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令和元年度第３回羽咋市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議録

【要旨】 

 

日時 令和元年 10月 28日（月）19：00～21：30 

場所 羽咋市役所 401会議室 

出席者 

   委員長 ：岩城 和男  （羽咋市社会福祉協議会会長） 

   副委員長：三宅 立美 （羽咋市町会長連合会会長） 

   委  員：松永 義民 （羽咋市商工会理事） 

三井 孝秀 （はくい市観光協会会長） 

武田 広  （はくい農業協同組合総務部長） 

出村 太一 （日本郵便株式会社羽咋千里浜郵便局長） 

春木 謙一郎（七尾公共職業安定所羽咋出張所） 

安達 吏和 （羽咋市教育委員会） 

堀田 泰永 （羽咋市校長会瑞穂小学校校長） 

加藤 友彦 （日本政策金融公庫金沢支店支店長） 

中村 史人 （羽咋市銀行会：のと共栄信用金庫 

ふるさと支援室次長） 

上田 清春 （羽咋地域ライフ・サポートセンター羽咋事務局長） 

山田 真広 （株式会社北國新聞社羽咋総局長） 

林  修二 （株式会社北陸中日新聞羽咋通信局長） 

河島 佳江 （羽咋市各種女性団体連絡協議会会長） 

圓山 晃歩 （株式会社御祓川） 

新田  聡 （公募委員：一般） 

大門 留美 （公募委員：一般） 

欠席委員：大林  浩 （創和テキスタイル株式会社代表取締役社長） 

     酒井 恵美 （羽咋市青年団協議会直前会長） 

松永 一美  (NPO法人わくわくネットはくい理事) 

 

オブザーバー：手持 佳也 （北陸財務局総務課長） 

              綿木 浩三  （石川県中能登総合事務所所長） 

アドバイザー：髙山 純一 （国立大学法人金沢大学教授） 

              平子 紘平  （国立大学法人金沢大学特任助教） 

市側出席者 ：今井 史也  （市参事兼産業建設部長） 

若狭 義高  （市参事兼市民福祉部長） 

川口 哲治 （総務部長兼羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局長） 
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西井 健一 （教育次長兼学校教育課長） 

山本 裕一  （企画財政課長） 

清水 吉朗 （農林水産課長） 

池田 博明  （商工観光課長） 

奥  利明   (地域整備課長) 

中島 一明  （6次産業創生室長） 

和田 美紀  (総務課参事) 

松田 義人 （羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局局長補佐） 

見附 敦史 （羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長） 

 石本 哲也 （羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局主事） 

 中瀬 莉奈 （羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局主事） 

 

会議傍聴者 ： なし 

 

 

１．開会 

 

 

２．委員長あいさつ 

（略） 

 

 

３．協議事項 

（１）羽咋市の目標人口について 

     質疑なし 

 

（２）第２期がんばる羽咋創生総合戦略（素案）について 

①第１期総合戦略との変更点について 

    質疑なし 

 

②基本方針（案）・体系図（案）について 

（質疑①）B 委員：基本方針（案）の「（２）若者や子育て世帯が住み続けることができ

る環境の整備」の中で、『一部、目標値に対して結果が伴わない施策が見受け

られた。』と取り上げられているが、他にも達成しないものがある中、なぜこ

のような記載になっているのか。 

 （応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：第１期がんばる羽咋創生総合
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戦略の基本目標１から４まで総合的に効果検証を行った結果、「基本目標３ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」が他の基本目標に比べると

全体的に達成できていない部分が多かったため、記載したものである。 

 

③基本目標毎の協議 

Ⅰ 基本目標１：魅力あるしごとを創出 

（質疑①）B 委員：基本的方向２では、『本市の自然や文化・歴史のほか、さまざま

な特産品などの魅力あるコンテンツを広く情報発信する～』と記載され

ているが、P.7 の「２ 地域資源を活用した雇用としごとの創出」で道の駅

のと千里浜しか記載されていない。羽咋市にはいろいろな魅力があるの

だから、そういったものを織り交ぜながらもっと立体的に考えた方がよ

いのではないか。 

（応 答）総務部長：基本的方向２で『本市の自然や文化・歴史のほか、～』という

記載のため、引っかかるということであると思うが、基本目標１では新た

な仕事をつくるということを掲げており、道の駅・のとしし・羽咋米の３

点をこれまでと同様に積極的に進めていくということで記載している。

しかし、交流に関わるものとして、基本目標２の方でもっとたくさんの自

然や文化・歴史を盛り込んでいるのでご理解いただきたい。 

 

（質疑②）B 委員：P.7 の「２ 地域資源を活用した雇用としごとの創出 （１）羽咋

ブランドを活用した雇用の創出」の KPI で、道の駅のと千里浜の売上額

340,000 千円となっているが、支出はいくらとなっているのか。また、同

じようにのとしし販売額に対する支出はいくらとなっているのか。 

（応 答）総務部長：道の駅のと千里浜の売上額が上がると、自然と雇用も増えてい

くということから、KPI に設定しているものである。ちなみに、道の駅の

と千里浜は H30 年度 500～600 万円の黒字であったため、335,000 千円

程度の支出があったということである。また、のとししの販売額について

は、こちらも数百万円の黒字であるため、支出の方は 20,000 千円程度と

なっている。 

 

（意見①）B 委員：民間では、補助金を入れない状態でどれだけの収入と支出があっ

たかを算定して、黒字なのかどうなのかということを考える。補助金がな

くなった時を想定していかなければ、この後道の駅の運営が難しくなっ

ていくと考えられる。そういった点からも、こういった議論の場ではでき

るだけ情報を開示していただいた方が、建設的な議論を行うことができ

ると思う。 
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（質疑③）A 委員：第１期では地域商社を拡充していくという流れでいったものが、

今回は地域商社という文言がほとんど入っていなかったが、なぜなのか。 

（応 答）総務部長：基本目標１では仕事をつくる、基本目標２では交流人口を増や

すという流れがあるが、現時点では地域商社については P.10 に記載して

いる。これは、地域商社の生み出す特産品を情報発信するということのみ

であり、委員おっしゃるとおり、地域商社をこれまでと同様にしっかりと

拡充していきたいということで、載せる方向で調整していきたいと思う。 

 

（質疑④）A 委員：のとししの販売額が 24,000 千円から 30,000 千円という数字に

なっていたが、もう少し強気な数字でよいのではないか。次の５年間で補

助をなくしていく計画だったと思うが、この収入で本当に達成できるの

か。 

（応 答）市参事：自立できる目標が 30,000 千円ということで設定している。また

収支決算については、別会社になるため市の予算とは別で黒字となって

いるということである。地域おこし協力隊については、市の非常勤職員と

なり、獣害対策の一環として、ジビエの普及活動に取り組んでいる。その

ため、現在は市の予算から給与等を支出することになっているが、いずれ

はこの点についても、のとしし団が自立・自走して行う予定である。 

 

（質疑⑤）A 委員：昨年度かなり設備投資をしているはずだが、それに対して設定し

ている販売額は力不足だと感じる。設備投資を加味してアグレッシブな

数字を設定していただければと思う。 

（応 答）市参事：今回のご意見を受けてさらなる販売が見込めるか、再度検討して

いきたいと思う。 

 

（質疑⑥）B 委員：イノシシが増えることによる弊害の対策は何か行っているのか。 

（応 答）市参事：獣害対策とジビエは別の施策である。獣害対策は、元々近隣の環

境を破壊することを防ぐために行っているが、ジビエは獣害対策で捕ま

えたイノシシを焼却や埋設するのではなく、活用しようという考えであ

り、羽咋市はこれを特産化しようというものである。獣害対策はしっかり

行っており、その中の一部をジビエに利用している。 

 

（質疑⑦）S 委員：「１ 多様な就労支援、就労環境整備 （１）広域的な就労支援の

推進」の具体的な事業で合同企業就職面談会や仕事紹介ツアーなどがあ

るが、これは実施ベースの支援なのか。能登の企業では、人事部を持って
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いない企業が多く、合同企業説明会などの場で自分の会社の魅力を発信

することができていないことが多いと感じている。機会を設けるだけで

なく、各企業の人事担当者に向けて魅力的なプレゼンテーションを行う

研修を行うなど支援できればよいと思うが、難しければ民間との連携も

できるのではないか。 

（応 答）商工観光課長：８月に、色々な企業から説明を受けて自分に合った仕事を

見つけてもらうため、志賀町と連携し、中途採用者を対象とした合同企業

説明会を行った。羽咋市と志賀町で２０数社が集まり、今のところ就職が

決まったのは１０名程度となっている。これの良い点は、就職希望者が１

社１社訪問しなくても色んな会社で話が聞けるという点と、多少ざわざ

わした中で緊張感も和らいだ雰囲気で面談を受けられるということだと

思っている。今度１２月には、羽咋市の企業が１４社、志賀町の企業が１

２社一堂に会して羽咋すこやかセンターで行うことになっている。先ほ

どおっしゃったとおり、人事部を持っている企業は羽咋市で数社しかな

く、経理部と兼務で行っている場合が多くなると思うが、ハローワークと

連携し、企業の人事担当部署と密に連絡をとりながら、合同企業説明会に

臨むこととしていく。 

 

（意見②）S 委員：どうやって人を採用するか、マッチングに対して等、入口の施策

が多く挙げられていると思うが、能登の中小企業の中には離職に対して

悩んでいるところがかなりある。企業の中にある体質や土壌というとこ

ろまでしっかりと追いかけていかなければならないと感じる。行政とし

て入り込める深さは限界があると思うので、民間と連携していければと

思う。 

 

（質疑⑧）S 委員：勤務先で調査した結果では、能登の企業に就職したいという学生

は割といた。しかし、能登の企業への就職を止めているのは親であると、

大学のキャリアセンターでも言われている。親などへ羽咋市内の企業の魅

力を伝えていくことも大切であると普段から思っている。 

（応 答）商工観光課長：高校生は２年生の時に市内企業への訪問を行ったり、学校

の先輩を呼んで話や自分の会社のＰＲをしてもらったりなどをしている

が、大学生については、先ほどおっしゃったとおり親が能登の企業への就

職を止めているというのもあると思っている。４月に商工会で新就職者

に対する歓迎会を行うが、市内企業への就職者の中で大学生の割合は１

割か２割もいるかというところなので、Ｕターンをしてくる学生という

のは少ないと感じる。委員からのご意見を参考にしながら、企業からも情



6 

 

報発信してもらい、市からこういう企業がありますというＰＲを行うこ

とで、学生及び中途採用者ともに就職しやすい環境づくりをしていきた

い。 

 

   （質疑⑨）I 委員：P.6 に起業支援などについて書いてあるが、日本政策金融公庫で

は資金業だけでなく、起業や創業に対する勉強会など起業する方たちを

バックアップする取り組みを行っており、具体的な施策を行うときにア

ドバイスすることもできるので、ぜひお声かけしてほしい。 

   （応 答）商工観光課長：相談させていただく。 

 

   （質疑⑩）I 委員：P.7 の『（１）羽咋ブランドを活用した雇用の創出』というところ

で、羽咋米はいま需要に対して供給が少ないということもあるかと思う

が、30t を 50t にさらに拡大していくという中で、販売の支援、販路拡大

のマッチングなども日本政策金融公庫では積極的に行っており、施策を

展開する上で、ぜひ自分たちが用意するツールを利用してほしい。 

   （応 答）商工観光課長：相談させていただく。 

 

 

Ⅱ 基本目標２：羽咋への新たなひとの流れを創出 

（意見①）B 委員：日本旅行と連携すること自体はありがたい話だが、一般的に観光

業は JTB や近畿日本ツーリストにもクーポンを切るため、日本旅行に限

ると、例えば、峨山道トレイルランではクーポンを切れない民宿なども出

てきている。JTB が一番大手であり、色んな旅行代理店と広い形で展開

しないと去年の峨山道トレイルランでは、問い合わせがあったが、今年は

問い合わせがなかったなどということにもなっている。 

 

（意見②）B 委員：千里浜インターチェンジに絞らずに、柳田インターチェンジにも

気多大社や妙成寺もあるので、広く賑わいづくりを行っていくほうがよ

いのではないか。 

 

（意見③）B 委員：インバウンドに関しては、羽咋市の職員が県のインバウンドの集

まりや、海外への研修に出て実際に事例を見ないと成功しないと思う。ぜ

ひ誰か参加して欲しい。 

 

（意見④）B 委員：太宰府天満宮の例で、東京などのクリエイターや芸術家が空き家

で芸術作品などの作成を行っている。また、七尾には CM 制作で非常に
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有名な女性が移住しており、このように田舎で仕事をしたいという方も

いるので、光回線を引くなど仕事をしやすい状況にして芸術家とかクリ

エイターに短期間でも住んでもらい、羽咋のクリエイティブなものをつ

くってもらって発信していくなど、空き家の活用を図っていくのがよい

のではないか。 

 

（質疑①）A 委員：妙成寺の国宝指定に向けて、来年ぐらいに独自の調査結果が出て、

運動も本格化が必要になってくると思う。積極的に市も絡んでいただく

とともに、施策としても詰めていっていただきたい。 

（応 答）商工観光課長：国宝化に向けて文化財室で調査検証しており、観光は観光

協会と手を取りながら妙成寺と気多大社が一体となって取り組んでいる。

妙成寺へは九州から茶道協会の方が来てお茶会をするなど、色々な情報

発信にも取り組んでおり、これからも市と観光協会、妙成寺が連携して行

っていく。 

 

（質疑②）A 委員：『若者や女性転入者への手厚い支援』を家賃補助だけで行うのは

無理があると思う。もっとソフト面を進める必要があると思うので、若者

や女性などの意見をアンケートではなく、面談もしくは小さな会議方式

でさらに聞き取りしていく必要があると思う。県外から来る人が馴染め

ない文化の違いや悩みなどについても聞き取らないと、外から入ってく

る人は増えていかない。簡単に補助金を出すだけではなく、意見を聴収し

てから決めていった方がよいのではないか。 

（応 答）企画財政課長：移住された方の交流会も行っており、その場で話を聞き取

りながら、施策などにも反映させていきたいと思っている。 

 

（意見⑤）B 委員：道の駅だけでは、観光を呼ぶことはできない。観光協会も道の駅

と協力しながら、妙成寺や気多大社、羽咋駅などと連携していこうと考え

ている。色んな所の良いところ、妙成寺の国宝化や鵜祭りなどのソフト面

を利用しながら、商品開発なども行っていってほしい。 

 

 

Ⅲ 基本目標３：若者の生活、子育てを切れ目なく支援 

（質疑①）M 委員：今挙げられた施策については、市外に出て行ってしまった女性

の声を反映したものになっているのか。 

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：市のスタッフ職員や事務

局の中で協議しており、健康福祉課で行っている調査から分析した結果
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や、婚活担当の意見を踏まえて挙げているものである。 

 

（質疑②）M 委員：3 世代住宅の推進とされているが、市外に出ていった人がそれを

望んでいるのか疑問がある。というのも、羽咋市の女性から、祭りの時に

男性は酒を飲んでいるだけで、女性だけが準備に駆り出されて憂鬱だと

いった意見を聞く。言い切れるわけではないが、若い女性というのはそう

いうのが嫌で出て行くという見方もできる。だとすると、3 世代同居の推

進というは全く逆の施策で、一番逃れたいところに押し込められること

になり、果たして人口減少や人口流出の歯止めになるのか疑問がある。も

う少し出て行ってしまった人に意見を聞いて、施策に落とし込まないと

流出は止まらないのではないか。 

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：庁内でも出ていった人に

しっかりと調査をしたいという意見もあり、金沢大学の平子先生にも相

談させていただいたこともある。今後できることがあればやっていきた

いと思っている。 

 

（質疑③）B 委員：羽咋市の離婚率はどれくらいか。 

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：回答を持ち合わせていな

い。 

 

（質疑④）A 委員：P.18 の「（２）開かれた学校運営体制の実現」の KPI が「学校給

食の地元農作物の使用割合」というのは、どうも納得ができず、違う KPI

がないのかと思う。 

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：第 1 期の戦略にあげられ

ていたものをそのまま挙げてある。地産地消の観点で挙げているが、適切

な KPI を再度検討したい。 

 

（質疑⑤）A 委員：P.16 の「３ 女性活躍の社会と交流の場の創出 （１）子育てと

仕事の両立及び社会参加の促進」の説明文において、『子育て中の女性の

就業や保育ニーズに対応するとともに、社会における女性の立場や発言

力を高める。』というのは、前と後ろで別のことをいっているのに、１つ

にまとめずに分けることができないのか。 

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：社会全体で図っていきた

いところであるが、そうなると範囲が広すぎて収集ができない形になり、

第 1 期の戦略の時もこの KPI を挙げてある。適切な KPI を再度検討した

い。 



9 

 

 

（質疑⑥）A 委員：羽咋市役所の女性管理職の割合はどれくらいか。 

（応 答）総務部長：今年の４月１日時点で、女性の管理職は２７％となっており、

年々上がってきている。 

 

（質疑⑦）S 委員：羽咋市で扱われる分野が小中学校に限られるのか、高校まで補助

などがでるのか。 

（応 答）教育次長：市教育委員会では小学校と中学校に限られる。高校は県の教育

委員会の管轄となっている。 

 

（質疑⑧）S 委員：P.16 の具体的事業にある「市全体で指導力を維持するためのミド

ルリーダー教育」というのは具体的にどういったものなのか。 

（応 答）教育次長：若手の方を育てていく、学校の中心となって教師・子どもたち

を教育していく方となっている。 

 

（質疑⑨）S 委員：社会的にプロジェクト学習に注目されている中で、プロジェクト

型の学びの場をつくることが得意でない教員も多くいると聞く。そうい

った教員育成というところにもなっていったらよいと思う。 

（応 答）教育次長：参考にさせていただく。 

 

 

Ⅳ 基本目標４：安全・安心・快適な環境の整備 

（質疑①）S 委員：防災のところで抜け落ちてしまうことが一つある。羽咋市内に外

国人の方がどのくらい住んでいるか分からないが、何か災害があったと

きに弱者になりやすいのが、外国人だと思う。日本は台風や地震があった

りしてある程度の慣れはあるが、外国人の方で災害に慣れていない方も

いるので、防災訓練も日本特有という風に聞く。そのため、何か災害があ

ったときに困っている外国人の方もいるという風に聞く。外国人の方へ

の支援も届くとよいのでは。 

（応 答）市参事：防災情報の発信というのは、第一に災害情報をお届けするとい

う中に外国人の方の視点が抜けているというご指摘だが、第２期総合戦

略の案に直接記載してないが、そういうことも含めて防災情報発信をし

っかりする体制をハードとソフト両面でつくっていきたい。計画の中に

どのように入れられるのか再検討させていただく。 

 

（質疑②）B 委員：空き家をそのままにしておくのではなく、光回線等をつないで
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管理するというのはどうか。民間の事業社と協議すればコストも抑えら

れるのでは。防災は初期消火等、初期段階で対応していくことが大事。

羽咋全体が LAN で結ばれればいいと思う。危ない場所があって、一人

暮らしの方も増えている。そういうところも問題だと思うので、無駄な

ところにお金をかけずに、光回線等で各地域の情報が羽咋市役所に集ま

るようなことはそこまでコストがかからないと思うため、検討すればど

うか。 

（応 答）市参事：新たな IoT を活用して、様々な分野で情報を取得できる、相互

に通信できるという体制を築いていく必要があり、まずは光ケーブルで

はないかというご意見だが、なかなか民間や空き家等、市の財産ではな

い物件に直接市が関わるのは難しい面がある。現在、空き家の活用の中

で様々な支援を行っている。空き家のリフォーム助成があるが、その中

で光ケーブル設置や仕事で移住をしてきた人に手厚く支援ができるか

等、そういう視点やご意見を踏まえて、実際の施策を検討していきたい。 

 

（質疑③）A 委員：防災に関して、最近の災害からハザードマップを確認したら、

地図が古かった。新しい地図で、バージョンアップしたものを作成してい

ただきたい。 

（応 答）市参事：ハザードマップは現在策定中である。浸水区域の算定というの

は、県が主要な二級河川以上で行って、県からそのデータをいただき、

マップに落とし込んで、実際の避難行動、災害が起きたときにどういう

行動をとればいいかということを記載し、ハザードマップとして市民の

方に配布する予定である。現在、作業中であり、今年度中に策定の予定

で進めている。 

 

（質疑④）A 委員：定住促進分譲地を造成することは良いことだと思うが、市内には

空き地が結構ある。第 1 期の戦略では、空き家・空き地といった記載であ

ったが、第 2 期は空き家にフォーカスして、空き地が削除されている。安

い分譲地を作っていくのもいいと思うが、市内の空き地のバンク化も進

めていけばどうか。 

（応 答）市参事：分譲地に関して、直接移住につながるということで、市が直接分

譲するのか、民間の分譲地を支援するのか、様々な方策がありますが、安

価で安心な宅地を提供するという支援は必要である。空き地、空き家を活

用して、安心できるような、移住につながるような宅地を供給するような

体制、支援に取り組んでいくことが必要。ご意見を踏まえながら検討して

いく。空き地も重要だと思うので、取り組んでいきたい。 
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       （質疑⑤）G 委員：防災に関して、羽咋市で防災士の登録人数を増やす取組みに関

して、防災士の方は防災のリーダーになっていく方だと思う。しかし、

防災士以外の一般市民の方の意識を向上させるための施策はあるのか。

羽咋中学校の方で PTA の行事で避難所生活シミュレーション学習会を

何年か続けている。市役所、消防署から講師を呼んで講習会をしている。

防災倉庫がどこにあるか、その中にあるものはどういう風に配分するの

か、一般市民の方が知らないと、避難所に逃げてきた人達が食い荒らし

てしまうということになったら困るということで、どういう計算に基づ

いて防災用品を積んでいるのか等の情報を一般市民の方が知る場を増

やしてほしい。今、第 2 期総合戦略に記載してあるのは防災士の数を増

やすことだが、各地域、団体で行っている防災訓練にどれだけの人が参

加したかという視点もあればよいのではないか。 

（応 答）市参事：市民への周知、あるいは参加指標がないのかとのことだが、今、

挙げられているのは安心・安全メールの登録者数である。現在 1000 件ほ

どの登録があるが、登録者数を増やすことに努めている。登録者数が増

えると市民が防災に関する意識を高めたり、防災情報を手に入れやすく

なる。また、各地域の防災訓練、あるいは、各町の防災倉庫にどのような

ものがあるのか周知することに関しては、防災というのは自分で自分の

命と家族の命を守る自助と地域で助け合う共助と行政が行う公助の３つ

が上手くかみ合う必要がある。共助に関連して防災組織は重要となり、

地域が日ごろから防災意識を持ち、実際に大規模災害の時には、行政が

及ばない場合は地域で助け合うことが必要となる。そのため、指標でも

あがっているが、防災組織をつくることとそれが増えることが 1 番だと

思う。そして、地域の防災意識を高める。また、防災組織をつくっただけ

ではなくて、活動を活発にしていく支援も必要である。防災組織が日ご

ろから有効な防災活動を行う、あるいは、住民の方にどのような危険個

所があるか周知するといった、地道な取組みが地域の防災力を高めてい

くことにつながる。その上で、市と連携して行っていく取組みも必要で

あると考えている。指標については検討させていただきたい。   

   

       （質疑⑥）G 委員：自主避難所に早くに到着した方が、市の職員にどんな食べ物が

あるのかと聞かれていたようである。情報を知らない市民の方がいると、

実際に災害が起こったときに、切羽詰まった状況で、市役所の人はなん

で助けてくれないのかと感じる人が増える状況になることも予想され

る。そういった意味でも市民の防災への理解や協力は必要だと感じた。 
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（応 答）市参事：地域の防災訓練も行っているが、市も行政として広報して防災

の対応を周知に努める必要がある。自主避難所の開設では、「食料を避難

所に持参してください」という情報を安心・安全メールで送信したが、

メールだけでは情報不足ということなので、普段から市民に災害時の対

応について周知するように努める。  

 

 

Ⅴ 基本目標５：人口減少時代に対応した持続可能なまちづくり 

（質疑①）B 委員：数値目標の市民提案型まちづくり支援事業数は具体的にどんな

ものがあるのか。 

（応 答）：財政課長：市民提案型まちづくり支援事業に関しては、地域の活性化、

交流人口の増加等、地域の様々な課題に対して、自主的になおかつ継続

的に、自分たちで取り組もうとする５人以上の団体に対して、まちづく

り協議会から３年間を上限として、年間最高３０万円の助成を行って

いる。平成 30 年度までで１６団体あり、しめ縄づくり、地域の太鼓等、

伝統行事を守る活動をしている団体等がある。  

 

（質疑②）B 委員：市民憲章実践活動団体助成団体とはどういう団体なのか。 

（応 答）商工観光課長：市民憲章推進協会というものがあり、平成 27 年度から平

成 30 年度までに１１団体に対し助成を行った。助成金については、過

去は信託をしてその利益で補助をしているものである。代表的な助成団

体としては、短歌を作っている団体や粟ノ保村史という粟ノ保の歴史を

書いた団体等があり、現在は上限１０万円で助成を行っている。社会協

力団体等に補助をしているものになる。ただ、利率が少ないので、過去

には５０万円、３０万円の補助をしていたが、現在は５万円から１０万

円の補助額である。その他、青年団協議会の活動にも助成している。助

成するかどうかの審査があり、所管は生涯学習課で行っている。 

 

（意見①）B 委員：地域商品券販売額とはどういう数値なのか次回分かるように。 

 

（質疑③）B 委員：これだけの人が来ていて活発な意見を出さないといけない。私

たちは１０年後、羽咋市があるかないかという状況で危機感を持って

ここに参加している。ですので、全ての検証を行うのではなく、分割し

て会議を開催した方が良いのではないか。このような形式では意見な

んか出ない。ましてや急いで進行するのはありえない。活発な意見を出

さないといけないのでは。羽咋はなくなってしまう。会議数を多くして
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も私たちは出席しますので。後で個別に事務局まで意見を提出すると

しても意見を言いづらい方がいる。他にも、たくさん良い意見を持って

いる方もいらっしゃると思うので。この量をこの時間で行うのは無理

があると思うので、考えていただきたい。 

（応 答）総務部長： まず会議の進め方に対するご意見で、３回目の今回は第 2

期総合戦略の素案として、全体を説明させていただきたいと考えてい

る。まずは全体の流れ、人口のビジョン、そして素案ということで基本

目標５項目について、まずは説明させていただきたい。今回は説明が主

になったかと思う。委員の方がおっしゃるとおりで、この時間で全ての

検証をするのではない。ただ、一つずつ検証することが理想だが、なか

なかこれだけのメンバーを集めながら、会議を例えば 5 回開催するこ

とは難しい面もある。そこで、新しい提案、数値に関する意見、もう少

し頑張れといった意見等、会議で言いにくいものは、後日、事務局あて

に意見を出していただきたい。次回の第 4 回の会議で、頂いた意見を踏

まえて変更点をお示ししたい。 

 

（質疑④）T 委員：第２期がんばる羽咋創生総合戦略はどれもとても大事な施策だ

と感じる。ただこれを見て私の感想としては、これで人口の減少がこの

程度で済むのかという感想である。私は移住者である。数年前に家族と

ともに羽咋に来た。なんで羽咋を選んだかというと羽咋にわくわくす

るものがあったから。里山で自然栽培をしている方に羽咋はいいとこ

ろ、将来自分の夢をかなえることができるとそういう強いメッセージ

をいただいた。移住をするときに、子育て支援がどうだとか、防災がど

うだとか、とても重要だとは思うが、そんなことは考えなかった。そこ

にわくわくするものがあったから羽咋に移住してきた。現在も試行錯

誤している。1 期のがんばる羽咋総合戦略の時は、道の駅をつくって羽

咋の魅力を発信する、自然栽培やジビエを発信していくというような 

強いメッセージを感じた。２期の施策を見るとなんとなくディフェン

スばっかりだという印象。攻めているものもありますが、ディフェンス

だという印象を持たざるを得ない。私をここに誘ってくれた人達はも

っと攻めていた。攻める姿勢がないと人は来ないと思う。それが例えは

ったりでも移住してしまったら生活しないといけないので。みんな頑

張りますから。だから、第２期を今から煮詰めていく中で、もっと攻め

る施策を、何をどう絞るのか、煮詰めるのか、もう少し攻めるにはどう

したらいいのか、そういう風に考えていただけたら。もっと攻める施策

がいるのでは。 
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（応 答）総務部長：人口減少の抑制は努力しても難しい面があり、1 期と違って

2 期はむしろ人口減少に対応していくことも重要だと感じており、施策

に盛り込んでいる。また、職員では出しにくい意見もあり、広く計画の

見直しを行った結果、こぢんまりとした計画になっている面もある。委

員の方からこういうことを盛り込めばどうかという意見があってしか

るべきである。完全に羽咋市に移住したい人、することが決まっている

人、これをやるために羽咋市に来た人も応援しなければならない一方

で、地方で暮らしたいが、どこがいいか総合的に考えて移住をされる方、

窓口に来られて様々なことを聞かれる方、千差万別だという風に考え

ており、どうしても計画なので広く網羅しているところがある。第 2 期

については、ハード面では住宅関係を記載している。若い女性が現実に

減っていることが出生に響いているため、1 期ではなかった「女性視点

のまちづくり」を新しく盛り込んだ。この取り組みを基本目標ⅠからⅤ

の中で、すべて網羅できるようにしていきたいという風に考えており、

一本の事業として、大きなものはないが、視点としては新しい項目を盛

り込んでいる。その上で、委員さんの意見も参考にして議論ができれば

いいと考える。また、この計画はつくったらそれでおわりでもない。毎

年評価を受けながらまた見直しをしていく。まずは 4 月からスタート

で、あまり時間もないが、その中で、できれば様々な議論もしたいと考

えている。  

 

（質疑⑤）N 委員：内閣府のまち・ひと・しごと総合戦略に関して、12 月に総合

戦略を示すようだが、それを受けてこちらも変更点等はあるのか。  

（応 答）羽咋市まち・ひと・しごと創生本部事務局係長：12 月に国の方の総合

戦略も策定されまして、国の方針も反映した第 2 期総合戦略にしたい

と思っている。その前に 6 月に国から基本方針が出されており、そちら

の基本方針に基づいて、女性の視点については羽咋市ならではなんで

すが、3 つの横断的な取り組みは国に準じた取組みになっている。その

他の国に準拠した取組みも多々ある。国から出された新規の総合戦略

に関しても、基本方針は変えないと伝えられている。基本的に大枠は変

わらないと推測しているが、12 月の完成版を見させていただいて、ど

うしても変更しなければならない部分は変更させていただく。 

 

 

４．講評 
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（１）オブザーバー：北陸財務局 手持佳也 総務課長 

一点だけお話しさせていただきます。一般的に、計画をつくるときはわいわい、がやがや

行いますが、計画ができてしまうと原課任せというところがどうしてもあるように思いま

す。例えば具体的な施策など、少なくとも具体的に記載できるところは、なるべく他の読み

方ができないように詳細に書いていただいた方が良いのではないかと思います。ただ、予算

付けもあるので、具体的に書けない部分もあると思います。第２期総合戦略ができた後も、

原課任せにせずに、有識者会議、市役所内でも結構ですので、色んな知恵を出しあって、効

果・検証、見直しをしていただきたいと思います。抽象論で恐縮ですが、私のご意見とさせ

ていただきます。 

 

 

（２）オブザーバー：石川県中能登総合事務所 綿木浩三 所長 

 皆さんお疲れ様です。総合戦略の２期案というのは、総合戦略の１期目と比べて、基本目

標の柱立ての数が４つから５つに増えているということでございました。数が増えるとい

うことは、公費の対象分野を明確にして、拡大するので、そのこと自体は羽咋市の取組みと

して素晴らしいなと感じております。 

今回新たに、「横断的に展開する取組み」を盛り込まれたということでした。この取組み

は、基本方針の⑴「女性に魅力あるまちづくり」、⑻「近未来技術の活用による地域活性化

と持続可能なまちづくりの推進」、⑼「Society5.0、SDGs に基づく多様化社会への順応と持

続可能な発展」、⑽「広域連携を生かした取組みを推進」と同じ内容になっています。これ

ら４つは基本方針でありながら、基本目標の中では単独の項目ではなくて、横断的な展開と

いう形になっているということです。案を見ますと、基本方針というのは、それ自体は数値

目標も KPI もありませんが、横断的な展開の度合いというのを評価しなければならないの

かなと思います。横断的な展開４つの中で、それらを図る指標が必要になってくるのかなと。

基本方針の一番目に「女性に魅力あるまちづくり」が挙げられていました。先頭なので、そ

れなりに重要な基本目標であるとは思います。それが横断的な展開という形になっていて、

その評価規定というのが、今一つ不明確だなと。何をもって魅力あるまちづくりにするのか。

この横断的な展開の４つの項目は評価が難しいものや財政的な面、近未来的な面という要

素も入っているので、まちづくりにどう活かされたか検証する必要があるが、それ自体が目

的になると何をやっているのかわからなくなるので、評価が難しい、課題として残るような

案になってくるのかなと。 

 

 

（３）アドバイザー：国立大学法人金沢大学大学院 髙山純一 教授 

 まち・ひと・しごと総合戦略は、その地域の活性化を進めて、人口減少を抑制することが

目的です。それに地域の独自性・地域性をいかに上手く汲み取りながら、まちづくりを進め
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ていくか、あるいは、人づくりを進めていくかが本来一番重要なことだと思います。羽咋市

は、能登全体でもそうですが、地域、地域でそれぞれ特徴がある地域だろうという風に思い

ます。その特徴をまだまだ活かしきれてないというのが外から見ていて非常に残念。役所も

地元の方々も非常に努力されて頑張っていることが伝わります。しかし、もっと上手く情報

発信し、日本全国、世界全体に対して、羽咋の魅力をもっと PR できた方が良いのではない

かというのが全体的な感想です。 

人口見込み値については、少ない数値だとはいえ、社人研の数値より２５０人増で非常に

堅実な数字です。ただ、５年で２５０人増やすことは、かなり大変な数字だと思います。本

当に達成できるのか難しい数値ですが、達成できなくても地域がいろいろな形で横断的に

頑張って、地域の魅力が少しでも深まれば、それで十分に何もしないよりはずっといいこと

だと思います。 

全体的に見たときの構成に関して、基本目標を５つに増やして、それぞれしごと、交流人

口、人を減らさないという観点から横断的な施策を進めるということは良いことだと思い

ます。基本目標を具体的にどういう施策で構成するのかということもしっかり明記してあ

りますし、非常にわかりやすくていいかなと思います。ただ、先ほどいろいろなご意見が有

りましたように、個別に一つずつ見ると、例えば、しごとをつくるというときに、はたして

本当にこれでしごとがつくれるのかなと、１期の施策に比べたら少し弱いと私も感じまし

た。金沢を見ていると、本来市街地は拡大しないという政策をとっていますが、工業団地周

辺部を開発し、完売してなくなったため、例外的に工業団地は認めましょうということでい

くつか工業団地をつくるような、増やしていくという施策に変えている。そういう意味では、

羽咋ももっと積極的に考えた方がいいのかなと。もちろんあとで立地適正化計画の中では

考えないといけないですが、そこが少し弱いのかなと。 

交流人口を増やすのも人口が増えない中では地域を活性化させる重要な施策です。羽咋

ブランドを上手く活用する、企業誘致もそうですが、インバウンドの施策も非常に重要な施

策です。ただ、市内全体で１０万人ほど宿泊している中で、外国人宿泊客数が数百人の目標

値は本当にこれでインバウンド政策になっているのかなと。以前、石川県内のいろいろな宿

泊施設の外国人対応について調査したことがあるのですが、ほとんどの民宿は対応できて

いない。ホテルだとせめて英語が話せる、多少中国語が話せるが、民宿ではほとんど対応が

できていない。逆に言うと、本気でインバウンドも拡大するのであれば、もっと宿泊とかの

施策に支援していくということが重要ではないかなと思います。  

空き家、空き地が増えていく中で、空き家、空き地対策は大事だと思います。一方で、移

住してくる人のために、あるいは、空き家を上手く使ってレストランにするというのはよく

あると思います。もっというと大胆にレオパレス空き家というのもあってもいいと思いま

す。期間を区切って貸すような、そういう空き家も当然あってもいいですし、役所が主体と

なってやるのではなくて、そういう企業を育てる、そういう施策もあってよいのでは。芽が

出るものの一つなのではと思います。 
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羽咋には、はたから見ていてもどこにもない資源がたくさんあります。ただ、それが磨き

切れていない。もっと磨いて、情報発信して、企画しないといけないのに、あんまりそこに

お金をかけていないことが、おもしろくない。せっかく人を呼び込もうとする上では、知っ

てもらうことが一番なので。知らなかったら誰も来ません。日本人は知ってもらうことに対

してお金を払わない傾向にあるがそこはもっとお金をかけてもいいのかな。 

２０ページとか、２１ページ、２２ページに記載してある基本目標Ⅴは非常に重要なこと

で、公共施設の維持管理のためには、おそらくこれから市の財政もだんだん厳しくなり、い

ろいろな施設も空いていきます。インフラの維持管理も大事ですし、防災にかける予算も必

要ということで、考えると限られた予算の中でそれらをどうしていくのか、さらりとしか書

いていないが、本当はもっとしっかりやるべきです。立地適正化計画は私もかかわっており

ますし、生活をする上では地域公共交通網形成計画も大事ですから、そこもきっちり検討す

る。計画を立てたらそこで終わってしまうことがありますが、しっかり見直すことも大事だ

と思います。そして、更新していくことも大事だと思います。その辺もしっかりやることが

重要だと思います。もう少し深掘りした議論が重要だと思います。 

 

 

５．その他（事務連絡等） 

（略） 

 

 

６．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 


