グループ分けが進めば、更に、やる気のある人にもメンバーに加わっていただ
いて進めていただければ良い。 

◆次回会議                                   
日時…令和２年３月３１日（火）午後７時から 
場所…福光会館（旧ベル）２階 サークル室３ 
内容…提言の具現化に向けた取組内容の検討 
宿題…まちづくり検討会議からの提言の具現化に向けた事業提案（企画書の作成） 

ア．取組みたい企画のタイトル、または、テーマ 
イ．関連する「提言の方向性」の確認 
ウ．企画の意図、目的 
エ．企画の概要（実施場所、実施期間、人材、経費見込などを含む具体的な内容）
オ．この企画によって解決したい、現状の問題点、課題、期待する効果 
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福光地域 会議録 

件名 福光地域提言実現検討組織による第１回会議 

日時 令和２年 1月 29 日（水）19時～21時 場 所 福光会館２階 会議室 

出席者 検討組織メンバー：16名 、地方創生推進課：2名 

内容 ・検討組織メンバーの自己紹介  ・今後の課題等について 

概要 ◆事務局（市）から、配布資料の説明                       
 これまでの経緯、今後の進め方、提言の概要、今回の会議で相談して決めたいこと  
（具体的な課題整理、新検討組織の位置付け）について説明             

◆質疑応答 （●…メンバー発言、→事務局発言）                 
●この会議のゴールはどこか？ 
→平成 30年 12 月に提言された「まちづくり検討会議からの提言書」を基に、まちづくり

の方向性と、その方向性を実現するために必要な具体策を検討することが目的。 
●地域の合意形成の点で、「地域全体が納得の出来る」とは何を基準に判断するのか？ま

た、どこが主体となって合意形成を図るのか？そして、他の地域と同様に予算は確保さ
れているのか？ 

→これまで地域の合意形成の場であった地域審議会が今年度末での解散を控えているこ
とから、当方としては、福光地域の各地域づくり協議会の会長さん方の集まりの場で説
明して、概ね合意が得られれば良いのではないだろうかと考えている。あるいは、各種
団体や事業者、若手にも加わってもらって、合意を得る方法も考えられる。 

→また、予算について、取組の主体は行政ではなく、地域の皆さんであり、今取組んでお
られることが福光地域全体に広がっていけば良い、とイメージしている。そのことにつ
いて、行政として必要な支援をしていきたいと考えている。他の地域では、庁舎建物ま
たはその跡地についての検討もされているが、建物本体のことよりも、そこで何をして
いくのかという点が重要であるということに気付かれて、その点についての議論がされ
ている。 

◆メンバーの自己紹介                              
●この会議は、福光地域のまちづくりのための会議である。提言を基に、更に、自分たち

のまちは自分たちでつくる、という意気込みで、10 年先、20 年先のことも考えて検討
していただきたい。この会議の始まりが遅くなってしまったが、他の地域を追い越す勢
いで、検討を進めていただきたい。 

●家族で南砺市へ移住してきた。ハウストマト栽培を行っていて、朝市に出店中。 
●提言の実現の大変さを実感している。中心商店街の代表として、各商店の声をこの会議

で伝えたり、皆さんのご意見を各商店にお知らせしたりして、つなぐ役目を果たしなが
ら、福光のまちを元気にしていきたい。 

●地域のことに興味を持っている。地域福祉の関係から、地域活動にも目を向けるように
なった。本音で語れるような地域づくりが出来たら、と思っている。この会議では、い
ろんな人のお話も伺いながら、それぞれの地域のことを学んでいきたい。「まちづくり
＝楽しい」のイメージになればと思っている。 

●提言はあくまでもまちづくりのベースだと思っている。この福光、このまちをどうした
ら幸せに結び付けられるのか、皆さんと一緒に考えていきたい。 

●自分のこれまでの経験と年齢から、現実論しか言えないかもしれない。但し、過去の経
緯などについては、お話出来る事もあるかもしれない。 

●福光在住の外国人をサポート出来たら、と思う。福光のことをもっと知りたい。 
●共生社会に向けた、様々な人の居場所づくりが出来たらと思っている。福光福祉会館周

辺まちづくり協議会とこの会議とが連携した取組が出来ないだろうか。 
●この会議のスタートは庁舎統合の問題であることから、福光地域と他の地域では検討す

べきテーマが違うと思っているが、福光にも様々な地域課題がある中で、この会議では、
福光地区にテーマを絞って検討していけば良いと思うが、どうか。 

●この会議の検討テーマを、まちなかに限定するのか、福光地区エリアにするのか、検討
の早い段階で決定すべきと考える。提言にある、３つのエリアを結ぶことは、福光の資
源の観点からも非常に良いと思う。 

●提言の内容のほとんどが福光地区に関係する。この会議では、福光地区をどうやって元
気にするかをテーマに検討していく方が良いのではないだろうか。 

●福光地区のまちなかに元気がないと、地域全体が盛り上がらない。福光のコンテンツと
して棟方志功は外せないと思うので、福光福祉会館周辺の利活用を含めた検討が出来れ

 資料１ 
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ば良いと思う。 
●生まれ育った家、生まれ育ったまちを残していきたいという思いが強くなっている。こ

のことを、自分の今後の仕事に結び付けたいと思っている。現在、東京で取り組んでい
る業態を福光でも出来ないか、模索中である。 

●母方の実家を活用して、福光の商店街を宇宙で一番幸せにしようと取組んでいる。毎週
土曜日に実家を貸出し、１日店長として運営していただく取組をこれまでに 20 回続け
てきた。今後は、シェアキッチンとシェアレストランを開店すべく準備を進めている。

●定年後、耕作放棄地を利用して、農作物の無農薬栽培を行っている。現在、朝市に出店
しているが出店者が軒並み減少しており、10 年後には朝市の出店者が居なくなるので
はないかと危惧している。朝市に出店しながら、福光のまちなかに賑わいが必要と感じ
ている。この会議で、皆さんといろいろと話し合っていきたい。 

→「今後どのようにいくか」について隣同士で５分程度話し合ってみてほしい。 

◆メンバー同士での意見交換                           

◆意見交換（●…メンバー発言、→事務局発言）                  
●メンバーの居住地を見ると、広瀬舘、西太美、北山田の各地区からの参加がないのが気

になる。これまでの話の流れからすると、もし仮にこの会議での議論の中心が福光地区
になるとすれば、この点について、福光地区以外の方々はどのように考えておられるの
か、ご意見や旧町部に対するイメージなどを聞くべきではないか。その点についても予
め理解しておく必要があると思う。 

●私は、地域づくり協議会長という立場での参加だが、小規模多機能自治の推進というこ
とで、何かにつけて地区単位で取組んでほしいと言われている中で、福光地区のことに
興味を持つ余裕はない。まちなかが賑やかになると、自ずと足も向くようになるだろう。
福光地区の活性化について一個人として議論することは出来ても、一地区の代表という
立場でまちなかの賑わい活性化のような議論は出来ない。 
また、「地域のことは、地域でやってほしい」というようなことを、何かにつけて、行
政のそれぞれの機関がバラバラに言ってくるが、地域と行政との対応の線引きがあいま
いだと思う。行政は、将来の南砺市をどのようにしたいと思っているのか。ややもする
と、行政がサボっていると言わざるを得ない。 

●正に、縦割り行政の弊害。行政の縦割りをなるべく無くして、横の連携での対応をお願
いしたいものである。 

●横の連携での対応は、誰がするのか？市長でないとダメなのか？ 
→まだまだ足りていないが、昔よりは、行政も横のつながりを意識するようになってきた

と思っている。地域づくり協議会でも福光地域のまちづくりについて検討していただく
下準備として、どんなことに取組みたいのかを検討していただく場が、この会議である
とも考えている。 

●福光福祉会館での朝市では、出店者は、東太美地区、西太美地区、太美山地区、石黒地
区など福光地区以外からであり、福光地区からの出店者はおられない。この朝市は、福
光地区以外の方からの発案・参画により行われており、それが賑わいにつながっている、
という事例もあることをご承知おきいただければと思う。 

→先ほどご意見があったが、自分が楽しくないと続かないという、この点も含めてどんな
取組を行えば良いかを考えていただきたい。いろいろ取組んでみることも大事。イベン
ト開催も良いが、単発ではもったいないので、次につなげて、更にたくさんの人を巻き
込むことも大切なのではないかと思う。 
検討の範囲をまちなかに絞ればどうか、とのご意見もあったが、その点についてのご意
見はいかがか？ 

●まちづくり検討会議でも頻繁に意見のあったことだが、「まちなか」とすると、その捉
え方が人によって様々なので、里の区域も含めながら、少し広めのエリアで考えれば良
いのではないだろうか？例えば、福光駅前周辺から庁舎までの範囲に、吉江地区の一部
の含めたエリア、バローから中央図書館までの範囲に、石黒地区の半分程度を含めたエ
リア、福光公園周辺のエリア、などが考えられると思うが、このようにして、村部も含
めたエリアについて検討を進めていけば、今後の合意形成を図る際にもスムーズなので
はないだろうか？ 

●まちというのはそもそも、山の近くに人々が住んで、物を作って生活していたのが、物
を売ることの出来る市場が出来て、そこに人が集まった結果、まちになった、という経
緯がある。そこの場で、物々交換や情報交換されることで、更に人が集まるような仕組
みが出来上がっていったようであることからすると、結局のところ、山の近くの人も、
自分たちでまちを作って、自分たちで利用しているのだから、その点から考えると、人
が集まってくるのがまちであり、皆が集まってきたくなるようなまちづくりの仕掛けを
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考えれば良いのではないか？ 
●これまで行政は、コンパクトシティと称して、様々な行政機能を中央部分に集約しがち

であったことを踏まえると、この会議も行政がリードすると押し付けになるかもしれな
いので、行政がリードしない方法で検討を進めていけば良いのではないか？ 

●福光福祉会館周辺整備についての話も伺いたい。 
●２月７日に、福光福祉会館周辺まちづくり協議会でまちづくり談義を開催する予定。そ

こに参加すれば、ある程度の内容は確認出来ると思う。 
●福光福祉会館周辺整備については、その会議と合流してはどうか？ 
●この会議で、福光地域のまちづくりと福光福祉会館周辺整備の２つの議論をするのは困

難。 
●似たような内容を議論する会議は２つも不要では？ 
●福光地域のまちづくりは、福光福祉会館周辺整備についてのみを議論すべきではない

か？ 
●この会議には、福光福祉会館周辺まちづくり協議会のメンバーも参加してもらってい

る。 
●２月７日開催予定のまちづくり談義に、その協議会以外のメンバーが傍聴に伺うことは

可能なのか？ 
●差し支えない。むしろ、是非足をお運びいただきたい。これらの会議は、互いに関係し

合う部分も今後出て来る可能性もあると思う。場合によっては、１つにまとまって話し
合うこともあるかもしれない。 

●まちづくりの議論の範囲は広く、永遠に結論が出ないだろう。福光福祉会館周辺まちづ
くり協議会では、テーマを絞って議論されておられるのだから、その会議の成功を目指
すような議論を、この会議でも行うべきではないか？ 

●この会議を１歩進めていくためにも、福光地域の提言の背景を説明してほしい。まちづ
くり検討会議メンバーの思いなどを聞かせていただけると、提言の実現に向けたアイデ
アが浮かぶかもしれない。 

●福光福祉会館周辺まちづくり協議会は、長く議論されてきた中で、紆余曲折もあったが、
発展的解消という考えもありなのではないか？ 

●まちづくり検討会議での議論は、地域にある公共施設についてどの施設を減らすか、と
いう議論に始まり、まちづくりをしていく上でどの施設を残すか、という議論に移って
いったように記憶している。 

●統合庁舎が福光地域に決定し、提言された後、１年以上も次の会議が開催されなかった
のはなぜか？ 

●８月にこの会議の設立準備会議は開催されたが、メンバーの調整がつかず、今日になっ
てしまった。 

●片方に、既に議論している場があるだけに、この会議の立ち位置が明確ではないように
感じている。だからこそ、２つの会議を１つにすべきでないかと思うのだが。 

●２つの会議が一緒に議論を進め、そこから派生してのソフト事業を考えるべきではない
だろうか？肝心のものがないのに、議論のしようがないかと。 

●提言では方法論が示されているが、福光地域全体として、何を目指しているのか、将来
何をしたいのか、何を残して、どんなことをするのか、ということが示されていないよ
うに思う。 

→福光福祉会館周辺に重点を置いて議論する、まちなかをいくつかのエリアに分けて議論
する、などのご意見のほか、ハード云々よりもソフト事業について議論する、という考
え方もある。どんなふうに検討を進めていけば良いか、次回までに考えてきてほしい。
いずれにしても、この福光地域をどうしたいのか、そこに向かって何をするのか、とい
う点を考えるべきかと思っている。 

●この会議への、ご意見やご要望などを、次回までに各自考えておいていただいた方がよ
いのではないか？ 

●この会議の進行役や会議名称を決めてはどうか？ 
●次回会議までに、この会議と福光福祉会館周辺まちづくり協議会とが１つになる可能性

を確認してもらいたい。 
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会は、施設整備に特化した会議である。 
→この会議の方向性や、ご意見・ご要望などを、次回までに各自考えておいていただきた

い。 
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◆次回会議                                   
日時…令和２年２月２８日（金） 
場所…福光農業協同組合 中央会館４階 瑞穂の間 
内容…今後の会議の進め方、具体的な課題整理 
宿題…①今後の会議の進め方、及び、②具体的な課題整理について、各自考えをまとめ

ておく。 



福光地域提言実現検討組織 宿題
［ 平野 信一 ］

１．今後の会議の進め方

２．具体的 課題整理

【お願い＆質問】
１．現在、市がもっている計画の内容を公開して欲しい。

 例   南砺市 都市計画 用途地域内（福光地域） 記載     
 都市計画道路 進捗等     
 ⇒行政    計画 有無

２．市がイメージする、庁舎統合後の南砺市における福光の位置づけは？

-1-

 資料２ 



福光地域提言実現検討組織 宿題
［ 粟野 秀 ］

１．今後の会議の進め方

２．具体的 課題整理

○一度    飲                 出 合    
・メンバーの推薦追加の検討（脱退も含む）

○本会の具体的な「目的」の確認

-2-



福光地域提言実現検討組織 宿題
［ 石崎 雄世 ］

１．今後の会議の進め方

２．具体的 課題整理

○福光福祉会館周辺整備は、まちづくり検討に直結した課題といえるので、福光福祉会館周辺まち
づくり協議会と連携し、合同会議の場を設けていただきたいと思います。

○先日 会議  参加者    意見 延       意見            大変     
感じました。また、まちづくり検討会議の提言をもう一歩具体的に発展させるために、お互いに自分の
意見     発言出来 場      必要  思  専任 議事進行出来 方（      
  ）    良  思              福光町外 方  構     会議参加者  
    立場           自由 （責任 持  ）意見 述          参加者以
外 中立 立場 方 良  思    市役所職員 方 議事進行     会議 参加  行政
 立場 意見 述      方 良   思    （先日 会議  行政     批判的 意
見             意見  反論 意見 頂戴      
      会議参加者 意見 吸 上  相反  意見 出   参加者同士 戦      
    場 上手 進行  最終的     意見    上  人   会議  必要   会議 
タイルも、全体、グループ、個別、と人数やメンバーに変化を付けて、重ねていけば、参加者自身が多く
 意見 発言 聞        思    数回 会議 月日 重             同 方
 議事進行  願      思    

○         方 議事進行 任    課題 整理 進  思    
○ファシリテーターを誰か推薦できるかというとすぐに出てきませんが、調べると「日本ファシリテーション協
会」があり、その中に「富山サロン」が毎月開催されているようです。そちらで問い合わせて、適任者を紹
介してもらってはいかがでしょうか。
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福光地域提言実現検討組織 宿題
［ 水口 芳美 ］

１．今後の会議の進め方

２．具体的 課題整理

○今後 会議      福祉会館周辺 整備 福光高校 跡地利用   視野 入     
議論 進  行    思    
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