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黒部市総合振興計画審議会 第４回 第５部会（教育文化） 会議録

日 時 ： 平成２４年５月２４日（木）１３：３０～１４：５０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員６名（欠席２名）、専門委員０名（欠席１名）

幹事３名、計画主任７名（欠席３名）、事務局３名

【事務局】

それでは、ただいまから黒部市総合振興計画審議会第４回第５部会を開催いたします。

本月は、Ｇ委員、Ｈ委員、また、Ｉ専門委員からご欠席される旨、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。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをいただきたいと存じます。

【部会長】

皆さん、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

さて、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

等へのメッセージ等につきまして委員の皆さんからご意見をいただきました。事務局でそ

の意見に対して調整、見直しが行われ、提示されています。委員の皆様には、ご検討、ご

確認をいただきたいというふうに思います。

本日は、さらに、本市を取り巻く社会環境の変化、アンケートを通じた市民ニーズの変

化、そして、素案の見直しを踏まえ、後期基本計画においてどのような視点で見直しがさ

れ、施策に反映されているかを整理した資料が提示されていますので、これについてもご

確認、ご検討いただければというふうに思っております。

来月の６日には、節目となる中間報告が予定されています。今回の部会は最後の協議の

場となりますので、委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願いいた

します。どうかよろしくお願いします。

【事務局】

ありがとうございました。
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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。

【部会長】

それでは、規定に従いまして部会長が進めさせていただきます。

次第に基づきながら議事の進行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】

ありがとうございました。

ただいまの報告について、前回部会以降の経過について、何か委員の方からご質問はあ

りますでしょうか。委員の皆さん、よろしいでしょうか。

ないようですので、報告事項については以上とさせていただきます。

次に、協議事項に入りたいと思います。

初めに、協議事項の１番、「現況と課題」から「市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセー

ジ」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。

説明がありましたけれども、その説明についてまたご意見をいただきたいと思います。

これにつきましては、一つ一つ区切りを入れないで、全体をまとめてご意見をいただきた

いというふうに思いますので、委員の皆様にはよろしくお願いいたします。何かご意見は

ありますでしょうか。委員の皆様、どうでしょうか。何かご意見はありますでしょうか。

私から１つ聞いてよろしいでしょうか。家庭教育とか学校教育の話についてなんですけ
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れども、これは確認なんですけど、県が今行っている、県教育委員会との関係性というの

はこの中にどれぐらいの割合で盛り込まれているものなんでしょうか。富山県でいうと、

県教育で富山スタンダードという大きな項目を上げて富山県の教育委員会が動いていると

思うんですけれども、そういった内容がこの中にどれぐらいの感じで含まれているのかと

いうのは、全く黒部市独自でこの形を動いているのか、県教委との絡みがあって動いてい

るのかというのがどれぐらいの感じなんでしょうか。大ざっぱでよろしいんですけれども。

【事務局】

県教委からのスタンスはわかるんですが、こちらは参考にさせていただく程度で対応は

させていただいております。

【部会長】

わかりました。

委員の皆さん、何かご意見はありますでしょうか。

Ｆ委員、どうぞ。

【Ｆ委員】

私、資料をいただいてちょっと検討してみたんですけど、この６ページの中で、私が要

するに芸術関係をやっているからかもしれないですけど、コラーレの利用者数なんですが、

平成１９年度から平成２１年、これ、数字が下がっていますよね。これは何か、どんなこ

とで数字が、利用者数が減ったのかなと思ったんです。これはやっぱり何か、本来はあま

り下がるというのはよくないんじゃないかなと私は思うんですけど、どんなものかなと思

って、これは何か意味があるんですか。コラーレの利用者数が書いてあるでしょう。

【事務局】

それにつきましては、特段、今のところ、どうしてかという理由までちょっと整理し切

れておりませんけれども、自主事業におきましてかなり観客数の多いものと少ないものと

非常に格差といいますか、格差がありまして、そこら辺の絡みもあるのかなと思いますが、

ちょっと具体的な理由につきましては詳細な調査をしておりませんので、そういう現状で

ございます。
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【Ｆ委員】

なるほどね。これは結局、要するに出てくるわけでしょう、数字が。そうすると、あま

り減っていると見栄えが良くないから少し増にするかとか、そうされたほうが見た目はい

いんじゃないかなと。減るということはあまりよくないと、こういうのはね。今、芸術団

体といいましょうか、芸術文化に関係しておられる方が我々の年代はある程度おられるん

だけど、そういうことによってやっぱり元気な黒部市ができるんじゃないかなと思うし、

それから、また、介護とか、そういう保護とか、そういうところに行かなくて済むように

なるんじゃないかなと。芸術文化にかかわっておられると、そういう目的だとかそういう

ものが出てきて、いい面が出てくるんじゃないかなと私は思うんですけどね。ですから、

こういうのはやっぱり利用者数が減るということは私はよくないだろうと、そのように思

ったもので、ちょっと赤丸をつけておきました。

【部会長】

具体的に、現状維持をずっと続けるか、少し利用数が増えるような感じにしていきたい

ということですよね。それで、２９年度は１７０という数字が上がっていますから、そう

いうものを目標にされているということなので、今下がったものをどうやってもっと利用

していただくかということに変えていく数字が出ているんじゃないかなと思うんですけれ

ども。

【Ｆ委員】

減ったというのは何で減ったかと。現状を把握されていないみたいだから、それをどち

らかというと把握していただきたいと。私、芸術文化振興協会で市長さんと懇談したこと

があるんですよ。そのときに市長さんにもお話ししたんですけど、私は芸術文化の関係だ

からかもしれないですけど、芸術文化にかかわっておられる方は皆さん元気ですよという

ような、そういうことによって皆さん元気で働いておられたりというか、元気に社会貢献

されておられるという話をしたんですよ。ですから、なるべく芸術文化にご理解いただい

て、少しでも予算を下さいよという話をしたことがありましたもので、こういう芸術、黒

部においてはコラーレなどがあって、それから、公民館もよくなっていますし、我々も利

用する施設がよくなってきている中で、利用者数が減るということは私に言わせればよく
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ないんじゃないかなと思いました。

【部会長】

事務局のほうも把握していただいて、またそれを活かしていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

ほかに何かありますでしょうか。

【Ｃ委員】

同じことが美術館の入館者数にも言えますよね。黒部市美術館の入館者数もこの目標値、

入館者数に切りかえたということと、これだけ増やしていこうということなので、ある意

味戦略的なことがこの後問われると思いますけど、これはそう感じます。

【Ｄ委員】

２４年度と、２４というのはまだ終わっていないですよ。目標値ですよね。

【事務局】

実績を表示させていただいて、現状、直近の実績です。

【Ｆ委員】

現段階の、要するに予想で書いているんだろうけどね。そうすれば、同じような数字を

上げてもらえたほうが私はいいんじゃなかろうかと。

Ｃ委員からも話がありましたけど、やっぱり黒部の美術館の、どうなんですか。あまり

こんなことを言っては悪いかな。やっぱり企画ですね。やっぱりどうしても黒部美術館が

ちょっと狭いということと、それから、なかなか足を運べないということを言われますね。

前回も私がちょっとお話ししましたように、やっぱりいい企画をすると皆さんが見に行か

れると。足を運ばれるということで、やっぱり他の市町村のことを言っては何ですけど、

隣のふるさと美術館などですと、あそこはわりといい企画をされるといいましょうか、だ

から、私は朝日まで見に行きますからね。あそこは入館料といいましょうか、お金を取る

んですよ。お金は３００円、展覧会によって５００円くらいを取っているんですよ。取っ

ていてもやっぱり見に行くということになりますので、黒部も取っていますけどね。そん
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なようなもので、やっぱり人が集まってくるといいましょうか、そういうところをやっぱ

り、人が集まらないとやっぱり発展しないといいましょうか、そういうことがあると思い

ますので。

【部会長】

ほかに何かありますでしょうか。

【Ｃ委員】

５―１の家庭教育の充実のところで、市民の声の中に家庭教育について情報交換ができ

る場を設けてほしいというのがありますね。若いお母さんたちの話を聞いていると、やっ

ぱり何かあったときに相談できる場所、家庭教育講座みたいなものはきちんと定期的に企

画されているんでしょうけど、子育てサロンみたいな、いつでも立ち寄って相談できるよ

うな場所ということをとても希望される若いお母さんたちがおられるんですね。そうする

と、この親学びという視点、黄色い字でつけ加わっていますけど、これってすごく大事な

ことで、親の子育て世代のニーズにこたえるようなそういうサロン的なものとか、集まれ

る場所をどうやってつくっていくかということがこの後すごく私は大事だなと思っていま

す。

例えば雨が降ったときは子供を持っている親はどこへ行くかというと、あまり遊ぶ場所

がないので、晴れたらいろんなところ、新川牧場などに連れていきますが、雨が降ったと

きに集まってちょっとそういうふうな話ができるような場所などがあれば私はいいなと思

っています。そのようなこともこの親学びとともに考えていただければありがたいなと思

います。これは単なる意見ですけど。

【部会長】

事務局、また検討をよろしくお願いします。

ほかに何かありますでしょうか、委員の皆様。今まで言われたことでもありましたら、

変更だけについてでなくて、全体で話をしているので、よろしくお願いします。どうでし

ょうか、委員の皆さん、何か。Ｄ委員、何かありますでしょうか。大丈夫ですか。もう今

日が意見を出す最後の日なので、Ｂ委員、何か、大丈夫ですか。
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【Ｃ委員】

あと、学校教育の充実の中で新たに建設する桜井中学校についてのところがありますね。

そこに生徒にとって最適な教育環境を提供するとともに、地域に開かれた施設として整備

することというふうに書いてありますね。その地域に開かれた施設というのはどういうこ

とになるのかということも、この後、教育委員会さんを中心に話していく必要があるとこ

ろなんですけど、新たな中学校建設に当たってのスペース的な問題だとか、そういうもの

もすごく大きくかかわってくると思うんですね。地域に開かれるときは、いろんな意味で

建物の中のことですね。どういうふうに工夫していくかということも大きく関係してきま

すので、ここのところはものすごく大事で、大事な文言だと逆に思っています。逆に、あ

ることによって、しっかりとそのスペース的なことも考えなければならないし、地域に開

かれたというときにはどのようなものをそこに入れていくのかということも考えていかな

ければいけないんじゃないかなと思いますので、すごくこれは大切なところだと思ってお

ります。

【事務局】

桜井中学校の建設については今基本構想を策定中ですけれども、現在、当然、学校で夜

間開放とか、そういったものは地域に開放するという状態だと思います。そのほかに多目

的スペース的なものを中にも取り入れていくようなことで、基本方針ではいろいろと考え

ているわけですけれども、構想の中にもそういうものも入れていきたいと。十分面積的な

ものについてはそういうことを考慮しながら計画を立てていくというふうに考えておりま

す。

【Ｃ委員】

みんなが集まって講演を聞けるような場所だとか、そういう多目的スペース。

【事務局】

全体の面積の中にどういうふうな配分をしていくかというのは、また今後、基本設計、

実施設計という中に入っていく段階でまとめていくことかなというふうに思います。

【部会長】
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中学校の案件については教育振興協議会でもまだこれから話をされなければならないこ

とだと思いますので、その辺を踏まえての話し合いになると思います。今はここで大きな

枠しか言えないと思うので、ご理解いただければというふうに思っております。

ほかに何かご意見はありますでしょうか。よろしいでしょうか。もうよろしければ……。

【事務局】

部会長、よろしいですか。

【部会長】

はい。

【事務局】

すみません、先ほど午前中に第２部会という部会が開かれておりまして、その中で、皆

さんも資料をお持ちでしょうけれども、この参考資料の３ページ目、３ページ目の２―２．

メッセージというところで、地元での就職（定着）のための教育を推進すべきではという

ことが実はその前回の部会で指摘がございまして、結論的には地元企業が有する技術や特

色を理解し、就職につなげていくという話に結論的には持っていったところでございます

けれども、一部委員さんの中に、ここは工業の部分であったけれども、そういう部分もあ

るけれども、例えば農業にしろ、工業にしろ、商業にしろ、観光にしろ、そういう部分で

小中学校のいわゆる教育というのは非常に重要だということをおっしゃられました。

その中で複数の委員がおっしゃったんですけど、例えば中学でしたら１４歳の挑戦等が

ありまして、今、Ｅ委員もおいでになりますけど、世界に誇る技術を含めて、いろんなと

ころで１４歳の挑戦は今もやられておると。今、全国的に広がっているという話でござい

ますけれども、小学校においても、例えばよく学校で体験学習、田植え学習とか、ありま

すけれども、そういうところで就職ということじゃなくて、地元にこういう特色あるもの

があるよとか、こういう技術的にすばらしいものがあるよというのをそういうところで教

えるような時間が確保されているのかという話でちょっと質問がございました。

私は、学習指導要領も変わったところでありますけれども、総合の時間においては今ま

でも、特に小学校でしたら地域の特色あるものをいろんな時間で教えたり、例えば田植え

以外に、今度、６月１日からまた峡谷鉄道の体験学習みたいなものもありまして、第一陣
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として若栗小学校が行くと、そういう情報も知っておりましたので、そういう体験をする

のも含めて、いろんな、小学生自身が地元にある特色ある企業とか、観光というレベルじ

ゃなくて、例えばどういう形で電力を形成してきたとか、そういうことを含めてみんな学

ぶ機会はあると思うという話の中に、ここの工業の振興で記載するのがいいのか、例えば、

この第５部会のほうで学校教育の充実の中に学校・家庭・地域などとの連携強化という項

目があるものですから、これについては子供を見守るというスタンスのもとにあるんだけ

れども、地域の連携ということもあるから、そういう部分を今後も引き続きいろんな教育

というか、研修というか、そういうものが必要だということであれば、垣根を超えてそう

いうことがどこかの分野で書いてあればいいと思うので、そういうのも場合によってはあ

り得るかもしれませんということで、午後の部会にちょっとお諮りしますということで、

そういう話がでたものですから、ここの場所に書くのが適切かどうかも含めて、その辺の

状況も含めて、今、Ｃ委員が来ていただいておりますし、その辺の現実も含めて共通理解

でお話しいただければと思います。

【Ｃ委員】

小中ともにキャリア教育の充実ということで、そういうのは各学年に応じていろんなこ

とをやっていますね。それから、やっぱり私が思うのは、夢とか希望をはぐくむ、そうい

うキャリア教育ですよね。例えば小学校だったら、ゲストティーチャーを迎えてやるとい

うこともあるんですけど、先だっての本校創校記念式で、三日市の話になるんですが、創

校記念式がありましたので、東洋ゼンマイの社長さんに来ていただきました、卒業生なの

で。やっぱり今水力発電にも目を向けておられますし、子供たちのとても刺激になって、

そういう意味では広い意味のキャリア教育というのはどの学年でもやっています。

【事務局】

講演も当然ですけど、体験も含めて……。

【Ｃ委員】

地域へ出ていって、３年生だったらいろんなお店屋さんとかを回ったり、そういうのも

すべて、地域の要は産業とか、そういうものを勉強して自分の人生を描いていくわけで、

もちろん中学に行けば１４歳の挑戦がありますので、ここへ入れるとするとキャリア教育
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の充実みたいなものを文言として入れることはいいと思いますけど。

【事務局】

さっきそういう話があったものですから、問題提起として、中身はすばらしいことだと

思うので、子供たちを教育の一環でそういう身近なものにすばらしいものがあるというこ

とをきちっと、そういう教育が必要なんじゃないかということが前の部会で複数の委員が

おっしゃったものですから。

【部会長】

どうでしょうか。今ありました話、Ｃ委員も言われましたけれども、実際に学校でも少

し取り組んでいる面をもうちょっと強くアピールする意味でもうちょっと伸ばしてほしい

とか、増やしてほしいという意味も含めてじゃないかと思うんですけれども、そういう話

があるんですけれども、皆さんのご意見としてはどうでしょうか。なかなか難しいことで

はないかなと思うんですけど、実際、学校教育の時間の中でそれがどれだけとれるかとい

う部分もあると思うんですけれども、やるのは大変いいことだと私も思います。実際、私

も石田にいる中で、ＰＴＡとして学校の先生方にも地元の産業をもうちょっとＰＲ、見学

に行ったりするのもいいんじゃないかという話をしたら、実際に幾つかは行っていますよ

という話は出ているんですけれども、なかなか時間がとれないというのがすごい大きな部

分ではないかなと思うんですけど、出ていかなければならないので、講師から学ぶという

ことと実際に目で見て学ぶということをくらべたら、見て学ぶほうが大きいと思うんです

ね。そういうことを考えると時間が少し難しいのかなと思うんですけれども、ただ、ここ

に入れることによってうまく時間配分がとれるのであれば、やはり記載をしてもいいんじ

ゃないかなと。意識してもらう意味で記載してもいいんじゃないかなと思うんですけれど

も、皆さんのご意見はどうでしょうか。

【事務局】

もう一ついいですか。今、Ｃ委員がおっしゃっている部分は学校教育内容の充実ぐらい

に入るということですか、ポジションとしては。

【Ｃ委員】
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もし入れるとすればですよね。今は既にキャリア教育はやっていますので、そこら辺を

どの程度ここに盛り込むかということなんですけど、総合的学習の時間にもやっています

し、それぞれの学校で工夫しながらそれはやっていますが。

【事務局】

そうしたら、あえてやっている、あえてというか先ほどの説明の中で就職しましょうと

いうことの教育ということは、もっと広い意味で小中学校などのそういうところで書くべ

きじゃないかという話があったものですから、今ちょっと問題提起したということでござ

いまして、今も現実的にそうだということであれば特段記載する必要はないということに

なれば、それで結構かなと思うんですけど。

【Ｆ委員】

ここに現在書いてありますね。

【Ｃ委員】

職業体験とか、書いてあるので……。

【Ｆ委員】

各小中学校における豊かな体験活動としてクラブ活動や宿泊学習での……。

【事務局】

読み取れるということですね。わかりました。

【部会長】

強いて言えば、ここに例えば地元企業とか、何かそういう言葉を入れるのは適切なのか

なと思いますけど、ただ、やっていることに大して変わりはないので、あえて項目を１個

数を増やすかということですよね。体験をする幅を広げたという見方で書くのが適切かな

という判断はしますけど、自然、農業、職業、職業体験も入っていますよね。

【Ｃ委員】
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自然も農業も職業体験も入っていますからね。だから、含めればそこに全部そういうふ

うな、こういうことをするということは、やっぱり地域を愛する気持ちを育てたり、どう

いう仕事につこうかというそういう思い、夢を描かせたりすることにつながっていくので、

含んでいるといえば含んでいますけど。

【事務局】

おそらく最初のたたき台を考えている段階で結構細かいものを記載していたんですけれ

ども、総合振興計画の中にそういう細かいものをすべて含めていくかという部分の中であ

る程度選択されたものをここへ書いていくようになった経緯があるんじゃないかなという

ことですね。

【事務局】

すみません、私のほうから半事務局的な立場で言って恐縮ですけれども、事務局がおり

ますので、そういう議論を改めて５部会として、そういうところで既にやっているという

話があったということを、また第２部会のほうにお伝えしたいと思います。

【事務局】

ちょっと補足で説明させていただきますが、午前中、第２部会でそういったお話が出て

きた経緯といいますのは、いわゆる黒部市で今現在ある技術、いわゆる伝統といいますか、

そういった技術を次の代に継承するすべといたしまして、なかなか黒部市、こういった技

術を持っているんだ、こういった伝統を持っているんだといったことをなかなか子供たち

が知らないと。そういったところをもう少し体験する場がもっとあってもいいのではない

かと。体験したものはなかなか忘れないので、黒部市もこういったことがあるんだよとい

うことを何らかの形でもう少し子供たちに体験させる場はないものかといったところから

そういったお話がございました。その中で、第２部会の委員の方々がもっと学校の場でそ

ういったところをもう少し充実していただけたらいいのではないかなという話も出たわけ

でございます。それをどちらの分野でその趣旨を、学校教育の場でというところでそれを

盛り込んだほうがいいのか、第２部会というのは産業経済の部分でございますけれども、

その部分でこれを盛り込んでいいのかということはまだちょっと私どもも検討する必要が

ございますけれども、そういった趣旨での発言であったということでございます。
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【部会長】

どうでしょうか。今の説明について何かありますでしょうか。

私個人から言いますと、職業体験というところに例えば括弧書きで伝統技術、括弧を入

れておいて体験という形を入れると、職業と伝統技術と両方が生きるんじゃないかなと。

その文言だけでもすごく違うんじゃないかなというふうに思うんですけれども、含むとい

う意味で括弧書きで入れてはどうかなと思うんですけれども、そうするとちょっと感じは

違うのかなと思うんですけど。

【事務局】

そういった形もあるかと思いますので、そういった形も含めて検討させていただきます。

【部会長】

皆さん、何かご意見はありますでしょうか。何か文言を１つ入れるという項目で、あと、

事務局に一任みたいな形でよろしいでしょうか。せっかく第２部会からそういう依頼があ

ったということで、多少考慮する余地もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、委員の皆さん、よろしいでしょうか。

では、そういう形で何か検討いただければというふうに思いますが。

【事務局】

検討させていただきます。

【部会長】

ほかに何かご意見はありますか。

ほかにないようでしたら、この基本計画の素案について終わりたいというふうに思うん

ですけれども、よろしいでしょうか。

続きまして、協議事項の２番、後期基本計画の策定に当たってということで事務局から

説明をお願いしたいというふうに思います。

【 説 明 】
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【部会長】

ありがとうございました。

今、後期基本計画の策定にあたってということで説明がありましたけれども、何かご質

問はありますでしょうか。委員の皆さん、何かありますでしょうか。

１つよろしいですか。私、仕事上、介護関係の仕事をしているものですから医療関係の

情報をたまに耳にすることがあるんですけれども、この部会の場と離れて全体の話として

聞いていただきたいんですけれども、市民病院の医療に関して何か質が落ちたといったら

すごく失礼なんですけれども、何か、ちょっと、どういった説明をしたらいいんでしょう。

何か手を抜かれているという意味でもないんですけれども、何か患者さんに対して医療の

接し方が、ちょっと技術的なものが落ちているんじゃないかという見方をされる方がおら

れます。

患者さんでもそうなんですけれども、行ったけど、大して診てもらえなかった。言った

ことが理解してもらえなかったといって帰ってこられる。ほかの病院へ行くと、診察して

もらったらとんでもないことになっていた。また、市民病院へ戻されるという、何かそう

いうやりとりが少しあるという話を幾つか聞いているので、医療体制の充実という、地域

医療の体制の充実とか、あるんですけれども、そういう中で今の体制というのは私が聞く

中ではもうちょっとレベルを上げなきゃいけない時期にあるんじゃないかなと。災害、防

災関係のこともあるんですけれども、もともとの病院としての機能として少し落ちている

部分があるんじゃないかなという意味合いのことをいろんな関係者から聞くので、これは

ちょっと検討していただければというふうな思いがあります。これは要望でいいので。

【事務局】

今日はちょっと関係部署から出席はしておりませんが。

【事務局】

月曜日に第４部会がございます。その中で、今座長がおっしゃったことにつきましては、

私のほうから、私、市民生活部なものですから、市民の声という形で発言をしたいと思っ

ております。そういうことでご理解をいただきたいと思います。
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【部会長】

あと、もう一点、東日本大震災を機に防災意識の高まりとあるんですけれども、県が発

表した津波情報というのは、黒部市の全体で一番高いところの津波情報がそのまま地域の

人に流されていて、何か黒部市も危ないんじゃないかと、私も石田にいますけれども、危

ないんじゃないかという情報だけが先走ってしまっていて、この前も地域の交流会の中で

議員さんが言われたんですけれども、実際に石田地区はそんな危なくないんだよとしっか

りと言われたんですけれども、過剰反応してしまっている部分がすごく多いというふうに

思いますので、適切な防災意識というか、防災の状況というのはもうちょっと説明してい

ただければというふうに思います。過剰反応し過ぎて、何か、すごく私はもう危ないんだ

みたいな感覚でおられる人がたくさんおられるというのがありますので、よろしくお願い

したいと思います。

【事務局】

私、３月まで担当をしておりましたので、座長がおっしゃるように、３月３０日に県の

津波シミュレーション結果が正式に発表されました。その以前の段階の情報ですと、非常

に、断層、例えば富山県、呉羽山断層、能登沖、あと、糸魚川に３つの断層があるという

ことで、最大限１０メートル近い津波が来るんじゃないかと言われていた時期もございま

す。

しかしながら、あの結果をごらんになったと思うんですけれども、黒部市においては最

大３.７メートルの津波が来ると。しかし、いわゆる大震災を見るまでもなく、あそこは大

きい波が３０分間隔でずっと来ているという話で、最長４０メートルというところもござ

いましたけれども、富山県はああいう海溝型の地震ではないものですから、津波も一瞬で、

おおむね３分程度と。長くて３分程度というそういうシミュレーションが出ておりますの

で、なおかつ、岩の防波堤というか、海岸のそういう保全する機能が例えば地震によって

なくなった場合とそのまま維持している場合と２つのシミュレーションをしていますけど、

仮に壊れてそのまま津波が来たとしても、詳しい個々の資料があるんですけれども、黒部

市においては石田の黒部学園等々の一部の地区で大体１メートル弱の部分が住宅ではある

んだろうなと。そういうところを全部合わせても２５０世帯ぐらいなのかなということで、

ほとんどのエリアが、それも当然０.５メートルぐらいの範囲で、当初言われていたよりも

はるかに低い結果が出ました。
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これについて、今、市のほうで、特に海岸地域の振興会なり町内会の説明会をきちっと

開いて、だからといって、安全だよということじゃなくて、そのかわりと言ってはなんで

すけど、地震が起きて２分ぐらいに来るということでありますので、揺れている最中に来

る可能性もありますので、そういうのも含めて、じゃ、どう避難すればいいのかというの

をあわせてきちっとご説明したいということで思っております。

ですから、今部会長がおっしゃったように、心配するにこしたことはないんですけれど

も、防災の安全意識を持っていただきたいんですけれども、言われていたほどではないと

いうことを事実をきちっとまた皆さんに改めて報告、今、議員の話も出ましたけれども、

そういう地区ごとに説明されているところもあるとは思うんですけど、改めてそういう形

で多くの人が理解していただけるようなことをする方向でおりますので、念のため報告い

たします。

【部会長】

よろしくお願いします。過剰に反応し過ぎて大変な部分もあるので、その話をすると私

はもう生きていないからいいんですみたいな、そう言われる方もおられるので、よろしく

お願いしたいと思います。

【Ｆ委員】

ちょっと待ってください。今、事務局が説明されたけど、私のところはそれに該当する

わけです。それは、だから、防災意識がやっぱり今非常に低いんじゃないかと思うんです

よね、黒部市はね。だから、あまり災害に遭っていないから、黒部はね。

だから、我々のところに今この情報が来ているかといったら、全然来ていないわけです

よ。私らがたまに集まると、私は出戸川の側溝のそばだから、上がってくるとまず私のう

ちに来るんじゃないのかなと、私はそう言っているんですね。近所の人は、ああ、あんた

のところが最初だよという話を、今の３．１１のあれぐらいの津波が来ると、そういう状

態が来るんじゃないかなというふうに私はそこまではと思うんだけど、だけど、心配する

にこしたことはない。ある程度やっぱり情報があるんだったら教えていただいて、黒部学

園で１メーターちょっとと言われたね。だから、私のところもちょっとだけ上がったとこ

ろで、ましてや川のふちでしょう。そうすると、やっぱり地域のほうに来るとか、私のと

ころは立野地区だから、立野地区の公民館に集まっていただいて話をするとか、やっぱり
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そういう対策をとっていただかないと、今言ってて明日来るかもわからないからね。ここ

で話しておって地震があるかわからない。だから、そういうのは早くやらないと、せっか

くそういう情報があるんだったらやっぱり皆さんに流されたほうがいいんじゃないかなと。

【事務局】

今、防災担当課がきちっと順序立ててやる予定でありますし、決して情報をためておる

わけではございませんので、４月１１日に振興会長会議がございましたときに詳細をきち

っとお出しして、心配しなくてもいいということではないですけれども、こういう情報で

出ておりますので、改めて情報提供も含めてお願いしますという形で、全く伝えていない

わけではないということで、しかしながら、それで足りるかといったら、決してそういう

ことはございませんので、改めて今の県の措置等も含めて説明ということになる予定と聞

いております。

【部会長】

適切に情報を流していただいて、その上での防災をきちんと進めていただければ大丈夫

だと思いますので。

【事務局】

それと加えて、今年、津波ハザードマップをつくります。そして、避難所の調査も改め

て今までの避難所がいいのかどうなのか、新たに今回のシミュレーション計画を見てやる

という内容でございましたので、それについても各町内会に入ってすべて意見を聞きなが

らやるということでございますので、若干時間はかかるかもしれませんけど、ハザードマ

ップを作成、あと、避難所調査を地域の皆さんと一緒に考えていくと、そういうスタンス

でおりますので、明日起きたらどうなんだという話も今ございましたけれども、そういう

状況だということでご理解いただきたいと思っております。

【Ｆ委員】

やっぱり、言われたように、起きてから２分でしょう。２分だったらどこへ行くのかっ

て、私のうち、家族が３人いるんですけど、３人でどうするんだという話で、どこまで行

けばいいんだと。
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【部会長】

とりあえず議員さんが言われたのは、とにかくまず揺れがひどい場合は別ですけれども、

普通の揺れだったら２階へ行ってくださいと。そうすれば、１メーターは対応できますよ

という話をされていたんですね。実は大きな地震もスパンでいうと、ここ何十年のうちに

何十％という割合じゃなくて、もうすごい長期間の中で何％の確率だという話なので、１

００年、２００年の中でパーセンテージがすごい低い地震だという話をされているので、

あまり心配されなくてもいいんですけれども、心得る必要はあるという話だったので、ご

理解いただければというふうに思います。また、早目に努めていただければと思います。

また、聞いた話を委員の皆さんも地元で伝えていただければ、また早くいろんな対応がで

きるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

ほかに何かご質問はありますでしょうか。

ないようでしたら、後期計画策定について終わりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。また、いろんな意見、ちょっとした意見もありましたので、またいろいろ修正してい

ただければというふうに思います。

それでは、その他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】

今の報告について何か質問はありますでしょうか。質問、確認事項はありますでしょう

か。よろしいですか。

それでは、ないようですので、これで本日の議事をすべて終了いたしましたので、議長

の役目を終えたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

【事務局】

ありがとうございます。

それでは、これをもちまして第４回第５部会の議事を終了いたします。どうもありがと

うございました。
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―― 了 ――


