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黒部市総合振興計画審議会第２回 全体会 会議録

日 時 ： 平成２４年６月６日（水）１３：３０～１４：３０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席無し）

幹事１５名、事務局３名

【会長】

こんにちは。

本日は、第２回の全体会を開催しましたところ、皆さん方には大変お忙しい中、お集ま

りいただきましてまことにありがとうございます。

昨年１０月に第１回の審議会全体会が開催されて以来、各部会で４回ずつ部会を開催し

ていただきました。委員の皆様には大変熱心に協議を重ねてこられました。そしてまた、

その調整に当たっては、部会長の皆様には大変ご苦労をかけたことというふうに思ってお

りまして、ここに厚く感謝を申し上げます。

さて、５月２３日から２８日にかけまして開催されました第４回の部会でいただきまし

た意見を踏まえまして、素案及び後期計画策定の視点についてさらに見直し、調整がされ

まして、修正案が事務局より提出されております。本日は、この提出されました提案につ

きまして協議をいたしまして、さらに進めていきたいというふうに考えております。

本日の会議の後、内容を調整しまして、書面にて後期基本計画の策定について中間報告

をする予定でございます。その後、市におきましてパブリックコメントを募集されまして、

市民の意見を収集するというふうな手順で、８月下旬には、審議会の委員の皆様全員にお

集まりいただきまして調整案を確認した上で、市長に対して後期基本計画を答申するとい

う手順でございます。

いよいよ策定作業も大詰めになってきましたが、委員の皆様におかれましては、黒部市

のまちづくりの指針となります大変重要な計画の答申に向けまして格段のご尽力をお願い

しまして、開会のごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いします。

【事務局】
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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、会長が会議

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

存じます。

【会長】

それでは、早速でございますけれども、次第に基づき議論を進めていきたいというふう

に思います。

それでは、まず、報告事項の１番、第４回部会以降の経緯について。事務局より説明を

願います。

【 説 明 】

【会長】

どうもありがとうございました。

ただいまの経過報告につきまして何かご意見がございましたら、お願いいたします。

よろしいでしょうか。

それでは、報告事項につきましては、ないようでございますので、以上にさせていただ

きまして、次に、協議事項のほうに入りたいというふうに思います。

本日の協議事項は、１番、中間報告案についてということでございます。事務局より説

明を願いたいと思いますが、各部会で検討いただきまして、現況と課題から市民・ＮＰＯ・

事業者等へのメッセージ及び黒部市総合振興計画後期基本計画について、修正案が提出を

されております。事務局から説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【会長】

ありがとうございます。

ただいま、資料の２のほうの現況と課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージと

いうことで、第４回の部会開催が行われて、意見集約がされたところでございますので、
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その意見を盛り込んで修正されたというふうな部分でございますけれども、各部会長さん、

いかがでしょうか。自分の部会の４回目の意見等の中で、正確に訂正してあるかどうかと

いうのを確認いただきながらご意見をいただければというふうに思いますし、ほかの部会

のことでも結構だというふうには思いますけれども。

【Ｃ委員】

言っても、今さらどうしようもないんですけれども、これだけの資料を当日配付で中身

を検討しろということ自体が無理なんですよね。県とか、いろんな審議会とか委員会に出

ても、こんなことはまずないです。未定稿であっても、その未定稿のものをあらかじめ事

前に配付して、当日、またそれに修正が加わったものは修正のもので出すというのが、こ

れは当たり前のことで、これで中身を検討しろと言ったって、それは無理ですよね。だか

ら、そこがまず。じゃ、これでどう解決になるのかって、解決の方法もないんですけれど

も、何か、それはスタンスとしてはもう、ちょっと問題があるんじゃないかなというふう

に思います。だから、意見の言いようがないんですよね。

それぞれの部会がどうだったかはわかりませんけれども、私どもの部会でも、最初に各

論からすぐ入ってきて、一番最後に全体の後期基本計画の策定にあたっての大きな視点が

出されたんですよね。これも、県とかの総合計画の流れからいっても、まず大きな視点は

どこにあるかということを検討して、その中で、この視点に基づいて、前期の５カ年と、

それから、どういった社会状況の変化があって、これからどういう視点で、大きな視点を

どうだということを話し合って、それから、どういう戦略を各部門ごとに立てるかという

流れなんです。これが普通だと思うんですけれども、やっぱり、流れ方としてもまず各論

から入ってしまったので、委員の皆さんはなかなか本質的な問題をえぐり出せないという

か、そこに踏み込みたいんだけどちょっと言えないというのが、そういうような感じが見

えておりまして、これも今になってどうできるかって、どうもできないんですけれども。

そういうような、今になって愚痴になって聞こえるんでしょうけどね、そんなふうな。

非常に何回かやっていて進めにくいという感じがありましたですね。

【会長】

全体が見えてくる、そこからのスタートであればね。やっぱり、前段のこの部分が全体

にあってという部分で、各論から行ったという部分もあるかもしれませんけれども、全体
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の分として多少見方が変わってきた部分とかってありますから、当然、そういう部分を先

に話し合うべきなのかもしれませんけれどね。それは部会というよりも、全体会的な会議

の中で方向性みたいなものをまず話し合っていく必要があったのかもしれませんね。

そのほかに何かございましたら。

【Ｆ委員】

うちの部会で、前回も今と同じような話が実は出まして、やっぱり大枠がまずあって、

それから個別にやるべきじゃないと、逆にちょっと順番的なものが。これを考えますと、

今回は１０年間の５年間ですけど、その次にやるときにどうするかというのがあって、今

の全体の話を次回やるときに、二、三年前からやるんでしょうけれども、そういうときに

やっぱり今と同じようなことが起きないように、逆に今のこの大枠の全体の流れを通常ど

おりの流れにするようにぜひしていただきたいという意見も出ましたので、ぜひ、そうい

うふうにしていただきたいというふうに思います。

【会長】

そういうふうに進めていけばいいと思います。

各部会の中での中身、特に修正の箇所を見ていただけると、というふうに思いますけれ

ども。

【Ｂ委員】

私から１点だけ。

第１部会で、先ほど修正されたところがありますね。循環型農業を展開していくという、

これについては第２部会で一度も議論しなかったですね。もし、第１部会でこういう議論

があれば、第２部会の農業のほうにも少し、大項目でいいので、入れていただければいい

のかなと。第２部会のほうには農業の専門家がたくさんいらっしゃったんですが、なかな

かそこの議論まではしませんでしたので、ひとつよろしく、可能であればですね。

【会長】

その辺、私も第２部会で参加させてもらっておって、どうしても、その部会だけで完結

できる部分と、ほかの部会との絡みがあるといいますか、調整が必要とか、そういう部分



-5-

が結構出ておりましたね、意見の中で。

その中で、第５部会のほうに教育のほうは織り込んでもらったと……。

【Ｂ委員】

載せていただきましたので。

【Ｅ委員】

工業関係の話ですね。

【会長】

第５部会へ修正した案を織り込んでもらったというふうに思っておりますので、そうい

う横のつながりというのはもっと必要なのかなというふうに、最後のときで感じましたね。

【Ｂ委員】

だから、細かく書くところと、大きく取り扱うことと、何か同じことだから、ここの部

会にあるからいいじゃないかじゃなくて、やっぱり、それは満遍なく入れていく必要があ

るから。そうすると、市民の方も読んでいくと、ああ、こういうことに皆さん注目してい

るんだなということがわかってくるんじゃないかなというふうに思った次第ですよね。た

だ、今回は教育のほうにしか入っていませんので、ここに文句を言おうかなと思ったんで

すけど、今の段階で出てきましたので、言いようもないんですが、やっぱりちょっと入れ

ていただくと、そういう芽があるんだねということになるんですね。だから、町並みの環

境だとか、景観なんかに若干入れていただいたんですね。ほかの環境整備の中へ、他の部

会で協議されてはいますけれども。ただ、それはみんなやっぱりすみ分けするんじゃなく

て、お互いに連携をとってやっていかないとだめだよといったところを強調していくとい

うところがあります。

【会長】

そのほかにございませんか。

【Ａ委員】
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これは自分のところの部会の分だけということ、とりあえずは。

【Ｃ委員】

いや、もう全体でしょう。

【会長】

ほかもいいんですけれども、できれば、自分のところを確認してもらえれば。

【Ｂ委員】

それと、先ほどの、Ｃ委員が言われた全体像の話、これについては１０年計画を立てる

ときに皆さんが議論して、そのときに、土地利用というか、この案は難しいんじゃないか

という議論があって、土地利用もマスタープラン計画というので議論をその後からさせて

いただいたと思っておるんですが、ですよね、どなたかご存じありませんか。

【事務局】

都市計画？

【Ｂ委員】

都市計画、マスタープラン。

いろんな議論をしていても、そういうのが積み重なってこないというのはやっぱりおか

しいので、委員になったらそういうのは全部読破してくると。そして、一応の試験を受け

ると。

【Ｃ委員】

委員側に問題があるの？

【Ｂ委員】

いや、委員がみんな勉強して同じレベルで議論しないと、やっぱりいいものができ上が

ってこない。だから、そういうので各論にすぐ入っていくとかね。だから、１つのものが、

試験というんじゃなくて、こういうのはレポートを出すような格好みたいな、一応、みん
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ながそこまで読まないとこのレポートは書けないねといったぐらいのものをつくり出して、

そして、委員会に入っていくと、そういう仕掛けというのが必要だと思いますね。という

ことは、過去にやったことが無駄になってしまう。積み重ねがなくなってしまうというこ

とを言いたい。

【Ｃ委員】

であれば、なおさら、前期の総合振興計画の内容であるとか、その後にその下の都市計

画のマスタープランでえがいたものを各都市計画の部会の中でまず説明するとか、資料を

出すとか、そういったフォローがあるべきでしょう。それを委員がそれぞれに勉強してこ

いというというのは、それはちょっと方法が違いすぎませんか。

【Ｂ委員】

いや、今回、それはそれとして、あくまでその姿があれば、今回は反省すべき点なので、

だけど、それを短い時間に、じゃ、そういうことがやれたかというと、なかなかやれない

んじゃないかなと思う。そうすると、我々みずから委員の問題であるべきかなということ

であります。難しいですが。

【Ｆ委員】

あまり委員になりたがらなくなるだろうな。肩の荷が重くなるかもしれない。

【Ｂ委員】

いや、おもしろいといって来る人もいるかもしれない。

【会長】

進め方としては、やはり、その反省点の部分はありますので、その辺は次回またやると

きには十分に踏まえてやっていただければというふうに思います。

あと部会のほうでよければ、この部会のほうの素案で進めさせていただきたいと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）
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【会長】

ありがとうございます。

それでは、続きまして、多分資料の１番になるんだと思いますけれども、黒部市総合振

興計画後期基本計画について、全体像ですね、事務局のほうから説明をお願いします。

【 説 明 】

【会長】

これにつきまして皆さんのご意見をいただければというふうに思いますけれども。

先ほど、後期の部分の大枠といいますか、大筋といいますか、そういう部分のお話があ

りましたけれども、事務局のほうで全体の基本構想が定まっていて、その中での前期、後

期という部分で、全体の基本構想については１０年間の分を網羅しているという、そうい

う位置づけであろうというふうに思っておりますので、基本的な部分はそこからスタート

して前期でやっていく部分、後期でやっていく部分というふうに区分をして進めていくと

いうご理解をいただければというふうに思います。

【Ｃ委員】

さっき言いたいことを言ったので、建設的な意見を言いたいと思いますけれども、結果

的に、この４つの視点って非常にすばらしいと思う。会長の意向が反映されたものかどう

かわかりませんけれども……。

【会長】

わかりやすい。

【Ｃ委員】

まさしく時代を踏まえた、これからの視点としては大事な部分だと思います。

一点、人口減少に対して、人口減少で何が問題になるかというと、やっぱり、活力であ

るとか、財政的にも。であれば、人口の中にやっぱり交流人口はあるんだということの認

識を持って、交流人口を増やす取り組み、戦略もここの中に入れていいのではないかと、
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本市にとっては交流人口を増やすための地域資源がありますので、そういう視点を織り込

むことも大事なんじゃないかなというふうに思います。

【会長】

ありがとうございます。ここの６ページに、交流人口の目標値も掲げておるわけですか

らね。これも盛り込むのは必要かもしれませんね。

【Ａ委員】

今、Ｃ委員のほうから人口の話があって、私、前期計画のときですかね、そのとき委員

をさせてもらったときにも、この４万３,０００人という目標が大丈夫なんでしょうかとい

うご質問をした記憶がまだあるんですけれども、今見ていますと、明らかに非常にかけ離

れている数字になっていると思うんですよね。

当然、目標として掲げていくのはいいことだとは思うんですけれども、現実的に、日本

全体が人口減に向かっている中、当然、自然増ではいかないので、社会、要は、多く来て

もらわないとだめだというか、そういった施策がいろいろ、ここにもできるだけ人が来や

すいようにということで最後に書いてあるんですけれども、もし、この数字をそのままい

くのであれば、もう少し、例えば、この就業人口が２節のところがありますよね。ここに

しても、本来、この推計値というのが普通に出てきておりますよね、推計しているという

ことなんですけど、ここでも、本来、目標値がないと、この４万３,０００というのにはな

らないと思うんですよ。ですから、１次産業として大体これくらい、２次産業としてこれ

ぐらい、要は就業人口としてこれぐらいいるから目標分の４万３,０００があるという話が

ないと、ただ絵にかいたもちみたいな、掲げてあるだけみたいで、何か説得力が非常にな

いかなと思うので。

交流人口のほうは、例えば、この新幹線の増というのを見込むということを書いてある

ので、それはそれに肉づけしていろんな施策をすればいいと思うんですけど、この人口に

ついてはもう少し、少なくとも、就業人口と書いている以上はこの目標値を設定されたほ

うがいいんじゃないかなと思うんですけれども。

【会長】

この４万３,０００というのは、前期のときの策定した目標だったというふうに感じてお
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ります。実際には、今回の推計では４万幾ら、ちょっと離れていますよね、当然そういう

推移になっていくのかなというのは今の社会を見ていて。ただ、目標として掲げるわけで

すからね、そういうふうにしていく中でも、前期計画と同じでも、努力目標といいますか、

努力していく中でも……。

【Ａ委員】

そうですね。それぞれの積み上げた上での目標のほうがわかりやすいというか、納得で

きるというか。非常に厳しいとは思うんですけれども、あと、この辺で２,０００人以上増

えるというのは。ただ、もともと４万３,０００ありきで言っているのであれば、そういう

のをつくられたほうがいいような気がします。

【会長】

もうほかにないですか。

【Ｂ委員】

１２ページの今回修正をされたところの２行、３行、「今後も少子高齢化のさらなる進

行が見込まれるなか、全ての人が安心して生活できる環境を維持するために」ということ

は、今はそういう環境が確立をされているということを言っているのか、どうなんでしょ

うか。何となく、この「環境を維持するために」……。生活できる環境を確立するために

とか、そういう言葉であれば、今、いろいろ施設などにも入れない方もいらっしゃったり、

いろんな方がそういう施設を充実していくんだねという意味合いにとれるんですけど、維

持するためにって、じゃ、今の現状を維持するのということに勘違いされないかなという。

いかがでしょうか。

【事務局】

今のご指摘はその通りかなということで、確かに、介護保険サービスの充実とかもニー

ズが大きくなっていて、これについて十分応えているかというところについては、下の表

にもあるように、まだまだ足りているというふうには、それに対するニーズがあるという

ことでございますので、その辺の文言について事務局で少し検討させていただきたいと思

います。
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【会長】

そのほかに。

よろしいでしょうか。

【Ｂ委員】

一応、意見だけですが、私のところから、１１ページの②の北陸新幹線開業と新庁舎建

設を見据えた活力あるまちづくりの推進ということで、「新庁舎を中心としたコンパクト

なまちづくりを進め」ということで、これについては具体的な施策というか、そういうも

のがこの各論の中にも見えなかったというふうに思ってはいるんですが、具体的にはどう

いう施策を持ってこれをなし得ようとしているのか。

【事務局】

それぞれいろんなところにちりばめられているのかなというふうに思っております。中

心市街地の活性化だったり、あるいは、公共施設の集約化であったり、あるいは、公共交

通機関の充実というか、地域内の交通のネットワークの問題だとか、そういったものを、

都市機能を高めるというふうな中で、病院の増改築とか、それぞれの分野の中に分かれて

入っていると考えています。いわゆる、ここでというふうな、そういう具体的な書き方は

どちらかというと、第３分野のほうには少し多くはあるけれども、それぞれの分野の中で

個別に記載しています。

【会長】

もうちょっと明確に、さっき話していたように。

【Ｂ委員】

何か、これのほうがわかりづらいんですよ、市民からすると。言葉としてはわかるんだ

けど、じゃ、コミュニティバスが、そこで何カ所とまってどうなったのとか、そういうこ

とが明確に、例えば、富山市が総曲輪通りの近くでマンションを購入すると、今は補助金

はないと思いますが、わかりませんけど、５０万当たるよとかね、そういうふうにして具

体的にこのコンパクトなまちづくりというものを積極的に進めた、だから、じゃ、黒部市
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もそういうことなんだねと見て、もう各文に書いてあるから、それを適当に解釈してくだ

さいよということになるとわからないとなってくるんですよね。特に、ここの言葉は、三

日市、要は、新庁舎の周りに住んでいる人たちがわからないというふうに思いますよ。

【会長】

具体的ではないかもしれませんけれども、今説明がありましたように、方々から読み取

れる部分は確かにあるので……。

【Ｂ委員】

それはあります。

【会長】

具体的な……。

【Ｂ委員】

それは否定はしません。だけど、もっとわかりやすく、的確に。

【会長】

もう推進をやっているというふうであればね、あれですけどね。

【Ｂ委員】

それも、今や時代の流れで、コンパクトなまちづくりをということで、富山市がいろい

ろと取り組みを進めて、今世界の最先端を行っているような話も聞こえる、そういう大き

い言葉を使うんだったら、それに対するきちんとした施策とか、そういう言葉をやっぱり

きちっと持たないと、安易に使ってはいけないということではないかというふうに思いま

すけど。使って悪いというんじゃなくて、大いに使って、しっかりとした施策をつけ足し

ていかないといけない。

【会長】

使うと責任が重大になる。
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わかりました。

そのほかにどうですか。よろしいでしょうか。

なければ、今日、皆さんから何点かいただきましたので、それを検討して盛り込めるも

のは盛り込んでいただく、修正するものは修正していくということで、報告書の調整をし

ていきたいというふうに考えております。その調整につきましては、できましたら、私に

一任をいただいて事務方と進めていくという方向で、もちろん、最終案につきましてはま

た皆さんにお示しをしながら調整案をつくり上げていくということで一任をいただきたい

のですが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

【会長】

よろしいですか。ありがとうございます。

では、最終の調整案をまとめまして、市長に中間報告をしていきたいというふうに思っ

ております。調整がつき次第、皆さんにまた、郵送になると思うんですけれども、お送り

して、連絡をしたいというふうに思います。

今日の協議事項は中間報告案だけでございますので、せっかくでございますし、皆さん

のほうから何かありましたら。よろしいですか。

じゃ、５番目のその他を事務局のほうから説明をいただきます。

【事務局】

それでは、事務局のほうからその他といたしまして、今後の協議日程についてご案内申

し上げたいと思います。

今ほど、会長さんのほうから今回の協議におきますご意見を検討いたしまして、その最

終案を調整の上、会長さんにご確認いただき、また、皆様にもお示しした中で中間報告と

して、今回、市長に提出させていただきたいと思います。

中間報告は市民の方に公表いたしましてパブリックコメントをちょうだいし、調整の上、

８月中には委員の方全員にお集まりいただき、審議会全体会を開催いたしまして、市長に

答申するという段取りを考えております。

また、答申の場では、各部会長さんから部会としての審議経過といったものを報告いた
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だくような場を設けたいというふうに考えています。そのことにつきましては、追ってま

た各部会長さん方とご相談申し上げたいといったことでございます。

また、先日、各部会長さん方、それから副会長さんのほうに、この８月の全体会の日程

調整についてご相談をファクスでお送りいたしました。現在、お二方からちょうだいいた

しておりますが、もし、後ほどちょうだいできれば幸いでございます。８月の全体会はそ

ういった意味で、速やかに決定の上で、まずは正副会長及び各部会長さん方にまたなるべ

く早くファクスでご連絡申し上げたいと思います。

それから、委員の方の任期は計画の答申までというふうになってはいるんですけれども、

そういった意味では次回の全体会までということにはなりますが、今後、計画書を実際に

紙面に作成するという段取りの中でいろんな紙面のレイアウトですとか、掲載する写真、

それから、イメージ図、用語の解説等につきまして、冊子の体裁として計画書をつくり込

むために、そのご意見といったものも、答申後もいろいろご相談させていただければとい

うふうに思っております。そういった意味で、どうぞご協力いただきますようによろしく

お願いするものでございます。

以上でございます。

【会長】

ありがとうございます。

今のスケジュールについて、何かご質問とか、ご要望があれば。

今、話がありましたように、８月の下旬に委員全体が参加する全体会が開催されて、最

終答申というふうになると思います。その後で、こういうものができるわけですね。

【事務局】

そうです。

【会長】

今言われたのは、そのときのお手伝いといいますか、確認とか、そういう分をお願いし

たいということだというふうに思っておりますので、実際には、８月下旬の最終の委員会

で一応任期は終了なんですけど、引き続いてまた協力をいただきたいというお話でござい

ます。
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ないようでしたら、本日の議案、議事はすべて終了いたしました。議長の役目はこれで

終わらせていただきたいと思います。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した。

それでは、これをもちまして、黒部市総合振興計画審議会第２回全体会を終了させてい

ただきます。どうもありがとうございました。

―― 了 ――


