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第４回 第６次羽咋市総合計画 審議会 会議録 

 

日 時 令和２年８月２６日（水） 19 時～21 時 00 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８名） 

 アドバイザー 金沢大学 佐無田教授 

 市側出席者 

  [事務局] 

       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 １名 

 

 

１．開会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．審議事項 

（1） 将来都市像と計画体系の決定について 

 

 事務局より説明の後、委員から意見をいただく  

 

【委員】 

 ・「ほっと」（ＨＯＴ）を何度も使わず、別の言葉でもいいのではないか。 

 

【委員】 

 ・何度も使うことは、より印象づける意味では効果があると思われるから、良

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】 

 ・ほっとするという意味とＨＯＴ（熱い）をかけるという意味で使用している

が、老若男女、誰でもチャレンジする人たちを応援していき、積極的に「ひ
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とづくり」をしていきたいという想いがこもった表現である。 

 ・また、前回委員の方からも、「チャレンジ」という言葉を入れたらどうかと

のご意見があった。「ほっとする」羽咋という「よさ」の部分と、チャレン

ジする熱さという両方の想いを入れ込んだ形で作ろうと事務局が苦心した

と思われる。 

 ・ここに至ったプロセスが大事である。キャッチコピー的にはどうかという点

はあるが、それ以上に議論してきた過程とメンバーの想いをできる限り取

り込んでまとめ上げたいという想いを感じる。 

 ・今回は、これらのプロセスが非常に反映されており、良いことであると思う。 

 ・今後、総合計画の中の、より具体的な基本計画の審議に入っていくので、「ひ

とづくり」に対し、皆さんは想いを持っておられるので、その想いを基本計

画にも反映していければいいと思っている。 

 ・基本計画の中では、皆さんが具体的に想っている「これからの羽咋のあり方」

ということを反映していけるかが重要となってくる。 

 ・基本目標の部分では、大きな方向性としては、イメージされつつあると考え

る。 

 ・次は基本計画の議論に移ってくるが、細かい部分も大切である。神は細部に

宿るというふうに言われるが、この細かい部分を丁寧に作成していってい

ただきたい。基本計画に魂を込めるという作業である。 

 ・皆さんの想いが、羽咋市の計画に込められていくことが大切である。 

 

【会長】 

 ・事務局から説明のあった将来都市像と計画体系で進めることでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

 ・事務局案を了承することとする。 

 

 

（2） 基本計画について 

 

 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（詳細は別紙を参照） 

 

【１テーブル：歴史・文化・伝統の再発見と活用】 

・文化財の周知・宣伝が不足しているとの指摘があった。 

・情報の発信方法については現代的な多様化が必要ではないか。 

・特定の文化財のみではなく、いろいろな文化財について、幅広く価値を周知
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し、活用していくことが重要 

・多種、多様な意見を持つ地元の人からの協力体制を築き、その支援も行って

欲しい。 

・学習や情報に触れる機会を増やし、保存活用に対する機運を高める。 

 

 

【２テーブル：文化を育む環境づくり】 

 ・他の市などは、劇やコンサートなどをしているが、羽咋ではしていない。も

っと文化芸術鑑賞の機会を増やすような施策はできないのか。 

 ・「第二のふるさと愛」とは「いつでも、どこでも、はくいびと」 

 ・自然栽培の野菜など地域資源を１００％使った学校給食を推進する。ほか

の自治体では取り入れているところが結構ある。羽咋市は早くから自然栽

培に取り組んでいるのに遅れていると思う。 

この活動は子供たちに「ふるさと愛」を教えたり、誇りに思える農業を伝え

たりすることができる。 

 ・総合計画に「人づくり」に関する取組を具体的に取り入れる。  

・自分の子どもは太鼓をしているが、発表する機会がない。もっと文化振興

をする発表の場をつくってはどうか。 

・ふるさと愛を育む祭りの在り方について、それらのお祭りを合同で行う。

ひとつの町で行うより、人が集まって盛り上がるのではないか。 

・質の高い文化祭を開催する。昔は子どもの作品や食べ物を提供したりな

ど、賑わっていた。もっとたくさんの人を呼べる企画を考えるべきだ。 

・美術館・博物館がない市は県内で羽咋市だけ。美術館を建設し、市民ギャ

ラリースペースを設ける。そうすれば、活動も活発になるのではないか。 

・歴史・文化財の魅力を市民にわかりやすく身近なものにする。羽咋に文化

財がたくさんあることを知らない人が多いと思う。 

・羽咋市のまちの成り立ちを古代からわかりやすく発信する。 

・文化協会と連携してみてはどうか。 

・参加したいが方法がわからない親子もいるから、各地域の祭りの練習日程

や内容をわかりやすくお知らせする。 

・国際交流事業がないので、国際交流の充実に向けて取り組む。 

・学校教育で羽咋市の歴史を勉強する。 

・英語のパンフレットを作成する。 

・web、SNS、HP にイベントの日程等を紹介する。羽咋は web をもっと活用し

ていった方がいい。欲しい情報が HP などに載っていないことがある。 

・youtube チャンネルで羽咋市を出た人が羽咋市について学べる環境づくり

を整備する。 

・昔ながらの手仕事など、次世代へと引き継ぐ取り組みをする。手仕事と

は、梅干し、味噌、醤油、鏑寿司、かき餅などを作ること。 
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・自然栽培の梅や大豆を使うなど「自然栽培」の取り組みを通じて人と人と

をつなぐ。 

・コロナ禍にも対応したインバウンド向けの施策を検討する。自然栽培の農

業視察などは野外などで三密の心配がない。 

 

 

【３テーブル：自然と共生する生活環境の保全】 

 ・水質の数値は具体的な物質でどういったものが含まれるのか説明できるよ

うにしておくであるとか、計画の記載についても具体的な例を挙げて市民

が理解しやすいようにした方がよいのではとの意見を頂いた。また、市民

の取り組みにより、人づくりや観光など幅広く展開が期待できるものを取

り入れたらどうかとのご意見を頂いた。その他の意見は以下のとおり。 

・原生林入らずの森の大切さを学校で勉強する。 

・間伐材を活用した事業の展開（例：タイニーハウス等、ＳＤＧｓ、里山保

全） 

・猪を駆除する。 

・蛍、オオサンショウオ、白鳥など希少生物を具体的に表記してほしい。 

・魅力的な農業にして、羽咋市に移住した人が農業をすることができるよう

にする。 

・環境と調和する景観の保全に取り組む。例：河川周辺を整備する。 

・河川を遊歩道にして、川の流れを人の流れ、健康維持につなげていく。 

・ゴミステーションを大幅に設置し不法投棄を減らす。 

・ゴミ回収方法の積極的な広報活動をする。 

・邑知潟の水質を入れたのは良い。 

・子どもたち（小中高生）がＥＣＯやクリーン活動に参加する。 

・公衆浴場を利用する常連の方のマナー意識を高める。 

・そもそも公衆浴場が必要なのか。 

・水質の数値向上のために、具体的な原因究明とその改善に向けて取り組

む。 

・海岸保全事業を国直轄事業にする。 

・千里浜海岸の侵蝕対策を抜本的に考える。 

・千里浜海岸の整備。 

・クロマツの保護と植林に取り組む。 

・なぎさクリーン運動は小中高は必修にしてはどうか。例えば年に２，３回

程度。 

 

 

【４テーブル：環境を基調とした持続可能な社会形成】 

 ・ひとづくりの視点から、環境教育の普及啓発として、子どもの頃からの教育
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や、分別やごみ減量化の取り組みに対してよい取り組みにはインセンティ

ブを与えることで推進していけるのではないか。 

 ・循環型農業や循環型の暮らしのモデルケースの地域を作る等、エコなまちと

してアピールすることで、より魅力的なまちづくりにつながる。 

・自然栽培も循環型社会の取り組みに含まれるという視点を。 

 

 

【５テーブル：緑豊かな環境づくり】 

・道の駅及び公園にドックラン、自然栽培農産物を素材としたドックフード、

ドックシャワーを設置すればどうか。最近はペット連れが多いため集客が見

込めるのでは。 

・一つ一つの公園を整備するより、1箇所大型公園を整備する方が魅力的であ

る。 

・タイニーハウスと自然栽培家庭菜園農地をセットで市外、県外の方に販売す

る。また、ＳＤＧｓの授業の一環として修学旅行の場として活用。（農村公園

等） 

・公園の利用状況を調査し、利用者が多い公園に必要な整備を行う。 

・神社仏閣に公園を造ればどうか。 

・公園の利活用として、パーマカルチャーに興味ある人たちに貸すのはどうか。 

・パーマカルチャーの概念を公園に組み込む。（コンポストトイレ等） 

・蛍が見れる場所づくりに取り組み、観光資源にする。 

・公園と散歩道を一体化する。（運動公園と駅を遊歩道でつなぎ合わせて整備） 

・中央公園をもっと開放的にならないか。 

・健康推進のため各公園に種類の違う運動器具を入れ、利用者が公園を回って

全身を鍛えるようにする。（最新器具やほかにあまりないものを設置） 

・ＳＤＧｓをテーマにした公園づくりをする。 

・放置森林はトレッキングの森として活用する。 

・周囲に自然がたくさんあるので道沿いの手入れができないところの花壇を

減らす。 

・公園を魅力的にすると人が集い利用するようになる。子育て世代の移住も期

待できる。 

・今後公園を整備するとき、避難所や防災を考え盛り込む。 

・市街地には公園が多いが都市計画区域外には公園が少ない。手軽に行ける公

園が必要。 

・公園の緑化は芝生だけでなく、羽咋市に昔からある樹木を植えればどうか。 

・住民の立場に立った公園街路樹の整備をする。 

・川を活かした公園を造ればどうか。 
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【６テーブル：安全で信頼される上水道の推進、適正で効率的な下水道の推進】 

・人口減少で持続可能なまちづくりを目指し、コンパクトシティ化を図る。 

  併せて、上下水道整備についてもコンパクトシティ化を図る。 

・水道料金収納対策の強化をする。特に未納対策に取り組むことが必要である。 

・外部委託の推進とあるが、施設等の計画等については、公がやるべきである。 

・水道施設及び下水施設については、安全安心のため、警備等を強化しなけれ

ばならないと思われる。 

・水道の耐震化・ＩｏＴ化を進めてほしい。 

・羽咋市の水はおいしく安心して飲めることをアピールしたらよいと思う。 

水を買わないことはペットボトルゴミの減少になる。 

・安心安全なインフラ維持は生活の基盤になる。 

・下水道の管路整備を行わない地域がある。市民等への現状説明が必要なので

はないか。 

・上下水道代が安くなるとありがたい。 

 

 

【佐無田アドバイザー】 

 ・いろいろテーブルで話を聞いていて、なかなか難しいなと感じている。 

 ・行政としてやらなければならないこと、つまり行政の課題として認識してい

ることと、市民が市民目線で、ひとづくりも含めて、こんなことができたら

いいんじゃないかと思っていることの間に、まだギャップがあるように感

じる。どうしても行政がディフェンスしているように見えるところがあっ

た。 

 ・この会議の最初の回に、今の時代に、総合計画は何の目的で作られるのかと

問いかけたが、大きく２つのことを区別した方がいいのではないかと感じ

た。 

 ・１つは、行政が取り組むべき地域のいろいろなものを整備していかなければ

ならない整備目標と、もう１つは、その整備されたいろいろなものを市民が

活用し活動することを行政が応援する行政の役割目標という形で分けて、

この基本計画に入れ込んでいったらいいと思った。 

 

 ・１班では、「歴史・文化・伝統の再発見と活用」 

・行政として全部の文化財を丁寧に整備、管理していくことは難しいので、行

政として整備するのはこれとこれという話と、地域にある文化的資源を活用

していろいろなストーリーを作って提案していくという市民の活動を応援

する仕事とに仕分けしたらいい。 

 ・いろいろな面白い提案が出ていた。例えば、文化財ナイトツアー。白装束を

着て夜中に文化財を巡るツアーなどが提案されていた。 

 ・このように文化財を活用する提案を市民にどんどん出してもらって、それを
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企画して市民の活動として実施すればいい。それを行政が応援できるとい

うことを考えて計画に入れて行けばいいのではないか。 

 ・これからはあらゆる施設やインフラ、地域の環境整備など、どのようなもの

でも地域のプラットフォームという考え方が大切である。プラットフォー

ムなので、それをどうやってみんなが使うかという時に、多目的で多機能で

なければならない。 

 ・文化財を使って、学校教育を行ってもいいし、文化財を使って、地域の健康

づくりのための取り組みを行ってもいい。 

・文化財を整備するという行政的目標と、地域的にプラットフォームとして活

用したいという側面で入れ込むことが必要である。 

 

・２班では、「文化を育む環境づくり」 

・発表や活動の場がもっとほしいという意見が出ていた。 

・活動の場所、プラットフォームがいろいろあればいい。既存の施設でも、民

間の場所を活用してもいい。 

・ふるさと愛の醸成に取り組むといった話も出ていた。 

・いろいろな文化活動を提案する市民活動が、いろいろな形で提案されていた。 

・その活動をしやすくすることを行政として考えてもらえればと思う。 

 

・３班では、「自然と共生する生活環境の保全」 

・河川を活用して人の流れを作り出すという意見があった。とてもいい意見だ。 

・これまで通りに、行政として整備しなければならない点はたくさんあると思

うし、やっていかなければならないことであるが、自然環境の良さを提案し

たり、環境学習のような形で取り組んだり、自然農法に取り組んだり里山保

全に取り組んでいる人たちが、活動したり普及啓発したり、いろいろなツア

ーを作ったりといった提案型の環境整備の取り組みを行政と地域が一体と

なった機会がもっと取り入れられればいい。 

 

・４班では、「環境を基調とした持続可能な社会形成」 

・環境教育という視点で、ひとづくりの話が出ていた。 

・ひとづくりという普及啓発もさることながら、再生可能エネルギーや風力発

電など循環型の持続可能な社会形成に資する事業者をどうやって育ててい

くか。ネットワークを形成し、支え合う環境をどうやって築いていくかとい

うことが大きな課題になると思う。 

・この項目は、もっとビジネスに寄って考えてもいいと思う。 

 

・５班では、「緑豊かな環境づくり」 

・パーマカルチャー型公園やＳＤＧsテーマの公園づくりなど、市民の皆さん

はアイデアが豊富でいいと感じた。 
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・公園という場所を、いかにプラットフォームとして活用していくか。 

・公園を整備するのは行政の仕事ではあるが、その公園をどういう風に企画す

るかという点を市民にもっとやってもらうということを目標に盛り込めば

いいと思う。 

・市民提案型公園整備ということを実験的にできたら面白い。 

・行政が整備したものを使ってくださいというスタンスではなく、使い方を提

案する市民を育てていくということが目標という形。 

 

・６班では、「安全で信頼される上水道の推進、適正で効率的な下水道の推進」 

・こればかりは市民提案がしにくい項目である。 

・インフラ的な整備目標は、行政としてしっかりと明記すべき。 

 

・全体として、いろいろな施設や資源、環境を活用していく人たちを、どうや

って育てていくかという方向性に変えていくということが重要なことであ

ると思っている。 

・施設は全て、多目的、多機能であるべきだ。 

・この多目的、多機能という視点は、全体を通じても考えるべきことである。 

 

 

４．次回会議について 

【事務局】 

・第５回 ９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 


