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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第２部会（産業経済） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２４日（火）１３：３０～１５：５０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員６名（欠席３名）、専門委員１名（欠席無し）

幹事４名、計画主任６名、事務局５名

【事務局】

それでは、定刻になりましたので、ただいまから黒部市総合振興計画審議会第３回第２

部会を開催いたします。

初めに、このたびの推薦団体等の役職異動等によりまして、長谷則明委員が退任され、

作井英人委員へとおかわりになっておられます。作井様には、どうぞ、黒部市の総合振興

計画策定に向けて、ご指導とご協力をお願い申し上げます。

それでは、大変恐縮に存じますが、作井委員からごあいさつを賜りたいと存じます。ど

うかよろしくお願いいたします。

【作井専門委員】

今ほどご紹介いただきました、新川農林振興センターの所長の作井でございます。

日ごろ皆様方には、黒部市はじめ新川管内の農林業の振興にご尽力いただいておりまし

て、心から感謝申し上げます。微力ではありますが、黒部市の発展のためにいろいろと参

加させていただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。（拍手）

【事務局】

ありがとうございました。

本日は、Ｂ委員、Ｆ委員、またＧ委員から欠席される旨の報告を受けておりますので、

会議に先立ちましてご報告申し上げます。

なお、ちなみに、それぞれ皆様方が代表の団体からの推薦ということで今回委員になっ

ておいでになります。中には、既に代表職といいますか、団体代表職をおかわりになって

いらっしゃる方もございますが、引き続き推薦をいただいておりますので、代表委員をか
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わっても引き続きご推薦があり委員になっておられるところでございますのでよろしくお

願いいたします。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【部会長】

それでは、開会に際しまして一言ごあいさつ申し上げます。

委員の皆様方には、何かとお忙しい中お集まりをいただきまして、心より感謝申し上げ

ます。また、今回、新たに委員にご就任されました作井英人様には、私どもともに、黒部

市の総合振興計画の策定に向けてご尽力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

さて、平成２４年度がスタートしてはや３週間余りがたちました。前回の部会開催後、

現況と課題から施策の内容、そして、市民・ＮＰＯ・事業者などへのメッセージなどにつ

きまして、委員の皆さんからいただきましたご意見などをもとに、市の庁内会議において

検討、調整され、再度、素案の提示がされておりますのでご確認いただきたいと存じます。

また、今回は、後期計画の事業費の裏づけとなります、今後５年間の財源見通しや素案

の事業メニューを構成いたします個別事業の一覧、そして、他分野の素案も提示されてお

りますので、これらについて皆様方のご意見をちょうだいしたいと考えております。本日

のご意見を踏まえ、来月にもう一度、最終回の部会を開かせていただき、第２部会として

の内容確認を行いたいと考えております。そして、６月には節目となる中間報告も予定さ

れておりますので、本日の部会で議論を深めていただき、当部会に与えられました役割を

しっかりと果たしていきたいと考えております。

何分、第２部会は市民からの受けがよくありません。アンケートしかりでありますが、

非常に評判が悪い部会でありますので、ぜひともひとつ、委員の皆様方のご忌憚のないご

意見を賜りますよう重ねてお願い申し上げ、開会に当たってのごあいさつにかえさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いいたします。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと思いますが、審議会条例の定めによりまして部会長が会議

の運営に当たることになっておりますので、これからの進行を部会長にお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。
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【部会長】

それでは、規定に従いまして座長役を務めさせていただきます。

さっそく、次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。

まず、報告事項の（１）前回部会以降の経過について、事務局から説明をお願いいたし

ます。

【 説 明 】

【部会長】

前回部会以降の経過につきまして、何かご質問などございませんでしょうか。

なければ、報告事項につきましては以上とさせていただきますが、よろしいでしょうか。

次に、協議事項に入らせていただきます。

初めに、（１）の現況と課題から、市民・ＮＰＯ・事業者などへのメッセージの素案、

確認について、事務局から説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

Ｃ委員が途中で退席されますので、この観光振興、２―４から始めていきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、観光の振興ということで、いろいろと議論を前回までしていただきました。

そういう文言が中に入っておるわけでありますが、いかがでしょうか。

【事務局】

恐れ入ります、事務局から追加で、もう二点ほどちょっと説明させていただきたいとこ

ろがございます。

先ほどお配りいたしました参考資料２、それから参考資料３、参考資料４は、それぞれ、
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前回部会での指摘事項とどういうふうに対応したかといった、対応した整理表。それから、

施策の体系図を、前回お示ししました、修正いたしましたこの整理表。それから、参考資

料４が、前回もお示し、修正いたしました指標と目標値の変更、おさらいがてらこの一覧

表にしたものということでございまして、これは前回の協議事項を踏まえ整理したもので

ございますので、ご一読いただきたいと思います。これについては、ご説明は省かせてい

ただきたいと思います。

それから、もう一点、これは前回の他の部会におきまして、後期計画につきまして、ど

のような点に重点を置いて策定したかということが理解できるような、そういった資料が

欲しいと、そういう表現を検討すべきというご意見をちょうだいいたしております。今回

の部会にはちょっと間に合いませんでしたけれども、そういったものを整理いたしまして、

後期の重点課題の整理というふうな資料を作成し、次回の、今度５月を予定しております

が、その折にまた提示させていただきたいというふうに考えております。

追加説明については以上でございます。

【部会長】

ありがとうございました。

どこから切り込んでいけばいいのか、なかなか複雑な難しいところでありますが、この

観光の振興については、私のほうから、ちょっと言わせていただくのはどうなのかなと思

いつつも、要は、観光局と市が、やっぱり一体化して連動をとっていただかないと、お互

いにばらばらな形ではだめなわけでありまして、先ほどの中にも観光局体制の強化、当然、

この中では連携を深めていくということであります。

そういう中で、この中で１つだけ、私も前回もちょっと議論をさせていただいた景観の

整備。景観という言葉が、どこかの部会にありますよというと、３部会に、自然景観の保

全ということがありましたですかね。この資料の一番最初に出てくるんですが、この自然

景観という、それも含めて、この景観、温泉街、あるいは町並みも含めて全部、そういう

景観をどうするのかということが大きい、要は、観光局の２４年度の事業計画では一番最

初のメインテーマになっていますね。その文言が、この中にはどこにも出てこない。他部

会でやっているからそれはここに載せないんですよという前回のお答えだったんですけれ

ども、それだとちょっとどうなのかなと。その辺、他の部門がどこにあって、これとどう

関連しているのかということを、ひとつご説明願えないでしょうか。
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【事務局】

それでは事務局のほうから、まず、ご説明させていただきます。

先ほど資料の確認をさせていただきましたが、大きなクリップで挟んだ他部会の資料を

皆様にお配りしております。それの中で、資料１の第３章をちょっとお開きいただけます

でしょうか。第１章、第２章は皆さん今お持ちですけれども、第３章の資料がございます。

よろしいでしょうか。

第３章の、まず、３―３、市街地住宅の整備という、快適な暮らしを支える都市基盤の

充実したまちづくり、この第３章の右下、４ページになります。右下、４ページの現況と

課題の欄のところでございます。まず、こちらで、計画的な土地利用の推進と中心市街地

の再生といったところに、まず、文言といたしまして、この中ほど、５行目あたりでしょ

うか、「また、屋外広告物の規制、指導を強化し、沿道や町並みの景観保全に努めていま

す。また、今後も市街地の商業化や無秩序なミニ開発を防ぐとともに、災害に強く、かつ、

コンパクトなまちづくりに向けた土地利用の誘導と、景観・保全の創出が求められており

ます。」こういったくだりが載っているということでございます。

また、課題の整理におきましても、この課題の整理の②になります。「景観に配慮した

美しい町並み形成の推進」といったこと。それから、すべての景観といいますか、住みや

すくなるまちづくりという都市基盤にもつながりますけれども、施策の展開方針のところ

におきまして、黄色くマーカーしてございますが、「ユニバーサルデザインに配慮し、す

べての人が生活しやすく、また、住みたくなる町並みの形成」と続きます。こういうとこ

ろ、観光とは一部ちょっと意味合いが違ってまいりますが、そういったものになっている

ということでございます。

また、素案の中に、住み続けたいまちの当初のあたりでございますが、「美しい自然環

境や名水を生かした町並みなど、景観への配慮と活力を創出しながら、コンパクトなまち

づくりに向けた利便性の高い土地利用を推進していく」こういった形で表現するという形

といたしております。

【部会長】

ここについては、私が意見を述べるのは、部会長があまり言うとだめなのかもしれませ

んが。ここは住んでいる、住んでよしの部分ですね。そして、訪れてよしのところが観光
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ということになりますね。そういう点では、やっぱりこの中に、大項目でもないけど、中

項目でいいんだろうけれども、景観のということを、おもてなしも含めて、そういうこと

を文言で落としておくべきじゃないのかな。あそこのユニバーサルデザイン、いろんな、

トイレのサインとかそういうのがユニバーサルデザインということでいいんだろうと思い

ますね。そういうこともここにきちっと落としておくべきことではないかなというふうに

思うんですが、委員の皆様方、いかがでしょうか。

どうぞ。

【Ｊ専門委員】

やはり、観光資源として、黒部はもとより富山県の農山村という、旅行も含めて、景観

が観光資源として非常に重要だと思います。富山湾から立山連峰が一望できるというのは、

ほんとうに富山県の宝でありまして、これは、やっぱり新幹線の駅をおりたり、インター

チェンジからおりて、宇奈月温泉に行くというふうなときでも、美しい農村風景が守られ

ているということは重要で、守るから、農村景観を創造していくというようなことは非常

に重要ではないかなと思います。

ヨーロッパなんかでは農村景観を保全するために、いろんな規制をやっていたり、そう

いう日本で当てはめるとなかなか難しい面はあるんですけれども、そうやっていくことに

よって、非常にそこの観光地としての価値が高まっていくというふうに思います。ですか

ら、我々農林業関係では、そういう美しい農山村の景観づくりのためとか、それから、こ

こにある滞在型農業では、やはり今後、日本語では書いてあるんですけれども、グリーン

ツーリズムというそういったことを体験型で、農業なり林業、水産業の場合もありますが、

そういった体験をしながら、美しい景観の中でいろいろ記憶に残る滞在型の観光をしてい

くということが今後黒部市においても求められていくんじゃないかなというふうに思いま

す。

【部会長】

ありがとうございます。

まさしくそうであろうというふうに思っていますので、やっぱり、景観という何かそう

いう、じゃ、何をするのかというよりもその意識を持つということが大切なんだというふ

うに思いますね。
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それで、専門家のＣ委員、いかがですか。

【Ｃ委員】

第１回、第２回、ちょっとほかの会議等で欠席して、おりませんでしたので、まことに

申しわけなく思っております。

突如、委員長から振られましたけれども、景観についてのお話、私の考え方からいきま

すと、景観というのは、例えば、農業景観であったり、商業景観であったりして、その他

いろいろの景観というものがあるんですが、それを、全体の総合的な景観という中にどの

ように含めていくのかと。私ども観光の立場からいきますと、そういう景観づくりがされ

ておって初めて観光というものに結びつくことができるものだと思っております。したが

って、私どものほうから、一般的には、例えば、町並み景観という言葉が使われるわけで

すが、宇奈月温泉の場合の町並み景観を言ったときに、一体全体、私どもの観光の業界が

言うべきものなのか、あるいはまた、行政がみずから、あるいはまた、行政がかかわって

いるそういう商工労働業者の皆さんがみずからやるべきなのか。

この辺のところは、実を言うと、私、第１回、第２回、欠席しておりますのであまりい

ろんなことは言えないんですが、そういう観点から景観というものが成り立っていってい

るんじゃないでしょうか。あくまで観光というのは、その地域の住民、地域で誇れるもの、

整備されたもの、それを私どもの観光産業がどのようにして活用させていただくか、本来

は、この辺のところかと思います。よく私どもが陳情いたしますと、要するに、観光業界

のことについてはやっておるというようなことをおっしゃられますが、実際上は、そうい

う私どもがお願いすべきことではないんです。その辺のちょっと違いのところがあります

ので、景観というものにつきましては、一概に、私はこの場で時間を長引かせようという

気はひとつもございませんが、宇奈月温泉としては、やはりそういう立場に立って利用と

いうものをさせていただきたい、それが観光の私どもの利用につながるものと思っており

ます。

それから、先ほど、ちょっと観光局との問題が、兼ね合いがありましたけれども、まだ

観光局ができ上がって、私どもの業界の宇奈月温泉旅館協同組合等々の中では、時間もた

っていないわけですので、まだお互いにすり合わせということは、まだ十分ではございま

せん。この辺のことにつきましても、早急なすり合わせをしないと時間と費用の無駄にな

るものと思っております。この辺のところは、またいろいろとその立場でかかわられる皆
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さん方には、切なるまたご尽力とご協力をいただきたいものと思っております。ちょっと

余分な話をいたしました。

以上でございます。

【部会長】

ありがとうございました。

町並み景観、自然の環境はこれは大きい形でありまして、森を守る、地球環境を守ると

いう大きい観点になるものでありますが、町並み景観はだれがするのよというご意見があ

りましたんですが、いかがでしょうか。町並みは、じゃ、だれが、どういう形で、こうい

うまちがいいねというふうに決めるのか、決めないでいいのか、その辺のことがここの中

にうたわれてこないと実効あるものにならないのかなと。県のほうでは景観条例が、国で

は策定はされつつあるんですか、されたのかどうか、何かそういうような記事を読んだ覚

えがあるんですけど。

八尾のまちは、この前行かせていただいたときには、みんなが補助金をもらって、格子

状のこういうふうに昔なりきの景観に変えているかというふうに思って聞いたら、補助金

は一切受けていませんと。みんなが、やっぱりその地域の人たちが、こういう形がいいね

ということで、いろんな大工さんがいらっしゃって、郵便ポストによって、これはだれの

作かということがわかるようになっているという、何か統一したコンセンサスがあるわけ

じゃないんだけど、こういうまちだねって自分たちで思って、町並みが補助なしで順次で

き上がっていっているという形を見てきたわけですが。

いかんせん黒部の場合は、そういう八尾のような思いというか、そういうものもありま

せんし、みんな好き勝手にうちを建てたり、改造したりするわけでありますが、そういう

ところでは、やっぱり大きい何かちょっとしたものの景観、こういうふうにしちゃだめよ、

ああしちゃだめよじゃなくて、何かこんなイメージでお客さんを迎えようよとか、何かそ

ういうやわらかい誘導というか、誘導と言うとまた語弊があるのか知りませんが、何か指

針を示していくということが必要じゃないのかなというふうに思っているわけであります

けれども。

【Ｈ委員】

難しいですね。
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【部会長】

難しい。

【Ｈ委員】

実際、景観という、今ほど現実に、宇奈月の温泉街。

【部会長】

宇奈月ばっかりじゃなくて三日市もみんな同じでしょうね。

【Ｈ委員】

あれなんですけど。まず、やっぱりそこの１つの、どこへ焦点を当てるかということが

一番大事やと思うがですけどね。それで、交通的には、これは大々的に可能か不可能かっ

てわかりませんけど、今の関電の電車がありましょう。あれを極端に、宇奈月のだれかが

言われたことですけど、今の新幹線の駅まで、山電車をおろされるとよかった。そこから

景観を眺めながら、その山電車に乗ってそのまま奥のほうへ入っていければ、これはどこ

の地区にも鉄道関連、その地域に合ったような鉄道で観光客を呼びとめておるということ

で、地鉄の線路とも併用しながら、そういう山電車も乗り入れして、１つの、そこから、

新幹線の駅から山電車でそのまま奥のほうへ行ければ、それも１つの、ある程度の呼びも

のになるんじゃないかなということやし。そこら辺の町並みといえば、なかなか、一般の

観光、宇奈月の温泉街から過ぎたところで、うちをどうのこうのということになると、こ

れは宇奈月沿線の皆さん方、あるいは道路沿いにおいてでもかなり難しいと思うんですよ

ね。

それと、特に、この辺は雪が降ると、今年のようなことになると、かなりのそれなりの

土地の姿というものを、雪山に持っていくのか、春山に持っていくのか、その辺も焦点を

合わせんと、なかなかその辺は難しいなと思うがですけど。やるとすれば、どっちかにで

も持っていかれるような方法で、景観を整えるということも１つの案じゃないかなと思う

がですけどね。

【Ｃ委員】
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私、時間の関係で、多分ちょっと一言だけ。

景観づくりというのは大変難しい問題で、その地区をやろうとすると、個人財産もあれ

ば公共用の財産もあります。いろいろな問題で、その絵姿を描くということ自身にも問題

があるかと思います。１つは、じゃ、どのようなコンセプトをつくっていくかという、ト

ータル的な、ある程度グラウンドデザインというのがやっぱり必要になってくると。例え

ば、黒部の場合は、仮に、私の個人的な考えで申し上げますから、この辺のところはちょ

っと無視していただきたいんですが。

例えば、旧北陸道下街道といいますのがうちにあります。上街道は、愛本からの上街道

でございます。じゃ、そういうものの中に、どうやって歴史的な文化遺産、あるいは神社

仏閣がどう落とし込めるのか。そういったところから、この地区は外から見られたときに、

江戸時代はどのような町並み構成であったんだろうと、そういう中で、その問題がいいの

か悪いのか、これは地域住民、あるいは行政が携わってお話をいただければいいかと。も

し、そのコンセプトがとれるようであれば、それは景観づくりに一歩進む１つ前提条件が

出てくるかと思います。それも急ぐ必要はありません。まず、道路の改修であったり側溝

の改修であったり、そういったときに徐々に進めていただければいいわけですね。それが

現代の生活の利便性とマッチしていないとこれは破綻するものだと思っております。した

がって、その辺のところを含めて、景観づくりというのは、言葉では簡単だけど行うがか

たしで、大変重要な問題を含んでいるものと私自身は思っております。

私はもともとは、ちょっと余分なことを言いますけど、富山の総曲輪のど真ん中で生ま

れ育って、この宇奈月の地へ来て仕事をさせていただいておりますけれども、実際上、外

から来た人間にとってみれば、もっといろんな、歴史的な文化遺産、神社仏閣、あるいは

伝説、そういったものを、もっと地域住民の方々が誇ってもいいんじゃないんだろうかと

いうものがいっぱいあるかと思います。それは、教育の分野にもかかわってきます。した

がって、その辺のところから、総合トータル的に、いろいろと景観というものに対する認

識度合いを持たないと、もちろん、当然、第１次産業としての農業景観もございますから、

その辺のところは、委員長さん、またひとついろいろとですね。これ、私、第１回目、第

２回目に出ておれば、こういう趣旨も少しはお話ししておったかと思いますが、第３回目

になりましてからの話でございますので、ご参考に、また何らかの形でいただければ幸い

かと思います。
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【部会長】

ありがとうございます。

そういうことで、なかなか難しいところでありますが、さりとて捨ておくわけにいかな

いということで、何かしら考えていただくということを要望してこの議論は終わりたいと

いうふうに思います。

そのほかに、何か皆さん方から。トロッコ電車がというのは、Ｂ委員がいれば話は早か

ったんだろうけれども、昔から出ておる話でしたね。あれができれば、ほんとうは一番い

いんでしょうけど。

【Ｈ委員】

せっかくね。

【部会長】

インパクトがあるでしょうね。

【Ｈ委員】

ある程度、やっぱり、何か１つないと。

【部会長】

だから、何かこの中で目玉になるような、新幹線開業に向けてこれはやるよというもの

が、１つ目玉があると市民の皆さん方の受けもよくなってくるんだと思うんですけど、な

かなかそれが見えない、この文言の中では。

【Ｃ委員】

一番難しいことですけど、地域の皆さんが、やっぱり、おらがまち、おらが村を誇るこ

とじゃないですか。基本は、そこから始まるんじゃないでしょうか。どんなささやかなも

のでも、私はそこから始まるものと思っています。

【Ｈ委員】

それが大事。
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【部会長】

だけど、大きい看板があれば、それはやっぱり小さくするだとか、そういう大きい規制

はしてかなきゃならない。

【Ｃ委員】

看板がね。

【部会長】

看板がね。ちょっと品のいい看板にしていくとか、いろいろ問題があるでしょうね。

そのほかの、観光について何かありませんでしょうか。

なければ、次のほうの、後ろから行かせていただくということで、２―３の商業の振興

につきまして、前回、議論をいただきましたコンパクトなまちづくりで、買い物難民につ

いてはどうするんだとか、歩いて暮らせるまちをどうするんだという話、さりとて、空き

店舗がますます増えていくと、とどめなくまちが崩壊していくというのを、どこでとめれ

ばいいんだということの議論をしていただいたところでありますが、いかがでしょうか。

これについてはこういう文言で入っておりますが、こういうので、もう一つこういうとこ

ろをつけ加えてよということがあれば、発言をしていただきたいというふうに思います。

空き店舗への出店者への支援件数というので、平成２４年は８店舗に、平成２９年には

２８店舗というふうに目標数があるわけですが、おそらくこの反対、この反面、長くやっ

ておられた方々が、やめていかれる方々も片方にはたくさん出てくるんじゃないのかなと。

だから、抜本的な何かをしないと、もとを絶たないと、なかなか、これはその連鎖が終わ

らない。じゃ、そのもとというのは何ですかということになるわけですが、この文言の中

では、それをつかまえているんですけれども、それじゃどうするかということはなかなか

言い切っていないところで。

【Ｈ委員】

難しい話や。農家の後継者もおらんというのは１つの、悩みの種か知りませんけれども、

商業の後継者もおられんがでしょう。
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【部会長】

そうですね。

【Ｈ委員】

というのは、もうからないからされないんでしょう。

【部会長】

いや、高齢化もあるんですね。

【Ｈ委員】

高齢化もやし、後継者も育たんと。

【部会長】

要は、何とかやってきたけど、もう年だからやめざるを得ないとか。

【Ｈ委員】

それと、それからの後継者がおられんから。

【部会長】

そう、そういうことです。

【Ｈ委員】

やってもらえんということは、やっぱり利益が上がらんから跡継ぎを……。

【部会長】

お客が、だんだん、車社会になったがゆえに、ますますいなくなっちゃった。

【Ｈ委員】

その辺もあれじゃね。その辺が、それをまた開放するということも、だから。
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【部会長】

でも、成功しているところはあるんですよ。

【Ｈ委員】

その辺ですね。

【部会長】

そこをまねるのかまねないのか、だけだとは思うんですけど。その勇気のある市町村と

いうかまちは、日本の中ではなかなか出てこないですよね。ヨーロッパではあるんでしょ

うけどね。

【Ｈ委員】

現実に、こういう年配者が買い物に行けんわという、店屋、昔の言う八百屋さんやとか

そういうものがなくなったというのは、確かに、増えてきましたわね。それは、やっぱり

それなりに利用者はおられるかしらんけど、そのような利益が上がらんということが、そ

れがやめていかれる１つの大きな種じゃないかなと思ったね。

【部会長】

私もこれでまだ１年たちませんが、町なかに出させていただきましたが、空き店舗の中

で、この出店者の中の１人になるんじゃないかなと思ってはいますが、歩いている人がい

ない。中心市街地で歩いている人がいなくて、車の往来はもうすごいですよ。だから、そ

の辺、じゃ、車からどうやっておろすのよ、駐車場を持てばいいじゃないか、そういう問

題でもなさそうな感じなんですね。横に１０台ぐらいとまれる駐車場があるけれども、じ

ゃ、そこの小さい駐車場にわざわざ入れて、そこに寄るかといったら、ワン・ストップ・

ショッピングで、大きいスーパーへ行ったりなんかということが。

だから、中心市街地、まちそのものにもっと魅力を持たせないと、そこに、歩いて徘回

しようとする人がいないということなんですよね。だから、旧軽井沢のところは、私、行

っていないのであまり大きいことは言えませんが、車をストップして、そこにみんなが徘

回して、だから、新幹線の駅から４キロ離れているけどみんなそこへ行かれると。そうす

ると、そこへ行くと、１泊しないとおもしろいところがみんな見られないとか。だから、
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そういう形づくりというのは、やっぱり大きいヒントではないのかなというふうには思い

ますね。

ただ、黒部の場合の中心市街地は、上から、市民病院のほうにストレートに救急車が行

きますので、そういう点では、まるっきりストップというわけに、一方通行はできるけど、

ストップということはできないと。いろんな条件があって、なかなか再生するということ

は難しいんだなというふうに思います。

【Ｉ委員】

だから、商業の振興という大きなタイトルの中で、空き店舗対策が一番最初に来る問題

なのかどうなのかというね。先ほど、一番最初に、文面的に、もっと根の深い部分から始

めるべきではないのかという話をされたと同じ、裏返しみたいになるんだけど、空き店舗

を一番最初に持ってくると、何か暗い商業の振興になっていかないのかなという気がする

んです。もっと前を向いたような商業の振興策というものをやっぱりもっと打ち出してい

く必要があるんじゃないかなという気がするんですよね。

【部会長】

ですね。やっぱり、そこに暮らしている人たちで、何かそういう協議会みたいなものを

つくって、行政も中に入って話し合うということが大切なことじゃないのかなと思います

ね。だから、できればほんとうはこれがずっと下に行って、そういうことをみんなで、中

心市街地活性化ということは最初にうたってあるわけですけど、続いてすぐ空き店舗対策

が来るものだから、ちょっとその辺がぼやけてしまうんでしょうけど。

農業のほうだと、今回出てきたのは、農業の再生協議会というのがつくられたんですか。

【Ｈ委員】

ええ。

【部会長】

だから、やっぱりみんなで腹を割って話をする、そういうことが大切なんだよね。ぜひ

とも行政のほうで、そういう仕組みづくりを、三日市だったら、いろんなまちが、僕は中

心市街地は１つだというふうに思っていたんですが、寺町だとか大黒町、みんな違うんだ
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そうですね。だから、それも昔はそういうふうにばらばらで競争していてもよかったのか

もしれませんが、今はそういう時代じゃないと。だから、みんなが一緒になって、そうい

う三日市活性化協議会か再生協議会みたいなものをつくって、活性化というと今まで使わ

れていたから、再生協議会みたいなものをつくってということのサジェスチョン。そうい

うことを書いて、そして、それが、例えば、石田地区、生地地区もそういうものが利用で

きる形づくり、必ずしも三日市ばっかりじゃないということを、ぜひとも、ひとつうたっ

ていただきたいなというふうに思いますね。

【Ｈ委員】

だから、年に二、三回、じんじん祭りを境にして、夏のイベントあたりも、町内、生地

でもどこでもしておるでしょうが。そういうときに、やっぱりかなりのお客さんが、お客

さんという、来るようになる。

【部会長】

いらっしゃいますよ。

【Ｈ委員】

いらっしゃるように、ああいうことをやれば、かなりの人間がいらっしゃるから、必ず

しも悲観的なことは言われないので、そういうようなイベントがあるからいらっしゃるの

はもちろんなんですけど。やはり何かということがあれば、かなり人出でにぎわしくなる

んじゃないかなと思っているので、そこら辺のイベント、なかなか、世話を焼くというこ

とになると大変なのか知りませんけど、そういうことで、何か客寄せというんですか、あ

あいうことができたらいいなと。

【部会長】

いや、あれだけ人が集まってきて、そして、行くと、ノスタルジアというか、何か昔を

感じるような趣もあったりして非常にいいんですよね。だから、ああいう形を毎日できな

いのという。要は、単発のイベントじゃなくてという。じゃ、毎日したときに、何が問題

といったら、車が入れないねとか、そういう問題が出てきて、じゃ、それをどう解決すれ

ばいいとかね。だから、そういうイベントありきですけれども、そうじゃなくて、それを
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試験台にして次のことをみんなで話し合う、そういうことが必要な時代に入ってきている

んじゃないのかなと。イベントだけで終わっちゃうと、疲れたね、終わったね、人がたく

さん来てよかったね、次が見えないんですよね。

【Ｈ委員】

継続していくような、常にね。

【部会長】

だから、それを糧にして、じゃ、このまちをどうするかという議論をやっぱりやってい

かないと。

【Ｈ委員】

実際、そういうイベントなりをやれば、かなりのお客さん、人通りが多くなるものです

からね。

【部会長】

だから、あれは完全に車をシャットアウトしているから、歩いても、何となく昔を、大

通りのど真ん中を歩いていくわけですから、そぞろ歩きで何か感じるんですね。だから、

そういうイメージが、やっぱり毎日あると、ひょっとしたら皆さん、何もしなくても集ま

ってくるんじゃないかという気もするんですけど、それは。

【Ｉ委員】

だから、やっぱり商店街というか、そのまちに行きたいという思いがなければ、シャッ

トアウトするとますます人が入ってこない。

【部会長】

来なくなっちゃう。

【Ｉ委員】

いう感じになってこないかなと気がするんですね。だから、やっぱりそのまちの中で、
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１店でも２店でも魅力のある店というか、あるいは、食べ物屋さんでもいいですけれども、

そういうものが幾つかあると、これはもうそこへ行きたいという人たちが出てくると、じ

ゃ、次、横に行ってみようかというような雰囲気が出てくるかなという気がするんですね。

ですから、そこのまちの中で魅力のあるものが何もないと、どれだけやろうと思ったって

なかなか難しい。

ただ、それは行政だとかそんなところがやるんじゃなくて、やっぱりそれぞれの事業者

が、自分のところを魅力あるものにしていくということにしていかないと、これは長続き

もしないし、一過性にしかもちようがない。ただ、そういう意欲のある人たちが取り組ん

でいこうとするものに対して、どうやって支援していくのかというようなことを考えてい

かないと、とにかくそこの中で、魅力の、何かやっぱり行きたくなるような店とかそうい

うものがないと、なかなか中心市街地の活性化というのはならないんじゃないかなという

気がするんですよね。だから、その根っこは、おそらく三日市の中にもそれはあるとは思

うんですよ。だけど、それが、やる人たちがその気になってやるかどうか。そして、ある

いは、私が応援してやろうかというようなところまでまだなっていないのかなという気が

しますよね。だから、部会長の出されている店が、もっと行ってみたいという思いになる

ように、もっと積極的に。

【部会長】

一回来てください。こんなところで言っちゃった。ここで商売しちゃだめだ。

【Ｈ委員】

それと、今日あたり、新聞チラシに水ギョーザのまたイベントをやるというのが出てお

ったんですけど、２４店舗やら、市内に点在して営業をやられるというのが出ておったん

ですけど。大分あれで、この辺で効果があるものですか。何か聞いておられないですか、

役所の、行政のほうで。水ギョーザのあれで。

【Ｄ委員】

商工会議所じゃないですか。

【Ｈ委員】
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商工会議所か。

【部会長】

いや、まちづくり協議会、まちづくり協議会です、まちづくり協議会。

【Ｄ委員】

そうなると、まちづくり協議会かなと。

【Ｈ委員】

ただ、何か……。

【事務局】

ご説明します。よろしくお願いいたします。

ギョーザの件ですが、これで３年目、もう少しでしょうか、なると思うんですが、今、

各店で扱っておられるところについて募集をかけて、その期間になるわけですが、少しず

つは定着してきているんじゃないかなと。しかし、もう少しインパクトがあればいいんじ

ゃないかなと私自身は思うんですが、もう少し勉強させていただきたいと思うんですが。

【Ｈ委員】

何か隣の入善のラーメンのほうがインパクトがあって、何か黒部の水ギョーザといって

もぴんとこんような。軒数はあるけど、２４店舗やっておられると言われるけど、そのわ

りに何かぱっとせんような。

【Ｄ委員】

今までは固まった場所でやっておられたけど、今度は、各商店が扱ってきたというのは、

広がりが見えてきたんじゃないかなと。

【部会長】

去年から、各商店で皆さん協力して。だから、やっぱり入善のラーメンはみんなでつく

り上げたわけですよね。それで、皆さんラーメンが好きだから。ただ、水ギョーザの場合
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は、焼きギョーザが主力でして、水ギョーザというところのおいしさを皆さんに理解して

もらうには、なかなか難しいという。それで、去年ぐらいから店舗の皆さんに協力という

ことで。だから、これは、やっぱり農業も漁業もいろんなところがみんな協力して、今の

場合はＯＥＭ生産なんですね。あれじゃなくて、やっぱり自分たちでつくる、名水ポーク

を入れて、ニラを入れるのか、黒部産のネギを入れるのか、キャベツを入れるのか、そう

いうのをして、黒部産の魚を入れてやると、ミンチにしてやる。そういうのをつくってい

かないとほんとうのものにならない。水ギョーザで今何かやっている、全国的には少ない

んですよね。だから、これで、例えば、黒部が価値をとれば黒部の特産になりますよ。だ

から、それまでにしようという、みんなで何かしようということをしないと、今、店屋さ

んが協力し出しましたから、今度は本業の農業でみんなもきちんとやる。

【Ｈ委員】

結局は、ギョーザは、中身は全部一括してどこかでつくったのをその２４店舗に配られ

ているんですか。

【部会長】

ええ、冷凍で配布しておるんですね。もとは中国の人たちがつくって、手づくりでやっ

ていたんですが、それだと原価が高くなってどうしても採算割れを起こすということで、

今はＯＥＭ生産になっていると思います。

【Ｈ委員】

結局、そうしたらある程度の、そういう大量につくるところへ、ある程度……。

【部会長】

とりあえず、水ギョーザを広めようという、そういうことだと思いますね。

【Ｈ委員】

広めようと。

【部会長】
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ただ、本来はそれじゃだめなので、黒部市内でそういう会社ができ上がって、そして、

みんなでそういういろんな形のものができ上がるというのが一番理想的ですね。そこまで

少し時間がかかる。

【Ｊ専門委員】

やっぱりそういうグルメを、Ｂ級グルメかわかりませんが、私もここの、ご当地の水ギ

ョーザをまだ食べていないので何とも言えないんですけど、少しでもブランド価値を上げ

ていくときの１つの手段としては、水ギョーザというのはもともとは中国の家庭料理です

から、本来は、その店その店とか、ご家庭ご家庭の味が当然あっていいと思うので、例え

ば、水ギョーザコンテストみたいなのをやるとおもしろいんじゃないか。もうやっておら

れるかもしれませんが。そういうのをやって、市民参加といいますか、味とか幾つ食べら

れるかとか、何かそういうコンテストでもやられるというのはいいんじゃないかなという

ふうに思います。Ｂ級グルメの選手権に出てみるとか、そういうことで、だんだん徐々に

……。

【部会長】

一番最初に、そのコンテストをやり過ぎまして。

【Ｊ専門委員】

そうなんですか、そうなんですか。失礼しました。

【部会長】

だから、やっぱりじわじわとやって、そして、今、この広まった時点でもう一回、コン

テストをやろうかとか、各過程でそういうことが必要だったんでしょうね。最初からどば

っとやっちゃったから、なかなか末端まで浸透しなかったという反省はあると思うんです

ね。これは、どこから脱線しましたっけ。

それで、先ほどの中心市街地のことについては、何かしらもう一項目、現況と課題は、

ですけど、これは施策の展開方針ですか、展開方針のところで、例えば、そういう地域住

民の方々との協議会をつくって、そういうのを話し合うといったこと等のことを、文言を

少し入れていただくとありがたいなというふうに思いますね。そういうことでよろしいで
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しょうか。

【Ｉ委員】

あと、それと、この施策の内容のところで、協働体制のところで、商工会という団体が

出てくるんですが、商工会は、宇奈月町の商工会はもうなくなったということですので。

【部会長】

なくなったんですね。削除して。

【Ｉ委員】

これは要らないのかなと。

【部会長】

そうですね。よろしいですか。

【事務局】

今の部分につきましては、私ども把握いたしておりまして、近く事実を確認した上で、

これは削除、承知しておりますので削除させていただきたいというふうに思います。

【部会長】

そのことでは、観光協会が、まだどこかに残っていましたね、観光局じゃなくて、それ

もまた訂正をしていただければ。

それでは、２―２、第２章の工業の振興について、議論に移らせていただきたいという

ふうに思います。

今日は、Ｆ委員が欠席なものですから、なかなか専門的な知識はありませんが、皆さん

方から何かご意見ないでしょうか。

前回ありました黒部の名水を強調するようなＰＲ、活用が必要であろうということでこ

の文言が入ったというふうに聞いています。それと、再生可能エネルギーの導入支援とい

うことと、技術継承の場の創出、伝統的な産業の継承がなかなかなされないという、そう

いうことについても何か支援をしていかなきゃならないだろうということで、こういう文
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言が入っているわけであります。前回議論を、いろいろと、ベンチャーもしかり、そうい

う場を提供するということもしかり、それと、産学の連携で、要は、ソフトウエア、ハー

ドじゃなくて、知識集約型の企業の誘致をしなければならんということの議論をしてこう

いう文言になったということでありましょうか。

前回の議論、再度、同じような議論をするかもしれませんけど、伝統的な産業をという

か、継承したいんだけど個人でやっておられる方が年だからもうやめちゃうよと、そうい

うものは、機械も、自分で工夫をしながらつくったそういう機械なんかもあって、その人

しか使えない、じゃ、そういうのを伝承でと言ったときに、だれも、どこに言えばいいの

か、どういう形でという、わからないから、じゃ、年だからやめるよということも意外と

多いのではないかなと。私の知っているところも、そういうようなことでですね。だから、

そういうことの意見を集約して、そういう発信をする。何々屋さんが、もう老齢化でやめ

ちゃうよと、だから、だれかかわりにやりませんか、若い人、やりませんか、それにはち

ょっと支援しますよとか、そういうふうな、ホームページとかそういうところで、絶えず

流せる、そういうものも、ここには、企業ガイダンスとかそういう類に入りますかね。そ

こには入るんですかね。いかがでしょうか。

市のほうでは、そういうホームページとかそういうものの受け皿とか、何か。どうぞ。

【事務局】

企業誘致という面での、新幹線開業に向けて大変大事なことではないかなということで、

今、市のホームページでも企業誘致に向けた支援策とかそういうものについて載せてあり

ます。また、実際に誘致のためにパンフレット等もつくりまして、個々の企業等にも当た

っているわけです。

今ほど会長さんが言われた技術の継承という、それについては、今ほどの事業メニュー

の中には少しないんじゃないかなと思うんですが、これも大事なことでありまして、新た

に今度受け継いでいかれる方、また、新規に企業を起こしてというふうになるような立場

で、そういうふうな制度も考えていく必要があると思います。

【部会長】

ありがとうございます。

大きい企業の誘致とか、それについては知識集約型の企業をどうやって求めるかという
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問題があって、それと、伝統的なというか、１人か２人でやっていたものを、じゃ、どう

やって継ぐかという。ほんとうに、その人のそれがなくなっちゃうとその地域のある物産

が消えてしまう。あるいは、生姜糖だったっけ、生姜糖とか水だんごだとか、そういうも

のが、風前のともしびになっている。それは、普通の機械をつくれば、つくれるんだろう

けど、どうも、その人がつくったような味が出てこないとか、そういうものがあって、そ

の人は、だれかがいれば継ぎたいと言っていらっしゃるけれどもということなんですね。

だから、そういうのを、ひとつ、ぜひとも行政で取り上げて探してあげる。探してだめだ

ったらそれはもともとなわけだから、そういうことの手助けも、大きいこともやり、小さ

いこともやるということをやっていただきたいなというふうに思いますね。

なかなか、この文言の中では、後から見ていただくとわかるんですけど、予算なんかの

ほうを見ますと、ベンチャーの支援とか何かいっても、十何万とかなんかしかつかないと

か、言葉と実際とはいろいろかけ離れがあるんだなというふうには思いますが、後で財政

の問題も出てきますので。

【Ｉ委員】

こういうので計画になってくると、非常に抽象的な言葉が、どうしてもそうならざるを

得ないんですが、ほんとうを言うと、今言われたような水だんごだとか、生姜糖だとかと

いうやつが入ってくると非常にわかりやすい話になるんですけど、なかなか、そうすると

全部がそうしなきゃいけないというふうになると思います。でも、どこかでそういうよう

なものを、具体例として何かの形で出していくと、一般の人が読んでいても、そんなこと

なのかということになると。

【部会長】

市民にわかりやすいようにという。

【Ｉ委員】

今、部会長が言われたようなことだって、この技術継承の場というみたいなこと、水だ

んごだとか生姜糖だって、これだけでは想像はできないですね。でも、今、話を聞いてお

るとそういうことなので、そういうようなことをどう表現していくのかということも、や

っぱり大事なのかなという気がしますね。
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【部会長】

そこは、行政の皆さんにお任せをして、名文句を考えていただきたいというふうに思い

ます。

それから、工業のほうで、何かそのほかにありませんでしょうか。

【Ｉ委員】

それと、このメッセージのところで、ちょっと赤いやつで「就職活動する際は、地元の

就職も検討しましょう」という表現でいいのかなというような。もちろん検討してもらわ

ないかんのやけど、やっぱり、もっと地元で就職しようというものにもう少しならないか

なという気はしますけどね。

【部会長】

もうちょっと強烈にね。

【Ｄ委員】

先ほどからも空き家対策とか商店の跡継ぎとかの問題もみんな絡んできて、さっきＣ委

員が言っておられたように、地元を好きになるとか、自分のうちの仕事を好きになるとか、

そういう教育を進めていかないと、そういう気も、やっぱり外へ出ていくという、今悩ん

でいる、皆さん県外に働きに行ってしまうという。昔は、やっぱり長男が引き継ぐという、

そういうのがあったんですけど。でも、今現在、跡を継いでおられるところはやっぱり商

売はうまくいっているんですね。やっぱり、自分のうちの商品が好きで、若い人もやって

おられるところもありますし、そんな、うちのは大したことないと言われるうちは、やっ

ぱり子供に伝えていくという面で怠っておられたうちは、おらの代でいいという思いのと

ころは、全然力も入っていないしという面で、さっきの水だんごとかも話をされましたけ

ど。

生地もボランティアの立場としてやっているのは、やっぱり保育所の子供たちもまち歩

きをさせる、小学校の４年生は地元の勉強をするので、そのときはまち歩きさせるとか、

水だんごの講習会をやったりとかって、そういうほうを進めているおかげで、やっぱり子

供たちは水のことも少しずつ詳しくなってきていますし。前からお話ししている、教育の
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面でも、地元を愛するということで、例えば、遠足に行くのも富山とかどこかほかへ行く

のではなくて、地元にももっとすばらしいところがあるというのを見せていただきたいっ

て前々からお話はしていますけど。そういう面で、そういう教育の仕方を、地元を知ると

いう面で。

最近は壮年会のまち歩きもさせていただいたんですけど、地元の人たちでも、いや、こ

ういうところ、私は知らなかったとかと言われる方が多いんですよ。地元を知っているよ

うで知らないというか、地元の人たちは、まず地元を知るという面で、もう少し何か手を

加えられるような、何かこういうメッセージの仕方があればですよね。さっきも地元にな

るべく就職と言われても、具体的にこういうただ言われても、どういう意味なのかわから

ないですね。対策にはなっていないという、空き家対策も、ただ……。

【部会長】

その辺、事務局、いかがでしょうか。

【事務局】

そうですね。なかなか難しい問題ですけど、今、この市民のメッセージで、どこが不都

合なのかなと言ったら、地元での就職も、「も」という言葉がなかなか強烈さがないのか

なという思いで見ていたんですけれども、さりとて、個々の就職というか、職業選択の権

利を、ここであまりにも地元志向で、地元で就職しましょうと書けるはずもないでしょう

し、非常に難しいなと思いながらも、地元での、「での」というのと、「も」というのが

非常にやわらか過ぎて、Ｉ委員がおっしゃいましたように、インパクトがないと言われれ

ばそうなのかなという思いでちょっと見ておりました。

【部会長】

それで、一歩踏み込んで、教育、要は、地元にこんな企業があったり、こんなところが

あって、企業見学というのもされていると思うんですけど、それはどこかの何部門かのと

ころでありますよね。その中では入っているんですかね。いかがですか。

【事務局】

ここの工業の振興等で、当然、企業立地もありますでしょうし。
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【部会長】

仕事関係の。

【事務局】

はい。

【部会長】

やっぱり、果実だけを求めるんじゃなくて、小さいときからそういう教育することが地

域の産業の育成にもなるということを、何かやっぱり、ここに１項目あると、工業の振興

にも教育がかかわるんだという、皆さんあっと驚かれるかもしれませんよね。さっきの観

光のところでも、Ｃ委員がそれらしいことを言われましたんですけれども、年をとった私

たちが理解しても、次から次へわき出る若い人たちが、絶えず理解していかないと未来に

つながっていかないわけですから、ぜひともそういうことを、これはここで書くべきこと

なのか、それとも教育の中できちっと書いてあるからいいよということなのか、それをま

た再度検討していただきたいというふうに思います。

そのほかいかがでしょうか。すばらしい意見が出てまいりました。

それでは、２―１の農林水産業の振興についてに入らせていただきます。

前回、６次産業化等の議論をさせていただいたところでありまして、そして、国の施策

がふらついているけれども国の施策に準じていかなければならんということの中で、「国

の施策に準じ」という文言を入れていただきました。そういうことでは、大体こういう文

言で、何しろ今日が最後の修正できる場面でありまして、次回は確認をする程度でありま

すので、ここでこうしてくれ、ああしてくれ、これじゃだめじゃないかということを言っ

ていただかないと、次回ではほとんど修正がきかないという。

【Ｊ専門委員】

農林水産業の振興施策については、これまでの議論でかなり細かく踏み込んであるかな

というふうに思います。国の施策に準じということなんですが、やっぱり今、黒部市にお

いても農林水産業の担い手の高齢化というようなところで、担い手対策というのが一番重

要かなというふうに思っております。そのほか、新しい産品づくりとか、それから、６次
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産業化のことも追加されたということで、大変いいことだと思います。

それで、ちょっとこういうのを書いていただいたらありがたいなということについては、

やはり農山村の活性化というようなことで、平地以上に過疎化が進展しているということ

で、耕作放棄地とか鳥獣害の被害なんかも出てきているというようなことで、その辺の中

山間地域対策をどうしていくかということを入れたらいいのではないかなと。黒部市も中

山間地域が広くありまして、その辺で今、県としてもいろんな施策を講じておりまして、

黒部市さんにもいろいろ取り組んでいただいておりますけれども、やはりそういう中山間

地域、農山村の活性化という意味で、そういう中山間地域対策を入れていただくとありが

たいなというふうに思います。

それと、先ほどの観光のほうとちょっと重なりますけれども、やっぱり施策としては、

美しい農村づくりというのをこっちのほうでも入れておくといいのではないかなと思いま

す。県の施策の中でも農村環境整備の事業をいろいろ取り組んでいただいておりますけれ

ども、そういったもので、美しい農村づくりなり環境の保全ということをこれから取り組

むということも非常に重要じゃないかなというふうに思います。

それから、３点目で、農山漁村の６次産業化の中で、これから大事なのは、女性の力を

もっと発揮していただくということが重要ではないかなと思います。農林水産業、特に、

農業を担っている方々の半分は女性でありまして、女性の皆さんの、例えば、直売とか野

菜づくりとか、そういったものを活用した加工品づくりとか、そういったものがいろいろ

ここの黒部市の農林産物の付加価値を高めていくということで、そういった女性の力をも

っと引き出して、そういった売り上げといいますか、そういう振興に役立てていくと、高

めてしていくということで、県としてもそういった施策、農村女性の起業化、起きる業と

書きますけど、起業化の支援、県の施策としてもやっておりますので、そういった面も文

言を盛り込んでいただくと、女性の皆さんの背中の後押しをしていけばいいんじゃないか

なというふうに思います。

以上です。

【部会長】

今のＪ専門委員のご意見について、いかがでしょうか。

この中では、なかなか、中山間地域は後で出てくるんですが、このページにはないです

よね。資料の２のところには農業基盤整備事業という形で、農村環境の保全整備、中山間
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地域等直接支払交付金事業、何かわからんですけれども、そういうのがあったりなんかし

ます。

【Ｊ専門委員】

この農林水産業の振興のところにも、ちょっとそういったことをですね……。

【部会長】

この大題目のところに少し、落としていただきたいと。

【Ｊ専門委員】

そうですね。盛り込んでいただくと、農業の振興のところですか、ちょっと入れていた

だくと。あとは、美しい農村づくりと、それから、６次産業のあたりのところに、女性の

そういう支援といいますか。

【部会長】

女性の起業化支援ですね。

【Ｊ専門委員】

そういったことも入れていくといいのではないかなということであります。

【部会長】

Ｊ専門委員はまだ黒部のことをあまり知らないかもしれませんが、黒部の女性は、大分、

結構活発にやっておられるようであります。

【Ｊ専門委員】

そうですね。女性は活発ですね。

【部会長】

ただ、起業されているということはないので、そういうことの支援というのは必要なん

だと思うんですね。
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【Ｊ専門委員】

そういうことですね。

【部会長】

Ｈ委員、いかがですか。

【Ｈ委員】

なかなか、Ｊ専門委員に言われれば、そのとおりだなと、僕らはね。

【部会長】

そうですね。美しい農村づくりなんかについても、環境のところに書いてあるからここ

に改めて書く必要はないんじゃないかという意見があったりするんでしょうけど、僕は、

あっちにも載せてこっちにも載せるということは、それでいいんだと思います、強調して

いくことだから。あっちに載っているからこっちに載せなくていいんだじゃなくて、必要

なものは、やっぱりきちっと載せていくというのをしていただければなと。

【Ｈ委員】

今、Ｅ委員も来ておられるんですけれども、やっぱり一番、これからの農業的な問題は、

今の放棄田のもので、特に中山間地に多いがですわね。それをいかにして解消していくか

ということを、組合、農業委員の中でも、１つの大きな事業対応ということなんですけど

ね。現実に、やっぱりだんだん、それこそ平地でも増えてきておるという形の中で、一番

頭の痛いところなんですよね。この辺がこれからの中山間地に対するそういう直接払いな

り、いろんなことで国もお金を出すんですけど、耕作放棄地やなんかでいろんなことで問

題が出ておるんですから、大変だと思っていますけどね。

【部会長】

Ｅ委員、いかがですか。

【Ｅ委員】
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今の問題、ほんとうに大変だなと思っております。実際に、放棄田は、おかげさまでそ

んな多くはないですけれども、中山間地を守るためには、あれだけの税金を投入してやっ

てもらっておるということは、環境を整えておる中で、やはり目的を達成しているのかな

と、嫌々でも達成しているのかなというような考えもありますし、先ほどからの教育の問

題も出ましたけれども、観光にしろこの農業にしろ、子供の教育からしないと、小さいと

きから朝飯を食べるよとかって、その教育からしなかったら、基本がそれじゃないかなと。

農業だけじゃなしに、環境もすべてそうかなと思っております。

とにかく、女性の参入ということもほんとう、必要ですけれども、黒部の場合は、なか

なか実に難しいなというようなことも思っておりますし、弁当１つ持っていけば何十万稼

がれるものというは、簡単に単純に考えて。とにかく、黒部の農業も高齢化が進んでおり

まして、今後大変かなと思っております。

先ほどの環境の中でも、観光バスで宇奈月へ上がるときには、二、三年前までは、あれ

は稲がつくってあるのだろうか、草をつくってあるのだろうかという話もありましたけれ

ども、やっぱり地主さんが自覚をして管理すれば、今みたいにきれいになるかなというの

は、まちづくりも一緒じゃないかなと思っておるわけですけど。

【Ｈ委員】

だから、行政で言うのも一つですけど、やっぱり今、Ｅ委員のほうからも言われたよう

に、自分のところは自分でしないと、絶対、人様はやってくれないので、やはりそこが１

つの頭の切りかえするところだと思うんですけどね。どれだけ部署なりいろんなことでい

ろんなイメージを変えて言っておっても、やっぱりそれを実践してやるかやらんかの話な

ので、議論ならどれだけでもできるので、そこら辺が１つの、そこが成功するかせんかは、

そこだけが問題かなと思う。それによって成功するかせんかというのも問題やと思うんで

すけどね。

【部会長】

それぞれの自覚であるとすると、教育、ここにも教育という言葉が出てきます。

【Ｈ委員】

それはそうですね。やっぱり、自分がそこに関係していないと、自分は関係ないんじゃ
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ないかという気持ちでしても、これは絶対できん話なので、関係がなくても全体でやって

いくんだということの中で意識を持たんと、やりましょうと言ったってだれもついてこな

いです。かけ声だけで終わっていくことになっていくから、それなりにやっぱり。それと、

提案した以上は、実行する方法しかないので。地域の皆さん方と協力しながら、環境はも

ちろんのことですけどね。そうだと思うんですけどね。

この部分が一番難しい部署やないですか、部会長さん。

【部会長】

いや、一番難しいから一番最後にしたんです。

【Ｈ委員】

縁の下の力持ちのところで、そういう部署じゃないですか。

【部会長】

だから、やっぱり市民の皆さん方からしりをたたかれてしまうわけです。

【Ｈ委員】

そうでしょう。

【部会長】

そうそうそう。一番大変なところですよ。

【Ｈ委員】

これは、やっぱり何年かたって、文章にしても、市民の皆さん方がそのように協力体制

に入ってもらわんことにはね。

【部会長】

なかなか、そこをどうやって文章化するかということも難しいでしょうけど、Ｊ専門委

員が言われた担い手対策も、文言としては担い手対策をこの中にあまり入っていないんで

すね。皆さんがあまり現実的過ぎるから入っていないのか。市民の声としては入っていま
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すけど。担い手の育成、文言としては、上から６行目ですか、「担い手の育成・確保や経

営規模拡大の奨励の生産体制の強化に努めてきました」ということでありますが、それと、

中山間地のものについては入っていないと。そして、美しい農村づくり、これはだから、

３部の景観で話をしているからいいじゃなくて、やっぱりここにもきちっと、美しい農村

づくり、景観を守りましょうねとか、守ろうというそういうことがきちっと入らないとい

けないですね。そして、今回つけていただきました「農山漁村の６次産業化を推進してい

く必要」ということの文言の後ろあたりに、「推進し、女性の起業化などに支援をしてい

く必要があります」とか、そういう文言でいいんでしょうかね。

【Ｊ専門委員】

そうですね。前でもいいですし。

【部会長】

前でも後ろでも、その辺は考えていただきたいという要望をしておきます。

【Ｊ専門委員】

担い手育成といいますか、国のほうでも、人・農地プランということで、今そういう、

その地域地域で話し合いを進めながら、将来の担い手をどうしていくかということは国の

施策としても進んでおりますし、県のほうでも、黒部市内の基盤整備を進めながら、担っ

ていただくような補助整備等も進めているところであります。そういった事業も活用いた

だければ。あとはやはり、お米プラス複合経営といいますか、黒部にはネギとかいろんな

特産物がありますけれども、そういった複合経営を進めていくということで、ある程度所

得が見込めるといいますか、少しでももうかる農業を示していくというのが後継者づくり

に大事なことではないかなというふうに思います。

【部会長】

米プラス複合経営というのは、今回新しい言葉で出てきましたけれども、そういうのは

いいですよね。黒部はなかなか……。

【Ｅ委員】
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米プラス野菜というのは、黒部は卒業したんやないかなというような感じがしておるん

です。というのは、昔は大布施、村椿、荻生、若栗とか野菜がすごい産地で、黒部スイカ

から始まって、白菜、大根、イチゴとかってたくさんあったんですけれども、大きな会社

が来て、企業が来て楽になってきたら、また稲作のほうも機械化できて楽になったという

ことで、機械を買って、朝晩でやって、そのまま給料を稼ぐという形になったんじゃない

かなと思っておるわけです。今さら、また野菜をつくってどうのこうのと言われたら、ほ

んとうの専業農家なら、何ならちょっと何かやってみようかなということになるんですけ

れども、専業やなかったら、まず買ったほうが得やもん、金銭から言えば。ひどい目に遭

うて、くわで起こして肥料をやって、手間を考えたら、味は別として、物を達成するんだ

ったら買ったほうがよほど得なんや。安くつく。そういうことからしたら大変ですね。

【Ｈ委員】

今言われたように、それと一般の消費者のニーズが違ってきていると。というのは、昔、

今、Ｅ委員も言われたように、売ってくださいという形で、冬場、長い期間、野菜を保存

しておくということで、大根なり、あるいはまた白菜なりというものが、かなり、各家庭

に残しておられたんやけど、だんだん、１年中、白菜、大根があるようになってきたら、

だれも。それでまた、人も減り、消費量も減ったというぐらいですから、他の野菜もたく

さん出てきたものだから、いろんな野菜が出てきたものだから、やっぱりこの辺でつくる

野菜のものが、消費が伸びないという形になってきたものだから。

それとやっぱり、今言われた大きな会社と合わせた中で、田んぼが基盤整備になって、

野菜をつくっておる設計じゃない、水田をつくるための基盤整備補充になったということ

で、そういう関係もあるんやないかなと思うがですけどね。

【Ｅ委員】

笑い話やけど、おばあちゃんが畑で一生懸命野菜をつくってうちへ持ってきたって、嫁

さんがスーパーとかで買ってきて、ちゃんと希望希望のものは食べさせておるという話で

すし。

【Ｈ委員】

何でも、だれかが言ってましたけど、自分ちのうちにトマトでもキュウリでもなるよう
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になったら、だれも食べないので、店屋で買ってきたのは喜んで食べさせて、だんだんそ

ういうふうな。

【部会長】

Ｊ専門委員、本業の人たちがそう言っていたんじゃ進まない。

【Ｊ専門委員】

私も本業なんですが、黒部は、そういう昔からの歴史で、複合化というのは、一回ちょ

っとした農工一体で発展していって、下火になったかもしれないんですが、これから、や

っぱり新幹線の駅も開業していろんな交流人口が増えていく中で、黒部の特産って、お米

は一番なのかもしれないんですが、やっぱりそういう農産物、いろんなバラエティに富ん

だものが直売所とかに並ぶと、宇奈月温泉のそういう朝市というもの、夕市でもいいんで

すけど、そういったところに並ぶというのは、それは１つの魅力になると思うんですね。

営農組合で、営農組合にしたって、これから多分若い人の雇用が入ってくる。年間、どう

やって入ってくる若い人に給料を払っていくかということで、冬の間も何かつくらなくち

ゃいけないというようなこととか。そういったことで、兼業農家であっても、おじいちゃ

ん、おばあちゃんが自家菜園でつくったものをパックにして売るというのは、県内外のい

ろんな直売所の事例でも、結構いいお小遣いといいますか、結構な収入の、おばあちゃん

たちでも結構稼いでいる事例が結構ありますので、そういう意味でも、プロであっても兼

業農家のそういった方であっても、そういう米プラスアルファでいろんなものに取り組ん

でいくというのは、これからの１つの方向性としては大事ではないかなというふうに思っ

ております。

【Ｅ委員】

さっきから悲観的なことばっかり言って申しわけないですけれども、専門家は何をして

おるんだと言われるのは事実なんですけれども、それはそれとして置いておいて。ここに

書いてあるような新たな作物をつくってというようなことも考える必要があるし、もう一

つ、ここに書いてありますように基盤整備も大事なのですけれども、汎用化、ほとんど今、

基盤整備したら水田だけというような考え方で基盤整備しておりますね。そういうことに

なりますと、野菜をつくるということとは正反対の体制が求められるものですから、汎用
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化ということも考えながら基盤整備もひとつ必要かなと思っておりますし。もう一つ、大

区画になりますと、少品種多何やら、多くつくっていくと、そういうふうになりますと、

今度は、圃場が大きく対応できないというような感じも出てきますので。今、黒部の市内

で見ておりますと、小区画のほうで、野菜、一生懸命つくっておられるのかなと、排水も

いいということで進んでいると思いますが、大区画のほうでは、ほんとうになかなか大変

かなと思っております。

それで、担い手の皆さんが、これから大区画の中でもやっていこうかといって、若栗の

ほうでもニンニクなりなんなりやっておられますけれども、それは、やっぱり振興センタ

ーのほうでＰＲしてもらいながら、技術指導してもらいながらやっていってほしいなとい

うふうなことも思っております。

【部会長】

陳情になってしまって。

【Ｊ専門委員】

ご意見ありがとうございました。ご要望もありがとうございました。

基盤整備については、やはりそういう排水をきちっとやっていく。特に野菜づくりは、

野菜とか花とか園芸作物は排水対策が非常に重要ですので、そういったところも考慮しな

がらやっていきたいと思います。ただ、大区画圃場を市内でも取り組んでいただいており

ますけれども、県内、大区画圃場をやっていただいているところでも、野菜に、圃場を区

切ってうまくやっていらっしゃると、いろんな品目を入れてうまくやっておられるところ

もあるので、大区画圃場だから園芸が難しいということではなくて、そこはこうこういろ

いろ生産者の方々の話し合いとか、排水、溝のつくり方とか、いろいろ工夫はできるなと

思いますので、また、技術面、指導面でいろいろやっていきたいと思います。

【Ｅ委員】

申しわけないけど、なかなか、実際に手間が余計にかかるので。

【Ｊ専門委員】

そうですね。
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【部会長】

ぜひとも、両委員さんについては専門家ではありますが、ひとつこういう先進的な考え

方を、歴史は繰り返すで、一回失敗したから過去はだめなんだじゃなくて、新しい考え方

で同じ取り組みをするということも必要かもしれませんね。

【Ｉ委員】

今、この文章の中で、「国の施策に準じ」という言葉が新たにつけ加えられたんですが、

これはこれでそのとおりだろうと思うんですけど、しかし、やっぱり黒部市独自の地域に

準じた施策というか、あるいは意欲というようなものも、これが一番大事なことだろうと

思うので、「国の施策に準じ」という言葉を入れたがために、むしろ逆に、地域性がやや

薄れている。どこかで、市の、積極的に独自の施策を進めていくみたいな、何か言葉があ

るといいなという気はするんですけどね。

【Ｅ委員】

これは、「国の施策に」という文言が入ったというのは、私が思っているのは、国の施

策にのっとったら補助金が出るとかって、そういう目的で書いてあると思うんですよね、

多少なりとも。

【Ｉ委員】

後のほうはずっと、それは新しい特産品、黒部の新たな特産物みたいなものが書いてあ

るんですが、例えば、内部の問題だとかそういうやつが、これを読むとまさに国の施策そ

のものでやっていくんだというような印象を受けてしまうので、やっぱり市として、もっ

と積極的にこれに取り組んでいくよみたいな形を、どこかの言葉として、何かうまいこと

表現してもらえれば。

【部会長】

国の施策に準じ、地域特性を何とかかんとかという文言がきちっと入ればいいですね。

そういうことで、時間が……。
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【事務局】

今後の議題もありますので、次のほうと進めていただくと。

【部会長】

この辺で、この議論は終わりたいというふうに思います。

それでは、３分野、他分野の素案について……。

【事務局】

その前に、２番目の協議事項がございます。

【部会長】

じゃ、そこよろしくお願いします。説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

個別事業と重点事業とについての説明がございましたが、これにつきまして、記載内容

に対してご意見をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。財政見通し

も、大分厳しい見通しが出ていますが。

個別の内容についてはよろしいですか。

【事務局】

先ほど、Ｊ専門委員のほうからのお話がございました、いわゆる放棄地といいますか、

放棄田のお話につきましても、この資料２の事業メニューの上から２番目でございますけ

れども、土づくりなど品質向上対策の推進のところで、耕作放棄地対策事業という形で取

り組みは出ておると、こういったことになっております。

【部会長】

１点だけ、私が言っていいのか、私ごとでまことに申しわけないんですけど、産地ブラ
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ンド化の推進ということで、例えば、黒部の魚というので３品目というか、３業種上げて

いるんですけれども、そういうのもぜひとも何かの事業に、対策、要は、宣伝していただ

くという。

【事務局】

３ページに。

【Ｉ委員】

３ページに、生地の魚ＰＲ事業に。

【部会長】

３ページの、そうですか、ありがとうございます。こっち側しか見ていなかった。あり

がとうございます。

なければ、次の、他分野の素案について、事務局から説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

いかがでしょうか。事前に資料が行き渡っていたということで、中を一読していただい

ておるという仮定のもとでご意見をいただきたいと思います。

じゃ、私から、市民サービスのことで、何分野になるかですが、例えば、生地の場合は、

生地のコミュニティセンターに市の職員が常駐していたのが、合理化のためにパートにな

ったと。人員を減らすという中で、その地域、住民サービスが、要は、阻害されているん

じゃないのかという、そういう議論をある方からお聞きして。要は、人員というか経費を

削減、人員も削減するというけれども、財政改革、僕もその委員になっていたときがあっ

たわけですが、住民サービスを倍増というか、住民サービスを充実して、かつ経費、コス

トを下げるということを、従前、私の個人的な主張として言っていたわけであります。

その例として、長野県の飯田ですか、要は、コミュニティセンター、例えばの話でまこ

とに、いわゆる実際の例なわけですが、要は、１人の職員がそこから抜けるということは、

それにかわるパートがそれだけの能力で、地域の、例えば、生地のいろんな会計があるわ
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けですよね。自治振興会がやっているものもあったり、いろんなものが、細かなことのサ

ービスまで面倒まで見ていたものが、そういう方がいらっしゃらなくなって、人件費の補

助金だけが出てきて、パートで雇いなさいと。そうすると、地域がだんだんだんだん動か

なくなってしまう。だから、地域住民サービスというのは、どこへ行ったのかな。要は、

経費を縮めることで末端を削ってきて、本家本元だけが残ればいいじゃないかという議論

になっているのではないのかなというふうに危惧をするわけでありまして、それについて

は、どこという指摘はできないんだけど、いかがでしょうか。そういうことは、各３カ所

に市の職員が配置されていたのが、３カ所ともなくなりましたよね。だから、それは、住

民サービスを阻害した。要は、おろそかにしているんじゃないのかなという認識なんです

けど、いかがでしょうか。どなたか。

【事務局】

問題点がわからないですけど、多分、行政でやっている場合は、そういったものをやっ

ていくというのは、そういう代替措置というような考え方があるんじゃないかなという。

例えば、電算化してこういう業務はどこかでできるよとか、そういうところではあるので

はないかなと思います。

ただ、大変難しい話だと思うんですね。今の言う財源も確保しなければならない。そう

いう意味では、行革も積極的に取り組まなければならないというふうになる。なおかつ、

そのサービスの質は落とせないよねという。全くそれがプラスになるかと言われると、そ

れはやっぱり時代の背景とか、いろんな条件をかんがみながら判断されている、その行政

改革も市民の方を交えてその委員会があると思うので、そういった中でのお話を踏まえて

の今回の措置だったのではないかなというふうに私は思っておるんですけれども。

そういったところは大変微妙なところかなと思っています。ただ、その方が、もともと、

例えば、地域の会計をやっていたとか、そういうことまで、実際、その後把握していたの

かどうなのかというのは、また、本来そういう人が従事することもありますので。

【部会長】

生地の場合は、そこまではということはないんだというふうに思いますが、これからそ

ういう形が出てくるだろうと。じゃ、だれがといって、パートで、今までＯＢの方がやっ

ておられたけれども、年だよということになってくると、そのサポートができなくなって
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しまう。だから、そういうのは、やっぱり行政の人がそこに１人いると、サポートしてい

くと。要は、パソコンができて、そういうのでサポートしてあげるよとか、そういうこと

が地域を守るということにつながるんじゃないのかなというふうには思っていますね。だ

から行革は、第１回目のときに委員になりましたから、その意見は、そのときにも同じこ

とを言わせていただいたと思っておりますけれども。

飯山か飯田かちょっと忘れちゃったんだけど、どっちか遠いほうがそうなんですけど、

分署化で、今役所が１つにまとめようとしていますからあれですけど、そういうのじゃな

くて、要は、分署、市民課であればどこかのスーパーの２階でいいよとか、そういうので

地域おこしをやったところがあるわけですよね。そこは、結果としては、皆さん安心して

合併するわけですよ、地域が消えないから。いろんなところが、合併の申し込みがあって、

その市はものすごく大きくなっちゃったよという事例があるわけですね。だから、必ずし

も１カ所にまとめてやるのが効率がいいのか、行革の中では、１カ所に集めてやるのがい

いのかということは、再度、やっぱりきちっと議論していかないと住民サービスがおろそ

かにされて、行革で経費を縮めました、１カ所に、お城の中に全部をまとめましたという

んじゃ、市民は、じゃ、何なんだろうかねという話になるのかなと。そういうことであり

ました。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。

【Ｅ委員】

別に反論するわけじゃないんですけれども、行革は行革で必要だと思うんですけど、一

遍にころんと変わるのでなく、準備期間、半年なり１年なり置いてやれば、事務の引き継

ぎがうまくいくのかなということも思っておるわけですけれども、そういう中で、黒部農

協も支所がなくなって、３つやら４つやら一緒に合併したということになった。組合員の

皆さんも大変不便になって、相対して常時話もできないということで。それが最初は大変

だったけれども、今はだんだんとなれてきたのかなというような感じ、あきらめもあるか

なというような思いもしておるんですけれども、これは個人的な意見で。

【部会長】

あきらめだと思いますよ。
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【Ｅ委員】

あきらめ。そこら辺の事務の引き継ぎ、どこでやっていてもそうなるのかなという。事

務引き継ぎを上手にやったら、もうちょっと素直に、スムーズにいくのかな。

【部会長】

いや、例えば、生地と三日市が合併して黒部市ができ上がって、そのときは１つの核で

すよね。今は黒部と宇奈月が合併して新しくなって、今、宇奈月分庁舎があるから、それ

が１つにまとまったら、じゃ、あそこの地域は消えちゃう。そうしちゃだめだという。だ

から、みんなやめるわけじゃないですよ、そこに何かがあればいい。だから、そういう仕

組みづくりというのは、行革はしていく、行革をしていく中で、ほんとうは住民サービス

を削っていかなきゃだめなんだ。それがほんとうのストーリーなんだけれども、あり得な

い話をやろう、市民サービスを向上させて行革をする。そういうことをしたところがあり

ますよということを第１回目のときに言ったわけでありまして、それの意見が届かなくて、

実際は削られていると。じゃ、地域が、生地もどこそこもみんな消えちゃうねと。

【Ｅ委員】

農業のことばかりで、今ちょっとどうかなと思うんですけれども、振興センターのほう

も、各校下まではいかないけど、細かく支所があったんだけれども、今は２市２町に１つ

になって、あと、出張所があるというような感じで。それだから、全く振興センターのほ

うと縁が遠くなってしまっているのかなという、要らないという感じが、全体として。

【部会長】

要らないんじゃないですか。

【Ｅ委員】

それもあった。

【Ｊ専門委員】

それは大変申しわけございません。
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【部会長】

いえ。だから、まとめればいいというものでもないかもしれないものがある。まとめて

いいものと、そうでないものがある。

【Ｈ委員】

だから、そこの辺だね。たとえ集中して、統合してそこら辺にないようになったという

ところで、ある程度は、そこに事務所がないんだけど、出先の中でアフターをできる職員

を、回るというか、住民サービスでその辺がアフターでどう育てるか。農協の場合は、そ

れなりの外部員を余計に配置すれば小まめに個別的に、農家、このあたりの組合員のとこ

ろを、お客さんのところを回れるということで。行政というのは、それはちょっと難しい

なと。今、会長さんが言われたところは、飯山かどこかのあれですけど、何かスーパーの

どこかを借りておられる。

【部会長】

そうそう、市民課もいろんなところを分署化していて、そこがきちんと生きている。市

民サービスがきちっと生きているという形ですね。

【Ｅ委員】

愚痴ばっかり言っていると終わらないから、いいかげんにしないと。

【Ｈ委員】

いろいろと。

【部会長】

ここは、いや、愚痴、意見を言う場でしょう。

【事務局】

直接答える立場ではないのかもしれませんけど、私、前任が庁舎の担当だったものです

から、この辺の話でちょっと会長さんの意見と食い違うところは重々承知しながら一言言

わせていただきますと。
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黒部と宇奈月が合併して、今、分庁舎方式をとっております。それで、今回、この新庁

舎に集約することが、私どもは必ずしも住民サービスの低下とは思っておりません。それ

は、当然、宇奈月地区の皆さんには、今の市民サービス課を存続させて、窓口とかそうい

うものを、より今まで以上に強力な体制でいくことも検討しております。

それと、分庁舎は、私も今はもう宇奈月庁舎にいますけど、その前に産業経済部におり

まして、例えば、農業分野の方々とかいろんな方々、分庁舎が非常に不便だと、この分庁

舎方式が果たしていいのかどうかという意見、旧黒部の方、旧宇奈月の方、いろんな意見

があります。今の体制がいいとおっしゃる方もいれば、今の分庁舎がいろんな意味で、非

常に不効率でよくないとおっしゃる意見もありました。こういうことは、タウンミーティ

ングでも盛んに言われまして、結果的には新庁舎でいくと。それで、すべてのものをこの

新しい庁舎に集約しまして、しかしながらサービスは低下しないように考えていく。それ

はどうやって行うかというのは、今後、これからも協議すべき事項だと思っております。

それと、今、生地のことをおっしゃいました。生地と東布施については、長らく、旧の

昭和２８年に東布施村と黒部市が合併したとき、そして、２９年に桜井町と黒部市が合併

して以来、ずっと、職員は絶えずいたところでございます。その間、昭和の終わりから平

成の初めごろに、石田、大布施、村椿、こういう各公民館に職員を出そうということで、

旧黒部市の間でも新たなそういう措置がとられたんですけれども、結果的に、Ｅ委員は村

椿ですけれども、それは人材の問題だったかよくわかりませんけれども、決してそんなに

住民サービスにメリットはないという判断をおのおののところでされまして、結果的に残

ったのは生地と東布施。それも、職員の退職に伴いまして、ほかの１０振興会と同様に、

振興会の職員という形で配置させていただきました。

そのときもいろんな議論があったのは承知しておりますけれども、特段、ほかのところ

と比べて生地だけが、いわゆる非常にサービスが落ちたかと言われるのは、なかなかちょ

っと難しい問題もあると思いますので、その配置されている職員とか、今、振興会職員、

公民館主事が、私どもの所管でございますけれども、やっぱりその職員、そして、それに

比べて足りない部分は、事務補助という形で三日市も含めて複数名配置してございますの

で、そういうところで徐々にそういう問題は、地元の不満とかそういうものは解消されて

いるのかなとは思っておりますけれども、今後、今までと比べてまだまだとおっしゃると

ころであれば、地元の皆さんと協議していかなきゃいけないのかなと、いろんな体制を含

めて協議していかなきゃいけないのかなと思っておるところでございます。
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それと、今、黒部と宇奈月についても、私は、いろんな意味、地区の皆さんの意見を聞

いても、一部、なかなか、合併して失敗したとかという声が農村部あたりにあるというこ

とは聞いておりますけれども、ある意味では、かなり、７年目を迎えて同化したというか、

そういう同一の方向性で今進んでおるのではないかなと、そういう思いを持っておるとこ

ろでございます。済みません。一言述べさせていただきました。

【部会長】

新庁舎をつくるのに反対はしていないです。市民サービスのネットワーク化をというこ

とで、分庁舎化というところに何かごっちゃになるからね。市民サービスのネットワーク

化をきちっとやっぱりやるべきということで。

じゃ、皆さん、そのほか、なければ、これで終わりたいというふうに思いますが。

【Ｊ専門委員】

会長、私、ちょっと何か状況もわからなかったんですけど、１つ、今後の参考になれば

ということでメモをつくってきましたので、一、二分でお話をさせていただきたいと思い

ます。

Ｃ委員も全体のコンセプトみたいなお話をしていかれましたけれども、何か新幹線開業

を目前にしている中で、やっぱり黒部市、豊かな自然とか農林水産物の資源、そういう中

で、農林水産業の方とか商工業の方がネットワークをつくって、いろんな観光客の、国内

外の方、長期滞在していくような、例えば、黒部いやしの里づくりというようなネーミン

グをしましたけど、そういった観光リゾート、ローマ字で「ＫＵＲＯＢＥ」と、ほんとう

は漢字がいいんでしょうけど、国際的に通用するときはやっぱりローマ字で「ＫＵＲＯＢ

Ｅ」というふうに出していけばいいのではないかなということで。

コンセプトとしては、冒頭申し上げましたように美しい里づくりですね。これは、例え

ば、高速インターをおりたり、新幹線の駅から宇奈月温泉まで、例えば、フラワーロード

をつくったり、きれいな並木をつくったり、そういう美しいなと思うような、はっとする

ような景観づくりをするとか、それから、味わいの里づくりで、市内のホテルとか宇奈月

温泉で、やはり地場産の農林水産物を使ったいろんなメニューづくり、お土産づくりを進

めたらどうかとか、それから、いやしの里づくりで、生地の扇状地に水が流水していると

ころとか、黒部峡谷の自然、それから、歴史とか文化がいろいろと黒部にはありますので、
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そういったいろんな散歩コースづくりなどを進めたらどうかなというふうに思います。

そういうことで、どうやって進めるかというと、いろんな関係者の方がまとまった協議

会みたいなのをつくって、構想といいますか、たまたまつくっていて、私も知らなかった

んですけど、知事が、今日、新聞に書いてありますけど、いろんなアクションをやってい

かなくちゃいけないというような言葉を言っておられたんですけど、そういった具体化に

向けた検討をして、そういう何かこういうことをやったらいいんじゃないかという具体的

なプロジェクトになったら、作業チームといいますか、推進チームみたいなものを設けて、

具体的にそういう施策を受けて推進していくというような、１つのコンセプトみたいなの

が黒部にあるといいのかなということで、また、何かご参考になればいいなと。地域の実

情はまだ勉強不十分なんですが、そういうふうなことも、もしご参考になればと思って、

ちょっと考えてきましたので。必ずしも総合計画の中には難しいのかもしれないんですが、

こういった何か１つのコンセプトで進めるということが、みんな今、１つの方向で取り組

むということでは大事じゃないかなということでつくってみましたので参考になれば幸い

です。

以上です。

【部会長】

ありがとうございました。

こういうふうな、実にわかりやすい形で進めれば一番いいんですがね。ぜひとも……。

【Ｅ委員】

具体的に、何か考えておられるの？

【Ｊ専門委員】

具体的にはわかりませんけれども、私の１つのアイデアなので、別に何かを背負ったも

のでもございませんので、個人的な構想なので、また何か参考になればということでござ

います。

【部会長】

すぐできそうなものも中にあると。やれることからやっていけばいい。
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【Ｈ委員】

いや、それと今、食材云々と言われたんですけど、Ｃ委員もおられないですけど、宇奈

月の、俗に言う、部会長は魚のほうだと思うんですけど、現実に、宇奈月の旅館が地元の

魚を使っておられるんですか。

【部会長】

一部は使っていらっしゃる。

【Ｈ委員】

一部ですか。もうちょっと使っていただいた方が。

【部会長】

そうですね。

【Ｈ委員】

現実に、やっぱり下に海があるんですから、地元の食材を云々ということを言われてい

る中で、地場産をより使わないと。

【部会長】

ただ、それだけの需要に供給が合わせられるかどうかというのは、なかなか……。

【Ｈ委員】

旅館の皆さん方も頑張ってやっておられるので、また、そういうことで……。

【部会長】

そういう点では、農業も頑張ってくださいね。

【Ｈ委員】

農業はいい米を出しますよ。
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【部会長】

そうですか。

どうも、これで終わらせて……。

【事務局】

すみません。最後に、事務局のほうからちょっとご連絡したいことがございます。

最後になりましたが、もう一度、今後の日程について皆さん方にお知らせしていきたい

と思います。これは口頭でご説明させていただきます。

先ほど部会長からもご案内していただきましたとおり、次回の分科会は、来月５月の下

旬ごろ開催を予定いたしております。部会といたしましては次回が最後ということになり

ます。今回、皆様方からいただいたご意見を踏まえまして、次回部会にて最終案を提示さ

せていただきまして、そのご確認を次回させていただくということになります。日程自体、

今のところ、部会長さん方の日程を調整中でございますけれども、５月２３日から３０日

の間で、部会長さんの日取りを優先させていただいた上で決定したいと思っております。

５月の部会を踏まえまして６月の上旬に、今度は各部会長さん方６人、それと審議会と

しての会長、副会長、合わせまして全員で８人の委員の方、それから市の部長クラス、い

わゆる策定委員会の委員ということになりますが、この方々にお集まりいただきまして、

全体会を６月の上旬での開催ということになります。その中で、審議会としての中間報告

案をまとめまして、これを市民に公表すると。その間、いわゆるパブリックコメントとい

いまして、市民の方のご意見をちょうだいする期間を設けたいと思っております。そのご

意見を調整した上で、８月中に審議会の皆さん全員にお集まりいただきまして、審議会を

開催しまして、市長に答申と、８月が最終的には答申というスケジュールで現在考えてお

りますので、今後、ちょっとして来月またすぐ部会ということで、大変タイトな日程にな

って大変恐縮でございますけれども、どうぞよろしくお願いしたいというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

【部会長】

どうも……。ほかに。
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【事務局】

もう一点、今日、もしご意見として、なかなか出なかったと、ちょっと思いついたこと

があったということでございましたら、今日お配りいたしております、回答票といいます

か、用紙がございますので、そちらを郵送なりファクスなりで、私どものほうに５月の連

休明けまでにいただければ幸いに存じます。

以上でございます。

【部会長】

長時間にわたりまして、ほんとうに慎重審議ありがとうございました。次回が最後です

から、次回はなるべく短目に、短時間で終わらせていただきます。

今日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――


