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《市民活動団体と羽咋市長の語る会》

「羽咋市長が語る「羽咋市長が語る
　　これからの市民活動について」　　これからの市民活動について」

　岸市長は、羽咋市まちづくり基本条例に「市民と市との話し合いの中から、
市民一人ひとりが自ら考え、共に行動し、力を合わせてまちづくりに取り組む」
と規定されているように「協働のまちづくり」を推進していく先に「これからの
目指す市民活動」があると熱く語られました。

　「これからの目指す市民活動について」は、少子高齢社会の中で地域によって違っている。地域の
課題を地域で取り組む、そういう地域の組織運営を「小規模多機能自治」といい、小規模多機能自治
を行う運営組織「地域づくり協議会」の拠点を「コミュニティセンター」といいます。「コミュニティ
センター」は、主に生涯学習や社会教育分野を担う公民館機能に加え、防災・福祉・地域振興等の幅
広い活動ができる場です。健康づくりや地域の交流の場、皆様の活動を含めいろいろな市民活動の拠
点となるところを作っていきたい。これが、「これからの目指す市民活動」と述べられました。講演
内容の主な項目は以下のとおりです。

１ 協働に関する政策上の位置付け
（１）総合計画　目標：希望を持ち、助け合い、活躍できるひと・まちづくり
（２）総合戦略　目標：人口減少時代に対応した持続可能なまちづくり

２ 現在取り組んでいる具体的事業
（１）生活支援協議体の設置・運営支援
　　　市民主体の支え合い助け合う協議体の立ち上げ及び運営の支援を行う。
（２）市民提案型まちづくり支援事業
　　　地域の課題を市民と市との協働により解決する市民主体の取り組みを支援する。
（３）住民自治活動報告会の開催
　　　地域づくりに取り組む市内団体の事例発表する場を設ける。

３ 今後の方向性
（１）先駆的地域のフォローアップ、モデル地域へ
　　　神子原地区・鹿島路地区で独自の地域づくりがスタート
（２）地域おこし協力隊の活用
　　　協働の地域づくりにつながる人材を広く公募
（３）地域運営組織（小規模多機能自治組織）への発展
　　　地域の課題を自ら解決する地域運営組織である「地域づくり協議会」の設置支援
（４）コミュニティセンター化の推進
（５）コミュニティセンターは、「地域づくり協議会」の活動拠点
　　　協働のまちづくり推進と地域にあわせた小規模多機能自治の拠点整備
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新たな地域の仕組み新たな地域の仕組み（イメージ図：七尾市行政視察資料より）　（イメージ図：七尾市行政視察資料より）　

公民館からコミュニティセンターへ

公 民 館

地域づくり協議会

コミュニティセンター

◇公民館事業
（教室やイベント）

※事業を行うための組織
・公民館の施設管理（貸館） 

組織
（事業）

機能
拡大

施設
管理 

◇地域運営組織
地域の課題に対して、自ら考え行動する
中心となる組織・仕組み（ソフト）
・社会教育事業（教室やイベント）
・防災・福祉・地域振興事業
・地域課題の解決に関する事業

◇公の施設
地域づくり協議会の活動拠点（ハード）
「貸館」＋「活動拠点」

「市民活動団体と市長との意見交換」
　「市民活動団体と市長の語る会」を10月４日市役所で開催し、市内14の各種団体が参加されました。
各団体の活動紹介の後、市民活動の課題及び市との協働について意見交換が行われました。
　市民活動団体と市長との意見交換の主な項目は、以下のとおりです。

　（１）「オーガニックビレッジ」の推進について
　（２）猫等の動物愛護活動の取り組みについて
　（３）千里浜の浸食状況と対策（千里浜プロジェ
　　　 クト）について
　（４）地域おこし協力隊の住居支援及び空き家対
　　　 策について
　（５）公園や施設の利用申請等窓口の一本化につ
　　　 いて
　（６）観光ボランティアガイドの活用について
　（７）休耕田に花を植えるなどの花いっぱい運動
　　　 について
　（８）市民活動のイベント情報の周知等について
　（９）子ども達の冬場の遊び場について

　いろいろな分野についての要望、提案、意見交換などが行われました。市長は、じっくり意見を聞
き、丁寧に説明やアドバイスをされました。また、それぞれの課題については担当課に伝えるとともに、
皆様の意見を聞きながら最終的には決断させていただきますと力強く答えられました。
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《住民自治活動発表会＆学習会に参加して》

第１部　住民自治活動の発表第１部　住民自治活動の発表
第２部　これからの地域自治活動第２部　これからの地域自治活動

　１０月２９日コスモアイル羽咋において住民自治活動発表会＆学習会が開催され
ました。今後さらに少子高齢・人口減少が進んでいく中で、これまで同様の地
域自治活動は難しくなってくると思われます。この度の学習会では、このような
課題への取り組みとして「小規模多機能自治（地域運営組織）」について学びま
した。

第１部　住民自治活動の発表第１部　住民自治活動の発表
　第１部では、市内の地域自治活動と中学生の地域づくり活動の紹介があり、地域の未来づく
りについて世代を超えた発表が行われました。
　第１部の住民自治活動発表の内容は、以下のとおりです。

１ 未来を担う羽咋中生徒の発表
　羽咋市がより暮らしやすいまちになるための提案として、住みよさランキ
ングについて羽咋市は812市区中305位であるが、「住めば都度ランキング
（造語）」全国１位を目指しては、と子ども達ならではの柔軟な発想の提案
がなされました。

２ 地域おこし協力隊員（トマト王子）の活動
　柴垣町に拠点を置き、活動しているトマト王子は西北台小学校や邑知中学校での子ども達との交
流や商品開発、鹿島路地区でのさつまいも掘りなどの羽咋市における体験を通して、今後全国に羽
咋市の魅力を発信していきたいと熱く語られました。

３ 寺家町の有償ボランティアによる支え合い活動
　住民主体の助け合い・支え合い組織である生活支
援協議体の羽咋市第１号である一ノ宮地区生活支援
協議体の活動実働部隊として、寺家町では「頼む
ね」の方言からとった「たのんねっと」という愛称
の有償ボランティア組織が立ち上がりました。他の
協議体のモデルとして期待されています。

（主催　学びあい５色の絵の具、羽咋市）
（協力　羽咋市教育委員会、羽咋市社会福祉協議会）



第２部　これからの地域自治活動　－小規模多機能自治を学ぶ－第２部　これからの地域自治活動　－小規模多機能自治を学ぶ－
　第２部は、北陸エリアの住みたいまちランキング１位である富山県南砺市の小規模多機能自
治の取り組みについての発表でした。
　南砺市は、ユネスコ世界文化遺産の五箇山、日本遺産の木彫刻のまち・井波、ユネスコ無形
文化遺産の城端曳山祭などを擁し年間345万人の観光客が訪れる観光のまちです。
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４ 未来を担う邑知中生徒の発表
　地域の方との防災体験学習や神子原米モナカなどの商
品開発を通して、自然のすばらしさや羽咋に住む人の温
かさを改めて感じた。また、神子原米モナカのパッケー
ジデザインやターゲット、コスト、ポスター、ポップ、
ＣＭ制作を通して商品開発の難しさと魅力を学んだと発
表されました。

５ 菅池町の高齢化率を下げた中山間地の移住定住の取り組み
　菅池町は、自然栽培などを通して多くの若者が移住し、高齢化
率が下がり限界集落ではなくなりました。子ども達が増えたこと
による秋祭りの獅子舞復活、移住者が町会の役員となるなど活気
あるまちに変身したとのことで、羽咋市の将来の希望がうかがえ
る発表でした。

南砺市市民協働部南砺で暮らしません課
　船藤　統嗣　課長

　平成16年に４町４村が合併し人口約６万人の南砺市が誕生しました。平成24年にまちづくり
基本条例を制定し、協働のまちづくりを推進していく中で、地域の課題は地域で考え解決して
いくのが一番いいのではないかということから、平成31年から令和２年にかけて全地区に地域
づくり協議会が設立され、小規模多機能自治が始まりました。
　南砺市の小規模多機能自治の特色は、地域づくり協議会の支援を行政が行うのではなく、人
的支援を行う第３者機関の「一般社団法人なんと未来支援センター」と資金的支援を行う「公
益財団法人南砺幸せ未来基金」の２本立てで支援しているところです。「なんと未来支援セン
ター」は、住民組織による地域活動が円滑に運営されるよう相談窓口となり、情報共有する会
議を開催しています。また「南砺幸せ未来基金」は、市民や事業所からの寄付や融資、出資の
ほか休眠預金口座事業等を活用して、地域課題解決につながる事業に助成や融資を行うなど資
金的支援を行い、なんと未来支援センターと連携して住民自治をサポートしているものです。



事業を始めるには、 特に以下の５点が大切だとのことでした。
 
　（１）とにかく始める！　☆自分たちの問題ですよ～！
　（２）はじめればどうにか走り出す！ 
　（３）走り出せばいろんな課題が現れてくる！ (見えてくる)
　（４）課題があればみんなで知恵を出しながら前に進む！
　（５）自分たちがお世話をしてもらえる人材を育てよう！

南砺市大
お が や

鋸屋地域づくり協議会
　松本　　久　会長

　大
お が や

鋸屋地域づくり協議会は、９集落で設置した組織で、区長会・自主防災組織は独立組織と
し、事務局、地域づくり推進会のもとに８部会を設置しています。集落が健やかで快適な環境
づくりや、美しい地域を維持するための支援策や地域の特産品を活かした活性化事業を展開し
ています。
　大

お が や
鋸屋地区では、まず中学生以上を対象に住民アンケートを実施し、取り組む課題や組織の

在り方、今後の村づくりについての計画を策定しました。現在事業としては、地区で独自に災
害時の要支援者リストを見直し再作成して、ゴミ出し、除雪、避難所への移動援助を行うほか
通所型サービスＢの大

お が や
鋸屋ひらすんま会（ミニデイサービス）を開催しています。
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組織＆拠点施設＆常設事務局組織＆拠点施設＆常設事務局
（イメージ図：小規模多機能自治推進ネットワーク会議資料より）（イメージ図：小規模多機能自治推進ネットワーク会議資料より）



SNS 講座　報告

ホームページのご案内

樹脂粘土体験教室　報告

★当センターのフェイス
　ブックを HP にリンク
　フェイスブックに登録団体の
　イベント情報やお知らせを
　投稿しています。

羽咋市市民活動支援センター
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花いっぱい運動関連講座花いっぱい運動関連講座

これまでよりもより見やすく、これまでよりもより見やすく、
検索しやすくなりました！検索しやすくなりました！

≪体験内容≫
バラの花びらを作る　⇒　一輪のバラが完成　⇒
自分で作ったバラを挿し込みオリジナルのフラ
ワーアレンジメントが完成！

熱心に説明を聞く参加者。
講座終了後も投稿されているようです

当センターの最新情報や登録団体の情報が見ら
れます。また市役所HPの「羽咋市特設コンテンツ」

からもご覧いただけます。

←こちらのQRコードからも
　アクセスできます！

　11 月 15 日、SNS 講座「SNS って何？～はじめてのインスタグラム～
（初心者向け講座）」を開催しました。インスタグラムは、自分で撮った写
真をインターネットで公開するアプリです。「自分たちで育てた花を１人
でも多くの方に知ってほしい」との相談からインスタグラムの講座を企画
しました。参加者からは、「訳も分からないまま、さわっていたが何とな
く自分でやれるかもしれないと思った。」、「「インスタを見てみる」という
目標が達成できた。丁寧に優しく教えてくださり嬉しかった。」、「自分の
中でだいぶん進歩した感じです。あとは使いこなせるか問題ですが頑張っ
てみます」などの感想をいただきました。フォロワー数や「いいね」が増
えるといいですね。

★トップページの「お知らせ」
　新着情報がすぐわかるよう「お知らせ」の表示数を

３から６に増やしました。

★「助成金のお知らせ」ページ
　助成金のみの情報が閲覧できるように

　　単独のページを作りました。

　11 月 3 日、羽咋市文化祭にて「樹脂粘土体験教室」を開催し
ました。
　樹脂粘土でバラの花びらを一枚一枚丁寧に薄く伸ばし、数枚の
花びらを合わせて一輪のバラを完成させます。皆さん、時間を忘
れ真剣に取り組んでいました。少し難しいところは、講師の浜辺
深千枝先生やアシスタントの方が丁寧にご指導くださり、それぞ
れ思い思いの作品に仕上がったのではないかと思います。笑顔の
花がたくさん咲き、すてきな文化の日となりました。また、会場
では「花いっぱい運動」としてパネル展示や外来種クイズ、市民
活動支援センター登録団体の紹介もさせていただきました。



ネットワーク会議　ネットワーク会議　～ 未来へ向けた市民活動 ～～ 未来へ向けた市民活動 ～

【定　　員】　50 名（当日参加 OK）　　　【場　　所】　羽咋すこやかセンター３階いきいきホール
【対　　象】　羽咋市民活動支援センター登録団体、その他羽咋市民　
【申込方法】　電話 22-9979 ・ FAX 22-7525 ・ メール office@hakuishien.com　まで
　　※メール・FAX でお申込みの場合は、件名を「ネットワーク会議参加希望」とし、氏名・団体名・電話番号をご記入ください。
　　　お申込み後、2 ～ 3 日経ってもこちらから返信がない場合は、お電話ください。　

【内　　容】　羽咋市市民提案型まちづくり支援事業の活動報告、交流会など

2023年 2/13（月）13：30 ～ 1５：00

市民わくわくアカデミー市民わくわくアカデミー　　《講演及び質疑応答》《講演及び質疑応答》

パソコン、スマホ、タブレットでお困り事、ご相談くださいパソコン、スマホ、タブレットでお困り事、ご相談ください

【定　　員】　50 名（定員になり次第締切）　　【場　　所】　コスモアイル羽咋　ロトンダ
【対　　象】　市民活動・ボランティア活動者、その他羽咋市民　
【申込方法】　電話 22-9979 ・ FAX 22-7525 ・ メール office@hakuishien.com　まで　
　　※メール・FAX でお申込みの場合は、件名を「わくわくアカデミー参加希望」とし、氏名・団体名・電話番号をご記入ください。
　　　お申込み後、2 ～ 3 日経ってもこちらから返信がない場合は、お電話ください。

　【日時】　毎週月・水曜日　午前10：00 ～ 11：30　　午後14：00 ～ 16：00
　【対象】　市民活動支援センター登録団体　　　　【事前予約】　☎２２－９９７９
※担当職員が不在またはご相談内容によっては、すぐにお答えできない場合がございますので、事前にお電話ください。

2023年 ３/19（日）13：30 ～ 1５：30（予定）

登録団体の皆様以外にも市民活動に興味がある方、これから何
か始めたい方、羽咋市民ならどなたでもご参加いただけます。
どちらも参加費無料です。

子どもも大人もワクワクする場所『しばがき』!!
柴垣町を活動拠点とし、自然を活かしたライフスタイルの発信により、
移住者の増加、地元住民との交流促進を目的として活動しています。

報告団体：Tanabata Works
タナバタ　　　　  ワークス

発表会のチラシを作りたいけど写真の入れ方が分からない、会計の仕事を任されたけどExcelの使い
方が分からない、LINEでグループを作りたいなど基本的な操作でお困りごとはありませんか？

【演題】　～ 人生 100 年時代をどう生きるか　～
　　講師　大阪ボランティア協会理事長　早瀬　昇氏
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羽咋市市民活動支援センター
〒925-0027　石川県羽咋市鶴多町亀田17

　　　 羽咋すこやかセンター３階
TEL　　0767-22-9979　
FAX　　0767-22-7525
メール　office@hakuishien.com

※管理・運営　羽咋市社会福祉協議会

== 編集後記 ＝＝
　「ことばは知っているけどSNSってなに？」実は私も
その中の一人でした。今回はインスタグラムについて
学びました。
　終了後、参加された方はどうされたかなと思ってい
たところ、最初はドキドキで投稿を始め、今では堂々
と投稿数を増やして、「いいね」スタンプを獲得される
までになった方もいて、こちらもうれしくなりました。
　無理だったことを当センターがお手伝いすることで
「できる」へ変わろうとされる方や一歩踏み出そうと
される方をこれからも応援します。

しばがきサンデーマーケット

問合せ先

詳細は決まり次第、
ホームページ等で
お知らせします。


