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令和元年度第２回南砺市井波地域審議会会議録 
 
１ 開催日時  令和２年２月１２日（水）午後１時～２時３５分 
２ 開催場所  南砺市役所井波庁舎 ３階 多目的ホール 
３ 出席委員  １２名 
        三谷直樹、碓井好彦、大浦英征、橋場武志、藤井圭一、藤﨑秀平、北村隆洋、楠 

順子、小橋昭夫、川合優子、松平清子、長谷正勝 
４ 欠席委員  ２名 

藤井清美、長谷 力 
５．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、 
市川南砺で暮らしません課長、山田井波行政センター長、片田財政係長、 
亀田地方創生推進係長、西井秘書係長、山河井波行政センター次長、 
中谷井波行政センター副主幹、勇﨑協働のまちづくり係長、影近協働のまちづく

り係主事 
６．傍聴者   なし 
７．議題    （１）第２次南砺市総合計画（素案）について 
        （２）庁舎統合後の行政センター業務の移行について 

      （３）市が事務局を担っている各種団体の事務移管について 
        （４）各種補助金等の見直しについて 
８．会議経過 
 
（井波行政センター長） 
  開会宣言 
  欠席委員の報告 

 
（会長） 
  開会あいさつ 
 
（市長） 

今日は、次期の総合計画、今回新たな総合計画と総合戦略、集中的に人口問題等々に取り組

む形で作らせていただきました４点の素案についての説明させていただきますので、皆様方か

ら忌憚のない意見を賜りたいと思います。 
 
 
議題（１）第２次南砺市総合計画（素案）について 
 
（地方創生推進課長） 

第２次南砺市総合計画（素案）について説明。 
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（会長） 

総合計画の素案ということで、１０年間のまちづくりビジョンを中心に説明がありました。

これにつきまして委員の皆様から意見とか質問をいただきたいと思います。 
 
（委員Ａ） 

この資料、資料１（素案）の１４ページに表があります。左が進捗率、右が改善率とあるの

ですが、この右の改善率の見方がわかりません。どう見ればいいのか、教えていただきたい。 
（地方創生推進係長） 

見方としては進捗率、例えば指標もいろいろな指標がありますけれども「自然環境の保全と

活用」ですと、自然環境が「いい」と感じる方が８３％おられたとすれば、目指すべき問題に

８３％の人がそう感じているという最初の値を見るのが進捗率でして、改善率というのは、当

初のもともと施策を進める前に何％いたか、例えば５０％の人がもともとこれは「いい」と思

っていたものを８０％にすると３０％上げるということになりますので、３０％上がったとい

う「３０」を実際はその内の２０％が上がったということになると、３０％上げるうちの２０％

しか上がってないので６６％になるとなります。 
（委員Ａ） 

道路の例だとどう見るのか。 
（地方創生推進係長） 

本来は市民の全体の８０％の方があるものに満足しているところを目指しているものに対し

て、終わった後７０％の人に留まっていたとすると、８０％と７０％を比較しますので、それ

を割って％を出すのが進捗率です。改善率というのは、当初５０％の人が満足していたものを

８０％に上げる。それには３０％改善しなければならないわけですね。ところが３０％改善し

なければならないところが２０％に留まったというのが改善率。同じ８０％を捉えるにしても、

全体の目標値を出すのと改善をする部分を出すのとの差というイメージです。 
（委員Ａ） 

そうしますと隣の９０％のところが０％となっているのはどう見るのか？ 
（地方創生推進係長） 

この「自然環境の保全と活用」の中には指標がいくつかあります。この項目の中には６つの

指標あります。６指標の中で５０％未満のものが４つ、９０％以上のものがあと２つですね。

指標が６つある内の４つが５０％以上の改善率、残り２つが９０％以上の改善率だったという

ことです。 
（委員Ａ） 

それで何がわかるのか。 
（地方創生推進係長） 

これでわかるのは、改善率として指標の元々の値から目標としていた改善率に達したものと

達していないものを割合で見てもらうことで、施策の柱全体として進んだ、進まなかったとい

うことですけど、その中でも進んだ指標と進まない指標を見ることによって改善につながった

割合をそこで測るということに使っている指標になります。 
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（委員Ａ） 
やはりわかりにくい資料です。地域審議会に提示するからには、わかりやすいものにしてい

ただきたい。追加資料で出された７ページの答申の１番には「将来の南砺を担う子どもたちに

とってわかりやすい計画になるよう」にとなっています。私たちにもわからないものは、子ど

もはもっとわからないものです。端的に理解できるようなものにしてもらえたらいいと思いま

す。 
（会長） 

他の委員の方はいかがですか。 
  わかりやすい資料を出していただくようにできますかね。 
（地方創生推進係長） 
  わかりました。 
（会長） 

では、わかりやすい資料を後日いただくということで。それでよろしいですか。 
（委員Ａ） 

補足しておきます。計画に反対しているのではないので、基本的にはいいと思って見てきま

した。人口減少のこととか、若い人が出て行ってなかなか帰ってこないとか。その辺を何とか

結び付けて、人口を増やす方に尽力していきたいということに非常に賛成できるので、計画と

して揚げるには説得力のあるものにすればいいと思うので意見を言いました。 
（地方創生推進係長） 

ありがとうございました。資料の方は追って委員各位にお配りしたいと思います。 
 
（委員Ｂ） 

私の町内は１６所帯ありまして、私は若い方から数えて３番目であります。いろいろな会合

に出てくる人たち（年配者）からすれば私は若い衆と言われております。昨年、地域おこし協

力隊の一人がうちの町内に入りましたが、結局いなくなりました。 
若い人が入ってくれればいいのですけど、どうすれば、それをどういう風にしてやればいい

のかと。空き家対策とか、家賃の補助もありますが、我々の昔からの慣習が若い人に受け入れ

られない点があるのかなと。それらに負けないようにするためにはどうすればよいのかという

悩みです。新興住宅地のような縛りがないところであれば、若い人も入っても違和感なく住ん

でいられるとも思いますけど、我々１６所帯、昔から居る１６所帯の中に若い人が入っても、

やはりプレッシャーになるのかなということで。何か悩みみたいになりましたけど。 
（市長） 

風習っていうのは大事ですね。要はそこから考えていかなきゃいけない。今、嫌がる人はた

くさんいます。その風習は大事だという、根本的なところから考えていかないと誰が来ても同

じになるという可能性があります。 
相倉に若い人が来た時に相倉の皆さんは、募集をして入ってこられる方に、何回か選ぶ時に

いろいろな会話をやっていきながら選ぶわけです。それでも最初１年間はお互い気を使って、

何も言えなかったと。そのうちに向こうの人もこっちの人もだんだん慣れてきたら、いろんな

事が言えるようになって。相倉ではいろいろな事を変えていくために住民の皆さんが集まりな
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がらいろんな議論をしていくのが必要だと感じていまして、保守的ないろいろ難しい問題があ

りましたが、一組来てくれたら何となく変わったと。そうしたら、今はもうその人は区長、４

年めで区長をしています。必要性があってしてやらんなんいう気持ちと向こうもまた助けてく

れるという、そういう関係ができれば安定してくるのですけど。やはり最終的に、我々の気持

ちも少し変える、変えるというか歩み寄っていくような、そういう場面が必要でないかなと思

っています。お互いの気持ちがすぐにわかるというのは、なかなか難しいと思います。 
定住、移住、いろんな事を相談しながら、そういう場面を皆さんにばかりお任せするのでは

なくて、私たちも助言をしたり、外部も入ってそういう場面も作れないかなと思いました。本

当に集落に入る若い人は期待も大きいし、気持ちはわかるのですよ。市のサポートもそういう

悩みがあることを理解していますので、そういう場面が必要だと。 
 
（委員Ｃ） 

若い人たちが戻ってくるとか、外部から入ってくるという話は支援をするからわかりやすい

ですけど、長男が家を継いでいく、居続けるために市がやっていることが伝われば、すごくい

い環境を作り出せると思います。今、現状としては伝わっていない部分が多いので、その辺、

具体的にわかりやすいような表現とか、政策が出てくればいいと思うのですけど。 
（市長） 

南砺市の現状は転入の移住の方はわりと安定的に少しずつ増えているのですけど、一番問題

なのは出ていくのが大きいことです。このグラフで見ると、１２ページの２０代・３０代が、

特に女性が出ていく。出ていく原因も、我々に責任があったのではないか、私自身、そう思う

んですけど、２０代３０代の出ていく人をどう止めるかというのが、今のところ一番悩みです

ね。情報を鳴らすことも大切ですし、それも考えていきます。 
（委員Ｃ） 

例えば就職を含めて外部へ、都会へ行かれる方、これはしょうがないです。ですがベットタ

ウン構想のようなものも含めて、ここに住んでいたらこんないいことがあって、こういう風に

通勤も楽でという話が具体的にもっと伝われば解消できる部分も多いと思います。砺波に店が

あっていろいろ聞くわけですよ。１人でも２人でも留まっていただける政策を希望します。 
（市長） 

そうですね、わかりました。 
 
 
議題（２）庁舎統合後の行政センター業務の移行について 
 
（市民協働部担当部長） 

資料２に基づいて説明。 
 
（会長） 

行政センターの業務の移行について説明をいただきましたが、このことについて、ご意見を

いただきたいと思います。 
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（委員Ｄ） 

地域振興室はどこにあるのかという事とこの庁舎自身をどうするかいう事が、何年後に決ま

るのか、今現在は７月から１階のみでやられますが、この庁舎を将来どうするという結論がい

つ出るかという事をお聞きしたい。 
（地方創生推進係長） 

一昨年、平成３０年の１２月に各４地域、行政センターが縮小される地域、分庁舎が置いて

あった地域について、これからのまちづくりの活性化ということで提言書をいただきました。

その中で、今年度の４月から井波地域では地域づくり協議会でありますとか、各種団体の代表

の方が集まって、井波庁舎をまちづくりの「にぎわいづくり」の核として再利用することから、

まず考えてみようということで、９ヶ月検討を進めてきていただいております。 
その中で、実際にまちづくりを進めていくにあたり、持続可能な運営を考えていく中、民間

の事業者の方で一度、分庁舎を活用して新たな対策をしていくことを自分たちで考えさせても

らえないかということで、ワーキングチームを作っていただいて検討していただいている最中

です。こちらとしても、庁舎の統合となる７月までは、何らかの成案を地域の総意をもって出

していただき、それを受けて必要な整備の支援でありますとか、そういったことを考えていき

たいなと思っております。 
（市長政策部長） 

地域振興室はアスモの２階、南砺で暮らしません課の一部の室という形になりますので、そ

ちらに入ります。 
 
（委員Ｅ） 

３ページの施設の名称は「行政センター」から「市民センター」に変更とありますが、名前

を変えなければならないのですか。何故変えなければならないのか。 
例えば公民館から交流センターという風に変わりましたが、それについて住民への周知もひ

と段落しました。看板の準備などにもかなりお金もかかると思うので、必要ないのであれが名

前をそのまま継続できないかなと。 
また、市民センターに数名の配置となっていますが、そこには市民センター長という方は配

置しないのですか。 
（市長政策部長） 

まずは行政センターを市民センターに名前を変えたということですが、これについては、行

政センターは振興の窓口と手続等の窓口の２つに分かれておりました。今回は手続きの窓口に

特化して、地域振興のものは各担当課の方に振り分けて戻していくという考え方をしておりま

す。庁舎統合にあたって行政の効率化でありますとか、市民の皆様方の利便性を図っていく上

において、こういった中には行政もスリム化を図っていくことから、行政センターの見直しを

させていただきました。窓口業務に特化したという意味からも市民センターという名前にさせ

ていただきました。 
経費的なもの、今回かなり４つの庁舎に分かれていたものを１箇所に集めますので、いろん

なものを変えていかなければいけない中、今回市民センターに名前を変えることもいろいろな
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経費も含めて、この機会にかかるものはかけてすっきりして行こうと進めておりますが、その

ために大きな経費がかかっていくということではありません。 
（委員Ｅ） 

そうであれば反対するつもりもありませんが、次の資料３にも関連しますが、1 ページの表、

左の枠の中に、自治振興、団体事務等、あるいは団体の事務局事務。これが各種団体にとか、

あるいはその他の部分によっては統合庁舎の担当課へとなっていますけど、このことは一番前

に書いてある見直しの方向性の「事務の効率化、効率的行政運営を行います」に定まるのかと

思います。ここに事務の効率化とか、効率的な行政運営って書いてありますけど、具体的には

サービスの削減じゃないのかなと思います。私は地域づくり協議会の会長を預かるものとして

今後の地域づくりに、行政センターが事務局として関わる。このことには意味があるし、大事

なことだと思うので。それが遠のいていくのが、すごく不安です。何かこの機能を残してもら

えないのかなと思います。仮にこれが統合庁舎のなになに課になるとしても、それは本当にこ

れまでのようにご支援いただける約束貰えるものか。この地域づくり協議会に移行する時には、

南砺で暮らしません課長もよく言われましたけど、これまで「集団自治」中心だったと。だけ

ど憲法にもあるように「住民自治」も大事だと。だから住民自治をもっと良くするために今後

は両方の「集団自治」と「住民自治」、これが車の両輪のようにしていく事が大事だと教わって

きて、そう思いましたけど、やはり行政センターで、関係の方いろいろ関わって地域の要望と

か、あるいはクマ出た時の対応とか、そういう事をしていただいているのは、結局この両輪を

動かす中心のデフですか、そこに当たる機能をしていたと思います。それが各地域づくり協議

会でやらなければならないというのは、ちょっと冷たいという気がしてならないのですけど、

如何でしょうか。 
（市長政策部長） 

行政センター長は課長職でおりましたが、今度は同じ管理職でも主幹級の職員を置くことに

しております。その職員がそのセンターの統括という位置付けになります。その統括がしっか

りとその地域振興室や暮らしません課とつなぐ役割をするような形にしていくべきと思ってお

ります。 
業務は統合庁舎の方に行く方が多いのですが、地域との関わり方という部分では、少し時間

はかかるかもしれませんが模索しながらいいように進めていければなと思っております。 
（委員Ｅ） 

この図でいきますと、統合庁舎、担当課の矢印に職員２５人、地域振興室に３人、合わせて

２８人とありますが、この３人は地区に残るということでしょうか。それで２５人の方は統合

庁舎の方に行かれるわけでしょう。 
（市長政策部長） 

はい。 
（委員Ｅ） 
   そうするとこの２５人が携わっておられた仕事は無くなるのですか？ 
（市長政策部長） 

担当課へ仕事が行きますので、うまく振り分けてまいります。当然担当課に行政センターの

仕事が行きますので、そこに人振り分けていきます。 



7 
 

（委員Ｅ） 
場所が変わって仕事もそんなに変わらないとすれば、これまで行政でやっていた仕事はある

程度やってもらいたいと思っています。２５人減るわけだから、その分仕事も無くなるのか。 
（市長政策部長） 

行政センターでやっていた仕事は、担当課でやるべき事は担当課でしっかりと行いますので、

それはなくなるわけではありませんし、やらないという事でもない。具体的にどういうお仕事

をお考えか見えなくて申し訳ないですけど、考え方とすればそういう事です。 
（会長） 

今の話は担当課に戻すのも、戻して行政センターの仕事をやらすのも、行政センターでやる

のも変わらないのではないかという意味合いの質問だったかと。 
（委員Ｅ） 

そうです。 
（市長政策部長） 

行政センターの仕事は、この仕事は必ず一人分はかかるというものではなくて、小さいもの

も８つ集まり、一人分だったり０．５人分だったりするわけです。１０年間で１０１人の職員

の削減も考えており、行政もスリム化していかなければならない中で仕事も集約化して効率化

を図るという考え方でおりますので、そういった事をご理解いただきたいと思います。 
 
 
議題（３）市が事務局を担っている各種団体の事務移管について 

 
（行革・施設管理課長） 

資料３に基づいて説明。 
 
（委員Ｅ） 

この 1 ページの箱の中のＡですけど事務局の移管という事で、井波に関してみますと３ペー

ジの８７番から９４番までですか、この中のＡと書いてある部分、３つ目に地域づくり連合会、

これがＡとあります。という事は先程言った通りに地域でやりなさいというわけですけど、こ

れは井波だけじゃなくて他の城端や福光、みんなこのように書いてあります。 
言いたかったのは、２５名が中央の方に行かれる。将来的に職員を減らすことはわかっては

いますが、もう少し２～３年は猶予を持てないか。仮に３年なりの猶予を持っていくことは可

能でしょうか。 
（井波行政センター長） 

地域づくり連合会については、連合会の中で各会長さん方にも話させていただいて、来年度

からの移管に向けて協議させていただいているところです。市の各地区の全体の動きとしても

統合に向けて進んでいると聞いておりますので、井波地域においてもそのように進めさせてい

ただきたいと、そのように思うわけであります。ただ、今ほど言われたご意見も聞いておりま

すが、協議の中ではそういう風に進んでおるということでございます。 
（会長） 
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今の答弁をセンター長に振るのは問題あると思います。というのは、センター長は我々が頼

りにしてやっておりまして、市の方向性がそういうことですので、４地区集まって話はします

けども、今の質問の意味合いはすぐに減らさずに、１０年間で１００人でしょう？そうすると

２～３年とか４～５年とか、そういう時間をおいてやっていただけんかという、そういう質問

であって、質問に対して答えていないと思います。そこら辺をキチっと理解していただきたい。 
（市長政策部長） 

協議が整っているということで、こういった説明をさせていただきましたので、協議が整っ

ていなかったかどうなのかということの確認の意味で発言していただきました。 
（会長） 

協議はしています。していますけど、そういった課題を我々は持ちながら協議しているとし

ているということを質問されたということです。 
（市長政策部長） 

他の地域とのこともありますので、そこら辺についてはなるかどうかわかりませんが、他の

地域との並びになっていくかなと思います。 
 
（委員Ｆ） 

手続きとかいろんな問題での市民センターですが具体的に何人になるのですか。井波は何人

になるかまだ決まっていないのですか。 
（市民協働部担当部長） 

５人です。 
（委員Ｆ） 

それで、例えば手続き、ここの右側に書いてある部分は市民センターでやりますけれど、今

までの、例えば熊が出たとか、水道のメーターが凍結した相談は、それは申し訳ございません

が担当課の方に行ってもらえますかという対応になるということで理解してよろしいですか。 
（市民協働部担当部長） 

基本的には担当課の方で業務は移行するのですけど、取次とか、そういう面については市民

センターでも勿論お話をお聞きするということです。いろいろな申請とかも、振興に関する申

請手続きについても市民センターの方で引継ぎを行っていきます。 
（委員Ｆ） 

住民のサービス低下にならないと理解してよろしいですか。今までどおりで、そういう事が

あれば市民センターに行けば、一応は受け取ってもらえるといったことでよろしいですか。 
（市民協働部担当部長） 
  できるだけ、そういう形で今考えています。 
 
 
議題（４）各種補助金等の見直しについて 
 
（財政課財政係長） 

資料４に基づいて説明。 
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（会長） 

この補助金のことについて、ご質問、意見等があればお願いします。 
（会長） 

ないですか。なければ全体を通して、今４つの議題がありますけど、聞き漏らしたとか、そ

ういうことがあればお願いします。 
 
（市長） 

先程の連合会の事務の話ですが、実をいうと皆さんの心配事もよくわかります。市民センタ

ーには主幹が一人いて、当然窓口としていろんなことも受け付けて、また、窓口だけではなく

て、いろんなことをお繋するそういうクッションになります。そこと地域振興室に実を言うと

ここに３人いますので、これが井波担当とかいう形で、ある程度、集中的にこういろんな話が

できる人がいますので、まずはそういう中でうまくできるような体制を、これは３年間担当を

決めます。３年後は同じとは言えませんので、この辺りをどううまく使っていくかというのが、

地域振興室の力量に掛かっていると思っています。ですから難しい点を今のうちに洗い出して

いただいて、地域振興室と市民センターでどんなことが必要で、どんなことができるのかとい

うことを明確にヘルプする、もしくはいろんな要望書のまとめをするだとか、誰がどうすると

いうことを詰めていくことが大事だと思っております。 
これ全部の地区に行って３年間お願いしますといって、３年間したときに、またうまくいく

のか、その辺でもう一度議論で、どういう事が必要なのか、そういうことを我々にお聞かせい

ただければ、地域振興室というのは新しい課ですので、いろんな意味でどういう仕事をどうす

るか。とにかく調整をキチっとやっていくと。ですからサービスが無くなるとか、減るとか、

事務の効率化でハブが無くなる、そういうことではなくて、どういう形の仕事にするのか、こ

れは作り上げていかねばなりませんので、是非また、その辺りもお聞かせをいただければなと

思います。 
（会長） 

今の市長さんの方のお話は、大変ありがたい話なんで、我々いろんな意見を出していただい

た中で、そういう返事をいただいたものと思っております。この資料からいきますと地域振興

室というのはイベントその他団体事務で移管が難しいものでとあるわけです。そうすると次ペ

ージでは地域振興室の主な業務は伝統の関係だと、こういう話になっています。 
（市長） 

各種団体への事務の移行というなかで、協議がスムーズに進んで行くか行かないかというと

ころがいくつかあるのです。ただ、やってみてスムーズにいく場合とやってみたらうまくいか

ない場合もありますので、そんなときはここで調整と思いますので。 
 
（委員Ｇ） 

この表にある補助金の表の単位は 
（財政係長） 

失礼いたしました。単位が抜けておりました。単位は千円です。大変、申し訳ありません。 
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（委員Ｈ） 

前へ戻る話をしますけど、市民センターはここでやられるという形ですか。 
（市長） 

場所はどこがいいかということは決まるまでここでやる。いろんなところが決まってですよ、

例えばショッピングセンターの近くがいいとか、新たなこういう施設がいいとかということに

なれば、できればそこへ移動するとか、ほかの地域もです、無くなる所はそういうところにも

っていきたいとかいうのはこれから。ただ今のところ、スタート地点は今の行政センターのと

ころに市民センターを置きます。 
（委員Ｇ） 

どっちにしても、７月には統合になるので。利便性をどうするかということで協議されてい

く部分もあるのですが、初めからここに置いておくという形はどうかなと。できるだけ寄せた

方がわかりやすいでしょうし。 
（市長） 

おっしゃるとおりです。 
我々の気持ちはあっちへ行け、こっちへ行けとは思ってないですが、情報のセキュリティが

あるので、新たに突然どこかに持っていくというのは大変で、最低限、鍵がかかり、そういう

いろんな情報が漏れないような所に置く必要はある。ですから、今後、庁舎をどう使われるか

によっては、そこに家賃を払って、きちっと隔離したような形で作るか、もしくは今の地域包

括支援センターの一角がいいのか、もしくはスーパーのどこかいいのか、こんなことをこれか

ら、いろんな案がでてくれば、それが可能かどうかということは判断をしていかなきゃいけな

い。 
一番簡単なのは、ネットの線が必要なものですから、一番安くあがる地域包括センターとか、

ああいったところはすぐにできるのですけど、新しい所はネットの配線をする工事が必要です。 
 
（会長） 

他にありませんか。 
（会長） 

私の方から聞きたいんですけど、地域審議会は、今年度は２回ありますけど、今後、例えば

行革の話とか施設の再編、そういう話は今後、地域審議会というものが、来年度以降も残って

いくのか、どういうことになっていくものですか。 
（市長） 

条例上は、合併まちづくり計画の期間中に地域審議会を作るというのがあって、合併まちづ

くりが１０年で、その時に庁舎の問題もありまして２年間延長して、その次、今度合併町づく

り計画を１５年に延ばしましたので、今１５年。この地域審議会を継続していますので、今、

条例上は令和２年、今年度でこの地域審議会というものは無くなる。しかしながら、大きな課

題が出たりする時には、また地域づくり協議会の会長さんにどういう組織でどういう風にやっ

ていけばいい、常に同じようなやりとりをする場面は地域づくり協議会を中心として、いろん

な方に集まっていただいて情報交換をする場面は必要だと思います。今までは二重みたいなと
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ころも若干あったのですけど、そういうことを考えていかねばならないと思います。 
（副会長） 

ということはこれで終わり？ 
（市長） 

地域審議会というのは終わり。 
 
（会長） 

本年度のいろんな計画で話をしておかんなんことは、これでないですね。 
（市長） 

新年度に向けてやってきたことが重要で、あともう一つは、皆さんご心配の公共施設再編計

画と公共料金のこと。これについては継続的に、議論はしていきますが、ひとつ、公共施設再

編については、まずは今回の委員会のなかで、最低限、南砺市の人口と財政規模で最低限のも

のを出していただきましたので、今後は市の行政として、教育に関してはこういう形がいい、

もしくは、こういうものが必要だと政策的、かつ、３０年間の収支が見合うような公共施設の

再編計画を我々はその意見で作っていくという作業が来年度に、令和２年度にあるわけです。

それが次の公共施設再編計画になりますので。今ちょうど学校の問題は地域に残すという政策

で、クラスはどうするかとか、部活はどうするかとかいうことを議論して進めていますが、他

の施設も全て、例えばホールをこう使う。こうしたい場合、そこにこういうものと、こういう

機能を入れて、複合的な施設にして残していく。いろんな案を作っていくのが令和２年であり

まして。その時には当然、それぞれの地域で、また市全体の中で議論するという場面は作って

いくと思います。 
 
 
（副会長） 

限られた時間でいろいろなご意見はございましたが、まだまだ時間が足らなかったと思いま

すけど、南砺市も合併しまして１５年。合併した当時に生まれた子どもは１５才です。今度、

令和２年から１０年計画になりますと２５才になります。過去は過去として、未来を見据えて、

合併で生まれた子どもが３０才になった頃には、自分たちがこの「まち」をつくっていくんだ、

そして橋渡しをしていくと思います。もう１０年すれば私も８０になるので、昔がどうのこう

の言うのがいなくなると思うので、そこはこう思い切って進めていけばいいと思います。また

今後ともよろしくお願いいたします。 
 
（井波行政センター長） 

閉会宣言 


