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第３回 第６次羽咋市総合計画 審議会 会議録 

 

日 時 令和２年７月１５日（水） 19 時～20 時 40 分 

場 所 羽咋市役所 ４階 401 会議室 

出席者 市長 

 各審議会委員（欠席 7 名） 

 アドバイザー 金沢大学 佐無田教授 

 市側出席者 

  [事務局] 

  市参事兼市民福祉部長 若狭 義高 

       総務部長       川口 哲治 

企画財政課長   山本 裕一 

  企画財政課課長補佐  松田 義人  

  企画財政課主事  長浦 達夫 

会議傍聴者なし 

 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．審議事項 

（1） 第２回審議会の振り返り 

（2） 将来都市像の決定について 

 事務局より説明の後、全出席委員から意見をいただく  

 

【委員１】 

 ・第２案を支持 

  下欄に示されている解説もこのような形でよい。 

 

【委員２】 

 ・第１案を支持 

  子どもからお年寄りまでも、読みやすく優しい感じがする。 

 

【委員３】 

 ・第１案を支持 

  第２案は難しそうな言葉が並ぶ。誰にでも分かりやすい文章である。 

  チャレンジという言葉が入ったらいいのではないかと思う。 
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【委員４】 

 ・第１案、第２案をどちらも支持 

  どちらもよく考えられていて甲乙付けがたい。 

  一般受けするのは、表現が親しみやすい第１案であると思うが、第２案も力

強い感じがする。「人間力」という言葉を解説いただいたが、世間的に浸透

していない。注釈を入れるなどの工夫が必要。 

 

【委員５】 

 ・第１案、第２案をどちらも支持 

  市民が、どう受け止めて生活していくかが大事である。 

  「人間力」はあまり聞き慣れない言葉である。 

  市としてあらゆる分野に発出する際に、「人間力」という新しい言葉を、市

民が理解できるような説明があればいい。言葉だけが走ってしまうことに

なりかねない。 

 

【委員６】 

 ・第２案を支持 

  漢字が難しければルビを入れるなどの工夫をするべき。 

  これからの羽咋市を背負う子どもたちに、一番身に着けてほしいことは、ま

さに「人間力」である。指示待ちの子どもが多い。困難にぶつかったときに

どう判断し、どう取り組めばいいかと視点が必要。 

  「人間力」という言葉が、ちゃんと説明されていれば、新しいイメージとし

ていいと思う。 

 

【委員７】 

 ・第１案を支持 

  第２案を市民が見たときには、難しく感じるのではないか。 

  第１案は、容易に理解できる言葉が使われているので、市民に示すときには

第１案が望ましいと思う。 

 

【委員８】 

 ・第１案を支持 

  一番上に位置する大事なフレーズだと思うので、第１案の方がイメージし

やすい。第２案の「創造都市」は、ＳＤＧｓなども想起しやすいので、最後

のフレーズに組み込めばいいのではないか。 

  市民が容易にイメージできなければならないという点では第１案がよい。 

  ＨＯＴ（ほっと）という言葉がキャッチで良いのではないか。羽咋はＨＯＴ

（ほっと）でやるんだという想いが広がっていけば、将来像としても浸透し

やすいのかなと思う。Ｈ羽咋、Ｏおもてなし、Ｔ創る、みんなで羽咋のおも
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てなしを創る。羽咋市ＨＯＴプロジェクトというような流れで、仕掛けを考

えてみてもおもしろいと思う。 

 

【委員９】 

 ・第２案を支持 

  魅力、活力、人間力 と語呂もいい。 

  「人間力」という言葉が難しいと皆さんがおっしゃっていたが、逆手にとっ

て「人間力って何？」という感じで、皆に興味をもってもらって、人づくり

が大事だという認識を持ってもらえるのではないかと思う。 

 

【委員 10】 

 ・第１案を支持 

  一般の方が読んだときにイメージしやすい。第２案は説明文があれば理解

できるかもしれないが、説明文まで読んでもらえるか分からない。 

第２案中の「人間力」という言葉がいい。第１案のつなぐことも、活かすこ

とも、育てることもできるのは、「人間力」に含まれてくるなと思う。「人間

力」という言葉が入ると、今後の地域社会を盛り上げていくのに必要なキー

ワードではないかと思う。 

 

【委員 11】 

 ・第１案を支持 

  これ以降の基本目標が少し難しいので、上段に来る都市像は易しく分かり

やすいものが望ましいと考える。 

 

【委員 12】 

 ・第１案を支持 

  分かりやすい。ＨＯＴ（ほっと）という言葉がどこかに入ればいいなと思う。 

 

【委員 13】 

 ・第１案を支持 

  優しそうなイメージがある。 

 

【委員 14】 

 ・第１案を支持 

  羽咋に住んでいて良かったとか、羽咋に来て良かったと感じられるかなと

思った。 

 

【委員 15】 

 ・第１案を支持 
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  将来都市像を決めたら、その後、枝分かれしてそれぞれのテーマを今後検討

していくということか（この後の議題で協議） 

  第１案の場合は、「自分事」「羽咋の資源をつなぐ」「活かす」「人材を育てよ

う」「羽咋に関わったことが良かったと感じられるまちづくり」といった形

で、テーマがいくつもある。 

  第２案は、「人間力」と「持続可能なまちづくり」に要約できる。 

  そういう意味で、テーマがたくさんあった方が、それぞれのテーマの課題を

解消しているということにつながるので、第１案が望ましいと考える。 

  「人間力」という言葉は、今後すごくいいキーワードになると思うので、自

分事というところで「人間力」とうまく組み合わせたらいいのではないか。

ＨＯＴ（ほっと）という言葉を発案した身としては、ＨＯＴ（ほっと）とい

う言葉を活かしていただければうれしいなと思っている。 

 

【委員 16】 

 ・第１案を支持 

  市民が見たときに、第１案がイメージとしてやわらかい。ほっとするという

ことであれば、硬さというものがやわらぐという意味で、第１案が望ましい。 

  これからテーマとなってくるのは、「人間力」。その「人間力」が育まれるこ

とが、まちづくりの土台となってくると思うので、「人間力」という言葉が

市民に理解できるような形で組み込まれた方がいいのではないかと思う。 

  「いい」という言葉は、やや漠然とするイメージがあるので、そこをＨＯＴ

（ホット）に変えることで、羽咋らしさが出るのではないかと思う。 

 

【委員 17】 

 ・第１案を支持 

  これから若い世代の方々に参加してもらうという考え方からいくと、内容

へも興味を持ってもらえるのではないかと考える。 

  「いい」まちのところで、ＳＮＳが流行っているので、「イイネ！」のよう

な形で、どんな内容かということを想像させるような仕掛けや、全体的に明

るい印象を与える都市像という意味で、視点を変えたようなものでもいい

のではないか。 

 

 

  佐無田アドバイザーコメント  

 

【アドバイザー】 

 ・人に焦点が当たっていると感じた。 

 ・前回の提案を見ても、「世代」というワードが３つ４つ見られ、このあたり

に想いが入っていると感じる。 
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 ・老若男女、いろいろな世代が活躍できる。そういう人を育てたいという想い

が全体の中で描かれている。 

 ・人づくりが、大きな柱なのだろうと感じている。 

 ・第１案と第２案を比べてみると、両方ともその想いを込めてある。 

 ・第２案では、はっきりと「人間力」と言っているので、人が活躍できる、そ

ういう人を育てていきたいという想いが出ているように思う。 

 ・第１案では、「みんなで つなごう 活かそう 育てよう」ということで、

何を育てようとしているのかはやや漠然としている感がある。 

 ・ただし、皆さんの意見にもあったとおり、第１案の方や易しく、分かりやす

いということである。 

 ・まとめると、第１案くらいの平易な言い方で、第２案ではっきり打ち出され

ている「人間力」を組み込むようなものになればいいのではないかと思う。 

 ・例えば、両方を組み合わせると、「人間力を育てる いいまち羽咋」、「人間

力を活かす 育てる いいまち羽咋」、あるいは「いいまち羽咋」の部分を

「ほっとするまち羽咋」と置き換えて、「人間力を 活かす 育てる ほっ

とするまち羽咋」という形であろうか。 

・表現する形としては、第１案のような易しい文章とし、「人間力」や「ほっ

とする」というキーワードを組み込み、これらを折衷的に作っていくことに

なるのではないかと思った。 

 

【委員】 

 ・みんなで つなごう 活かそう 育てよう 人間力 

  「住んでよし 訪れてよし」の 

   ほっとするまち いいまち羽咋 

 

【会長】 

 ・もう少し、簡潔な方がいいのでは。 

 

【委員】 

 ・みんなで 人間力 

  つなごう 活かそう 育てよう 

  「住んでよし 訪れてよし」の 

  ほっとするまち いいまち羽咋 

 

 ・この場合、「人間力」という言葉が最初に来るので、目を惹く言葉として活

かされるのではないかと思う。 

 ・その後に「つなごう 活かそう 育てよう」となるので、「人間力」を「つ

なごう 活かそう 育てよう」いうことに繋がっていくことになるので、頭

の方に持っていくのはどうか。 
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【委員】 

 ・あまり難しすぎると入ってこないかなと思う。 

 ・リラックスの「ほっとする」という意味と、情熱的に自分事として取り組ん

でもらおうという「ＨＯＴ（熱い）」という意味を込めて提案した。 

 

【会長】 

 ・今まで出た意見をもとに、事務局で作成していただきたい。 

 

【事務局】 

 ・「人間力」というワードを使うことの是非は。 

 

【会長】 

 ・「人間力」という言葉は、少し難しいという意見もあったが。 

 

【委員】 

・みんなで 人間力 

  つなごう 活かそう 育てよう 

  「住んでよし 訪れてよし」の 

  ほっといいまち羽咋 

 

【事務局】 

 ・ＨＯＴの表記は、アルファベットかひらがなか。 

 

【委員】 

 ・ひらがなの方が、老若男女に受け入れやすいと思う。 

 

【委員】 

 ・分かりやすいだけではなく、アルファベットで標記して、何か引っかかるく

らいの方がいいのでは。 

 

【アドバイザー】 

 ・ここまで揉んでもらったので、後は事務局で考えてもらうということでいい

のではないか。 

 ・このメッセージ性を届ける専門的なコピーライティングが必要であり、キャ

ッチ―にイメージよく分かりやすく、羽咋のイメージが伝わりやすい言葉

を選択してもらうことが必要である。いろいろな人に意見を聞いてもらい、

最終的に事務局でまとめてもらうということでいいのではないか。 

 ・人を育てる「人間力」という要素を打ち出してもらい、老若男女に分かりや

すい表現で、あとはＨＯＴ（ほっと）という表現を組み込むかどうか、とい
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うところかと思う。 

 ・個人的には、長すぎるのは結構ぼやけてしまうと思うので、キャッチ―にま

とめる必要があると思う。 

 

【会長】 

  本日の議件としては、将来都市像の決定だったが、佐無田アドバイザーのご

意見も踏まえてもらい、事務局でとりまとめてもらい、次回に提示すること

にしてください。 

 

【事務局】 

  承知しました。皆様の意見を踏まえて、次回提示させていただきます。 

 

 

（3） 基本方針（計画体系）について 

 事務局から説明  

 

【委員】 

  ２「文化に親しむ環境づくり」の「に親しむ」となっているが、基本目標で

は「育む」となっており、「育む」の方が主体的な関わり方の表現だと思う

ので、「を育む」に修正すべき。 

 

【事務局】 

  ご指摘のとおり、主体性のある表現として「育む」に修正します。 

 

【アドバイザー】 

 ・全体の方向性で、「人間力」や「ほっとするまち」と議論してきたが、でき

れば基本目標でも、反映した方がいいと思う。 

 ・第５次の方が直球的な表現であり、第６次の方がやや間接的な表現に感じる。 

事務局からは、全てのところに「人が関わる」という説明があったが、もう

少し伝わらないかなと思う。 

・皆さんの議論では、「人」に焦点が当たっている。人が活躍できる。これ

からの羽咋を担っていき、いろいろな分野で活躍できる、老いも若きも男性

も女性も活躍できる、そういう人材を育てていきたい、という思い。 

 ・まち ひと しごと が地方創生の３本柱になっているが、羽咋市の皆さん

は「ひと」を推すということなのだろうと感じている。 

 ・１案であるが、基本目標のそれぞれ「まちづくり」を、思い切って「ひとづ

くり」にしてはどうか。 

 ・それぐらい「人」に焦点を当てて、人を創ることによって、未来のまちを創

るんだというメッセージを出してみたらどうか。 
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 ・このままだと従来どおりのインフラ中心という計画になりそうだが、これか

らの羽咋は「人」が中心なんだという考えに基づき、インフラを活用できる

「人」の能力や主体性を育てていくということを軸として計画していくと

いうことを、基本目標の中に文言として込められていた方が、想いが伝わる

のかなと思った。 

 

【事務局】 

  今後、基本計画の中身を審議していく中で、基本計画のタイトルの文言もそ

うですが、配置の移動もあり得ると考えており、柔軟に対応していきたいと

考えています。 

   

 

 

４．次回会議について 

【事務局】 

・第４回 ８月中（アドバイザーとの日程調整のうえ決定）  

 

５．その他 

  特になし 

 

６．閉会 


