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井波地域 会議録 

件名 いなみ まちプロ 第８回会議 

日時 令和２年 3月 30 日（月）19時～21時 場所 山野交流センター 会議室 

出席者 いなみ まちプロメンバー：14 名、 サポーター：能登貴史氏、 傍聴者：5 名、 まちづくり推進係：2 名 

内容 ・プロジェクトチームからの報告、 ・質疑応答、 ・今後の方向性について 

概要 ◆三谷会長挨拶                                 
○今回の会議には、傍聴の方もいらっしゃっていて、井波庁舎の利活用を始めとする、井

波地域のまちづくりについて地域の皆さんの関心が高まってきているという表れだろ
うと感じている。前回の会議で、いなみ まちプロの若手メンバーからの提案により、
井波庁舎の活用の可能性を探るためのプロジェクトチームを設置して、そこで検討をし
てもらうということとなっていた。今日は、そのプロジェクトチームからの報告を受け
て、メンバーの皆さんのご意見を伺いながら、今後のいなみ まちプロでの検討の方向
性についても話し合っていただきたいと思っている。 

◆井波庁舎建物の活用の可能性についてプロジェクトチームからの検討内容の報告（概略）  

■井波地域の現状と課題                             
①瑞泉寺や高瀬神社、八日町通り等、歴史的建築物が多い。 
②日本遺産として登録されたストーリー性溢れる「彫刻のまち井波」 
③人口流出の進行 
④住宅だけでなく、公共施設も含めた空き物件の増加 
⑤多世代、異業種間での交流が少ない。 

■既存の施設を最大限活用する                          
井波庁舎は、既に耐震診断されており、その結果、安全が確認されている建物。ＳＤＧ
ｓの観点から見ても、既存施設を最大限活用することが望ましいと考える。 

■公民連携による取組の実施                           
PPP（公民連携）の中でも、PFI 方式に含まれるコンセッション（公共施設等運営権）
方式は、民間事業者のノウハウや活力が活かされる余地が大きい手法であることから、
この方式が最もふさわしいのではないかと考える。但し、導入するに当たってのメリッ
ト、デメリットを十分に把握した上で、事業計画を練る必要がある。また、公民連携に
取組むに当たっては、成功の確率を高める努力をし続けることが重要だと言える。 

■事業の成功率を高めるサウンディング型市場調査の活用              
公有財産などの有効活用に向けた検討に当たって、活用方法について民間事業者から広
く意見や提案を求め、「対話」を通じて市場性を把握するサウンディング型市場調査と
いう方法がある。メリットは、参入意欲の把握等、市場性の把握、公募による民間事業
者との対話での調査、活用アイデアの収集、参入しやすい公募条件の設定、が挙げられ
る。その効果として、民間事業者の参入意欲の向上が挙げられる。但し、公平性や透明
性を確保した上での実施が不可欠である。 

■井波地域が目指すべき「まちづくり」の方向性                  
(１)まちづくり検討会議からの提言では、 

①コンパクトで、暮らす人訪れる人にやさしいまちづくり 
②庁舎建物を中心とした複合交流施設の整備 
③日本遺産「井波彫刻」の魅力発信（周遊観光動線の設定） 

といった３つの内容を挙げている。 
多くの住民や観光客を奪い合うのではなく、井波に合った人材と人数を確保していく
ことが重要である。 

(２)つまり、 
①井波の魅力を再発見し、発信する（PR戦略） 
②次の井波文化をつくる人材を発掘（人材戦略） 
③次世代の人材に合わせた施設活用（施設活用戦略） 

を進めることが必要である。 
(３)これらを踏まえて、「新たな価値を創造するまち」を井波地域が目指すべき「まち
づくり」の方向性として提案する。井波は元来、宮大工から始まり、彫刻師と様々な
人々を受入れ、育て、多くの人材を輩出してきた。そんな学びの聖地として「新たな
価値を創造するまち」として発信する。様々な国籍、人種、性別、年齢の多様性が、
「ものづくり」というコンセプトの基、井波に集まり、「新たな学びを受けられる町」
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としてのブランディングを図りたい。 

■旧井波庁舎整備（案）の基本的な考え方                     
(１)基本コンセプトは「まちのキャンパス」 
ものづくりをはじめとする様々な創造が生まれる、この構想の中心的施設として活用
し、世界に発信できる場所に育てていく。 

(２)井波としてのものづくりの強み 
①他の工芸と違い、型のない井波彫刻の職人は、依頼者の想いに応えて様々な形を
生み出す技術を持っている。 

②彫刻のまちだからこそ、それを支える様々な職人や刃物屋、製材屋が存在する。
③持ち家住宅の延べ床面積が日本一の富山県だからこそ、安価で活用しやすい大空
間のスペースを創作活動の場として提供できる。 

(３)主なターゲット層 
①日本の技術を取得したい外国人 
②大きなスタジオを持ちたい若手アーティスト 
③美術系大学の卒業制作スペース 

地域住民との交流や、地域の土壌や文化の観察・体験により、作家としての創造性に
何らかの刺激を与えられ、作家を受け入れる地域住民にとっても刺激を得られるよう
ブランディングする。井波で何かを創造したいクリエーターが創造出来る場として提
供していく。 

(４)まち全体で稼ぐための柱 
①短期滞在者 
観光客をターゲットにした短期滞在者向けのプログラムの充実 

②中期滞在者 
地元職人から学びを得たい、協働した新しい商品開発をしたい、そんなクリエー
ターやアーティストのための、人と職人と不動産を繋ぐ仕組みの創設 

③長期滞在者 
ものづくりの町で新たに事業を始める移住起業家のサポート。 

ものづくりをきっかけに井波に訪れる人材を、新たな「文化の源泉」として起業・定
住へつなげる、という流れをつくる。 

(５)整備方針 
Ａクリエイティブスクール事業 
Ｂ宿泊・体験事業 
Ｃテナント賃貸事業 
Ｄ交流促進事業 
Ｅ資源再生エネルギー事業 
Ｆ地域行政機能 

(６)想定される機能と効果 
「もの・こと」を生み出すことが出来る地域として認知される。それによって、若者
が地元に就職出来る循環が形成され、多くの優秀な人材が集まり巣立っていく。 

(７)施設の基本的指針 
井波の町並みに調和するような外観とし、また、外部から訪れる人々にも魅力あるデ
ザイン 
まちの人々や外部から訪れる人、相互の活動に交流が生まれる場を提供出来る建物 
バリアフリーの確保とユニバーサルデザインの採用により、誰もが使いやすく快適に
利用出来る施設 
省エネ型設備を導入するなど、地球環境に配慮した施設 
可能な限り緑地を確保し、憩いとくつろぎのある空間を創出 

■まちに与える効果                               
井波交通広場と瑞泉寺を結ぶ八日町通りと繋げることによって回遊性が生まれ、より広
域に導線が広がっていく。町全体の活性化が促進され、町全体が学びの場としてブラン
ディングされていく。 

■全体スケジュール（案）                            
令和３年度春に公募開始し、公募開始から２年後にはオープン、という２年計画。行政
でサウンディング型市場調査を進め、公募、整備、運営、という流れで進める。 

■「ジソウラボ」の取組                             
井波日本遺産若手ワーキンググループ「ジソウラボ」の現在の取組は、土地の資源や文
化を活かした日本一の人材輩出地域を目指して、100 年後の進化をつくる人や、地域に
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勇気を与える「源泉」となる人材を募集し、地域内のチームで伴走することでその人材
の定着につなげること。この取組をこの庁舎を使って行うことが可能なのではないかと
考えている。今は「井波日本遺産」の限られたメンバーで行っているが、インターネッ
トの情報発信力により、気軽にマッチングが行えるようになってきたので、少しずつ手
応えを感じているところ。井波は、人材を輩出していける可能性のある地域。 
単に建物の整備だけでなく、井波地域全体の皆さんが住みやすいまちになるような仕組
みを考えていく必要があると思っている。 

■まとめ                                    
この提案には、これまでの行政主導から、公民連携で貴重な資源を活用するという方向
にしていきたい、という大きな流れがあるが、民間の利益追従ではなく公共の福祉に資
するものであり、民間側に過度なリスクを負わせることなく、行政側も整備費負担など
一定の関与をしてもらうことで施設活用につなげる。また、民間側としては、ジソウラ
ボのような地元組織が中心となって公民連携を支え実現する体制を構築する。井波地域
の皆さんにも、自分事としてこの建物に携わってもらえるような雰囲気や体制づくり
が、今後、必要不可欠になると思っている。 

◆質疑応答  （●…メンバー発言、◇…プロジェクトチーム発言、         
                       ○…三谷会長発言、→…事務局発言）
○井波地域全体のまちづくりを考えた時に、庁舎統合後の井波庁舎の利活用の問題がある

が、井波出身で、現在東京で活躍されているジソウラボのメンバーの１人が井波に戻っ
て仕事をしたいという意思表明があったことを受けて、今回の提案となったものであ
り、海のものとも山のものとも分からないような内容ではなく、現実味を帯びたもので
ある。提案内容の規模が大きいので、思うように進むかどうかの心配もあるかと思うが、
１つひとつをクリアしていけば良いのではないかと思っている。 

 只今の報告を受けて、メンバーの皆さんからご質問やご意見等をお聞かせいただきた
い。 
管理は民間、所有は行政、ということだと思っているが、行政としては、施設を手放さ
なくても、行政の負担がなくなれば良い、という理解でよいか？ 

→公共施設再編計画の一番の目的は維持管理費の削減であるということからすると、先ほ
どの報告にあった、コンセッションの手法がどんな所有の仕方になるのか分からない
が、建物面積に対する経費削減が明確であれば、区分して、説明が可能と思われる。 

○管理会社については、どのような形態をイメージされているのか？  
◇先ほど紹介した、日本遺産での人づくりのグループが既に進み始めているので、そこを

軸に、一般社団法人などの法人格を持ち、井波のまちの人が関わったり出資したりして
一般社団法人のような体をなして、管理していけばどうかと考えている。この庁舎の利
活用に限らず、最終的に「誰がやるのか？」という点で議論が行き詰まって、進めない
ことがこれまでも多々あった。それなら、一般社団法人が受け持って取組んでいく受皿
となれば良いのではと考えた。単発の取組ではなかなか自立出来ないので、例えば、空
き家などの地域課題の解決など、様々な事業を組み合わせて取組んでいくことで運営し
たり、維持したりしていくことを目的にした一般社団法人のイメージを持っている。 

○一般社団法人について賛同をいただいた方に参画していただいて取組んでいく、という
イメージになるだろうか？これまでの議論の中でも、誰がやるのか？その負担はどうな
るのか？という心配が多かった。負担を求められても困るし、そういう意味でやってく
れる人がいなければ取壊すか？という話もあったが、みんなで取組むことで、無理のな
い参画も可能なのではないか。 

●庁舎建物の建床面積 3,600 ㎡に、様々な機能を寄せ集めて活用するよりも、一つの機能
で目一杯活用した方が良いのではないか？「手堅く稼ぐ」「行政に迷惑を掛けない」と
いうスタンスの方がメリハリもあって良いかと思う。そして、責任も担がなければなら
ないだろう。 

◇サウンディング調査で、様々な事業提案の可能性が探れるのではないかと思う。現段階
では何とも言えないが、今後、調査を実施することになるのであれば、工程を踏んで進
めたいと思う。サウンディング調査が重要になってくると思っている。 

●井波の製造業を担ってきた既存企業にも働きかけて、その建物で各企業の既存商品のバ
ージョンアップが図れるような取組が出来れば良いのではないか？ 

○サウンディングについて、もう少し詳しく説明していただきたい。 
◇サウンディング調査とは民間事業者との対話による市場調査のこと。公平に意見を聞

き、それを判断した上で公募にかける。今の段階では、井波地域の企業に働きかけるこ
とが出来ないが、サウンディング調査を行った上で、判断をしていくことになるかと思
っている。主体者が手をこまねいている時には有効な手法であろう。 
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●サウンディング調査のファシリテーションをした経験があるが、PPP（公民連携）では、
サウンディング調査はとても有効な手法である。新たな事業提案が生まれる場合もあ
る。先ほどの報告で提案のあった事業スキームで今後進めていくことになるのであれ
ば、そのサウンディング調査の場で、このプロジェクトチームや地元企業も含めた、様々
な企業等が事業提案していくことでニーズを把握し、最終的には公募により事業決定し
ていくという流れになるだろうか。 

→あくまで１つの可能性としての報告であったが、PPP、PFI、サウンディング、コンセッ
ション、等、様々な公民連携の手法が紹介された。新しい手法について勉強させて欲し
い。また、報告では触れられていなかったが、長寿命化のための改修等は考慮されてい
るか？ 

◇今回の試算では、改修する方向のみで計算しているが、長寿命化の対応も可能である。
なお、耐震補強のほか、減築の手法により耐荷重を増加させることも可能。今回の報告
では、その点は視野に入れて絵を描いている。 

●市の計画や考え方が不明確な点が多い中で、今回のプロジェクトチームからの提案を次
のステップにつなげるにはどうしたら良いか。今回の提案をベースに、市と細部協議を
進めてはどうだろうか？今後の方向性や進め方を、いなみ まちプロ、市の内部、それ
ぞれで決めていく必要があるのではないか。 

→サウンディング調査の実施可否について、市でも関係各課を集めたプロジェクトチーム
を設置して、今後の方向性も含めて検討していく必要があるだろう。まずは、この提案
の可否について、井波地域として判断をお願いしたい。可能ということであれば、市は
その旨ボールを受取り、サウンディング調査を検討。そして、実施した場合はその調査
内容を基に、井波地域の方々から意見をいただきながら判断していく、という流れにな
るだろうか。 

●「この提案について市としてどのように考えるのか」ということについて、いなみ ま
ちプロから市にボールを投げるのが、最初ではないだろうか。それでようやく、いなみ
まちプロと市とのキャッチボールが始まると考える。まずは、いなみ まちプロが、こ
の提案で進めても良いかどうかの確認をしなければならないのではないだろうか。 

○市に提案しても、市が受取ってくれるかどうか分からないし、もし、市が受取って、次
の段階に進んだ時に、サウンディング調査によってこの提案が覆るかもしれない。 

●市に提案して、それを市が受取るかどうかは市の判断。それに、サウンディング調査も
していない段階で、その先のことを危惧するのはどうなのか。今回のプロジェクトチー
ムからの提案を、いなみ まちプロの今年度の結論として市に提案するのかどうかを話
し合うべきなのではないか？ 

●先ほど、サウンディング調査のファシリテーションをされた経験があるとの意見があっ
たが、その時には、心配されるような状況にはならなかったものか？ 

●その時は、ほぼ内容が固まった状態で提案書を作ったので、意見が出易かった。もし、
公募するならば、どういう形で提案書を作るのかにもよるだろう。サウンディング調査
は１回で決定するのではなく、例えば、ある業者が「自分たちのこの取組が良い！」と
大々的に提案してきたものに対して、市民が意見を言う、という形態で実施する。以前
に行ったものは、業者なり、市民なり、様々な方が入ってのサウンディング調査を 10
回くらい行った。その後は公募方式を取られたので、審査会へ移っていった、という流
れであった。 

◇サウンディング調査についての手法の提案はしたが、実際は市が実施するべきものと考
えている。いなみ まちプロの役割について、どこまでをこの会で決めていくのかを検
討すべきかと思う。今回のこの提案をいなみ まちプロのこれまでの検討の結論として、
一度線を引くのかどうかを決めていただきたいと思う。次のステップへ行くためにも、
いなみ まちプロの落とし所を考えておくのが良いのではないか。 

○今回のプロジェクトチームからの提案や会議の議論の内容について、ここまでまとまっ
てきた、ということで、各地域づくり協議会に持ち返って、話し合ってきてほしいと思
う。各地域づくり協議会との意見交換会の前段階として、了解を得られれば、次の段階
に進む。あるいは、その時のご意見等を今回の提案に反映させるために、いなみ まち
プロの会議を開催することになるかもしれない。今の段階でどのような展開になるのか
は予測出来ないが、ある程度内容が固まってくれば、次の、住民との意見交換会開催に
進むことになるだろうか。地域づくり協議会に説明する時間をいただきたいと思うが、
皆さんいかがか？ 

●民間活用の可能性ということで、今回のプロジェクトチームからの提案をそのまま市に
提案してはどうか？ 

●各地域づくり協議会での説明については、今回の提案を不確かな情報として説明される
とこれまでの議論が振出しに戻ることも危惧されるので、「サウンディング調査という
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方法で庁舎建物の利活用を決める」ことの可否についてだけ各地域づくり協議会で判断
してもらう、という内容が良いと考えるがどうか？ 

●いなみ まちプロとして、事業スキームに乗るかどうかの判断は、この組織でも出来る
と思う。庁舎の利活用の検討に、余り時間を掛けられない。 

◇正直言って、なるべく早く庁舎活用の検討を市に投げたいところ。庁舎建物の所有者は
市であり、その利活用についての決定権も市が持っているのだから、市の判断に委ねた
い。 

●今回のプロジェクトチームからの提案を伺って、米国シリコンバレーのようなイメージ
を持った。とても素晴らしい提案。 

●先ほどからのご意見のように、「いなみ まちプロがこんな感じで動いているぞ」という
ことを周知する意味でも、各地域づくり協議会に一度説明してもらうのが良いのではな
いか。また、各地域づくり協議会で、サウンディング調査すべきかどうかを判断しても
らえばどうか、というご意見があったが、まずは、「いなみ まちプロとしてこんな提案
をしたい」と市に投げかけた上で、その提案に対する市といなみ まちプロとの議論の
キャッチボールがある程度進んでからでないと、サウンディング調査すべきかどうかも
決められないのではないだろうか。 

●内容を絞るのは誰なのか、ということもあるが、各地域づくり協議会に説明するにして
も、もっと具体的に絞った内容にしないと、地域づくり協議会のメンバーが理解出来な
いだろう。 

◇今回の提案の他に対案があれば、遠慮なく出していただきたいところ。線を引きながら
進んでいくことが必要だと思う。 

●まちづくり検討会議から、これで３年ほどの長きに渡って議論してきているが、今回の
この提案を「いなみ まちプロの提案」として、市に挙げないと時間と議論を重ねるだ
けで先に進めないと思う。もしかすると、サウンディング調査をする必要はないという
ことになるかもしれないし。 

●当初から地元の負担が増えることには反対していたが、今回の提案については、地元負
担増加の要素は感じられなかった。反対に、井波の未来を感じた。安心して、地元協議
会にも説明したいと思う。井波の未来を考えていく時には、ものづくりという観点が大
事になってくると思う。 

●サウンディングという手法を話題にすると、これまでの議論が振出しに戻ってしまう恐
れがある。このような方向で進めたいと思っているがどうだろう、という話の持って行
き方をしないといけないのではないだろうか。 

●あくまで、サウンディング調査は公募概要を作るための資料の１つ、という位置付けで
ある。 

→この提案にある、井波が目指すべき基本コンセプトを残した内容で、サウンディング調
査の仕様を作っていくべきではないかと思う。 

●この提案には賛成である。サウンディング調査の実施については、この提案に則って行
うべきかと思う。 

○今回で８回目の会議となるが、これまで様々な意見が出ていた中で、提案としてまとめ
ていただいた。いなみ まちプロとしての方向性を出すとすれば、今回の提案の方向で
話をすれば良いのではないかと思うが、このメンバーの中には、各地域づくり協議会か
らの推薦で参加されている方もいらっしゃるので、改めて、各地域づくり協議会長さん
方にはきちんと説明したいと考えている。しばらくお時間をいただきたいと思う。 

→遅くとも７月の庁舎統合までには、いなみ まちプロとしての庁舎利活用の方向性を決
めておいていただくべきではないかと思っている。 

○７月が目処ということで、各地域づくり協議会長さん方に説明することとしたい。その
時には、プロジェクトチームの方にも説明をお願いしたいと思う。このような形で、取
り敢えず進めていくということで、皆さんよろしいか？そうしないと、先に進めないの
ではないかと。 

●（全員）異議なし。 
○では、このような形で進めていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いしたい。 
→確認だが、今回の資料を基に、各地域づくり協議会長さんへ、あるいは役員さん方も含

めて、説明されるということ、また、「いなみ まちプロからのこのような提案があった」
という説明ではなく、「プロジェクトチームからの提案」として、今回と同じように説
明していただく、という理解で良いか？ 

○そのとおり。 
●地域づくり協議会長にだけ説明するので良いのか？この会議には、各種団体長にも参加

していただいているはずなので、偏った立場の方の意見だけを伺うことにならないだろ
うか？ 
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○各種団体も地域づくり協議会の構成団体として入っておられるので、差し支えないと思
っている。 

●井波の住民に対してきちんと説明する旨を、今回の提案の付帯事項として付けておけば
良いのではないか？ 

○当然、いなみ まちプロを立ち上げる時に、各種団体にも説明しながら進めていくと決
めているが、その前段階として、メンバーの出身母体の長としての各地域づくり協議会
長さん方に、いなみ まちプロの進捗を説明するもの。次の段階になるのだろうが、も
しかすると、今後、住民との意見交換会を開催するまでの間に、市とのやり取りが必要
になるかもしれないし、また、再度、いなみ まちプロに話を下ろす必要も出てくるか
もしれない。 

●各種団体については、いなみ まちプロに各種団体長さん方がおられるので今回の会議
で結構かと思う。三谷会長が言われているのは、今後、あらゆるところからの問い合わ
せに対応していただくことになる可能性を危惧して、各地域づくり協議会長さん方には
時間をかけて丁寧に説明をしていきたいという意向なのではないか。 

○仰るとおり。そのような方向で、了解をいただきたい。 
●（全員）異議なし。 
○次回会議の日程は未定だが、住民との意見交換会の内容について検討したいと思う。 
→会長と調整して、会議日程を決めるということでよろしいか？ 
●（全員）異議なし。 

◆次回会議                                   
 日時…未定 

場所…未定 
内容…住民との意見交換会での報告内容について検討 








