これまでも︑これからも
まちは︑人の思いでつくられている

市 勢 要 覧

誰ひとり取り残さない
誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ
No one will be left behind. We aim to be a town where everyone can continue to live with a smile.
不落下一个人 造就人人都能笑颜生活的家园

ごあいさつ
富山県の南西端に位置

るまちづくりに向け、移住・定住の積極的な支援とともに、

する南砺市では、美しい

結婚から妊娠・出産・子育て・教育までの包括的な環境の

散居村が広がる平野部か

支援に取り組んでいます。また、地域での介護予防事業の

ら、ユネスコ世界文化遺

推進など、心身ともに健康で暮らしやすい社会を推進して

産に登録された「五箇山合

まいります。

掌造り集落」
のある山間部

さらに、南砺市 SDGs 未来都市計画と連携した取り組みに

まで、四 季を通じて 人と

よる南砺市らしいライフスタイルの提案や、地域の活力を

自然が 調 和し、悠 久の時

支える産業の発展の支援、小規模多機能自治の手法を用い

間が流れています。また、豊かな自然の恵みをいただき、大

た住民自治との連携を深めるなど、地域づくりに取り組む

自然に感謝する心や相手を思いやる「お互い様」
の精神が息

住民団体との一層の連携を進めてまいります。

づくまちです。そんな南砺に生きる人そのものが、未来へと

「誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続けられる

つないでいかなければならない、私たちのかけがえのない財

まちへ」
のキャッチフレーズのもと、
「未来に希望がもてるま

産です。

ち」
「多様な幸せを実感できるまち」
「心豊かな暮らしができ

令和 2 年 7 月には市民の皆様のご理解を得て福光統合庁
舎での業務がスタートし、窓口のワンストップ化や危機管理

るまち」
「皆で考えともに行動するまち」
の 4 つの目指すべき
まちの姿を掲げ、それぞれの重要事業に取り組むとともに、

体制の確立、移動等の無駄の排除がなされました。また、令

「一流の田舎」
を目指し、時代を担う子どもたちが笑顔で暮

和３年４月には義務教育学校「南砺つばき学舎」
が開校する

らし続けられるまちの実現を目指すこととしております。本

など、子ども一人一人に目が届く教育に、南砺の大きなメ

要覧は、そのような南砺市の姿勢を表現したものです。ご

リットを感じております。

高覧いただきまして、一層のご支援とご協力をお願い申し

大きな課題である、人口減少、少子高齢化が急激に進む
中、南砺市では若い世代から高齢者までが安心して暮らせ

上げます。

南砺市長

田中幹夫

まちづくり基本条例 〜前文〜

Local Development Basic Ordinance ~Preface~
城市建设基本条例 前言

わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた
自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つ
の村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特
色を活かしながら心をひとつにして、新しいまちづくり
をめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」
、
「住んでいてよかった」
、
「これからも住み続けたい」
と思
えるまちになることを願っています。
南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界
遺産である合掌造り集落、散居村などの豊かなみどり、
伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。
わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合い、支え合
う精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして
活かしていく役割を担っています。
一人ひとりが市政に参画し、市民が主体となって協働
でまちづくりをすすめるために、この条例を定めます。

市章

NANTO くん

８つの小さな円は、８つの町村を表
しています。そして、８つの小さな
円からなる１つの大きな円は、８つ
の町村が１つの市になったことを意
味しています。また、緑は豊かな自
然を、青は南砺市の上に広がる空
を、赤は市民の情熱をイメージした
ものです。
合併 5 周年を記念して制作された、
南 砺 市 の「ブ ラ ン ド マ ー ク」
で す。
平成 21 年に応募総数 943 点の中か
ら選ばれました。
いつも新しい驚きと安らぎに満ちた
南砺市をデザイン化。市章のイメー
ジを発展させ、爽やかな笑顔と感動
の表情で、南砺市のさまざまな魅力
を世界に発信します。観光・イベン
トのポスターや、特産品のパッケー
ジなどに登場し、愛らしく親しみや
すい姿が市民や観光客に好評です。
デザイン：川那辺透衣さん
（当時 城端小 5 年）
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住民自治組織による住民自治
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市民団体及び事業者
市民団体の役割
市民団体の責務
事業者の役割
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市議会
市議会

○まちづくりの目指す方向や願いを示し、将来のまちづ
くりに必要な決意を宣言しています。

○条例制定の目的を、市民と市が協働して、魅力ある個
性豊かな住みよいまちを作り上げることとしています。
○条例の位置付けと条例の中で使われている用語の意昧
を定義しています。

○まちづくりを推進するための「3 つの原則」を定めています。
○ 3 つの原則は「市民が主体」
「情報の共有」
「協働」です。

○市民の権利と責務を明らかに
することにより、協働のまち
づくりに関して市民が主体的
に取り組むことを明らかにし
ています。
○市民と市民の協働の原点が住民自治組織です。組織に
参加する者は互いに協力することが求められています。
○市は、その自主的及び自立的な活動を尊重するととも
に支援することを定めています。

○中間支援組織は、まちづくりに関する団体を仲介し、
それぞれが円滑に活動できるよう活動及び情報収集・
発信等の支援を行います。

○市民団体であるボランティア団体や NPO などは、地域
や社会の課題の解決に向けて協働のパートナーとして
欠くことのできない団体です。活動には透明性の確保
やまちづくりへの積極的な参加を求めています。

○市議会及び市議会議員
の役割と責務は別に定
めることとしています。
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市長及び市の職員

第 16 条
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市長の役割
市長の責務
市の職員の責務
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協働のまちづくり

第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
第 24 条

Chapter

協働の理念
協働における市の役割
対等関係の保障
協働の理念の普及
情報の発信及び収集
推進会議の設置等
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第 10 章
第 25 条
第 26 条
第 27 条
第 28 条
第 29 条
第 30 条
第 31 条
第 32 条
第 33 条
第 34 条

Chapter

行政運営の基本原則
財政運営の基本原則
情報の共有
会議の公開
審議会等の委員の公募
意見公募
意見、要望、苦情等への対応
行政評価
出資団体等
個人情報の保護

第 35 条

住民投票

住民投票

12

第 12 章
第 36 条
第 37 条

○協働のまちづくりを推進するにあたり、協働で何を目指
し、どのように推進していくかを明らかにしています。
○この条例が、今後において確実に運用され、それによ
って協働のまちづくりが
着実に行われていること
が大切です。そのための
推進組織の設置に関する
ことを定めています。

○これまでの行政運営を検証したうえで、市民が主体の
まちづくりを進めるためには、今後、どのように市政
運営を行っていくかについて具体的に規定しています。
○情報の共有、会議の公開、意見公募、行政評価など、
これまで以上に情報公開と説明責任が求められます。
○行政運営の仕組みは大きく変わっていきますので、市
民にわかりやすい市政が、展開されることになります。
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第 11 章

Chapter

行政運営

○まちづくりにおける市長の役割と責務及び市の職員の
責務を明らかにしています。
○職員は、地域の一員として積極的にまちづくりや地域
活動に参加するよう求めています。

条

例

条例の制定及び改廃
条例の見直し

○市民参加の一つである住民投
票のあり方を規定しています。

○市の条例の改廃には、市民の参加や意見の聞き取りな
どを行うよう求めています。
○この条例の見直しは、4 年を超えない期間内で行うこ
とを義務付けています。
全文は
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南砺市まちづくり基本条例

検
検 索
索

第 2 次南砺市総合計画（令和 2 年度〜令和 11 年度）
2nd Nanto City Comprehensive Project (2020-2029) 第 2 次南砺市综合计划（2020 年 ~2029 年）

誰ひとり取り残さない
誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ
No one will be left behind. We aim to be a town where everyone can continue to live with a smile.
不落下一个人 造就人人都能笑颜生活的家园

南砺まちづくりビジョン
【将来像】

【目指すべきまちの姿】
キャッチフレーズ

誰ひとり取り残さない

未来に希望がもてるまち

【教育、成長、学び、子育て、結婚】
目標

「将来を担う世代の育み」

指標

教育環境の充実度
子育て世代の転入数、出生数

多様な幸せを実感できるまち

【地域包括ケア､地域活動､多様性の容認､ジェンダーギャップの解消】

誰もが笑顔で暮らし続けられるまちへ

目標
指標

「幸福度の向上」
健康寿命、多様な地域とのつながり

心豊かな暮らしができるまち

【ライフスタイル、交通、しごと、働き方、移住・定住】
目標

「暮らしやすさの実感の向上」

指標

IJＵターン数、域内消費、平均所得

皆で考えともに行動するまち
【まちづくり、情報公開・発信、誇り】

目標
指標

「シビックプライドの醸成」
誇り、まちづくりへの参加、 まちづくりの実感
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本市では、市民と行政とが共有できる市の将来像や目標を定めるとともに、今後、市が重点的に取り組
む政策や施策を明らかにするため、第２次南砺市総合計画の策定を行いました。誰ひとり取り残さない
地域社会である「一流の田舎」を目指し、次代を担う子どもたちが笑顔で暮らし続けられるまちを実現で
きるよう取り組んでいきます。
南砺まちづくりプラン
【やるべきこと（政策）】

未来に夢と希望をもてる教育環境の充実

出産・子育て支援

結婚・出会いの場の創出

心身ともに健康で暮らしやすい社会

分野横断的な観点
【やるべきこと（施策）】

● 規模、地域性を活かした特色ある学習環境づくり
● 学校教育を支える環境の整備
● 思いやりと助け合う心の育成
● 自らがやりたいことを考え、選択できる環境づくり
● 妊娠・出産・子育てに切れ目ない総合的な支援
● 妊娠・出産・子育ての経済的負担の軽減
● 家庭での子育て力の向上
● 出産・子育てに理解のある社会づくり
● パートナーにめぐりあう機会の創出
● 若者の結婚・出産・子育てに対する意識の向上
● 結婚希望者の婚活力向上支援

● 地域での介護予防事業の推進
● 高齢者・障がい者の福祉サービスの充実
● ライフステージに応じた健康管理や生活習慣病予防

などの支援

多様性を認める社会の構築

若者が住みたくなる魅力づくり

誰もが暮らしを楽しめる生活環境の充実

SDGs達成に
向けた取組

● 年齢や性別、国籍などにとらわれず多様な住民が

活躍できるまちづくり

● 若者の希望にあう就業への支援
● 多様な働き方に対する情報発信力の強化
● 若者の住環境への支援
● 関係人口との連携
● 移住希望者の受け入れ環境の充実
● 公共交通の利便性の向上
●「買ってみたい」
「行ってみたい」と思わせる魅力ある

お店づくり

Society 5.0
への対応

地域づくり
への新たな
取組

● 南砺のモノ、サービスの高付加価値化

地域の活力を支える産業の発展

● 既存産業の生産性向上への支援
● 明日を切り拓く後継者の育成
● インバウンドで稼げる観光の育成
● 稼げる農林業の育成

南砺の暮らしへの誇り・愛着の醸成

● 地域を知る、学ぶ機会の創出
● 南砺市の魅力の見える化と発信
● 地域固有の景観の保全と育成

みんなが参加したくなるまちづくり

● 市民とのコミュニケーションの推進
● 情報共有基盤の強化

市民がまちをつくる実感の醸成

地域にある
ストック
資産の活用

● 地域づくりを担う人材の育成
● 新たな地域実践活動への支援
● 様々な主体が連携するまちづくりへの支援

詳細は
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南砺市

総合計画

検
検 索
索

あなたにとっての
幸せ探しをお手伝い

未来に希望がもてるまち

結婚活動、略して「婚活」。就活と同様、自分に
とって理想の相手を探して結婚するための活動で
ある。民間でもさまざまなサービスがある昨今、
「南砺で暮らしません課」管轄の婚活支援事業「婚
活倶楽部なんと」は、他とは一線を画すようだ。
「結婚したいと言う人は多いけど、どういう結婚
をしたいかまでは考えていない人も多い。いつ、ど
んな人と、どんな結婚生活を送りたいか、相手に
求める条件など、最初は何も答えられず頭を抱え
てしまう。そこからが第一歩になります」と、南砺
市女性活躍・婚活支援係係長の髙堂さん。漠然と
した結婚願望のある男女の耳には痛い言葉である。
「やっていることは、出会いの場をつくること。で
もその裏にある目的は人を育てること」と話すの
は、この事業に携わって 8 年目になる常本さん。
現在は、「一般社団法人なんと未来支援センター」
の職員としてサポートを続けている。行政と民間
が同じ事務局としてうまく連携しながら「南砺市

民の幸せな家族づくり」という目的に取り組んで
いるのも、「婚活倶楽部なんと」の特徴の一つだ。
当たり前のようだが、会員は本人の「結婚したい」
という意思の下、自らが行動に出なくてはならな
い。「定期的に開催しているイベントやセミナーで
は、考える機会を多くつくります。結婚相手に求め
る条件はもちろんのこと、自分をアピールするには
自己理解も必要。会員の方には『あなたにとって
の幸せ』も問いますし、出会いの場以外の時間を
どう過ごすかが大事だと考えています」と、常本
さんは熱を込めて言う。この婚活を通して、一人
一人が「壁にぶつかる経験」をしながら、「自分に
とっての幸せ」の意味を考え、人としても成長して
いくことができるのだ。
事務局メンバーとともに会員と向き合い、対話を
重ねながら支えていく大きな役割を果たしているの
が、市民ボランティアである「おせっ会さん」の存在
だ。長年、南砺市の婚活を見守り、「婚活応援団
08

婚活応援団なんとおせっ会
副会長

山田 由理枝

南砺市 南砺で暮らしません課
女性活躍・婚活支援係 係長

髙堂 清美

一般社団法人なんと未来支援センター
キャリアコンサルタント
婚活支援員兼おせっ会さん

平成 23 年度に市役所に婚活支援係を設置。
「あな
たと私を結ぶ赤い糸プロジェクト（AIP48）
」
として
地域の独身者への結婚支援活動がスタートし、令
和 2 年で10 年目となる「婚活倶楽部なんと」
。独身
男女の出会いの場の創出や各種セミナーによる個
人スキルの向上、社会人としての成長を支援し、
「婚活応援団なんとおせっ会」
との二人三脚で多く
の成婚カップルが誕生しています。また、令和元年
度より南砺市は（一社）
なんと未来支援センターと
協働で婚活支援を行っています。

活用した制度・施策
国：地域少子化対策重点推進交付金
（H26・H27）

永井

文

い」と、山田さん。南砺市が婚活支援に力を注ぐ
理由も同じだ。「結婚したい人も、応援している人
も、さらには地域全体が幸せになっていく。ただ出
会いの場をつくるだけではなく人を育てていくとい
うやり方を、共感していただいた日本全国の地域
にも広げていきたいです」と、常本さん。
婚活に関わる立場から、南砺市はどう見えるの
だろう。「生まれ育った環境や地域によって人柄も
少しずつ違う」、「いろんな人がいて、くすぐって
あげたらいい個性が溢れてくる」。南砺市民の何と
も言えない人柄の温もりと相まって、婚活の底知
れぬ可能性が見えた気がした。

なんとおせっ会」副会長を務める山田さん。「婚活
をお手伝いする立場として、性格も服装もどんど
ん変わって、結婚に至るまでの姿を見届けられた
のはとてもうれしかったですね」と、とある男性の
ことを感慨深げに振り返る。そして、温かい笑顔
を浮かべながら結婚に関する名言の数々を聞かせ
てくれた。「人は振られるたびに成長していく。つ
らい思いをすればするほど、人の気持ちがわかる
優しい人間になっていく」、「まずは自分を好きに
なりましょう。私なんか、と言うのは謙虚さとは
別。私はこういう人間です、と自分を表に出すよう
にしないとチャンスはつかめない」
おせっ会さんは、いわゆる仲人のように担当と
して会員に付き添うのではなく、全員で会員一人
一人のサポートをしていく。たくさんの方にお世話
になった会員時代の経験から、結婚後に「次は自
分が」と、おせっ会さんになる人も少なくないそ
う。「実績としての成婚数よりも、一組でも多く幸
せな家族ができることが南砺市の活性にもつな
がっていく。そのお手伝いをしていくことが生きが
一言メモ

常本 裕斗

南 砺 ト ピ ッ ク ス

南砺市で安心して暮らしていくために
For secure living in Nanto City

南砺市安心生活指南

・高齢者等除雪支援事業
・高齢者等軽度生活援助事業
・消費者生活相談事業
・消防団協力事業所表示証交付制度
・婚活倶楽部なんと、
婚活応援団なんとおせっ会

・なんとおせっ会移住応援団
・認知症高齢者見守支援事業
・富山型デイサービス
・南砺市型「ネウボラ」
・地域包括ケアシステム
・小規模多機能自治
・放課後児童クラブ

定住支援制度
Support system for establishing residence

定居支援制度

南砺市への移住・定住を希望されるみなさんのための、充
実した支援制度を整えています。実際に南砺の家に住んで、
生活を体験する「なんとに住んでみられ体験ハウス」
（家電や
家具付）
を用意しているほか、宅地・住宅を購入する方への
転入奨励金、空き家バンク制度を活用し空き家を購入・賃
借された方への改修費用の補助など、ライフスタイルに応じ
て新生活をサポートします。また、多世代同居のための住宅
改修費用を支援する多世代同居推進住宅改修等助成金に
よりUターンの促進も図っています。
「なんとに住んでみられ体験ハウス」
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みんなの気軽な
パワースポットに

未来に希望がもてるまち

「このお店は以前から計画していたわけではな
くて、『めぐみ』ありきで決めたことでした。恐る
恐るだったので広告も出さず、口コミで少しずつ
広がるくらいがちょうどいいよねと」。謙虚にそう
話すのは、カフェレストラン「ファニーズキッチン」
をご夫婦で営む、大河原晴子さん。大河原さんが
言う「めぐみ」とは、同じ建物にある「だれでもハ
ウス めぐみ 」のこと。実母の木下三喜子さんが
長年の保育士経験を生かし、より深く人と関わり役
に立ちたいと開いた。育児や介護、心身の問題など
の相談に乗り、未就園児をもつお母さんを中心に幅
広い世代の住民の心のよりどころとなっている。
「めぐみ」は、幼い時に事故で亡くなられた木下さん
の妹さんのお名前だそうだ。
2015年の「めぐみ」移転を機に、新しい敷地の
一角で、大河原さんは東京出身の夫・慎行さんと
ともにお店を開くことに。「当時、上の子が 1 歳、
下の子を妊娠中で、幼い子を連れて外食する際の
不便さをわかっていました。なので、『こうだった

らいいな』を詰め込もうと。おむつ交換ができる場
所、テーブルも含め店内はなるべく角を作らない、子
どもの手が届く位置に物を置かないようにする……
できる範囲ですが、理想に近い形になりました」。
最大の特徴は、広い遊び部屋で過ごす子どもたち
を見守りながら、大人は食事やお茶を楽しめるこ
とだ。「めぐみ」のスペースをお店の営業中も開放
している。「朝から遊んでうちの店で食事をされ、
お子さんの昼寝がてら帰られる方が多いよう。車
に乗せたらすぐ寝ちゃうんだとか（笑）ママ友同
士でも、お食事後も隣のスペースで親子一緒に閉
店まで遊んだり、お話したり。家にずっといると息
が詰まることもあると思うけど、少しでも息抜きで
きる場所になっていたらいいなと」
このお店を訪れるのは、子ども連れのお母さん
たちばかりではない。「『めぐみ』に長年いらして
いる方、近所のおばあちゃん方……小さいお子さ
ん連れだけではなく、地域の憩いの場になってほ
しかった」。その思いの通り、お年寄りの来店も増
10

Funnyʼs Kitchen
大河原 晴子
大河原 慎行

『やる気が出た』と思ってもらえたら。愚痴なども
気軽に吐いてほしい。最近はお年寄りのスマホ操
作を手伝っています（笑）地域の子どもたちにも、
自分自身の経験や今までに学んだことなど、どん
どん伝えていきたいです」
大河原さんは南砺市の未来に自身の姿も重ねる
ようだった。「南砺市は地域ごとに文化があり、い
ろんな人のいろんな思いがある市。それがまと
まったら、さらに楽しみな南砺市になるのでは。夢
のある市だと思う。自分もそこに何らかの形で加
われたらいいなと思います」

えたことで、あるミッションが生まれた。新メ
ニューの開発だ。「夫は元々料理が本業ではなかっ
たけれど、かつてイタリアンレストランで働いてい
たのでメニューはパスタが中心。でもお年寄りは
あまり食べ慣れていない。やはりお米が好きな方
が多いので、オムライスを始めました。お子さんに
も 人 気 で す し 。最 初 は 何 度 も 失 敗 し た し 、メ
ニューが完成した今も時々ひらめきで味を変えて
研究しているようです……（笑）」
店内では、世代を超えた交流とともに思わぬ出
会いも生まれるそう。「知り合いの方同士がばった
り会って、『ここに来たから会えた』と思っていた
だけるのはうれしい。私も高校卒業後20年ぶりに
帰ってきたのですが、地元の友人・先輩後輩が訪
ねてくれたり、偶然再会することも」
開店から 5 年以上の間、大河原さんはお客さん
一人一人を見守り、そして自身も見守られてきた。
「本当にみなさんのおかげでできています。最終
目標は、この店をパワースポットにすること。大げ
さな意味ではなく、ここに来たら『元気になった』
一言メモ
育児や介護、子どもの心身や発達に関する困りごと
や悩みなどを、気軽に相談できる心のよりどころに
なっている「めぐみ」
と「Funnyʼs Kitchen」
には、子
どもたちと親御さん、お客さんの笑顔があふれてい
ます。南 砺 市では「めぐみ」
や「Funnyʼs Kitchen」
のように子どもの居場所づくりに取り組む地域や団
体への補助を行っています。また、誰でも気軽に安
心して子育ての悩みを相談できる子育て支援アプ
リを導入し、妊娠・出産から子育て期への切れ目の
ない支援に取り組みます。

南 砺 ト ピ ッ ク ス

子育て支援
Support for families raising children 育儿支援
南砺市では妊娠期からの支援に重点を置き、子育て期にわ
たる切れ目のない、誰一人取り残さない相談体制や経済的
支援に取り組んでいます。産後ケアをはじめ、多様なニーズ
に応える保育サービス、妊娠中や子育て中の親子が交流・
育児相談できる子育て支援センターなどを設け、安心して子
育てができる環境づくりを進め、子どもたちの健やかな成長
を細やかに支えています。

ふるさと教育推進事業
Program for promoting hometown education 故里教育推进事业

活用した制度・施策
市：起業家育成支援事業（H27）

子どもたちが、ふるさとを愛し誇りに思う南砺市民に育つこ
とを願い、市内小中学校では、さまざまな“ふるさと教育 ”を
行っています。福祉・ボランティア活動への参加、伝統産業
や特産品、郷土料理や郷土芸能に親しむなど、ふるさとへの
理解を深めるプログラムが各校で展開されています。また、
本事業を通して自分たちが考えた、未来の南砺市のための
提言を積極的に発信する活動「市長への提言」
等を実施し
ています。
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相手を理解し
信じることが始まり

多様な幸せを実感できるまち

富山県の西部で障がい者の子を持つ親たちによ
り設立された社会福祉法人「手をつなぐとなみ
野」。その一員である福祉作業所「エルハート城
端」を15年前に立ち上げた境さん。「次男に知的障
がいがありまして。多くの方のお力添えで成長し
て一段落つき、今度は私が障がいを持った人を支
援しようと思い立ちました」
この作業所は「就労継続支援B型」に分類され、
雇用契約を結んで働くことは困難な人が自分の体
調や体力に合わせて働き、報酬を得ることができ
る。利用者は、知的障がい、統合失調症などの精
神疾患、身体障がいを持った方など。「企業さんの
下請けなど室内作業が多く、地域との交流も少な
い。どうにか外へ出られないかと模索しました」
農作業は2012年から、きっかけは高齢化ととも
に増えていた耕作放棄地だ。「自分たちも何か作っ
てみようと。地域にたくさんおられる経験豊富な高
齢者から利用者が畑で指導を受け、2 〜3 年後には
自分たちでできるようになりました」。耕作放棄地

を中心に農作業を行い、2016年には作業所独自の
畑「立野原分場」も完成。教わったことを糧に工
夫を重ねて軌道に乗せていった。「まずは土地を整
備、その後約 2 年かけ有機堆肥で土壌改良をして
からようやく野菜作り。有機堆肥も自前で、家庭か
ら出る生ごみを自分たちで調達し発酵させた物。
一年目には大豆を植え、収穫後に残るカスを土に
混ぜ、さらに肥やします」。現在作っているのは、
お米、大豆、郷土料理のかぶら寿しでも使うラグ
ビーボール大の大かぶ、ジャガイモ、サトイモ、サ
ツマイモ、柿。干し芋や、都会でも人気の柿チップ
スなど、二次加工も行う。「まずは何でも作ってみ
ました（笑）今は売れ筋に絞って多く育てていま
す」。作物や加工品は、地元の市場はもちろん、名
古屋や東京へも出荷している。
そして境さんの願い通り、地域との交流もどん
どん広がった。「高齢者から農業を教わりつつ、例
えば名産であるスイカを運び出す力仕事を手伝い
ます。仕事以外でも顔を合わせると、最初はあいさ
12

エルハート城端
マネージャー

つだけだったのが、そのうち名前を呼んで話し掛
けてくれるように。うれしいことです」。障がいに
関する出前授業を機に、中学生と利用者が一緒に
サツマイモを育てて販売や焼き芋作りも手伝う、
といった交流が 5 年ほど続いた。この事例は、富
山県教育委員会により全国へ向けて紹介された。
「若い人が少ないこの地区で、ある種のにぎわい
や活気づくりに役立っていると思います」
農作業を行うのは境さんを含む職員 4 名と利用
者 7 名。「利用者はみんな個性があって、何が得意
で、何をしたら情緒が安定するか、ポイントがある
んです。他のことはできなくても、畑の虫取りが得
意だったり、野菜に音楽を聞かせるためにラジオ
を持って歩き回ったり。できることを見つけてチー
ムとしてまとめるのがこちらの仕事。『僕の出番
や』と言うてくれるようになるまで待つことも大
切。作業を一つ覚えると休憩も惜しんで集中す
る。これは他の人にはできないことです。もちろん
障がいから来る情緒の荒れもあるから、それを見
極めて早め早めに手を打ってあげることも必要。
一言メモ

境

富廣

信頼関係が全ての基本なので、利用者に対する姿勢
も、理解する、信じるということから始まります」
これからも農業に限らず、障がい者に加えて、
社会的に弱い立場にいるあらゆる人たちが一緒に
働ける場をつくりたいと言う境さん。南砺市にも期
待を寄せる。「障がい者は基本姿勢が『助けてくだ
さい』だった。今後は人手が掛かってもいいから、
自ら前向きにいろんなことに取り組みたい。物作り
でも、頼んで買ってもらうのではなく、頑張ってい
い物を作りたい。南砺市は合併して人の往来も増
えたので、市全体でのつながりを大切に、様々な
分野で相乗効果や可能性を生み出していけたら」

南 砺 ト ピ ッ ク ス

エルハート城端では、主に知的障がいのある方に
対し一人一人の特性にあった作業活動の場を提供
し、自立心や生きがいを持ちながら、住み慣れた地
域で安心して暮らすための障害者自立支援事業に
取り組んでいます。

エコファーマー制度

活用した制度・施策

の約 29％を占めてトップです（令和 2 年 3月末現在）
。水稲、

市：農林漁業振興事業
（農・福連携食材活用支援事業）
（H28・H29・H30・R１）
国/県/市：
自立支援給付事業就労継続支援B型（H18〜）
自立支援給付事業共同生活援助（H28〜）
地域生活支援事業日中一時支援事業（H22〜）
市：理休親水公園清掃委託（H28〜）

ており、
「エコファーマーマーク」
を表示するなどして、各地へ

Eco-farmer system 环保务农者制度
堆肥等を活用した土づくりや化学肥料・農薬の使用低減な
ど「環境にやさしい農業」
に取り組む農業者（個人または法
人）
を県が認定し支援する制度。南砺市の認定者は県全体
大豆、そば、白ネギ、里いも、にらなどの農産物で認定を受け
出荷されています。

スプレーギク
Spray Chrysanthemums 多头菊
茎が上部で分岐し、房状にたくさんの花をつける品種の菊で
す。洋花との相性が良く、フラワーアレンジメントにも人気が
あります。南砺市園芸植物園で品種開発しており、毎年 11
月に開催される「南砺菊まつり」
で数種類の新作が発表され
ています。
「南砺スプレーギク」
のブランドで、県内外の花屋さ
んや愛好家に出荷されています。
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住民同士で
支え合う地域づくり

多様な幸せを実感できるまち

フレイルという言葉をご存知だろうか。
「frailty」という英単語に由来し、加齢に伴い体や
心の機能が低下した要介護の一歩手前の状態を意
味している。東京大学高齢社会総合研究機構の研
究チームが考案した「フレイルチェック」により、
手軽に現状を確認し、いち早く予防改善策をとる
ことができる。そのチェック法を学んで地域で実
践する市民ボランティア「フレイルサポーター」の
活動が、全国各地に広まりつつある。南砺市で
も、2019年秋に同機構と連携協力に関する協定を
取り交わした。
地域包括支援センターの担当職員のみなさんに
お話を聞いた。「市民の中で、やってみたいと言う
元気な高齢者の方を募集しました。2019年の 1 期
生が14名、2020年の 2 期生が15名応募。東京大学
のスーパートレーナーと呼ばれる講師による一日
半の養成講座を経て、見事、応募者全員がフレイ
ルサポーターに就任しました。今後も毎年、開催
していく予定です」。講師を務めることができる

フレイルトレーナーも、2020年に南砺市の作業療
法士が県内で初めて認定を取得。2021年以降も、
理学療法士、言語聴覚士が後に続く予定だ。
南砺市内で、体操などを行う運動サロン、通所
型サービスBと呼ばれる軽度のデイサービスなどを
巡回し、フレイルチェック会を開催。チェックの頻
度は半年に一回、身体面（口腔・運動・栄養状態
などを含む）・精神面・社会性を確認するのが目的
である。「サポーターさん10名ほどに対しチェック
参加者の方は15〜25名。両指で作った輪でふくら
はぎを囲む『指輪っかテスト』と11の質問からなる
『簡易チェック』、一定時間での『パ・タ・カ』の
発音回数計測や体組成測定などのさらに詳しい
『深堀チェック』を約 2 時間かけて実施します」。
飛沫感染予防の観点から、2020年は滑舌に関する
チェックは実施していないそうだ。
「同じ地域の住民同士で健康を支え合うという仕
組みが一番のメリットだと思います」。まさに、市
民による市民のための健康サポートだ。そして特
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フレイルサポーター
南砺市地域包括支援センター

フレイルサポーターの活動目標は、「住民同士が
支え合う地域づくりを目指し、元気な高齢者がフ
レイル予備軍の高齢者の見本になって、地域の
『通いの場』を『気付きの場』に変えること」。ゆ
くゆくは南砺市全31地区に広めることも、夢ではな
さそうだ。
南砺市の高齢者の溢れる元気の秘訣は何だろう。
「90代でもお元気な方がたくさんいらっしゃいま
す。畑や田んぼで外仕事をしておられるからお元
気なのかなと思います」。「家の周りの草取りを自
力でやっている方も多いです。除雪も冬の体力づ
くりの一つのようで、雪がちょっと降ったらすぐに
外へ出て行かれる方もいますね（笑）」

徴となるのが、元気な中高年層がチェックを行うと
いうこと。南砺市のフレイルサポーターも40〜70代
後半まで、幅広い年齢の方がいる。「サポーターさ
んとチェック参加者の方が同年代のこともあるけ
れど、お互いにうまくコミュニケーションをとりな
がら楽しそうにされていますね。サポーターさん同
士の助け合いも印象に残っています。チェック中
に説明が抜けてしまったときには他の方がフォ
ローしてあげることも」。実際に活動するフレイル
サポーターのみなさんからは、「人と関わることが
できるのが自分にとっても貴重な経験に」、「健康
意識の向上にもつながる」、「自分自身を見つめる
機会になっているので、多くの人に経験してほし
い」、「パワーをもらっている」など、充実感に満
ちた声が寄せられている。中には、ご近所でチェッ
ク会を開催できる場所を自ら開拓しているサポー
ターの方もいるとか。「サポーターさんは意識が高
い方が多くて、とても積極的。私たちが圧倒されま
す。お話が得意な方も多い。これからもそういった
方が力を発揮できる機会となればうれしいです」
一言メモ
南砺市は令和元年度より、東京大学高齢社会総
合研究機構と連携協定を結び、市民ボランティア
（フレイルサポーター）
が高齢者の状態を定期的に
チェックするフレイル予防事業を開始。チェックを
受ける高齢者だけでなく、フレイルサポーターも健
康意識や地域貢献の気持ちが強まることがメリット
です。現在、29 名のフレイルサポーターが誕生し、
地域でフレイル予防を実施しています。

活用した制度・施策
国：地域支援事業交付金（R１）
国：地方創生支援事業費補助金（R１）
国：保健福祉事業交付金（R２）

南 砺 ト ピ ッ ク ス

医療施設
Medical facilities 医疗设施
市内には、市立の医療機関として、２病院、４診療所、
１訪問
看護ステーションがあります。診察券、電子カルテを共有化
して病院と診療所が連携した安心の医療体制を確立してい
ます。また、市が直接運営している訪問看護ステーションは、
24 時間体制で在宅医療をサポートしています。

公立南砺中央病院

地域包括ケアセンター
Community-based integrated care systemes promoting center
子どもからお年寄り、障がいのある方、全ての方々が生き生
きと暮らせる新たなまちづくりの拠点施設。隣接する南砺市
民病院と併せて「保健・福祉・医療ゾーン」
を形成し、地域
包括ケアシステムの構築を総合的に推進する施設として、医
療と介護の連携はもとより、健康づくりの推進や人材の育成
などの役割を担っているほか、富山国際大学や富山短期大
学と連携した南砺サテライトを設け、地域交流の拠点として
地域人材の育成を図っています。
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地区总括看护中心

この土地を輝かせたい
という情熱

心豊かな暮らしができるまち

2020年12月 1 日、満を持して南砺市初のワイナ
リーが立野原にオープンした。ブドウ作りからワイ
ン醸造、ワイナリー運営までを担うトレボー株式
会社の代表・中山さんは感慨深く笑顔を見せる。
「素直にうれしい。行政や地元の方々、たくさんの
人に支援していただいて、想像以上に早く形に
なった。感謝と満足の気持ちでいっぱい」
ワイン一筋、一代で築いたワイン専門店を45年
間営んだ。その間、ソムリエ約40人を育て、講演会
登壇は1,000回以上、ヨーロッパを中心にワイナ
リー訪問は30回以上。そして 3 年前、67歳で息子
に店を譲り、ふと考えた。「そうだ、ワイナリーを
造れば、何百年経ってもみなさんにワインを飲ん
でもらえる。こんないい社会への恩返しはない」。
南砺市出身の友人から、今の土地を紹介された。
「この土地を見たら、しびれました」。その時、かつ
て訪れたフランス・ブルゴーニュ地方の「コート・ドー
ル」が重なった。秋になると落葉樹であるブドウの

木々で黄金色になり「黄金の丘」と呼ばれるその地
と同様に、立野原も稲穂や名産の柿の木で黄金色
に染まる土地だったのだ。こうしてワイナリー設立
のみならず、「立野原コート・ドール構想」なる壮
大な地域づくりプロジェクトも歩みが始まった。
全国の多くの地域と同様、立野原も過疎化が進
みつつあった。当初、地元の人は「こんな場所の
どこがいいんだ」といった反応。中山さんは「みん
なでこの地域をさらに良くしていきたい」という一
心で住民説明会を繰り返し、土地の交渉にも心を
砕いた。そんな思いと努力が厚い壁を壊した。地
元の自治会等からの提案で包括協定を結び、有志
の住民たちによるサポーターの会も結成された。「地
元の方々がワイナリーからの景色を眺めて、
『なんて
すばらしいんだ』と。自分たちの村に少し誇りを持っ
てくれたように感じるとともに、我々が受け入れても
らえた実感も。そしてますます地域の役に立ちたい
と、気持ちや行動にドライブが掛かりました」
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トレボー株式会社
代表取締役社長

話は「立野原コート・ドール構想」に戻る。これ
から何年もかけて実現したい夢は今も留まること
なく広がり、「現在進行形」だ。果樹園、パンと
チーズの工房、芸術制作の拠点、公園、グランピ
ング施設……他のワイナリーや県内外からの新規
事業も積極的に支援していくと言う。さらには南
砺市を巡る少人数ツアーも計画中だとか。中山さ
んは南砺市を広く深く見つめている。「南砺市は、
それぞれの地域に文化や観光資源、昔ながらの魅
力がたくさんある。こんな市は日本でもなかなかな
い。我々も一緒に楽しみながら事業に携われるの
は本当にありがたいです」

自然農法を基本としながら、将来的に国内でも
有数の大規模なブドウ作りに取り組むため、最先
端技術も駆使。全国の企業や大学教授と連携し、
ロボットやITをフル活用して畑を管理することを
目指している。「汚くてきついという農業の側面を
変えることができないかと。科学の力も借りて、よ
り自然の力を生かした畑にしていきたいです」
アイデアを膨らませ、誰かに話してみる。それ
が中山さんの基本姿勢だ。「僕自身は何の力もない
から、自分一人ではできるわけがなく。醸造、畑の
管理、ブランディング、先端技術のサポート……
全て優秀な人たちでチームをつくって推し進めて
います。お互いに信頼し合って動かしているチー
ムワークです」。ワインとともにラグビーも愛する
中山さん、まさに「ONE TEAM」である。座右の
銘は「情熱は伝播（でんぱ）する」。その理由をこ
う話す。「過去に事業で失敗した時、愚痴を言った
ら、同情はされても誰も応援してくれなかった。情
熱を持って取り組むと、『そこまで頑張るなら応援
してやる』と人が集まってくれた」
一言メモ
立野原地域にワイン用ブドウを植樹することによっ
て、耕作放棄地発生防止の一助となっています。ま
た、建設したワイナリーでワインを生産販売するほ
か、従事者の雇用を増やす等、地域農業の活性化
につながっています。

活用した制度・施策
市：農林漁業振興事業（H30）
（国：中間地域所得向上支援事業）
（県：食料産業・６次産業化事業）
市：農林漁業振興事業（H31）
（林業振興事業：鳥獣被害対策
「被害防止施設整備事業」）

中山 安治

南 砺 ト ピ ッ ク ス

瑞泉寺・善徳寺
Zuisen-ji Temple, Zentoku-ji Temple

瑞泉寺・善徳寺

瑞泉寺は明徳元年（1390）
に本願寺 5 代綽如上人
により開かれました。江戸時代中期に再建された山
門の精緻な彫刻は、井波彫刻の発祥とされます。善
徳寺は540 余年前に本願寺 8 代蓮如上人が開き、
永禄 2 年（1559）
に城端の現在地へ移りました。両

瑞泉寺

古刹ともに真宗王国・富山の信仰のよりどころとして、
数々の宝物とともに守られ続けています。

善徳寺

山 門：県指定有形文化財
その他：市指定有形文化財
市指定史跡

山門・本堂・鐘楼・太鼓楼：
県指定有形文化財
その他：市指定有形文化財

南砺市内の国の指定をうけた文化財
Nationally designated cultural assets in Nanto City

南砺市内的国家指定文化遗产

【有形文化財】

【史

・村上家住宅（平地域）

・高瀬遺跡（井波地域）

・羽馬家住宅（平地域）

・越中五箇山相倉集落（平地域）

跡】

・岩瀬家住宅（上平地域）

・越中五箇山菅沼集落（上平地域）

・白山宮本殿（平地域）

【無形民俗文化財】

・安居寺 木造聖観音立像（福野地域）

・城端神明宮祭の曳山行事（城端地域）

・瑞泉寺 紙本墨書綽如上人勧進状、

【天然記念物】

紙本墨書後花園天皇宸翰御消息（井波地域）
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・脇谷のトチノキ（利賀地域）

よそ者だから
できることがある

心豊かな暮らしができるまち

2019年夏にオープンした合掌造りの古民家ゲスト
ハウス「合掌かずら」。現経営者にして、ただ一人
のスタッフが東山さんだ。元々名古屋で営んでいた
食品店と民泊の立ち退きを機に合掌かずらの「管理
人募集」に応募、妻子とともに南砺市へ移住した。
「やりたいことのために来たので、正直、南砺市と
いう土地には何のイメージも思い入れも無く来まし
た……結果的にはすごくいい所でした（笑）」
建物は築350年、文献に残る世界最古の木造かや
ぶきだそう。「僕が来る前から、ここは『かずら』
の名でお蕎麦屋さんと民宿をしていたとか。歴史
が長い分、人の思いが詰まっている。プレッシャー
ではなく、面白く感じています。歴史も踏まえつ
つ、程よく変化を加えられれば」
城端地域の桜ヶ池は、世界遺産のある五箇山か
ら車で20〜30分の場所。南砺市による「エコビ
レッジ構想」の拠点でもある。「みなさんがいろん
な角度でここの活用法を考えてきたけれど、『伝統
文化を伝える』のは市外の人に、『エコビレッジの

交流拠点』は市内の人に向けている気がして。両
方が混ざるポイントでありたい。例えば、お客さん
にここで伝統文化を垣間見せて五箇山に行ってい
ただく。戻ったら地元の野菜やお酒を出して、『ど
こで買えるの？』『近所だから明日畑を見て行った
ら』という感じでつないでいくのが面白い」
移住者ならではのアイデアや思いもある一方、苦
労も当然多かった。「第一に、『友達をつくること、
人とつながること』。宿の準備、食材の手配、全て
それを意識して動きました。地元の方にふらっと来
てもらえるよう何カ月かは夜も明かりを消さないで
みたり、食事の場で会話に入ってみたり。そして
今、顔を出してくれる人も、数カ月に一度隣の市
から様子を見に来てくれる人もいる。いい人たちに
囲まれています」。移住前からすでに、その道筋は
始まっていた。「県内の音楽イベントを見つけて主
催者にメッセージを送り、出店OKをいただいて。
当日、商品以上に自己紹介の貼り紙をして、本当の
自分を出せるよう名古屋の友達にも来てもらって。
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合掌かずら
東山 浩二

そんな東山さんから見る南砺市とは。「ある移住
者が『南砺合衆国だ』と言ったんです。各地区が
主張しつつも、『全体で南砺市』と言えればいいん
だなと僕も納得しました。市が様々な課をつくって
大きなことを目指すのも、SDGs未来都市に応募し
て選ばれるのも、かっこいい。役所の人たちだけ
に責任を押し付けたくないので、一緒に何かやっ
ていきたいです。ま、偉そうに言って、僕は何も知
らないよそ者ですけどね（笑）」
最後にこうおすすめしてくれた。「ここは時間を
費やすことで土地のエネルギーを感じられる場所
なので、ぜひゆっくり旅しに来てください」

その時の縁から 1 年目は広がりました」
合掌かずらでは、宿泊以外にも農作業体験やごは
ん会などの催しが時々ある。「『稲刈りしないか？』
と誘われて『じゃあお客さん連れて行っちゃおう』
とか、『面白い人いるから』とか、突発的です」。少
しずつ宿泊客や訪問者が増える中、新型感染症の余
波が。ひらめいたのは、市役所前でのキッチンカー
出店だった。「この素敵な南砺市をつくってきた地
元の人たちに何かしたい！と思っていた。今しかな
いなと」。2020年 6 月１カ月間限定、複数のゲスト
ハウス日替わりでのランチ提供は大好評のうちに終
わった。「結果的には大きなアクションでした。反
響を受けて、移住１年目の成果もわかりました。こ
の前例がまた他の人のチャンスになればうれしい」
東山さんの自由な熱意と行動は続く。「いろんな
コミュニティが関われる場でありたい。実は南砺
市は外国人実習生が多いんですよ。近所のインド
ネシア人の方達の料理をみんなで食べましたし、
『国際化』や『関係人口』みたいなことも、こうい
うことから始まるのかなと思うんです」
一言メモ
築 350 年の合掌造りの建物をフルリノベーションし
たゲストハウス。隣接する桜ヶ池公園は、森林やた
め池周辺の散策のほか、遊具や貸し出しボート、ス
ケートパーク、クライミングセンターといった豊富な
アクティビティがあり、市内外からの家族連れなど
で賑わっています。

活用した制度・施策
国：地方創生推進交付金（H28〜H30）

南 砺 ト ピ ッ ク ス

散居村
Scattered Villages 散居村
屋敷林に囲まれた家々が平野一面に点在する散居村。日本
の農村を代表するといわれる、この美しい景観が市北部に
広がっています。家の周囲に植えられた屋敷林は“カイニョ ”
と呼ばれ、春先の強風や夏の暑い日差し、冬の雪から家を守
るために欠かせないもの。散居村は南砺の自然とともに生き
た先人の知恵と工夫を物語ります。

世界文化遺産 五箇山合掌造り集落
World Heritage The Historic Villages of Gokayama
Traditional Houses in the Gassho Style
世界文化遗产 五箇山合掌造村落
平成７年（1995）
五箇山合掌造り集落（菅沼・相倉）
は、岐
阜県白川郷とともに、ユネスコの世界文化遺産に登録されま
した。冬の豪雪に耐え、養蚕や塩硝生産の場にもなる住まい
として発達した合掌造り。厳しい風土に根ざした暮らしを守
る合掌屋根の葺き替えは、現在、地元の森林組合が受け継
ぎ、日本の原風景を伝える貴重な屋根を守っています。
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自分たちの町を
どうしていきたいか

皆で考えともに行動するまち

江戸時代、不在の地主に代わって長屋などを管
理する役割を担っていた者を「家守（やもり）」と
呼んだ。店子の世話や賃料の回収だけでなく、町
内の差配も行っていた。現代版家守として「自分
たちの町は自分で守る」という静かな情熱と、まる
で武士のような謙虚さを「福野家守舎」の 5 人か
ら感じた。町が廃れていくことへの漠然とした危
機感から、福野地域出身の 4 人でチームを結成し
たのは2017年。公民連携の取り組みを学んだ北川
さんと嶋田さんが、それぞれ森田さんと橋爪さん
に声を掛け、2020年に塚本さんも加わった。
はじめに実行したのは、「Nishichiマルシェ」だ。
「交易の町であった福野では『 2 と 7 の付く日に
は市を開いてよい』という文化がありました。それ
を新しい形で表現しようと現代版に復活させたイ
ベントです」。コロナ禍で中断を余儀なくされてい
るが、当初は毎月第 4 日曜日に空き家や空き店
舗、公園、会議室などを活用して開催。新しく何

かに挑戦したい人や地元の飲食店の他、小学生に
出店にチャレンジしてもらうこともあった。小学校
でチラシを配布するなど積極的にPRした効果もあ
り、当日は家族連れでにぎわった。マルシェの狙い
は他にもあった。町内にはいわゆる「遊休農地」と
いう耕作放棄地が存在する。そこで、サツマイ
モ、ジャガイモ、キャベツなどの野菜を作り、目玉
商品として売り出したのだ。「農業そのものが目的
ではなく、それをきっかけに交流の場が生まれた
り、何かの事業につながればという思いでした」。
多くの可能性を秘めるマルシェ、「再開する際はま
たいろいろとテコ入れしていきたい」と意気込む。
マルシェ開催と並行して、空き家のサブリース
事業にも着手する。彼らが取り組む「リノベーショ
ンまちづくり」とは、今ある資産を活用しながら町
のさまざまな課題を解決していく事業だ。南砺市
による「空き家サポーター制度」への登録に加え
て、時には地域づくり協議会や近所の人の協力も
20

福野家守舎
北川 智之
橋爪 央樹
森田 貴規
嶋田 良太
塚本 遼一

をしたいかを考えて、満足することをまずやってみ
るのが大事なのかなと。じいちゃんばあちゃんに
なっても、『福野は子育てに強い町や』といわれる
ようになるといいんじゃないかと思っています」
そんな 5 人から見る南砺市とは。「合併した 4 町
4 村の個が立っているというか、『我が町こそ』と
いう思いが強い。でも、南砺市全体で見ると個性
が集まった非常に面白い市やなと思って。それぞ
れの魅力を高め、自分の住むエリアをどうしていき
たいかを意識して行動していけば、さらにすばら
しい市になるんじゃないかと思います」

得ながら空き家を探し、借りられないかオーナー
に交渉。一方、古民家に住みたい若い子育て世帯
を人づてに聞いて見つけ、両者をつなぐのだ。あ
る日、実際に家を借りた人が、部屋の壁紙を変え
たりしながら古民家暮らしを楽しんでいる様子を
インスタグラムに投稿しているのを発見。その時
のうれしさはひとしおだった。「僕の家の 2 軒隣な
ので、ある日バーベキューの肉を分けてもらって、
お返しに僕が焼くパンをあげたりして……そうい
う町の中でのコミュニティが少しずつでき上がっ
てくることもうれしい」。最近は、住居になる家屋
のみならず、かつて呉服店だった物件を取得。コ
ロナ禍を逆手に取り、「デジタル空き家ツアー」と
題してSNSでライブ配信も行った。今後、どのよう
に再生して活用していくかは検討中とのこと。「こ
れからももっと、空き家を使いたい人と貸したい人
をマッチングしていきたい」
足元とその未来をまっすぐに見つめる「福野家
守舎」の目標はとてもシンプルだ。「僕ら自身が 5
人とも子育て世代ということもあって、自分らが何
一言メモ
令和 2 年 7月に市庁舎が福光に統合。この庁舎統
合に向けた議論を契機に開催された「まちづくり検
討会議」
で、南砺市各地域の目指す将来像が提言
されました。この提言の実現に向けた市民主体の事
業内容の構築及び担い手となる人材育成等のため
には、福野家守舎のような自発的な取り組みが欠
かせません。地元の若者たちが原動力となって地域
活性化に取り組もうとする機運は、じわじわと地域
を巻き込みながら確実に高まってきています。

活用した制度・施策
「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業」
を
活用したリノベーションまちづくり研究委員会の実施
（事業主体は南砺市商工会）
（R１）
「過疎地域等自立活性化推進交付金事業」
を活用した
リノベーションスクールの実施
（事業主体は南砺市役所）
（R2）
Nishichiマルシェや空き家の活用な
どの活動については、補助金等に頼
らずに実施

南 砺 ト ピ ッ ク ス

福野夜高祭（県指定無形民俗文化財）
Fukuno Yotaka Matsuri 福野夜高祭典
毎年、5月1・2日に福野地域中心市街地で行われます。夜
高太鼓と若衆の掛け声が響きわたる夜高行燈練り回し。威
勢のいい拍子木の合図とともに若衆が互いの行燈を壊し合
う“引き合い”（２日深夜）
など見どころいっぱい。3日の本祭
りでは４基の曳山（市指定有形民俗文化財）
が神明社に参
詣し、神輿が町内を巡行します。夜高祭の伝統と復興の心を
受け継ぐ取り組みは、日本ユネスコ協会連盟の「プロジェク
ト未来遺産 2017」
に登録されました。

城端曳山祭 （ 国指定重要無形民俗文化財 （
ユネスコ無形文化遺産

Johana Hikiyama Festival 城端曳山祭典

毎年５月４日（宵祭）
・５日（本祭）
の城端曳山祭は、城端神
明宮の祭礼で、300 年近い歴史を誇ります。宵祭には６町の
各山宿に神像などが華やかに飾られ、本祭では漆塗りや彫
刻など伝統の技を尽くした壮麗な曳山をはじめ、神輿や獅子
舞、剱鉾、傘鉾が風情あるまちを巡行。庵屋台の若衆が披
露する庵唄が、ひときわ粋な情緒を醸し出します。
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目指す未来への
一歩を創り出す

皆で考えともに行動するまち

古くから木彫刻の町として名を馳せた井波地区。
「2018年に日本遺産に認定されたことがきっかけ
です。職種を超えて若い世代が集まり、歴史ある
井波で未来に向かって活動していくチームをつく
ろうと」。そうして生まれたのが「ジソウラボ」
だ。林業を営み住民との対話を担う代表の島田さ
ん、井波彫刻師として彫刻産業とまちづくりの連
携を模索する前川さん、建設業を営むアイデア担
当の藤井さん、石材業を営むSNS発信・懇親担当
の北村さん、宿泊施設を営み自身の移住経験を基
に市内外をつなぐ山川さん、東京・南砺の 2 拠点
でIT分野を担う蓑口さん、そして東京でデータコ
ンサルティング業を営み東京と井波を結ぶ役割を
担う小倉さん。中心メンバーに加え、数名のサ
ポートメンバーも脇を固める。
名前は、「自/時/地」＋「創/想/走」を組み合わせ
ている。「土地の力（土徳）を継承し、自らの力で
創造し、自立して走り出す」。町のシンボルである
瑞泉寺は、かつて井波の人々の思いの結晶として

建立・再建され、彫刻文化の発端にもなった。先
人たちと同じ姿勢は現代にも引き継がれている。
「100年後の未来に残す井波の新たな文化を創るこ
とが目標。その源泉になる人材を生み出したい」
と、まず動いたプロジェクトが「BE THE（MASTER）
PIECE」だ。「専門性を生かし地方で活躍したい都
市部の若者とミスマッチが起こらないよう、我々が
考えた『井波がもっとハッピーになる』、『新たな
創造につながる』人材を募集。夢の実現と井波の
町のために全力サポートします」。「人材補充では
ないので、将来県外へ戻ってもOK。この地域で最
初の成功事例となってもらえば、いつか『〇〇の
町井波』と呼ばれるかもしれません」
縁あって最初に応募した起業家、パン屋の窪田
さんを例に振り返る。「それまで井波には路面のパ
ン屋が無くて。実際に井波を見に来られてからは
全員でラブコール！オープンまでの間、私（山川さ
ん）の飲食店で出すパンを焼いてもらいました。
SNS効果もあり、すでに井波地域の人口約8,000人
22

一般社団法人ジソウラボ
島田 優平
藤井 公嗣
北村 隆洋
山川 智嗣
前川 大地
蓑口 恵美
小倉

たちが出てきて、南砺市全体がよい方向へ向かえ
ばいい」。そして今後の可能性をさらに広げるの
が、市外・県外にいる人たちの存在だ。井波出身
者が集う「東京井波会」や、整備中のサポーター
制度も鍵を握りそうである。
実現したい未来を見据えて、ジソウラボのみな
さんが南砺市に抱く思いは強い。「南砺市は、栄養
たっぷりの土地。それぞれの地域のよさがある。
バラバラだから面白い。妙に発展していないのも
いい。これから何でもできる気がする」。「自分の
目指す所に向かって自由にやっている人が多い。
それをお互いリスペクトして認め合う関係性があ
るのもすばらしいと思います」

が『窪田パン』を知っているのでは（笑）」一定期
間の収入源探しの他、メンバーが地元との懸け橋
となり、SNSで宣伝まで。こうした「伴走」プログ
ラムも、十人十色だ。「夢や将来像など、元々持つ
芯を引き出します。何をしたいか、どうなりたいか
を言語化してもらい、一緒に作戦を考えます。本人
も納得しながら考えを整理できたよう」。1 年ほど
やりとりを重ねた成果として、構想や事業計画をメ
ンバー、住民の前でプレゼンも。ますます「窪田パ
ン」への期待が高まったそう。「地域の人に『こん
な人だよ』と伝えるのも我々の大事な役目です」
他にもさまざまなプロジェクトが。井波の「物作
り」という特性を生かし、新たなクリエイティビ
ティを生み出す学びの場として遊休公共施設を利
活用する「CRAFT UNIVERSITY」を計画中。元
来の地域住民の関係性とデジタル技術を活用し、
自由で利便性の高い移動システムを作る「NEXT
INAMI MOBILITY」も進行中だ。「今では地域の
人みんながジソウラボを知って声を掛け、活動に
目を向けてくれる。他の地域でも何かやりたい人
一言メモ
井波日本遺産推進協議会のワーキンググループと
しての位置付けでもある
「ジソウラボ」
。
令和2年7月
に市庁舎が福光に統合されたことで使われなくなっ
た分庁舎建物を取り壊さずに、
地域資源として再利
用し、
「CRAFT UNIVERSITY」
構想の拠点として民
間主導で維持していく提案を打ち出しました。
井波
地域の文化やまちづくりの原動力となる人材・起業
家育成の取り組みなど、
住民や事業者、
外部人材を
巻き込みながら、
「ジソウラボ」
の多彩なメンバーが
中心となって、
100年後の未来を見据えながら着実
に実践していきます。

朗

南 砺 ト ピ ッ ク ス

井波彫刻
Inami sculpture 井波雕刻
14 世紀末創建の古刹・瑞泉寺の門前町である井波。井波
彫刻は、江戸時代に大火で焼失した同寺再建の折、京都の
彫刻師が技法を伝えて以来、250 年以上受け継がれた富山
県を代表する伝統工芸です。多種多様なノミを駆使した作
品はすべて彫刻師の技と心が結集した逸品。欄間や獅子
頭、置物をはじめ、時代が求める斬新な作品でも注目されて
います。

南砺市の美しい景観・環境を守る取り組み

Measures to protect the beautiful scenery and environment of Nanto 守护南砺市美丽景观与环境的对策

活用した制度・施策
市後援事業：トヨタ・モビリティ基金助成事業を
活用した次世代モビリティミーティングやコミュニ
ティ・ライド・サ
ークル実証実験
（相 乗 りシス テ
ム）
の 取り組 み
（R2.11 〜 R3.2)

・ギフチョウの放蝶（城端地域）

・南砺市景観づくり事業

・ホタルの保護

・南砺市散居景観保全事業

・棚田オーナー制度（平地域）

・南砺市水洗便所改造資金融資制度

・住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

・白山ユネスコエコパーク生物圏の保存

・南砺市ペレットストーブ等設置事業

・里山再生整備事業

・生ごみ処理機購入補助金

・森林経営管理事業

・狩猟免許取得支援補助制度（鳥獣被害防止）

・世界遺産の保全活動

・南砺市の木利用促進事業

・茅葺屋根の保全活動
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エスディージーズ

SDGs 未来都市 南砺
南砺版エコビレッジ事業の更なる深化

南砺市SDGs
ロゴマーク

誰ひとり取り残さない、世界に誇る一流の田舎へ
Think Globally，Act Locally（地球規模で考え、足元から行動せよ）

「エコビレッジ構想」から「SDGs未来都市」へ
そして、国連サミットで採択されたSDGsは、よ
りよい世界を目指す 持続可能な開発目標 であ
り、地域の自給率と自立度を高めて、みんなが安心
して暮らせる 持続可能な社会 を構築する「エコ
ビレッジ構想」と、同じ方向を目指しています。
南砺市では、市内での取組が、国際的な目標につ
ながっていることを市民や市内事業者などが意識
し、自主的な活動が、より積極的に、継続的になる
よう、SDGsの理念を取り入れ、オール南砺でまち
づくりに取り組んでいます。

南砺市では、人や物、自然、文化、資金などの
地域資源の循環を進めながら、地域が自立して維
持され、住民が暮らし続けられる 一流の田舎 を
目指して、「エコビレッジ構想」に取り組んできま
した。
自然の大きさといのちの尊さに気づき、 本当の
豊かさ を考える中で、地域資源（人、物、自然、
文化、資金）の循環と交流、それによって地域が自
立していくことを目指して、持続可能な地域づくり
を進めているところです。

持続可能な暮らしができる一流の田舎の実現へ
（または、周りが認め合い）、活動を継続したり、
新たに始めたりする動機付けとなるよう、SDGsの
普及啓発を行っています。
南砺市でのSDGsの達成に向けて、目の前の課題に
チャレンジするとともに、生き生きと活動する様々な
主体の行動をつなげてネットワーク化し、南砺版地
域循環共生圏を構築することにより、持続可能な暮
らしができる一流の田舎の実現につながると考えて
います。

南砺市では、これまで取り組んできた"持続可能
なまちづくり"が評価され、2019年 7 月、SDGs未来
都市に選定されました。
これを機にSDGsの理念をまちづくりに取り入
れ、経済・社会・環境の 3 側面の調和がとれたまち
づくりに取り組んでいます。
そして、市民や事業所、団体が取り組んできた普
通のことが、実は「世界の人がこれからも幸せに
暮らす」という世界共通のゴールにつながっている
ことを意識することで、活動への意義を自ら感じ
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SDGs達成に向けて取り組んでいること

小中学校での出前講座

地域円卓会議

文化と教育の連携
「人材育成」

住民自治の再構築
「小規模多機能自治」

環境教育やエネルギー教育など「持続可能な開
発のための教育」として総合的に取り組み、持続可
能な社会づくりの担い手を育んでいます。

新たな住民自治の仕組みにより、地域ごとに異
なる課題を地域自らが解決し、持続可能な地域づ
くりを進めています。
そして、地域の活動
目的 が 達 成 できるよ
う、まちづくりの中間支
援組織「（一社）なんと
未来支援センター」が
伴走支援しています。

高校生のワークショップ

小中学校での展示

やっとること発表会

頑張る人・地域応援事業

南砺市応援市民活動

未来を生きる次世代に
南砺の未来資本を！
「南砺幸せ未来基金」

パートナーシップの形成

市内や地域にある課題の解決へ、自分ごととし
て取り組もうとする自主的な公益活動を、市民ファ
ンド「（公財）南砺幸せ未来基金」が資金面で支援
しています。
市民や地域、団体、民間事業者団体、大学など
の自発的な活動の実現を資金的サポートすること
で、自ら取り組む意識の醸成と自立循環の基盤を
整えます。

地域内外の多様な主体（ステークホルダー）と
連携し、SDGs達成に向けて取り組んでいます。
地域づくり協議会や団体との連携、となみ青年
会議所、民間事業所との連携協定の締結をすると
ともに、県内外の大学との連携では、学生による地
域課題の学びや地域との交流を支援し、南砺市応
援市民へは、参加につながる情報発信に取り組ん
でいます。

大学と連携した活動の発表会

頑張る人・地域応援事業
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アクセスマップ
Access map 路线图

南砺市アクセスマップ
Access map of Nanto City 南砺市路线图
●札幌

●
大連

北陸から日本、
世界を視野に入れる
●
ソウル

南砺市
金沢●
上海●

首都圏や北関東、
長野方面から
ぐっと身近に

●東京
●名古屋
●
大阪

東京から
北陸新幹線
▼
JR 新高岡駅で乗換
▼
JR 城端線

●
台北

交通案内

Transportation guide 交通指南

【鉄道をご利用の方】

▪東京から [ 約 3 時間 30 分 ]
北陸新幹線（はくたか）→ JR 新高岡駅で乗換 → JR 城端線
▪大阪から [ 約 4 時間 ]
JR 北陸線（特急サンダーバード）→ JR 金沢駅で北陸新幹線（つるぎ）に乗換 →
新高岡駅で乗換 → JR 城端線
▪名古屋から [ 約 3 時間 30 分 ]
JR 東海道線 → JR 北陸線（特急しらさぎ）→ JR 金沢駅で乗換 →
高岡駅で乗換 → JR 城端線
▪金沢から［約 1 時間］
北陸新幹線（はくたか、つるぎ）→ JR 新高岡駅で乗換 → JR 城端線

北陸新幹線 E7 系

新潟
新潟中央JCT
長岡JCT

輪島

糸魚川

直江津

ほくほく線

北陸新幹線

越後湯沢

小矢部砺波JCT 高岡 新高岡

南砺スマートI.C 金沢
福光I.C
小松I.C
五箇山I.C
小松空港
北陸本線

北陸自動車道

白川郷I.C
飛騨清見I.C

米原JCT

岐阜

琵琶湖

一宮JCT
京都

名神高速道路

草津JCT

大阪
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富山

長野
富山きときと空港

南砺市

四日市JCT

新名神高速道路

上越新幹線
更埴JCT

高崎

長野自動車道

松本

高山
中部縦貫自動車道

東海北陸自動車道

美濃関JCT

敦賀

【飛行機をご利用の方】

▪東京から [ 約 2 時間 ]
羽田空港 → 富山きときと空港 → 空港連絡バス → JR 富山駅で乗換
→ JR 高岡駅で乗換 → JR 城端線
▪札幌から [ 約 3 時間 30 分 ]
新千歳空港 → 富山きときと空港 → 空港連絡バス → JR 富山駅で乗換
→ JR 高岡駅で乗換 → JR 城端線

長岡

北陸自動車道

のと里山空港

能登空港I.C
七尾
氷見

【高速道路をご利用の方】

▪東京から [ 約 5 時間 30 分 ]
関越自動車道 → 北陸自動車道 → 小矢部砺波 JCT → 東海北陸自動車道
▪大阪から [ 約 4 時間 ]
名神自動車道 → 北陸自動車道 → 小矢部砺波 JCT → 東海北陸自動車道
▪名古屋から [ 約 2 時間 30 分 ]
名神自動車道 → 東海北陸自動車道 → 福光 I.C → 国道 304 号
▪金沢から [ 約 30 分 ]
北陸自動車道 → 小矢部砺波 JCT → 東海北陸自動車道

写真提供：JR 東日本

小牧JCT
豊田JCT

大宮
中央本線

東京

土岐JCT

名古屋

藤岡JCT
関越自動車道

岡谷JCT

中央自動車道

高山本線

上信越自動車道

東北新幹線

東海道新幹線

第二東名高速道路
東名高速道路

N

高岡砺波
スマート I.C

小矢部砺波JCT

北陸自動車道

JR砺波駅

小矢部I.C

♨
●

48

高窪温泉

安居寺
至 金沢市

砺波I.C

小 矢
部 川

小矢部市

359

至 富山市

南砺市園芸植物園
砺 波 市
● ●福野文化創造センター・ヘリオス
福野市民センター●
156
JR福野駅
南砺スマートI.C
●農産物直売所
●
福野高校 巌浄閣 旬菜市場「ふくの里」
川合田温泉 ●
♨
♨ ふくみつ 華山温泉
●
線
福光美術館●
471 地域包括ケアセンター
農道
パー
南砺スー
●高瀬神社
●●南砺市民病院
27
71 井波総合文化センター● 井波市民センター
♨
●
●
道の駅福光
道の駅
法林寺温泉
「なんと一福茶屋」
「井波」
井波美術館●
JR福光駅
小牧ダム
●いなみ木彫りの里
瑞泉寺
●

ぬく森の郷

J

R

城

♨
●

端

304

南砺市役所

21

医王山県立自然公園

福光I.C
JR城端駅

♨ ゆ〜ゆうランド花椿
●
赤祖父湖

♨ 庄川峡長崎温泉
●

●トナミロイヤルゴルフ倶楽部
善徳寺
南砺市クリエイタープラザ
城端「曳山会館」● ●じょうはな織館
「桜クリエ」●
I OX−AROSA
じょうはな座●
ヨッテカーレ城端● 城端
●
城端市民
桜ヶ池クアガーデン ●
♨ S.A センター

156

桜ヶ池

福光温泉 ●
♨

道の駅「利賀」

川

304

庄

●公立南砺
中央病院

●井口市民センター

471

至 富山市

♨ 大牧温泉
●

桜ヶ池県定公園

東 海 北 陸 自
動 車

金 沢 市

水ばしょう群生地●
縄ヶ池
●つくばね森林公園

471

道

304

♨ ゆ〜楽
●

●
利賀市民センター

道の駅「たいら」
たいらスキー場

世界遺産
相倉合掌造り集落●

●五箇山和紙の里
●利賀国際キャンプ場

地主神社
●
●
平市民センター

●瞑想の郷
● そばの郷

●富山県利賀芸術公園

♨ 天竺温泉の郷
●

世界遺産
菅沼合掌造り集落

五箇山県立自然公園

●

♨ くろば温泉
●

♨ 五箇山温泉
●

国民宿舎 五箇山荘

白木水無県立自然公園

上平●
市民センター

五箇山 I.C

54
●
タカンボー
スキー場

道の駅「ささら館」

至 岐阜

156

白山国立公園

市の概要

●桂湖
桂湖オートキャンプ場●

人 口：50,040 人（令和 2 年 4 月現在）
世帯数：17,698 戸（令和 2 年 4 月現在）
面 積：668.64 平方キロメートル
（琵琶湖とほぼ同じ面積）、
・東西約 26 キロメートル
・南北約 39 キロメートル

白 川 村

8 割を白山国立公園等を含む森林が占め、岐阜県境に連な
る山々に源を発して、庄川や小矢部川の急流河川が北流す
るなど、豊かな自然に恵まれています。
また、市北部の平野部では、水田地帯の中に美しい「散居
村」の風景が広がり、独特の集落景観を形成しています。
年平均気温：13.1℃
月平均気温：1.7℃
（ 1 月）〜 25.3℃
（ 8 月）の範囲
日 照 時 間：年 1454.5 時間（1987〜2010 の平均）
降 水 量：年 2530.7mm（1981〜2010 の平均）

新潟県
氷見市
高岡市 射水市
小矢部市

砺波市

City outline 城市概要

富山県

石川県

南砺市
岐阜県

27
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