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第５回 第６次羽咋市総合計画 審議会 会議録 

 

日 時 令和２年９月３０日（水） 19 時～21 時 00 分 

場 所 羽咋すこやかセンター 研修室 

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  

  がんばる羽咋創生推進室主事  三星 佑紀 

会議傍聴者 なし 

 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．審議事項 

（1） 基本計画について 

 

【佐無田アドバイザー】 

 地域プラットフォームの考え方について解説 

・「自治体戦略 2040 構想研究会 第二次報告」より、自治体は、新しい公共私

相互間の協力関係を構築する「プラットフォーム・ビルダー」へ転換するこ

とが求められる。自治体の職員は関係者を巻き込み、まとめるプロジェクト

マネジャーとなる必要がある。自治体の課題として、インフラの整備とプラ

ットフォーム整備を進める必要がある。 

・プラットフォームとは、何らかの事業や活動を展開するための共通の基盤と

なる環境のことであり、元は IT 用語として、OS やインターネット、SNS な

どで用いられた。 

・プラットフォームには、特定の目的があるのではなく、いろいろな活用方法

がある。それぞれの資源や目的を持った人が、プラットフォームを使って、

繋がったり、必要なサービスを生み出したり、共通の取り組みを始めやすく

なる。 

・従来の商品経済から、プラットフォーム型経済へ移行。皆が使うほど情報が
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集まり、それを別の形でお金に換えることになる（プラットフォーム・サー

ビス自体は無料）。 

・これからの羽咋市で考える地域プラットフォームとして、行政がサービスの

提供者でなくてもよく、人々が必要なことをはじめやすくするためのプラッ

トフォーム（共通の基盤）を整備することが課題となってくる。（まちづく

りや事業興し、環境教育など、企画・活動する市民や事業者が多いほど地域

は活性化する） 

・老若男女、誰でもがプラットフォームを使って自分たちの地域を暮らしやす

くする活動をすればするほど、人づくりに繋がり、住みよい地域になってい

くことになる。 

・プラットフォームを整備するために必要な要素として、場（空間）、ネット

ワーク（つながり・仲介機能）、アプリケーション（手順やスキーム）、ファ

ンディング（資金集め：クラウドファンディングなど）を明確にすることが

必要である。 

・施設や場所は、多目的・多機能にリデザインされうる。例として、公園や学

校、図書館、自然など。 

 ・皆さんの議論の参考になれば幸いである。  

 

 

 ワークショップ形式で議論（６テーブルに分かれて）  

 

 

各テーブルの意見要約（各委員が付箋に記載した内容は別紙一覧参照） 

 

【１テーブル：安心して子育てできる環境づくり】 

・婚活事業について 

近隣からだけでなく、奥能登からお嫁さんに来てもらう婚活も考える。 

婚活を前面に出さずに趣味が同じ人の集まり（イベント）などで出会いの場を 

提供し、そこから発展していく形が良いのではないか。 

・産前、産後支援について 

I ターン者等支援が受けられず、産むのが難しいとの声がある。 

母乳育児のケアなどに産後ヘルパーを導入する。 

・子育て支援について 

子育て支援を利用していない母親に寄り添う取組みをしてほしい。 

子育て世代包括支援センターの、具体的な取組みが何かを知りたい。 

母親の SOS を気軽にキャッチできるプラットフォームをつくる。 

産前・産後等の育休中の保育時間を柔軟に対応できないか。 

子育て家族の住宅支援を強化する。 

オンラインの子育て相談窓口を開設してはどうか。 
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育児講座などに参加したらポイントを付け、一定以上貯まると特典を進呈する 

などの仕組みを作ってはどうか。 

男性に家事のやり方を教える教室を設ける。 

ファミリーサポートセンター制度が使いづらいという意見をよく聞く。 

土日も利用できる屋内の遊び場を充実させる。 

 小規模な職場では育児にともなう休業が取りにくい。 

・子ども食堂について 

不登校児が増加傾向にあり、ひまわり教室の再構築やＰＲ、こども食堂を開設 

し、居場所づくりをする。 

子ども食堂がプラットフォームになり、高齢者のやりがいにつながるとともに 

子どもたちが郷土料理を継承する機会になる。 

地域単位で公民館や会館を活用し、子どもや高齢者の居場所をつくる。 

子ども同士が互いに自立するように支援する。 

・自然利用について 

週末に自然の中で子供をはじめ、多くの人が利用できる「森の学校」がほしい。 

㈱モンベルと共同で神子原町にジップラインをつくる。 

都会や県外の人に羽咋市を知ってもらうため、田舎暮らし体験事業に力を入れ 

る。 

・ＰＲ方法について 

YouTube にネット広告を通じて広く知ってもらうのはどうか。 

・その他として 

現代のコミュニティについて、特定の地域から広がりを見せている。そのため

固定化する地域プラットフォームは時代と逆行しているのではないか。町内会

や青年団の存続が困難な中、それよりスケールが大きい地域プラットフォーム

は成り立つのか。 

 

 

【２テーブル：超高齢社会への対応充実】 

 ・ボランティア篤志に頼るだけでなく、できれば支援活動で生活できるくらい

の収入が得られるようになればよい。 

・介護予防が強調されているが、老々介護の問題や看取りをどうするかなど、

介護が必要な方への取組みも大切である。 

・ダブル介護は介護者の離職につながり問題である。 

・８０５０問題など多様な課題への対応が必要である。 

・若い人が減少していくなか、今までのような町内会運営が困難になる。 

・生きがいづくりには、若いころからの取組みが大事であるが、高齢になって

からも始められることがあるのでは。 

・サロン等地域での介護予防の取組みには男性の参加が少なく、男性の参加者

を増やす工夫が必要。 
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・高齢者だけでなく、子どもとの交流など多世代が参加する集まりが効果的で

はないか。 

 

 

【３テーブル：全世代活躍のまちづくり推進】 

 ・シニア世代にとって NPO やボランティア団体がプラットフォーム、若者（働

いている人）世代には営利目的のプラットフォームを用意するべき。 

 ・参加する動機づけとして地域ポイントを活用する。 

・プラットフォームの情報発信に力を入れる。 

 ・公共施設が利用しにくい。 

・引きこもりをゼロにする体制をつくる。 

・女性が日常から家庭や仕事から解放されて自由になれる日を月に 1、2 回設

ける。 

・主な取り組みを具体的に表現するべきである。 

 

 

【４テーブル：社会保障制度の維持・充実】 

・保険制度の維持・継続のためには予防医療・重症化予防に取り組むことが重

要。また、国民健康保険は経済弱者が多く加入していることなどから、保険

者の一本化を行うことが必要。 

・保険利用のない世帯については保険料（税）の軽減措置や特典などを設け、

健康維持への動機づけなどを行う。 

・２０歳以下まで子ども医療費の対象とするなど、助成制度の拡充を行う。 

・フレイル予防が重要であり、健康づくり推進員の増員やボランティア活動な

どの生きがいづくりに取り組む必要がある。 

・マイナンバーカードをプラットフォームとして、ＵＦＯカード機能や各種受

給者証機能などを一元化していく。 

 

 

【５テーブル：地域医療体制の充実】 

 ・助産師の人材育成を市で取り組むのはどうか。 

 ・市内に産婦人科がないが、助産師の確保が必要なのではないか。 

 ・出産は緊急ではないため、妊婦は自由に産科を選びます。だから羽咋病院 

に産科は必要ない。 

 ・現代は、産科は選ぶことができるので羽咋市の取り組みとしては産後のケ 

アに助産師が新生児や母乳育児のケアができるようにサポートをする。 

 ・産婦人科はなぜないのか。 

 ・小児救急を受け入れてもらえず、市外の金沢や七尾方面へ回されるケース 

  がある。 
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 ・優秀な人材を確保するために、羽咋高校の卒業生の就職を支援する。 

 ・修学資金制度に医師バージョンもあっていいのでは。 

 ・医師や薬剤師を目指す学生の資金制度をつくり、その後羽咋市内で働いて

もらう。 

 ・医師の勉強意識を高めるために、新しく正しい知識を提供する研修を義務 

  化にする。 

 ・民間医療機関は拡大している。医療提供システムを国は再構築するべき。 

 ・訪問診療、訪問看護を活用しており、とても良いと思う。 

 ・在宅医師の確保を進め、在宅での看取り看護を充実させる。 

 ・在宅医療の充実を図るような取組みをしてほしい。 

 ・一対多ならオンラインできそうか。 

 ・誰でもすることができる病気にならない生活習慣を提案する。 

 ・認知症の診断など気軽にできるようにするなど、高齢化に対応する診療範

囲を充実させる。 

 ・公立羽咋病院内に病児保育を導入できないか。 

 ・健康だが来院してしまう高齢者にヨガ教室を実施し一回 100 円の低料金に 

するなど参加を促し高齢者の健康増進を図る。 

 ・病院内での高齢者の交流の場として一日 500 円のドリンクバーを設け、コ

ミュニケーションの機会を提供する。 

 ・ギャラリーや壁面などに心和む作品が展示されており良い企画だと思う。 

 

 

【６テーブル：行政サービスの向上と効率的な行財政運営の推進】 

・自主財源の確保、拡充として 

 企業誘致の促進や企業版ふるさと納税を導入 

・市民サービスの向上として 

 一律にオンラインの窓口を導入するのではなく、必要に応じて個別に対面の

窓口があることも行政にとって重要である。 

 相談しても対応が 1回で終わらない。（ワンストップ対応の向上） 

 公民館の使用料をその場で支払い可能にする。（ＱＲコード決済の導入） 

 行政に任せるのではなくて、みんなで工夫して取り組むべきことである。 

 市民に開かれた行政サービスの提供 

・効率的かつ効果的な行財政運営の推進として 

 より効率的な予算の検討、調査を行い、市民ニーズを反映させる。（ex 待合

所を設置したが全く利用されていない等） 

 AI ロボットの導入検討。 

 AI を導入するにはコストが高く厳しいのではないか。 

 ICT などを活用した行政サービスの効率化、便利化。 

・広域連携による効率化として 
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 縦割り行政ではなく、横のつながりで連携して取り組んでほしい。 

・行政組織機構の見直しとして 

市民と一緒になって課題を解決できる体制づくりの構築 

・職員定員適正化の推進として 

 人員を減らすことが一概に良いとはいえない。 

 職員数を減らしすぎてインフラが維持できないのでは困る。 

 行政サービスを民営化にして人材補填すればよい。 

 市民みんなが行政職員であるというような関係性を築くことが必要。 

・職員の人材育成として 

 職員のやる気を向上させるシステムづくりを進めるべきである。 

 ラスパイレス指数を健全化させる。 

 

 

【佐無田アドバイザー】 

 ・真剣に考えれば考えるほど、難しいところに直面していくというシーンをあ

ちらこちらで見受けられた。もはや経済成長している時代ではなくなって、

その中でも課題は多く、行政の資源には限りがあり、全部にお金を付けられ

るわけではない。高齢化も進み、需要は減っていくなかで、機能やサービス

を維持しなければならない。従来の枠組みでは、八方ふさがりの構造に陥っ

てしまう。 

 ・その中でも、市民と一緒にやれることをやっていくに際し、いろいろなアイ

デアが出ていた。知恵を絞りながら、共同で地域を支えていく仕組みを作っ

ていく基礎づくりのためには、非常に大事な議論である。 

  

 ① 子育てについて 

 ・全てを行政のサービスだけでできるものではない。市民や事業者が提案し、

それぞれができることをやりやすくする仕組みを考えなければならない。 

 ・ママベンチャーが流行っている。子育てや地域教育活動に関しては全国的に

新しい事業や取り組みが生まれている。 

 ・母親たちが、地域のニーズを分かっているところに事業を立ち上げると、成

功しやすい。 

 

 ② 超高齢社会への対応について 

 ・行政の情報と地域住民の持っている情報のズレを、このような議論を通じて

すり合わせされていくのは重要なこと。 

 ・一番の焦点になっているところは、元気高齢者づくりだと感じた。 

 ・スポーツや食、家庭内での役割など、いろいろな提案があった。 

 ・このようないろいろな提案を地域（地区レベル）で実践していくような仕組

みが必要。 
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 ③ 全世代活躍のまちづくりについて 

 ・学習が焦点になっていた。「大人の学校」などの提案があったが、学びなが

ら次の新しいことをやっていくということ。 

 ・世代別のプラットフォームの話が出ていたが、世代をつなぐプラットフォー

ムのあり方も、もっとアイデアが出されても良かったと思う。 

 

 ④ 社会保障制度について 

 ・予防することによって、保険負担を緩和することができる。 

 ・認知症なども、予防措置を講じることによって、増え方が緩やかになるかも

しれない。 

 ・予防のためには、何をやったらいいのかということで、羽咋市と金沢大学は

共同でデータの見える化に取り組んでいる。予防に関する様々な取り組み

をやったときに、どういう効果があったのか数値で示すということをやっ

ている。 

 

 ⑤ 地域医療体制について 

 ・地域医療はライフラインであるので、インフラとしてしっかり整備しなけれ

ばならない。 

 ・災害やコロナ等のリスクが発現したときに、地域医療がしっかりしていない

と耐えられない。日常的には社会にとって負担になる部分ではあるが、工夫

して維持していかなければなない。特にその中でも人材確保が焦点で、お金

がかかる領域ではあるが、地域としてのライフラインを維持していくこと

の合意は必要と考える。 

 

 ⑥ 行政サービスについて 

 ・１つは、ICT などを活用した行政サービスの効率化、便利化。 

 ・行政に任せるのではなくて、みんなで工夫して取り組むべきことである。シ

リコンバレーの例として、行政の仕組みをベンチャー企業並みにするには

どうすればいいかという市民によるワークショップを行い、革新技術が進

んだという事例がある。 

 ・２つ目には、行政職員の削減が効率化だと言われることがあるが、それでい

いのかという議論があった。 

 ・これからは、市民みんなが行政職員であるというような関係性を築くことが

必要である。行政職員の中だけの効率化だけではなく、地域のサービスを支

えるためには、市民と一緒になって課題を解決しなければならないので、庁

内の閉じた議論ではなくて、市民に開かれた行政サービスの体制づくりを

していくところが重要で、「ひとづくり」がキーワードになる。職員との人

間関係が大事だとの意見もあった。 
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４．次回会議について 

・第６回 １０月２６日（月） １９時から 

羽咋市役所４０１会議室 

 

５．その他 

  特になし 

 

６．閉会 


