福光地域 会議録
件名
日時
出席者
内容
概要

福光地域提言実現検討組織による第３回会議
令和２年 3 月 31 日（火）19 時〜21 時 40 分

場 所

市福光会館２階 会議室

検討組織メンバー：9 名 、まちづくり推進係：2 名
・提言に至るまでの経緯と主な意見等について、
・
（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）について、意見交換

◆前回の振返り（資料１）
（●…メンバー発言、→事務局発言）
→まず、前回会議で要望のあった、まちづくり検討会議での提言に至るまでの経緯と、こ
れまでの会議の主な意見等を資料２にまとめたので、その説明をする。その後、前回会
議で提出をお願いしていた宿題「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）」について、皆さんからそれぞれ説明していただき、その説明に
対して皆さんからご意見をいただく、という方法で進めたい。説明していただく順番は、
宿題の『イ．関連する「提言の方向性」の確認』欄で、提言の方向性としての３つのテ
ーマに、どのテーマにも属さないという意味合いの項目を加えた４つの分類に区分けし
て、それぞれ名前のあいうえお順に並べさせてもらったので、その順でお願いしたい。
今後、テーマ毎にどんなことに取組んでいくか、皆さんで詰めていただき、それらを肉
付けして、しっかりとした内容に仕上げていく、という流れで進めていきたいと思って
いる。
●（全員）異議なし。
◆提言に至るまでの経緯と主な意見等について（資料２）
（●…メンバー発言、→事務局発言）
→資料２は、まちづくり検討会議での主な意見等について、時系列で並べてあるので、確
認していただきたい。
まちづくり検討会議から引き続いて参加いただいている方から、補足があればお願いし
たい。
●今回の会議の第１回会議でも、まちづくり検討会議の設置の経緯の説明があったと思う
が、
「まちの賑わいが失われるのではないか…」ということが発端だったのか？
→市議会から、これまで庁舎が各地域の中心であったことを踏まえて、もっと地域ごとに
各地域の賑わいをどのようにしていくかしっかりと議論を踏まえた上で、庁舎統合を進
めるべきとの提案があったことを受けて、設置された会議である。
●だとすれば、市議会からの提案により、この会議が設置された、という理解で良いか？
→元々は、そのとおりである。
●庁舎が賑わいの一役を担っていると考えているということか？
→まちづくり検討会議で議論がなされている時には、既に福光庁舎へ統合すべきという意
見が出ていたこともあり、庁舎が地域の賑わいの一役にはならないという意見もあった
が、それは、福光地域の方に限った話ではない。
●事の発端は庁舎統合の議論であることは理解した。だからと言って、地域の賑わいやま
ちづくりについて、この提言は否定するものではないと思っているが。
→我々も、庁舎がなくなることによって、その地域の賑わいが失われるということは全く
考えていない。
●市議会でも、まちづくり検討会議のことに頻繁に触れていた。
●改めて、福光のまちづくりについて、純粋に検討していかなければならないのではない
か。当時の福光のまちづくり検討会議のメンバーは混乱したと思う。
●庁舎の位置を福光にする、と決定したのはいつか？
→決定は、平成 30 年 11 月 13 日。まちづくり検討会議からの提言をする１ヶ月前である。
●小規模多機能自治の地域づくり協議会とはどのように棲み分けをするのか？
→福光地域全体のまちづくりを考えるという場合には、各地域づくり協議会から集まっ
て、一緒に考えていく、ということになるだろうから、地域活性化という点では、地域
づくり協議会とこの会議とは同じであるという認識の基で進めていかなければならな
いと思っている。
●福光地域には 11 の地域づくり協議会があるが、福光地域全体のまちづくりを議論する
ことについて、各地域づくり協議会の会長が集まって関与することはない。各々の地域
づくり協議会で地元の地域をどのように活性化していくかというような議論はあって
も、地域づくり協議会がいくつかまとまって、例えば、現在の小学校区や福光地域全体
の範囲でまちづくりについて議論するような場はない。
●だとすれば、地域づくり協議会よりももっと広域な範囲を対象としてまちづくりを検討
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する会議という位置付けで良いのではないか？
→位置付けとしてはそうなる。更に、福光地域に限らず、南砺市全体に広がるようなこと
も、併せて検討していただけるとありがたい。
●まちづくりを３段階で議論するイメージになるだろうか。１つ目は、地元の地域づくり
協議会の範囲で議論、２つ目は、福光地域全体の範囲で議論、３つ目は、南砺市全体の
範囲での議論。
●地域づくり協議会とこの会議とが同時進行でまちづくりを検討するのは難しいのでは
ないか？まずは、地域づくり協議会による小規模多機能自治を軌道に乗せてからにする
べきではないだろうか。そうしないと、地域づくり協議会からこの会議に参加したとこ
ろで力が入らない。
●そうではなくて、市がこの会議に求めているのは、若い人たちが今すぐにでも実践出来
るような取組なのではないだろうか。
●この会議の第１回会議では、検討する対象区域を、福光地域全体とするのか、それとも、
福光地区の範囲とするのかで、取り上げる内容が異なる、と言っていたかと思うが。
●この会議では、地域づくり協議会だけでは解決出来ないような、もっと大きな内容につ
いて話し合うのではないのか？
●福光のまちなかについて考えていく時には、提言にあるように、福光福祉会館、JR 福
光駅前、福光会館（旧ベル）を三角形で結んだ取組も盛り込んであるのだから、この会
議では三角形のそれぞれの点にどのような機能を持たせるのか、ということで、福光福
祉会館についての議論も当然必要になってくるのではないか。
→前回の会議で、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の意見や、改訂
版の提言書の提出について教えていただいた。その後の状況についても差し支えなけれ
ば教えていただきたい。
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会が、3 月 23 日に市に提言書を提出し、３月末をも
って一旦解散し、この提言実現検討組織の方へ意見を集約してはどうか、ということに
なっている。ハコモノとしての福光福祉会館よりも、福光福祉会館とその周辺のことに
ついては、市民の思いを市に届けたという体裁にさせてもらいたい、という言い方で提
言書を提出した。今回の提言書は、協議会のホームページにも掲載している。これまで
のように、新しい建物の整備のようなゴールが欲しいという内容ではなく、①子どもた
ちの遊び場の視点、②防災の視点、③松村謙三氏を始めとする南砺の偉人を讃える視点、
に特化した内容で、改めて計画を練り上げてほしいというものである。以前のような、
500 席のホール、というような表現ではなく、多目的スペース、という表現になってい
るなど、具体的に数字を挙げたような内容は控えてある。今後、福光福祉会館の所管課
である生涯学習スポーツ課から、今回の提言書についてボールが投げられるようなこと
があれば、福光福祉会館周辺まちづくり協議会のメンバー数名が、いつついし自治会の
役員なので、その時はいつついし自治会で受ける、というスタンスであるとのことだっ
た。
●いつついし自治会のことを仰っているが、この会議は、いつついし自治会のことを話す
場ではないはず。先ほどからの意見だと、地域づくり協議会の範囲ではなく、もっと大
きな範囲で話し合うということだったはずだが。
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会が、いつついし自治会という１つの地域づくり協議
会に属しているということが違うのではないか。福光福祉会館については、福光福祉会
館のことだけを考える人がいるべきであって、その人たちがいつついし自治会に含まれ
るべきではないと思う。
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会も、元々は福光地区以外の各地域からも参加してい
ただいていたが、たまたま、協議会の主要メンバーが、いつついし自治会の役員である
というもの。いつついし自治会が、福光福祉会館についての決定をする場ではないとい
うことはもっともである。
→あくまでも、福光福祉会館周辺まちづくり協議会の連絡先がいつついし自治会になって
いる、と理解している。
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会の主要メンバーが、福光地区に偏ってしまうから問
題なので、福光地区以外の方も主要メンバーになるべきかと。地域づくり協議会などと
は別組織にするべきだろう。
●福光福祉会館を、福光交流センター（旧福光公民館）の延長線として考えている方も多
いように感じてならない。
●福光福祉会館周辺まちづくり協議会の最初の頃は、各自治振興会からも参加していただ
いていたが、何故、福光福祉会館周辺まちづくり協議会から去っていかれたかと言うと、
地域づくり協議会が発足してからの福光福祉会館の位置付けが、町部と福光地域全体と
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で、随分変化していることが関係している気がする。以前のような福光福祉会館の必要
性がなくなったのではないだろうか。
●福光福祉会館について、福光地域の人はどのように思っているのだろうか？私見だが、
元来、福光福祉会館は福光地域の文化ホールとしての位置付けであったが、利用者の拡
大や老朽化等により、ＪＡ福光中央会館ホールの活用が増えていった、という経緯があ
る。もし仮に、福光福祉会館を建替えるとなった場合には、現在の福光福祉会館の場所
での建替えを望む人が多いように思う。
●福光福祉会館は、福光地域全体の生涯学習の拠点であり、福光図書館が隣接していたこ
ともあって、福光地域全体からの利用があったが、今では、会議やサークル活動のため
の貸室機能だけになっている。これまで果たしてきた機能が変化してきている。
→福光福祉会館については、まちづくり検討会議の中でも今と同じように議論がなされて
いた。福光福祉会館というよりは、隣接する福光公園周辺にもっと若い人がたくさん寄
って、いろいろなことが出来るようにしたい、などというようなご意見がたくさん出さ
れていた。福光福祉会館の周辺整備については、先日、市に改めて提言書を提出された
ということだが、それも、いつついし自治会の範囲ではなくて、南砺市全体から若い人
を集めるようなことなどの仕掛けについて、福光地域として、この会議で議論していた
だけたら良いのではないかと考えるが、どうか。
●この会議が、そういう位置付けであれば、今後、福光福祉会館について話合っていく価
値はあるように思う。
●福光公園は、晴天時だと 50 人位の家族連れが遊びに来ている。福光福祉会館を多目的
スペースにして、福光公園と一体的に利用してもらえると良いね、ということは福光福
祉会館周辺まちづくり協議会のメンバーとも話していた。
●この会議では、このメンバーで福光地域全体のことを検討していけるようにしていきた
い。
→福光地域の提言は、地域の様々な事柄に対応出来るような内容になっているかと思うの
で、例えば、福光公園周辺一帯の利活用についてこの会議で考えて、検討結果を福光福
祉会館周辺まちづくり協議会での検討に盛り込んでいくようなイメージで進める方法
もあるかと思う。以前のような、この会議と福光福祉会館周辺まちづくり協議会との対
立の構図はなくなったと思っている。
他にご意見はないか？
●平成 30 年 8 月 3 日の第８回会議で重点テーマが決定したようだが、その決定の経緯は
どのような様子だったのか？
●その数回前の会議で、まずは、自分の興味関心のある事柄、ということでチーム分けを
した。次に、そこからの課題や不安点などを出していったら、この３つのテーマに絞り
込むことになった。
●それが、提言にあるテーマの①②③という理解で良いか？
●そのとおり。そこから、具体化していった、という流れである。
●この３つのテーマについて、メンバーそれぞれの思いをぶつければ良いのではないだろ
うか。だから、今回の宿題にもあるように、自分の取組みたい事柄が３つのテーマのど
れに当てはまるのかを示すことになっているのだと思っていた。
→前回会議で、提言の３つのテーマにグループ分け出来ないか、というご意見があったこ
とを受けて、今回宿題として提出していただいた企画書の中にそのような項目を設けさ
せていただいたもの。
３つのテーマの決定の経緯については、その年の秋ぐらいまでに、たくさん出された意
見をまとめて、更にテーマを絞って皆さんに意見を出していただいて、提言にまとめら
れたもの。
●まちづくり検討会議での各回の会議録は、現在も南砺市のホームページ上で公開されて
いる。
→経緯等については、以上でよろしかったか？
●（全員、意見なし）
◆（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）に
ついて（資料３）
、意見交換
（●…メンバー発言、○…提出者発言→事務局発言）
→提出していただいた企画書の内容について、提出者ご自身より説明していただきたい。
また、進め方として、ご説明いただいた後に、皆さんからのご質問にお答えいただくよ
うな進め方でよろしいか？
●（全員）異議なし。
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■中山明氏からの事業提案
この提案は、現在取組んでいることでもある。現在取組んでいること、今後取組みたい
ことを記載してある資料を、別紙として付けた。今後取組みたいこととしては、住民主
体の地域づくりである。国籍、世代、性別や価値観の違いを越えた地域交流をすること
で新たなつながりが生まれ、それが地域活性化につながると考えている。その地域づく
りの母体はネットワーク作りと考えている。これまでに、「ほっこり塾」「mini ほっこ
り塾」を開催し、そこで様々な活動をされている団体を紹介してきたが、その団体との
ネットワークを作って、主に女性や若者を中心としたネットワーク作りをしたいと考え
ている。地域づくりやまちづくりでは、女性や若者の意見が反映されにくい場合が多い
ので、女性や若者とのネットワークを持っていた方がお互いに事業展開しやすいのでは
ないだろうかと考えている。現在「ふくみっつ」というグループがあり、自分を含めて、
行政職員、地域おこし協力隊、在住外国人への日本語指導ボランティア団体などが主な
メンバーであるが、福光地域の地域づくり協議会に所属している方々も少しずつメンバ
ーとして加わってきている。また、「ほっこり塾」で紹介した団体もメンバーに加わっ
てきている状況である。この「ふくみっつ」の活動としては、主にこのグループの中で
のネットワーク作りをしたいと思っている。
●現在、メンバーの数はどのくらいか？
○まだスタートしたばかりなので、10 数名と言ったところ。
●ネットワーク作りに関する費用の裏付けは？
○（公財）南砺幸せ未来基金の事業に応募したいと考えており、準備中である。
●これまでの取組についての費用は、どのように調達していたのか？
○別紙資料にも記載しているが、内訳としては、市補助金、県共同募金会、それと、少し
の事業収入である。まだ、儲かるまでの仕組みにはなっていない。そのためにも、空き
家を活用したコミュニティのビレッジハウスが出来れば良いと思っている。
●イメージとしては、いずれは福光周辺地域での中間支援的な立ち位置を目指すのか？
○出来ればそのような立ち位置になれば、と考えているが、現時点ではあくまでも所属し
ているメンバーで進めたいと思っている。
●地元の地域づくり協議会との関係は特にあるのか？地元からの参加者はあるのか？
○現在、地元の地域づくり協議会に所属しての活動ではないので、地元の中ではフリーな
立場である。活動内容によっては、市外からの参加もある。
●「ほっこり南砺」と「ふくみっつ」は１つの事業なのか？
○「ふくみっつ」は名前だけのグループのようなものなので、今後、（公財）南砺幸せ未
来基金の事業の採択を受けた場合には、その資金を活用して法人化出来るような組織に
したいと考えている。
■吉村氏からの事業提案
この会議では塾の発足までを進めることとし、塾がスタートすれば、塾の参加者で運営
していく。失敗も成功もどちらも大切なので、とにかくたくさんの事業に取組みたい。
この塾で取組みたいテーマは次の５つ。「①教育、②商店街のバックアップ、③福光福
祉会館のソフト事業、④空き家対策、⑤福光に住んで、活動してくれる人を呼ぶ」特に、
「⑤福光に住んで、活動してくれる人を呼ぶ」については、地域おこし協力隊のような
選抜のイメージを持っていて、福光に住んで、福光で活動してくれる人をこちらから指
名して呼んで来る、というイメージである。コンサルに依頼すると、どうしてもこちら
の思いを汲んでもらえないと感じている。塾は、１期６ヶ月程度の期間で、全 10 回程
を想定していて、講師を自分たちで選んで、10 回でブラッシュアップさせる。その後、
２期、３期と回数を重ねることで、つながりやコミュニティ、場などが出来てくると思
っている。この点は、先の中山明さんの「ほっこり塾」にイメージが似ているかもしれ
ない。たくさんのつながりが出来ることが大切だと考える。福光に庁舎が統合されるタ
イミングで広く塾生の募集をすることで、塾の宣伝にもなるし、今までまちづくりなど
に興味のなかった方にも届くのではないかと思っている。
●塾長とは、どんな人を想定しているのか？
○塾長については全く考えていなかった。塾長が大事と言うよりは、塾生が教わりたい人
を選んで、その人に依頼して、無料で参加する。そして、講師料は市が支払う、という
イメージである。
●塾長＝講師か？塾長の役割は何か？
○塾長と講師は別で、講師はゲストである。塾長の役割はまだ決めていない。
●塾生がゲストを決めて、受講者を募集し、そのゲストの講義を聞く、という理解で良い
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か？
○そのとおり。
●まずは、どんなことを学びたいか意見を出し合うのか？
○そうではなくて、私が、学びたいことの企画を持っているので、それについて具体的に
どんな人から学びたいか講師を決めてもらう、というイメージ。
●毎回ゲストは変わるのか？
○変わることもあるだろうし、シリーズとして、数回続けて同一のゲストということもあ
るだろう。ゲストは福光在住などに限らず、福光で何かやってくれるのであれば、どこ
から来られても良いのではないか。福光で集まる、というイメージだろうか。
●塾の主体は誰をイメージしているのか？
○この会議メンバーが塾の土台作りを担っていけたらと考えていて、また、この塾を福光
で行うことで「場所づくり」が出来ると考えている。
→参考までに、和歌山県田辺市で「たなべ未来創造塾」という事業を実施していて、若手
の個人事業主が多く参加して、そこで学んで新たなビジネスを起業する、というものだ
が、起業率が非常に高いそう。南砺市でも、令和２年度からこの事業を参考にした事業
を実施することになっているとのことである。但し、令和２年度は、市全体で 10 名程
度の募集だそうで、大変に枠が少ない。
■平野氏からの事業提案
若い人たちには、観光面でも参画してほしい。また、Ｕターンした者からすれば、福光
は観光関係者の連携が弱いような気がする。出来れば、市観光協会とタッグを組んで活
動を進めたい。私が所属している、観光ボランティアガイド麻のれんで実施した、３月
の勉強会で、福光のまちなかの観光分野の強化の可能性を感じた。また、殿様街道が歴
史の道に認定されたことを受けて、街道の下草刈などの整備を行いたい。街道沿いには、
三十三観音など貴重な文化財もある。
●私の子どもの頃、一部の殿様街道には石畳が施されていたが、その後、重機による林道
整備が行われたため、その石畳が散らかされてしまい、その石も行方不明になってしま
ったそうである。
○草刈十字軍ではないが、大勢募って草刈等の整備を行いたいものである。せめて、三十
三観音の範囲だけでも整備したいと思っている。金沢市が殿様街道の整備に力を入れ
る、との話も耳にしている。
■水口幹氏からの事業提案
長年の海外勤務から福光に戻って来て、改めて、観光資源として小矢部川河畔が良いと
実感した。福光には小矢部川の水運を利用したまちづくりの歴史があり、その川沿いに
植えられている千本桜の景観は今も見ごたえがある。福光大橋を中心に、小矢部川の上
流下流約 500ｍずつの川の両岸の範囲で、京都の鴨川の風景をイメージして、何か仕掛
けが出来たら良いと思う。時間や費用がどのくらい掛かるか分からないが、このくらい
大胆な観光開発が必要なのではないだろうか。
●植えられているソメイヨシノもかなり老木となっているので、今のうちからその対応を
していくことも必要かと思う。
○観音町のおかみさん会であるクローバーの会が募金を集めて提灯を設置しているよう
に、昔の賑わいを取り戻すような取組が出来ると良いと思う。
●「ふくみっつ」でも、小矢部川河畔の整備に取組みたいと考えているところ。そのため
にもネットワークを作って取組むことが必要と思っている。
●桜のライトアップも、観光協会の設置や料飲組合の募金活動による設置もあるので、そ
ういうところともつながると良いのかもしれない。
●平成 20 年７月の豪雨災害以降、小矢部川河川敷の花壇や芝が荒れたままになっており、
今後の対応が心配である。
→井波地域の八日町通りについては、まちなみの景観について町内で協定を締結されて取
組んでいるそうで、小矢部川両岸の建物を含めて統一する場合には、同様に協定を結ぶ
などの、住民の皆さんの協力も必要になると感じた。
■粟野氏からの事業提案
まちなかの空き家や空き店舗が増えていて、それらを引き継ぐ人がいない状況の中であ
るにもかかわらず、市外からの新規参入者が圧倒的に少ないという印象を個人的には受
けている。新規参入者を受入れやすくするために、もっと、地域の受入体制を整備した
り、受入れるハードルを低くしたりすることが出来ないだろうか、ということで、新規
参入者の受入体制整備の可能性を模索したい。新規参入者が少ない理由を考える必要が
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あるだろうし、そもそも外から人を受入れる土地柄ではないのだろうか、あるいは、他
所から来て欲しいが別の問題があるのだろうか、ということをこの会議で考えていきた
い。例えば、「家賃」というハードルを下げる工夫として、どんなことが出来るのか、
ということや、セミナーや勉強会の開催、マッチングサービスサイトの利用、商工会や
市商工課との連携、などを考えている。また、福光への新規参入者を募集することも必
要だと考える。
その他、市内に増えてきている、オーガニック生産者の農産物を使った飲食店や直売所
などもあると良い。オーガニックカフェで働くシェフも人材として呼びたい。私もトマ
ト生産者なので、自分の栽培したトマトを使ってもらえると嬉しい。
●「SMOUT（スマウト）
」の稼働率はご存じか？何件くらい登録してあるかなど。
○南砺市内では 10 件ほど登録してあって、マッチングしたのは１件だけかと。
→市商工課でも、空き店舗活用に関する事業を行っているので、確認してお示しする。
■大森氏からの事業提案
まちづくり検討会議からの提言の実現に向けた取組を通して、住民主体のまちづくりの
実現に向けて近づいて行けば、と思っており、取組を継続していけるような中間支援組
織があると良いと思う。「共感」が「協力」となることが大切。やるべきことが増えて
苦しくなるような強い負担となるものではなく、そんなに負担なく取組める方法や楽し
く取組める方法など、仕組みや方法などをいろいろと考える、という方向が良いのでは
ないだろうか。企画としては、地域の資源を知らないことが自分にもたくさんあること
から、地域の資源を知る過程を通して、その地域のことを知ることが出来る、という取
組。知らないことを知る過程も大切にしたいし、記録として残したい。その取組により
収集した情報をリストにしてデータベース化し、例えば、地図などに落とし込んで、事
業実施の材料集めに利用出来ると良いと思う。集めた情報は地域に還元という意味で提
供し、活用してもらう、というイメージである。
●どちらかと言えば、南砺市内や福光地域内など内部に向けた情報提供の取組、というイ
メージか？
○始めは、情報提供に協力していただいた方々向けのもの、というイメージ。協力が得ら
れるようになって情報量が増えてくれば、その情報を冊子にするというイメージになる
だろうか。データベースの技術が今の自分には不足しているので、行政の把握している
団体とつがなることが出来れば良い。既存団体の情報を収集していく中で、類似団体に
気付くことなどが出来れば良いと思う。
●既存団体の活動状況のようなものを情報収集するということか？
○そうなるだろうか。まずは、活発に活動している団体から情報収集していく。
●いずれは、団体のリスト化にもつながっていくことになるのだろうか？
○その辺のレポートがしっかりと記載出来れば良いのだが、なるべく参加した人に情報を
集めてもらう仕組みの方が良いのではないかと思っている。この会議メンバーと共に作
り上げていくようなイメージにしていきたい。自分たちが楽をする訳ではないが、自分
たちだけで収集するとなると時間ばかり掛かってしまうので、集める情報の範囲や幅、
深さなどをどこまでにするのかをあらかじめ決めておく必要があると思う。それは、こ
の取組をどこまで実施するのか、という部分にもつながっていくと思っている。そして、
この取組で得た情報は、最終的には、まとめた形で地域に還元出来たら良いと思ってい
る。
●そこまでで一旦完成、ということになるだろうか。その後、継続して取組むという可能
性は？
○単発の場合は、ある程度の状況で、冊子という形態で完成になるだろうか。
→誰でも見ることが出来て、活用出来るものになると良いと思う。
●以前、ほっこり塾でまちづくりに取組んでおられる方を講師に招聘した際に教わった
が、その方のまちづくりの最初の取組が情報収集で、その情報を基にしてフリーペーパ
ーを発行し、情報発信されていった、とのこと。その後、その組織が大きくなっていっ
て、まちづくりの中間支援組織にまで発展していった、という事例。中間支援組織とい
う言葉も出てきたので紹介した。
→そんな方のお話を、この会議で伺うというのも良いのかもしれない。
■北島氏からの事業提案
これまでは人との交流を重点に観光を考えてきていて、それは今も変わらず思っている
ことだが、今は特に、福光地域が、いかにして、観光客にお金を落としてもらえる観光
地となるか、ということを考えている。お手洗いだけ済ませていくような観光客は不要
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で、せめて、ジュースぐらいは買ってもらえる、そんな観光地であってほしい、という
ことが自分の考えのベースである。IOX アローザスキー場の売上の半分が主に金沢から
の来場者によるもの、という現状。また、道の駅福光の売上の３〜４割程は石川県から
の来客によるもののようである。その一方で、我々の日常生活でも、金沢へ買い物に行
くことが多いはず。このことからも、金沢で使ったお金を、何とかして福光で取り戻す
ようなことを考える必要があると考えている。いわゆる「金儲けをする観光」である。
せめて、冬季以外は福光の様々な場所を回遊して欲しいと思う。そして、お金を落とし
てもらえるような仕組みが必要ではないかと考えている。そのためには、利益を生み出
すための情報共有である。観光客に対して、こちらから情報を提供しないからお金を落
としてもらえないのであって、もっと貪欲に情報提供しアピールしていくべきだと考え
る。
話は変わるが、庁舎統合後の 10 年、20 年経過した時の、福光庁舎の会議室の不足を危
惧している。市は、新たな公共的施設を建設しないと言っているが、汎用的な、２次的
施設が必要なのではないだろうか。
また、先ほどの吉村氏の説明に関連して、昔は、福光に「十日会（とおかかい）」とい
う団体があって、福光のまちなかの活性化を目的に 40 代以前の若い人たちが集まって
いた。時にはお金も出し合いながら頑張っていたそうである。
●毎月 10 日に集まることから「十日会（とおかかい）」と名が付いたもの。
○イベントの企画や、講師を招聘して講演会の開催など、当時は、様々なことを実施して
いた。元気な若い人たちが活発に活動していた時代があった。今の若者は、息を潜めて
いるかのよう。
■森松氏からの事業提案
近々、自分で事業を始めようと思っていて、実家の家業は菓子屋だが、そこで自分の仕
事に家業を吸収する形で、社会状況を見ながらではあるが、アートギャラリー（画廊）
をオープンする予定。今回の皆さんの提案を包括出来るようなイメージにもなるのでは
ないか、と思って聞いていた。建物の建て付けはギャラリーだが、私は音楽に従事しな
がら仕事をしてきた関係もあって、コンサートを企画したり、写真展や絵画の展示をし
たり、また、家業を少しアップデートさせるような感じで、茶菓子を出しながら少しゆ
っくりしてもらうスペースの設置も考えている。民間の画廊として、この福光の中での
活躍の可能性を探っていきたいと思っている。先ほど、北島氏の話にもあったが、お金
の問題は避けては通れない。お金を落としてもらえるような場所にしたい。東京での自
分の仕事も継続しながら、福光との２拠点にはなるが、県外から福光にタッチしていた
だけるような人材を福光に呼んで来られるようにも頑張りたい。
●例えば、高山市は、ご存じのとおり古いまちなみを観光の目玉にしていて、外国人も大
勢やって来ているが、元々は自分たちで古いまちなみに作り上げたもの。駐車場も、公
営駐車場は１ヶ所ほどしかなくて、残りは民間駐車場である。そこから既にお金を落と
す仕組みになっている。
●知名度を上げる工夫が必要だろう。
→皆さんから、地域を良くしたいという思いが伝わってくるたくさんのご意見を出してい
ただいた。これらの意見を、どのようにして合わせたり、絞ったりすれば良いだろうか？
●その前に、この会議を今後、どうしていくかを考えてはどうか？
●この会議をこの後どうしていくか、を宿題にしてはどうか？
→今後の進め方として、会議の冒頭でも話したが、テーマ毎に１つずつくらいの取組を決
めて、それをもう少し皆で肉付けして、具体的な方法を検討していけば良いのではない
かということだったと思う。合わせれば良いと思われる内容もあったと思うので、その
辺りについて、皆さんが思われていることを整理するために、ご意見を出していただく
ような内容を宿題としても良いか？
●確認だが、提言にある取組内容の全てを実現しなくても良いだろうか？
→その点も皆さんで決めていただきたいと思っている。
●ということは、この会議の皆さんの合意が得られれば、提言の全てを実現しなくても良
いという理解でよいか？
→それで良いかと。提言内容を１つひとつ潰していく方法もあるだろうし、１つの大きな
取組の中に複数の内容が盛り込まれているという方法も考えられると思う。
●最終的には、この組織で合意が得られた取組内容、ということになるか？
→そういうことかと。参加の皆さんの達成感がまちづくりを進める上で大切だと思ってい
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る。
→次回会議をオンライン会議で開催してみてはどうかと思うが、皆さんいかがか？通信機
器、通信環境など、実施するにはいろいろと条件があるが、対応が難しそうという方は
いらっしゃるか？
●この会議はそんなに慌てて先に進めなければならないものなのか？どうしてもすぐに
やらなければならないというものではないと思うので、もっと時間を掛けて、じっくり
進めて行けば良いのではないかと考えるが、どうか。
→この社会情勢が収束するまで、休止することにするか？
●いつになったら収束するかが誰にも分からない中で、収束したら状況が変わっていた、
ということもありうるだろう。
●会議を行うのであれば、時間を定めて、もっと効率的に進めて欲しい。

◆次回会議
日時…未定
場所…未定
内容…提言の具現化に向けた取組内容の検討
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資料１
福光地域 会議録
件名
日時
出席者

福光地域提言実現検討組織による第２回会議
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

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
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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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資料２
昨年度のまちづくり検討会議での提言に至るまでの経緯と、主な意見等

○隣の金沢が「オトナな和観光地」なら逆路線で、リピートしたくなるデザインシティに
○まちなかに畑（コンテナガーデン）がたくさんある

○主な意見（◎特に多かった意見）、△疑問、□指摘など

○高校が無いのに、市内で一番高校生が集まる福光地域
○誇りを持って提供できる特産物等を作り上げ、売り利益を得て、生き生きとした生活

平成 30 年 2 月 23 日（金）第 1 回会議（4 地域の全体会）

福光地域からの出席 11 人

○フラーっと立ち寄れる空間や、イベントは沢山あってもその日限りで、誰でも集える場

◆この会議の概要説明（市を取り巻く社会情勢、抱える諸課題、協議の進め方の共通認識等）

○子どものやりたい事の選択肢を広く取ってあげられ、市内でいろいろなことが体験できる

◆参加者同士の自己紹介

○商売によるにぎわいだけではなく、ここに来て良かった、ここに居て良かったと思える、
幸せを感じる場所づくり

◆あなたが最も重視したいまちづくりは？
◎情報のネットワークづくり

平成 30 年 5 月 25 日（金）第 4 回会議

○高齢者と若い人との繋がり方、関わり方、高齢者を支えていくこと

◆作成した「未来絵日記」からテーマを掘り下げる

○老若男女、色々な方にまちづくりに関心をもってもらうこと

出席 12 人

・前回作成した「未来絵日記」をそれぞれ解説、意見交換し、内容を具体化

○商店街の活性化や地域の特性を活かして人を呼び込む流れ、遊んでもらえる地域づくり

○どうやって施設ににぎわいを作っていくか？

△庁舎は毎日行くところではない。庁舎とにぎわいは関係ある？

○図書館をもう少しにぎやかに

□「課題」と「出来ること」とのすり合わせが必要

平成 30 年 3 月 19 日（月）第 2 回会議

○福光公園を環水公園のようなイメージに

出席 12 人

○福光公園で移動販売カー（フード・ドリンク・キッチンカーなど）を活用したマルシェを
○かんなり屋（喫茶店）2F などの活用、レンタルスペースを設置し認知症カフェなど

◆この会議の意味の再確認
従来の、行政から提案するやり方ではなく、市民から課題を提起していただき、その解決

○福光会館（旧ベル）の屋上でビアガーデン

策やどうなれば解決できたと言えるのかを活発に意見交換し、今後のまちづくりの方向性を

○世代をこえた交流ができるまちづくり

検討するもの。

○河川敷の整備（バーベキュー場、ランニングコース、カフェなど、みんなでシェア）
○まち中で野菜作り、みんなで植えて食べる市民農園

◆第 1 段階：地域課題の洗い出し

・意見を集約

・議論したいテーマを分類して意見出し
○まち部のにぎわい・・・にぎわいが無くなっている、後継ぎがいない、空き家が活用され

○ゆったりとした豊かな休日が過ごせるイメージ
○みんなが交流できる場所

ていない、既存イベントに新しい人が入りにくい状態
○子育て系・・・子どもの遊び場が少ない、小中学校の少子化と統合、高校跡地利用
○ネットワーク・・・まちづくりに関心がない、参加者が少ない、居場所がない、福光と言
えば「コレ」というものがない

○ハコモノよりも人づくりなどソフト事業が大切

平成 30 年 6 月 11 日（月）第 5 回会議

出席 11 人

◆前回、まちなかのにぎわいづくりに関してはほぼイメージができたことから、村部の現状とに

○里山・・・にぎわいが無い、農業の存続

ぎわいづくりに関する課題の洗い出し

○その他・・・地域の分断、既存公共施設の有効活用（無駄な建物を増やさない）

・
「10 年後、どんな村部ならいいか」

□話し合いの方法、仕掛け・・・この会議で決めた案を予算 1,000 万円で実行できるように
したらどうか？

○自分の生まれ育ったところに帰ってくる思い、都会に出ても帰ってくる人がいる
○トンネル遺跡を活かしたツアーなどの企画で、資源として活かされている

平成 30 年 4 月 26 日（木）第 3 回会議

出席 11 人

◆「まちなかのにぎわいをつくる」をテーマにグループ議論、未来絵日記の作成
・10 年後の今日、どんな風に過ごしているか、5W2H を意識して作成した「未来絵日記」のキー
ワードやイメージ

○新しい公共交通ネットワークが充実し、車移動が困難でも安心
○高齢者ばかりでも江浚いや除雪などに「まちなか」の人が貢献、協力し、現状維持

平成 30 年 6 月 29 日（金）第 6 回会議

出席 10 人

◆山間部を含む村部の現状とにぎわいづくりに関する課題の洗い出し、意見交換会での発表内容

○自分たちが福光地域を大切にしている

の整理

○福光のまちなかで一番みんなが楽しめるのは千本桜の川原と福光公園周辺。ここが整えら

・
「10 年後、どんな村部ならいいか」

れて、つながりが出来ている

○地域に住んでいる人たちとの関わりやつながりをもっと持てるように

○空き家を活用した居場所づくりがたくさんできて、暮らす人々が安心している
○「にぎわい」は「行きがい」であり、過去の商店街を再興するのでなく新しい価値づくり
ここに来て「わざわざ体験したい」
「わざわざ味わいたい」ことが深まって形になっている
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○知らない面白いもの、地元の人が知っているコトを SNS でシェア！ 発信することでさらに
つながる
○サークル活動的に気軽に体験できる農家体験、子どもだけでなく大人も楽しい！
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○干し柿の手伝いなど、小学生が総合学習の授業、中学校が「ふるさと教育」などで体験、
若い担い手が見つけられる

○朝市の方々が自分たちの活動を良くしたいという思いは伝わってきた。個々にバラバラで
はなく、ネットワークで応援し、まちなかマルシェなどと連携すれば若い人たちも参加し

・キーワード抽出、似たようなものをまとめてグルーピング

やすいイベントになるのではないか。

○本気でキザエル里

◆今後の意見交換会の進め方（テーマごとに分科会を作り、議論を進める）
、重点テーマの選定

○いのちをいただく里

・意見交換会を踏まえて、新たに検討すべきテーマ

○老人は遊びじゃなく学びたい

○情報を共有できる情報発信サポートセンターの設立

○行き交うまちづくり

○今ある施設をどう生かしていくか

○ほんもの見つけ里

○福祉会館、図書館を核として周辺商店街や河川公園などと連携した具体的な姿の検討

○心もたがやす里づくり

・これまでの議論で今後もっと具体化したいテーマ

・意見交換会での発表に向けて

【重点テーマ】

①発表内容（１５〜３０分程度）の確認

①情報発信

②発表者の選定

②ハコモノ活用

●課題チーム

③ソフト事業、居場所づくり

賑わい⇔情報

平成 30 年 9 月 13 日（木）第 9 回会議

●論点テーマチーム

出席 12 人

◆今後の予定の周知（１２月１９日に市長への提言、その前に地域審議会との意見交換会）
、分科

論点紹介 → まち・村部の未来

会メンバーの選定、参加者４名ずつに分かれて分科会での議論

●まち部のまちづくり方向性チーム

①情報発信

絵日記紹介４枚ほど、まちづくり事例紹介

○地図を使って情報の見える可

●村部のまちづくり方向性チーム

○女性・若者がチーム作っていろいろな取り組みに参加していく取組

本気でキザエル里、いのちをいただく里、イメージ写真

平成 30 年 7 月 10 日（火）第 7 回会議（地域の皆さんとの意見交換）

○居場所づくりフォーラムで情報発信

参加 51 人+出席 9 人

◆これまでの中間報告的な位置づけで、パワーポイント資料を使って発表

②ハコモノ活用
○福祉会館の利用、小会場の必要性

・説明に対する質問

○事業継承を高齢者から誰かやりたい人に

△みんなが集える場所があればいいということだったが、福祉会館周辺で３と８のつく日に
｢にぎわい朝市｣をやっていることをご存知なのか？

○福光高校の跡地利用
○お泊まりして楽しめるまち、空き家等を活用した宿泊を拠点に

◆地域の皆さんとの意見交換

③ソフト事業、居場所づくり

△福祉会館周辺施設の再編の議論のことが全く入っていない。若い皆さんのネットワークで
応援してほしい

○居場所をつくって、新しい人が入って来る仕組みづくり
○日本を知りたい外国人、誰でも行き交う場所 情報の得られる、分かりやすい場所づくり

□他地域と比べ、福光地域の議事録の内容は抽象的

○運営の仕方、オープンキッチン、個展など･･･今あるものを有効に利用することを考える

□若い人とのミゾを感じる

平成 30 年 10 月 15 日（月）第 10 回会議

□棟方志功や松村謙三など、地域が誇る先人の功績を継承し、伝統・文化を活かす視点をも

◆分科会ごとに提案について、５Ｗ１Ｈを意識してまとめ、意見発表

っと考えるべき。

出席 13 人

When（いつ）
、where（どこで）
、who（誰が）、what（何を）
、why（なぜ）
、how（どのように）

平成 30 年 8 月 3 日（金）第 8 回会議

出席 10 人

◆発表内容に対する他分科会の意見を受けて
①情報発信

◆意見交換会を振り返って
○若い人の意見が受け入れられにくい印象、このような状況では前に進まない

○カレンダーでの発信を検討

○参加しやすい雰囲気づくりが必要

○「e-fuku3.com」のようなウェブサイトやラジオ局を活用

○福祉会館の話が中心になり「この地域に文化会館を！」との声が未だに強く､それをどう受
け止めるか

○人と情報が集まる場所←②ソフト事業(居場所づくり)グループと連携して検討すべき
②ハコモノ活用

○建物の老朽化の話に終始、福光高校も含めて公共施設再編との関係を考える必要がある

○そのまま残す＝市の施設再編の方針と違う
○経営してくれる人を探さないといけない
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○高校跡地なら「活用」という方策が可能では？ → 文化ホール、寮、情報発信施設
③ソフト事業、居場所づくり

△福祉会館周辺の利活用について含まれていないが検討したのか？
△ポータルサイト運営費の試算は？

○行政と団体をつなぐ場所、コーディネートするところは必要

平成 30 年 10 月 30 日（火）第 11 回会議

□あまり議論が進んでいない

出席 12 人

△トライアングルのまちづくりとなっているが、中心部のみの話に終始したのか？
△図書館の床の補強工事をした場合と福祉会館を新築した場合の費用試算の比較は？

◆分科会ごとに議論、内容を発表・共有

○地域の人たちが一緒に協力できることは？

①情報発信
○各人の情報が不足 → 仲間がいない･できない → 町外へ(情報を求めて)出ていく
→ いろんな情報を集める、興味のある事を選択できるようにする、居場所を作る
→ 情報を求めていった場所で仲間ができる → 地域の活動が盛り上がる（興味がわく）

平成 30 年 12 月 5 日（水）第 14 回会議（地域審議会委員との意見交換）参加 9 人+出席 13 人
◆これまでの協議検討内容について説明
・説明に対する質問・意見
△統合庁舎が福光に決定し､今後､庁舎を中心とした駅周辺の人の流れが変わると予想される

→ その場所はどこに？ どんな施設にする？
○情報発信はいつまで？ ずっと？ 誰が？ → 行政に頼らない仕組みづくりの方法

が､そのことを踏まえた議論は？
○福光高校がなくなることによる弊害対策の検討として建設･建築･土木･木材加工･製造･販売

②ハコモノ活用

などモノづくりや専門的な職業が学べる場､職業訓練工場などを設けてはどうか？

○福光地域に住む人が本当に欲しい施設・何を望むのか

○福光のいいところを活かして人を呼び込む仕掛けをつくるには、豊かな自然や郷土料理、

○福光高校の活用

そして里部との行き来がとても重要。

○情報の拠点・ハローワークのようなポータルサイト

□発信だけで人はつながらない

③ソフト事業、居場所づくり

△中山間エリアの議論は？市街地を核として考えるのか？小規模多機能自治との連携は？

○目標は居場所→人が集まりワイワイ
○「ハコモノ」の文言は良くないイメージ → 「施設」とする？

△公共交通の視点を反映し、子どもたちが住みよいと思えるまちに

○まち部と村部それぞれの活性化･･･「交流」を盛り込む？

○提言内容が網羅的なので、強弱・優先度・時期(短期･中期･長期)に着目し､農村部との関係

◆それぞれの内容について、
「地域で取り組むこと」
、
「この取り組みに必要な支援（行政に望むこ
と）
」
、
「この取り組みで解決できる課題」の視点で、さらに具体化

平成 30 年 11 月 6 日（火）第 12 回会議

性も含めてプロジェクト的なシナリオづくりで､より精度の高い提案を。

平成 30 年 12 月 10 日（月）第 15 回会議
出席 12 人

◆分科会ごとに提言内容（案）の発表

出席 12 人

◆意見交換会での質問や意見を踏まえ､提言内容に追加･修正すべきものを検討

平成 30 年 12 月 19 日（水）第 16 回会議（4 地域の全体会）

・具体的な取組み内容

福光地域からの出席 14 人

◆市長への提言書提出、提言内容についてパワーポイント資料を使って発表

①情報発信
・地域で必要とされている情報を収集発信する中間支援組織(民設民営･公設民営)をつくる
→情報受発信ポータルサイト『e-fuku3 ver.2』の立ち上げ・運営
②ハコモノ活用
・施設を活用したにぎわいづくり（福光高校廃校までに方向性を決定）
③ソフト事業(居場所づくり)と連携し交流空間(活動発表の場など)を創出
③ソフト事業、居場所づくり
・居場所を作ろう（｢孤独感｣を持たせない｢安心感｣を与える拠点、情報共有で地域の関心
を喚起）→ 何らかの用事のついでに気軽に立ち寄れて情報も得られる信頼される便利で
使い易い場所
◆各分科会の提言(案)の内容を発表・共有し、改善すべき点等について意見交換
◆意見交換の内容を踏まえて、分科会ごとに提言内容見直しのための協議検討
◆とりまとめ、発表者の選定

平成 30 年 11 月 14 日（水）第 13 回会議（地域の皆さんとの意見交換）参加 29 人+出席 13 人
◆これまでの協議検討内容について、パワーポイント資料を使って発表
・説明に対する質問・意見
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資料３

福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

中山 明美

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
「みんなの居場所」
イ．関連する「提言の方向性」の確認
①情報の集約と発信できる居場所
ウ．企画の意図、目的

共生社会 向

多様性

交流

場

．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 内容）

別紙参照

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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］

別紙資料

2014
2015
2016
2018

3
4
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/

:

B

:

(

DV

)

090-3296-5843
Syk5287@ gm ail.com
1305-2
-3-

福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

吉村 華子

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
福光まちづくり塾
イ．関連する「提言の方向性」の確認
①情報の集約と発信できる居場所
ウ．企画の意図、目的
企画
絞
皆 未来
学 集 実行
場 欲
い。
福光の皆が何をしたいか、そして何ができるかを知りたい。
入塾
人 立候補 推薦
最終
1位 選
南砺市 支援 上 必 実行
最終
地
域のイベントにする。
皆の注目を集めることで応援してもらいやすくなるし、投票の上で1位を決定すれば市の予算を使うに
不満 出
．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 内容）

【実施場所】福光福祉会館など
実施期間 第1期 2020年9月
半年
月 1 2度 全10回
全3期 予定
る。
【予算】
塾生20人程 無料
塾長 給料
謝礼 広報等 多 見積
1期
500万
少
50万位
1位 企画 市 予算 使
300万
500万くらいか。
【実施にあたってのアイデア】
1位にならなくてもプレゼンを皆に知ってもらうことができる。1つだと失敗できないしプレッシャーが掛かる
可能性
塾生 人数
3
方 良
後半のゲストは塾生が話し合って決める。南砺市の市庁舎移転と同時期に募集を開始し、全国から
広く塾生を集める。
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
福光 未来
話 合
沢山行
話 合
実行 移
少
く、話しても無駄という雰囲気になっている部分がある。また、慎ましい人が多いという地域性により、本
当の望みがわかりにくく、本人もわかっていない場合も多い。
それを変化させるために、皆が望むことを顕在化して、やりたいことを話してもいい雰囲気にする。
望
叶
見本
皆 夢 叶
行動
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福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

平野 信一

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
②まちなかエリアを回遊できるまちづくり
ウ．企画の意図、目的

．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 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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］

福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

水口 幹夫

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
小矢部川河畔 景観創生プロジェクト
イ．関連する「提言の方向性」の確認
②まちなかエリアを回遊できるまちづくり
ウ．企画の意図、目的

福光町の最大の観光資源は小矢部川。
水運 利用
歴史
現在 千本桜 周辺 建物（松風楼等） 風情
これを一段とグレードアップする。

．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 内容）

場所 福光大橋 中心
南北約500ｍ 小矢部川両岸
【内容】両岸の建物をレトロ調に統一し、カフェや飲食店、地元の物産店を配置。
伝統芸能を観せる場所も確保。
川下りも
※期間、人材、経費等は今後検討

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

福光の中心ににぎわいを取り戻し、観光客を誘致。
周辺地域（福野、井波、城端）には無い、川を中心とした観光開発
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］

福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

粟野 秀

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
オーガニックカフェプロジェクト
イ．関連する「提言の方向性」の確認
③里山

豊

食 農 時間 共有

ウ．企画の意図、目的
○街中の空き店舗が増え続け、活気が無くなってきているため、外からの新規参入者を考慮に入れる
べきではないかと考える。そのため新規参入しやすいように地域に受け入れる体制を整える必要がある
新規参入 少
理由 考
．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 内容）

○新規参入者にとって家賃のハードルが非常に高いため、どうすれば街中の空き家、空き店舗を格安
で購入もしくは賃貸できるかを検討する。全国的に商店街のシャッター街対策として、新規参入者の
経営 軌道 乗 数年間 店舗 賃料 格安
無料
事例
一
人
賛同協力
家店主 見
一
事例
地域
理解
ような物件が増えることで、注目され、外から新規参入しやすくなるのではないか。
■地域住民 巻 込
勉強会 開催
■外に向けて幅広く人材を募集する必要性を考える。
→
継業
SMOUT
利用
■商工会、商工課などと情報共有し、連携を取ってチームを作る。

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
○福光地域で気軽にカフェができるところが少ないため、個人的に家族や知人が訪れてきてちょっとお
茶
時
困
○昨今、福光地区はじめ南砺市内でオーガニックの生産者が少しずつ増えてきている中で、そのような
生産者 作 農産物 使 料理 提供
飲食店 農産物販売所
生産
者の一助やPRに成り得る。
○庁舎統合で人の出入りが多くなることが考えられ、街中に居酒屋は多いが、ランチができるところが
少
感
飲食店
難民対策 一助
考
る。
○街中 農産物 総菜
直売所
車 持
街中 高齢者 困
気
軽にカフェができれば地域の方々の憩いの場やコミュニティスペースにも成り得る。
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］

福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

渡辺 吉一

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
交流

里山

イ．関連する「提言の方向性」の確認
③里山

豊

食 農 時間 共有

ウ．企画の意図、目的

今

移住人口主体

交流人口 考

里山

．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 内容）

受入体制の準備
体験ハウス、空き家を活かしたシェアハウスなど
歴史や地域で熱心に農業に取り組む生産者との農業体験
田植、草刈り、干し柿、稲刈り、野菜の収穫、麻織体験、豆腐屋体験、味噌麹体験など

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

空 家利用拡大
耕作放棄地活用
眠っている地域の宝を採掘など
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］

【福光地域提言実現組織会議の宿題】 大森 永遠
■取り組みの前に確認したいこと／意見
〈本組織について〉
・この組織チームが、一つのプロジェクト実現の組織か、または形を変えて福光圏域を拠点として支
援していく組織を目指すのか。
→組織のあり方／責任の所在の明確化
（この組織？チーム／グループ？実施事業組織？今？いずれ？6W2H）
・この取り組みを通す中で皆さんをしっかりと知りたい。
→組織などが違っても同じ地域に所属する仲間。
旧メンバー含め地域と密着する以上避けて通れない。
〈会議などの効果／効率の向上〉
・丁寧さとづらづらしてしまうことと混同されやすい。
焦りと早さは次元が違うと思いますが、とにかく焦らず、着実に成果／結果を共有しあうこと。
→会議前に「決めること」
「決めないこと」を明確にして確認。
会議後「何が決まったのか」
「何が決まらなかったのか」
「宿題」を確認。
また、各自の告知／PR 時間（ 困りごとなどでも良い）があると良い。
why: それぞれの方が自分の時間を割いて集まってくれたことへの対価
●決められない時の決め方／考え方のひとつ
〇手法
・多数決・運：くじ、ゲームー楽しく
〇意識／考え
・責任感 ・小規模でやってみる ・両方やるか、第 3 の道 ・暗くなるイメージ決断はよくない
・会議や実行段階などにおいて「後退して見える場面」でも、振り返り／評価／修正することはあ
っても「逆戻りさせること」はしない。一歩ずつ着実に前に進んで次に活かす。

■企画実行における個人的な意見
・何かをつくる、協力者を得るには、強い熱意／根拠（なぜ→目的）からの「共感」と、 誰がどう
やって という手法やロードマップの「イメージが共有できること」が重要だと考えます。
→提言の再共有／プレゼン「根拠やなぜ」を明確に住民に納得できる説明をする時が来る。
我々が行動する原動力。
・メンバーが少数精鋭の分、メンバー同士の状況／環境の理解（例：投入できる時間など）。
・グループ別であれば進捗の管理／共有。
・効率的にエリアを縮小した小規模実験を修正しながら拡大していくイメージ。
・やってみた結果や、失敗なども含めて記録できるとコンテンツ（根拠）のひとつになる。
・住民／現場レベルの負担を意識する。
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〈

企画案

〉

〇取り組みたい企画のタイトル、または、テーマ
「地域資源発見隊FK３（仮）」
〇関連する「提言の方向性」の確認
【選択】④〈理由〉すべてに共通するため。
―――――――――――――――――――――――――――
①情報の集約と発信できる居場所
②まちなかエリアを回遊できるまちづくり
③里山とのつながりで、豊かな食、農、時間を共有する
④上記に当てはまらないが取り組みたい
―――――――――――――――――――――――――――
〇企画の意図、目的（why、whom）
企画など目的に合わせた「デザイン」を効率的、効果的に実行していくための地域資源の理解／把
握、整理、情報共有／管理を行うための企画。
また、地域資源の理解や情報収集の過程を通して、愛着の醸成や「福光地域を知る人材を育成する」
という側面もある。（福光マスター／スペシャリスト）
できれば、協力者に対する対価を段階的に還元できると良い。→ 情報公開／提供、相互PR、物々交換
※ここでいう資源は、ヒト・モノ・カネ・情報・時間・空間としてみる。
※どのレベルまで情報を深めていくかは、はたらきかける企画や対象の範囲による。
課題解決や地域づくりを進めていくうえでのざっくりした役割は、「デザインする（できる）人」と
「材料を集める（集められる）人」ではないかと思う。 その中でも、材料となる地域の資源（地域
財）の理解／把握と整理、共有が、自分自身も含めて不十分であるため、組織／事業の効率化や連
携、再構築ができないでいるように見える。地域資源の把握と活用から、各圏域レベルの組織同士の
連携力向上や事業の棚卸や新たな「デザイン」などを作り出すことができるようになる。 また、それ
ぞれの地域資源の現状や歴史的な流れを理解し、整理、共有をはかることで、 住民や組織同士の相互
理解が促進され、信頼関係が深まり、円滑な合意形成の一助にもなると考える。
〈ざっくりとした役割〉
デザインする人
↑信頼／共有／連携↓
材料を集める人
〇企画の概要 what、実施場所 where、実施期間 when、人材 who、
経費見込みなどを含む具体的な内容 how、how much
◆現状、この組織体系がよく分からないため、以下、意見のみとさせてください。m(̲̲)m◆
・材料となる資源を知り、整理、蓄積する。（ヒト・モノ・カネ・情報・時間・空間としてみる）
※オブジェクトとして情報を集めて、組織や活動を要素／分野のタグで整理、リスト化。
・既存の団体の活動状況や運営状態などを理解する。
営利、非営利、ボランティア、趣味、（インフォーマル）
→ 情報収集の目的の説明。集まった情報は地域に還元できるものにし、協力者の利益を考える。
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集めやすい情報やアクティブな組織から情報収集していく。
観光協会や横のつながりなど、よく知っている人に聞いて、より知っている人を紹介してもらう方
法。
よりインフォーマルなものは、それらの集まりの中で情報を収集する。
〇この企画によって解決したい、現状の問題点 context、課題 problem、期待する効果 solution
現状の問題点 context、課題 problem
地域の資源（地域財）の理解／把握と整理、共有が、自分自身も含めて不十分である。
組織／事業の効率化や連携、再構築ができないでいるように見える。
期待する効果 solution
地域資源の把握と活用から、各圏域レベルの組織同士の連携力向上や事業の棚卸や新たな「デザイン」
などを作り出すことができるようになる。 また、それぞれの地域資源の現状や歴史的な流れを理解し、
整理、共有をはかることで、 住民や組織同士の相互理解が促進され、信頼関係が深まり、円滑な合意形
成の一助にもなると考える。
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福光地域提言実現検討組織 宿題シート
［

北島 清

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
地域内利益 生 出

情報共有 方策（共存共栄 策 考

）

イ．関連する「提言の方向性」の確認
④左記① ③

当

取組

ウ．企画の意図、目的

○福光福祉会館は本当に必要なのかリセットして考えてみよう。
（今まであったから必要だと思ってないか。庁舎が福光になって本当に必要なのは何か考えよう）
（今ある福祉会館の場所に同じようなものが必要ですか。公園にするのはいかがですか）

．企画 概要（実施場所 実施期間 人材 経費見込

含 具体的 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

○役所にお願いですが、
庁舎が福光になって本当に役所が主催する会合等ができる場所があるのでしょうか。
資料 作
思
（農協はこれからも会合の場所を提供する意思があるのでしょうか）
（飲み会のことを言っているのではありません）
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］

