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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第６部会（行財政） 会議録

日 時 ： 平成２３年１１月２５日（金）１０：００～１２：０５

場 所 ： 黒部市民会館１０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席１名）、専門委員０名（欠席１名）

幹事４名（欠席１名）、計画主任６名（欠席１名）、事務局４名

【事務局】

皆さん、お疲れさまです。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１回の第６部会を開催したいと思います。

本日は、○○から出ておられますＥさんは仕事の関係でちょっとご都合が悪いというこ

とで欠席ということであります。それと、あとＤさんは若干おくれるようでありますが今

こちらのほうに向かっておられるということであります。それと、専門委員の○○のＩ様

でありますが、急遽、仕事の関係で都合が悪くなったということで欠席ということでご了

承願いたいと思います。

本日の時間配分のほうをちょっと説明させていただきますが、大体２時間の会議とさせ

ていただきたいと思います。開会しまして、報告事項等で約３０分、それから、協議事項

で１時間弱、その他事項で２０分から３０分という時間配分で本日は進めさせていただき

たいと思います。

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】

おはようございます。

今日は第１回の第６部会ということで、皆さんにはほんとうにお忙しい中、お集まりい

ただき、どうもありがとうございます。

この前、１０月３１日に開催されました第１回の審議会の全体会におきまして、市長さ

んから後期の基本計画策定にかかわる諮問を受けまして、基本方針とか、スケジュール等

について説明を受けたところでありますが、以来、約１カ月経過をしておりますが、この

間に市のほうでも、基本方針に基づいて平成２０年から前期計画においての事業実施の確
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認とか、いろんな指標の達成の状況を確認されて、また、市民アンケートの結果という、

皆さんのお手元にこういう結構読み切れないぐらいの量の市民のアンケートもいただきま

して、そういう中で、今後の後期の基本計画をどのように見直していくかという検討をこ

の委員会のほうでお願いしたいということで、実は、ここにあります黒部市総合振興計画

書ですが、これの第６章が我々のほうで分担をしている内容であるということでございま

す。

実は、この総合振興計画基本構想そのものはもう１０年間決まっていますので、我々は

この第６章を読みながら、この１点がちょっと不足しているとか、もうちょっとプラスす

るとか、わりとこの辺の文言をどういうふうにしていったらいいとか、さらに、プラスす

るところがあるとか、大筋についてはこの流れの中で皆さんとこれから相談をしていこう

ということになると思います。

現在、２１日から２９日の間で総合振興計画の後期策定をテーマに市長のタウンミーテ

ィングが開催されておりますが、そういう中でも、ひょっとしたら委員の中でも参加され

た方がおられるかもしれませんが、できるだけ市民の皆さんの声を、皆さんの個人的な考

えでもよろしいですし、また、知っている方が、特に、こういうところを意見に盛り込み

たいということがございましたら、そういう意見もぜひこの中で反映をさせていければい

いなというふうに思っております。できるだけ皆さんと市の職員の皆さんと一緒になって

いろんな知恵を絞りながらこの会議がうまく進行できればいいなと思っておりますので、

皆さんの活発なご意見を出していただけるようにお願いしまして開会のあいさつとします。

今日は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、早速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さんにお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

【部会長】

それでは、議事に入りたいと思います。皆さん、よろしくお願いいたします。

それでは、まず、報告事項のほうからまいります。１番、市民アンケート調査結果につ
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いて、事務局より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。

市民のアンケートの調査結果がかなり大量にありますもので、その中で大体の主なもの

を言っていただいたと思います。また、主な事業の達成の状況につきましても、特に、こ

の部会におきましては第６章の部分、この状況、資料でいくと一番裏のページ、ここに６

４から６９という中に指標等が書いてありまして、これを見ながらでも、ちょっとわかり

づらい面もあるのかなと思いつつ見ておりました。それから、主な重点事業の進捗状況に

つきましては、結構ハード面のお話がたくさんありまして、新幹線であるとか、病院、そ

れから市役所、そして消防署ということで、現在専門の委員会が特別に設けられて、そこ

でいろんな審議をされたりしているという形で、全体的な理解につきましてはその委員会

のほうに付託されているような形だと思いますので、それにつきましても、もし、ご意見

等がございましたら、また言っていただければと思います。

それでは、今の報告事項につきまして何かご質問等がございましたら、協議事項に入る

前なんですが、もし何かありましたらお願いいたします。

協議事項の中でもまたいろいろとご質問等を受けますので、それでは、協議事項のほう

に参りたいと思いますので、今日は施策ごとの現況と課題、施策の内容等の意見の集約と

いうことでございまして、これにつきましては資料３ということになるんですが、この資

料３の説明をちょっとしてもらえますか。

【事務局】

この資料３でございますが、この冊子になっております黒部市総合振興計画の、ページ

でいいますと４９ページの次を開いてください。４９ページをめくっていただきますと右

手に第３部、前期基本計画ということで大きく丸の中に白字抜きで前期基本計画というも

のがあります。その下に第１章の自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくりから、

一番下の第６章、市民と行政が一体となったまちづくりというものがございます。これは

６つのまちづくり方針ごとに、以後、横にしていただくとわかると思うんですが、この緑
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色で段を打ってこうなっておりますが、これらの中にある施策ですとか、そういったもの

を一覧にしたものでございます。

そこにある体系、施策といいますのは、次を開いていただきますと、施策区分というの

があって、自然環境の保全、河川・海岸環境の保全、森林環境の保全といったような形で、

そういった施策があるわけですが、今度は、またページをめくっていただきますと、それ

ぞれの施策にぶら下がる事業メニューというものがございます。そういった形をこの一覧

表にあらわしたものでございます。これが全部の６つの柱のものを体系化したものをこち

らの表にしてまとめた分をあらわしてあるものでございます。

そこで、今、当部会に入るわけなんですが、当部会につきましては第６でございますの

で、ページ数で言いますと１４１ページの次ということになります。

１４１ページの次をごらんください。右手のほうに６つ目の柱の紫色で第６章、市民と

行政が一体となったまちづくりということで、分野としましては行財政ということで、こ

の第６の部会の審議をしていただくことになりますが、施策区分として、この中では６つ

の施策があるわけです。

一方、このページをめくっていただきますと、６―１、６―２というふうに分かれてい

きますが、本日の協議をしていただきます内容といたしましては、この１４４の６―１か

ら１５５ページまで、６つに分かれているところをその施策ごとにあります現況と課題、

市民の声、課題の整理、そういったことについて、これらの記載してある内容を見直すと

いうのが今後皆様にしていただくことになります。ですので、この策定したときというの

は平成１８年、１９年当時に策定しておりますので、その後、社会情勢による変動という

ものもございますし、また、各団体の皆様から推薦されました皆さんのそういった分野の

視点から、例えば、こういった文章を書き加える必要があるとか、当時から大分変わって

いるから削除する必要があるとか、修正する必要があるとかと、そういったご意見もいた

だきたいと思いますし、また、先ほどアンケートのほうを少し概略だけ説明させていただ

きましたが、アンケート調査の結果ですとか、また、あと指標の状況、進んでいるもの、

進んでいないものというのがございましたが、そういった指標の達成状況、また、皆さん

の市民としての目線から日ごろ持っておられますご意見などをいただきまして、この記載

してある内容を見直していきたいと思いますので、そういったご意見をいただきたいと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。

現在、市の各部局におきまして、後期基本計画の見直し作業を行っているところでござ
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いますが、見直しの方法としては市で見直した素案を皆さんに提示してどうですかと、こ

ういうやり方もありますが、今回はこの審議会委員さんのご意見を最初にいただいて、そ

れを加えて、市の内部作業と合わせて第２回の部会で素案を提示させていただいて、ご発

言いただくという方法をとりたいと思います。したがいまして、本日の協議資料となりま

すのは、この１４４ページから順番にごらんいただいて、現況と課題、市民の声、課題の

整理等の記載内容についてご意見いただきたいということで順次進めたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

【部会長】

わかりました。

資料３は一覧表なので、とりあえずこれは置いておきまして、この大きな総合計画の１

４４ページから最終１５５ページ、この間の内容をちょっと今から皆さんのほうで、特に

こういうようなところがあればというので、現況と課題というのは、この右側でいうと、

左側の上のほうに現況と課題というふうに書いてあります。それから、施策の内容という

のは、この右の施策の展開方針と施策の内容ということで、これは１つのセットになって

いると。その中で過去５年間の間でいろいろ変化もしていますから、そういうようなもの

を、この中で特にこういうことに重点を置いたほうがいいとか、特にさらにしてみたいだ

とか、そういうことを、今日は皆さんのほうのご意見をいただいたらというのが一つの目

的となります。

それでは、この６―１、これが市内外との連携・交流の促進というふうになっています

ね。それから、６―２が開かれた行政への取り組みで、それで、６―３が市民活動支援へ

の取り組みということで、６―４が男女共同参画社会の推進と、それから、６―５が市民

と一体となった計画的行政運営の推進、それから、６―６が健全財政の推進という形で分

かれております。ということで、今日は第１回目なので、ぜひ皆さん、特にこの辺という、

今の間でちょっといろんな専門的な分野のものもあると思いますが、まず６―１、市内外

との連携・交流の促進ということで、ここにありますが、見出しでいうと、国内都市との

連携・交流、企業・団体などとの連携、交流人口などの拡大と、特に、右のほうにありま

すように、交流人口、定住の拡大等も、これは重点として指標と目標値なども、そういう

ふうな感じでも取り上げておるものですが、この章につきまして皆さんのご意見があれば。
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【Ｈ委員】

先ほど、説明の中で、この人口の流入と流出は国勢調査をもとにして書いておるって言

われた、それで発表していないって言われたんですけど、市として、毎年度、人口を把握

していると思うんですけど、せめてそれだけでも、正確な数字じゃなくても、そういうの

を発表してもらえればどういうふうに移り変わっているかというのがわかったと思うんで

すけれども。それに、国勢調査をもとにして発表するんだと、せいぜいで５年に１回でし

ょう。１０年計画のうち５年に１回だとほとんど見直しとか、そういうチェックの機能が

果たせないんじゃないかなと思いまして、年度ごとに市で、流入と流出の人口は把握でき

ていると思うので、概算でも概数でもいいので発表してもらえれば評価とか何か検討の対

象にしやすかったかなと思います。

【部会長】

今のご意見についてはちょっと事務局のほうで説明をお願いします。

【事務局】

今ほど、Ｈ委員さんがおっしゃるように、こういった統計上で数値を公表するときによ

く使う指標が国勢調査ですが、やはり５年間置きでございますので、人口のほうは、当時

つくったときは平成１７年当時の国勢調査のデータをもとにつくっておりますし、現在、

平成２２年の人口の総数は出ております。ですが、流入流出人口の内容のものについては

出ておりませんので、これはもうしばらく、来年１月、２月へ行くと順次出てきますが、

言われるように、毎年把握しチェックするという視点ではそういった国勢調査に基づく数

値を目標値とすることは検討の余地もあるかと。

あと、一方、住民基本台帳というものが別にございますが、これは、出生、死亡をとら

えた自然動態と転入、転出をとらえた社会動態についての日々の数値の把握をできますが、

指標にある流入流出人口とは意味も違いますので、住基データでどこまで補完できるかと

いう課題はあると思います。

【部会長】

わかりました。その辺、よろしいですか。
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【Ｈ委員】

５年に１回しかチェックできないわけですね。

【事務局】

そうです。

【Ｈ委員】

住民基本台帳のほうでの数字も照らし合わせながら見ていくというのはどうかなと、そ

のほうが。

【事務局】

補完する見方ということであれば、住基データの動きをとらえることも有りと思います。

【Ｃ委員】

そうすると、動向としては徐々に下がりつつあるのか、横ばいなのか、それはもう十分

反映されているわけですよね。

【事務局】

そうです。

【Ｃ委員】

結果としては下がりつつある、わずかずつですけれども。

【事務局】

国勢調査の結果について、概要はまた来月の広報に出させていただく予定としておりま

すが、私の手元の資料でわかっておることについてご報告申し上げますが、平成１７年の

ときは男女総数が４万２,６９４人でございました。それが平成２２年には４万１,８５２

人です。増減数といたしましては８４２人の減です。パーセンテージにしますと２％減っ

ているという状況であります。
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【Ｃ委員】

アンケート結果をさーっと斜め読みしましたら、少子高齢化に対する反応はとても敏感

な反応がいっぱい書いてありましたね。私は、広報の毎月の人口が出ていますよね、あそ

こをやっぱりたくさんの人が見ていらっしゃるんだなというふうに感じ取りました、私も

よく見ますけれども。やっぱり黒部市は少子高齢化が進んでいるというふうに受けとめた

上での反応がとても多いなと私は感じて読み取りました。

【部会長】

Ｄさん、どうぞ。

【Ｄ委員】

まず、おくれて来てすみません、申しわけありませんでした。

今のは人口数であるところの微減ということなんですけれども、世帯数としてというか、

戸数としてはどうなのかなと。

【事務局】

世帯数で申しますと、平成１７年は１万４,３２０世帯であります。平成２２年が１万４,

６２８で増えています。

【Ｄ委員】

黒部市は非常に住みやすい都市なんてよく言われているんですけれども、特に、公共の

アパートとかも結構満杯状態なんですけれども、意外と空いていると言うとおかしいです

けれども、今ここの計画にもありますけれども、空き家とかというのをもちろん市のほう

は把握されていると思うんですけれども、こちらのほうを何とか、まだ入りたいというか、

外部から来られる方がよくおられると思うので、そこら辺の情報公開を、これは商工会が

いいか、商工会議所がいいか知りませんけれども、そこら辺の重点にやって、さらに公共

のアパートとかのほうの空きの対応をしないと、やっぱりさらなる人口の増というのは、

もちろん今言われた人口が減っていっているというのは、これはやっぱり日本国民全体的

な例でありまして、ただ、世帯数としては黒部市はまだ上がっていっているという私もデ
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ータを知っていたので、ここをさらに上げていくのが今後の黒部市の住民の、もちろん住

民増ということは住民税が増えていくというか、市民税の建物の税金が増えていくという

こともあって、そちらのほうをうまく情報公開というか、何かそうできるような方法がな

いものかなというふうに私は思っているんですけど。

【部会長】

今、Ｄ委員のほうからご指摘があったように、実際の人口の動態というので、人口は２％

ぐらい５年間で減っているみたいで、それから、逆に世帯数はちょっと増えている。特に、

今ここで話したいのは、人口の数もあるんですが、実は交流人口もどうするかということ

もありまして、実はこの連携とか交流ということをしながら、活性化をしながら、交流人

口というような下のほうに書いてある流入と流出という人口、１５歳以上の通勤、通学者、

市内に入ってくる人数と、市外に出ていく人数の差のことであるとここに規定があるんで

すが、この調査というのはどうやって調査されるんですか。

【事務局】

こちらの数値が国勢調査でないと把握しかねる部分があるということなんです。

【部会長】

という意味なんですか。

【事務局】

はい。そういうわけですから、先ほどＨ委員さんがご指摘されましたように、そもそも

そういう指標を設定したとなれば、５年に１回しかわからないじゃないかと。そうすると、

指標としてはあるかもしれないけれども、計画を管理していく上ではどうなのかというよ

うなご意見にもつながるかと思いますので、そうすると、より適切な指標といいますか、

この施策についての主な指標が別にあるのではないかというような話にもなっていくかな

と。先ほどの住基の数値に関しましては、あくまで転入、転出というような、ある程度リ

ンクする部分はあるかもしれませんし、転入、転出につきましても、当然、転出されるこ

とよりは、私どもとしても転入していただく数値のほうが多ければ、黒部市としては大変

喜ばしいことだというふうには考えておりますけれども、やはり、そういったところで指
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標のとらえ方をもう一度整理していかなくてはだめなのかなというふうに思っております。

【Ｄ委員】

ということは、この交流人口というのは観光とかということは関係ないということです

か。

【部会長】

それもありますよね。

【Ｄ委員】

そこを知りたかったかなと。

【部会長】

何となく交流人口って観光も結構入っているような気がしますよね。

【Ｄ委員】

観光で来ていますという数字なのかなという・・・、だと思って。

【事務局】

現況と課題にある交流人口などの拡大については、当然入り込みといいますか、観光で

入ってこられる方も含みます。指標に位置づけているこの流入・流出人口というふうな形

でいいますと、例えば、国勢調査等であなたはどちらにお勤めでしょうかと、市外という

話になれば流出の部類に入るということなんですね。そういうような捉え方になります。

【部会長】

そうですか。この中には、実は、交流人口の拡大の下に黒部峡谷とか宇奈月温泉の観光

というテーマも入っておりまして、当然、観光の入り込みというのは視野としては考えて

あるというふうに思います。

それから、そう思うと、実は姉妹都市もありまして、これも根室市というような昔から

の姉妹都市もありますし、あと災害関係の提携、それもこれからやっぱりかなり大事な問
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題というふうに考え、特にああいう大きな地震等もありますし、こういうふうな災害関係

の提携ですよね。

【Ｂ委員】

それで、私も聞きたかったのは、今、空き家とか空き地対策と活用推進と書いてあるの

であれば、今、例えば、東北の大震災で黒部のほうに何家族、何人ほど入ってきておられ

るのかなと、ちょっと聞かせていただきたいなと。

【事務局】

今現在、最新の情報で１０世帯、おおむね２８名でしたか、そういう状況でございます。

来られる先はほとんどが福島県、あと宮城県、一部茨城県の方が今のところおいでになり

ます。

【Ｂ委員】

働いておられる方はおられないんですか。

【事務局】

いや、働いておる方も、地元の企業さんにご協力いただいて、商工会議所と連携のもと

で今事業をやっていることはご承知だと思いますけれども、黒部の魅力ということで、働

く、いわゆる就労先をあっせんするということに力を入れておりますので、そういう方々

も当然おいでになります。

【Ｂ委員】

結局、そこから定住に向かうような方はおられないんですか。

【事務局】

将来的にはおいでになると思っております。

【Ｂ委員】

そのことはいいね。
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それともう一つ聞いてもいいですか。

ちょっと恥ずかしいんですけど、どこかに書いてあったかもわからないんですけど、黒

部にはＮＰＯ法人が１０あると書いてあるんですけど、どんなものがあるのかさーっとで

いいので教えていただけないですか。

【事務局】

黒部市にありますＮＰＯ法人につきましては、例えば、黒部まちづくり協議会、それか

ら、あいの風、コミュニティサポート黒部、ケアマネジメントかがやき、黒部市ひまわり

福祉作業所、天真寺保勝会、黒部市パークゴルフ協会などがございます。

【部会長】

２２年で１０個ということで。今も１０ですか。

【事務局】

はい。

【部会長】

この６―１の連携はいわゆる姉妹都市とか、これは国際的なそういう姉妹都市もあるん

ですが、それはここから除外されて別の項目に入っているのかな、どこかに。という意味

なんですか、これは。

【事務局】

ここはあくまで国内ですね。

【事務局】

国際交流はここにはありません。

国際交流につきましては、第５部会、教育文化の分野になります。

【部会長】

何ページです？
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【事務局】

冊子でいいましたら１４０ページ。こちらは５―６の国際化というところで……。

【部会長】

ここにあるんですね。海外の姉妹都市はここに別に整理されているということですね。

【事務局】

そこで整理させていただいております。

【部会長】

わかりました。ちょっと把握してなかったので。

【Ｄ委員】

先ほどに戻るんですけれども、交流人口というのは、これは次回の後期も交流人口とい

う表記にされるんですか。先ほど言っていた勘違いが結構多くなるんじゃないかなと思っ

て、交流人口というのは。今言われているのは、多分、市民というか、市民に対しての部

分が流出・流入で、交流人口というとなかなか黒部市は温泉街もあって、観光というふう

な括りにとりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけど。

【事務局】

交流人口という言葉の、要するに、これは指標としてどうとらえるかという問題が１つ

出てくると思うんですが、指標としてとらえる場合にはそれなりの蓄積された、将来の傾

向も踏まえてとらえ続けられる、そういう指標の設定というのが必要になってきますが、

交流人口という場合には、おっしゃるように、観光の短期的滞在とか、観光で訪れる方、

そういう方々も含められますが、ここらあたりのカウントの仕方というのが県レベルでも

統一されたものがなかなか難しい。例えば、温泉さんに宿泊された宿泊者の数であります

とか、日帰り入湯の方でありますとか、いろいろとらえる部分はあるんですが、宿泊され

ないでおいでになる方とかいろんな形態がありますので、そこらあたりをどういうふうに

とらえていくかというのが一つの課題ではありますけれども、ただ、ここで重要なのはや
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はり人の出入りが、おいでになって短期であろうと、とにかく人が動いていくというふう

な黒部市になるということがやっぱり必要であって、それをきっかけにして移住をすると

か、定住をしていくとかというふうなきっかけにつながっていくというものを目指してい

るという考え方で、交流人口という言葉は、これはそういう意味でも非常に重要な言葉で

あるというふうにとらえています。

【Ｄ委員】

そうしたら、今後は新幹線のものも交流人口に入ってくるということですか、新幹線の

上下。

【事務局】

そういうことになります。

【部会長】

やっぱり人は交通の便がよくなれば、それだけの移動があって、出入りについて……。

【Ｇ委員】

いわゆる昼間人口がありますよね。これを一般に交流人口という言い方に大体なってい

るんですか。

【Ｈ委員】

違うんでしょう。それは、流入、流出の人口と交流人口と違うんですよ。そこがごっち

ゃになりやすいと思うんです。じゃないですか。

【Ｇ委員】

いや、でも、ここで注釈してあるのはそこのこういう人達ですよね、昼間人口の増加を

目指すというところは、そういう点も踏まえてですから、観光は除く、だけど……。

【Ｈ委員】

観光は交流でしょう。今言っておられるのは流出、流入なんですよ、だと思いますよ。
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これが、出しているイメージだけど。

【部会長】

ここの文章を見ますと、ちゃんと交流人口というと、定住、半定住人口という、いわゆ

る人口の種類はこれはちゃんと分けてあるので、これはこれでいいと思うんですが、この

指標をつくるときにこの右側のこれが交流人口と、定住、半定住人口の拡大という、この

指標のデータとの整合性がちょっととれていないということですよね、単純に言うと。で

すから、目標とすること自体はこれでいいんじゃないですか。当然、観光の交流人口を増

やしたいというのはね。

【Ｇ委員】

私の言いたかったことも実はそういうことなので、要は、定住者の方が増えてくれれば

一番ありがたいよねと。あるいは、半定住者の方が増えていただければ一番ありがたいで

すよねと。

【部会長】

そうですね。

【Ｇ委員】

それとは別に、今度は日中人口もどんどんどんどんこっちへ来てもらう、こういうこと

も非常にありがたいよねと。今、実際、人口の推移を見ていると、人口は減っているけれ

ども世帯数は増えているよと。でも、これは、ある意味では、いわゆる枝分かれの核家族

化が進んでいるだけの話かもしれませんし、それなら日中人口をどうやって増やすのとい

う部分になってくると、例えば、ここに書いてありますけど、市民や地域、企業などとの

交流・連携をさらに強化することが求められるというのは、例えば、一つ、企業誘致とか、

そういったものについても具体的な案が何かあって、それで目標値としてこういう増える

数字、こういうことをどう考えておられるのか、そのあたりをちょっとお聞きしたかった

んですよね。

【部会長】
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そうですね。やっぱり、そういう企業、そういうような誘致とか、そういうようなもの

というのは当然大事な問題になると思いますね。

【Ｈ委員】

今日は６―１で全部終わってしまいそうですけど、この４つの施策の内容があるでしょ

う、この４つの施策に対して具体的にどういうようなことがこの５年間で行われたかとい

う、それが知りたいんです。それをチェックしないと今後につながっていかないんじゃな

いかなと。都市間交流・連携の推進のために、ここに、姉妹都市の事業云々って書いてあ

るけど、具体的にはどういうことをやったかとか、それがわからないと推進されればいい

なと思うけど、じゃ、何をやればいいんだとか、交流人口、定住とか半定住、これが拡大

されればいいなと思うけど、じゃ、具体的にどういうようなことを進めていけばいいんだ

ということを、そこを検討しないと、大きな目標はみんな一緒だと思うんですよ、よくな

ればいいという。それに対してどういう具体的なことを進めていくかということを計画の

中に入れていかなければ。

【事務局】

今、Ｈ委員さんがおっしゃるように、実は、この事業メニューというのは、ある程度ま

とめたものなんですね。この下には実際具体的に何をするかという、個別事業というのが

ございます。例えば、都市間交流・連携の推進であれば、定住、半定住に向けた、富山県

でやっておりますそういう事業への参画ですとかをやっておりますが、こういった個別事

業は、この１冊分でいいますと、全部で６５０近くの事業がございます。その具体的な事

業をある程度束ねたものが事業メニューであります。毎年市のホームページで、３年スパ

ンでの計画や実績といったローリングという形で公表もしてございますので、いずれこう

した個別事業がわかる資料も提示させていただきます。今おっしゃるように個別事業メニ

ューの下にある具体的な個別事業で実際に取り組んでおります。

【Ｈ委員】

そうですね。確かに、細かいところまで見せられたら、私たちの力が及ぶところじゃな

いと思うので。
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【部会長】

とりあえず、今日はわりと大枠で話を進めていきたいと思います。

６―１も、これは、いろいろとあります。ただ、私がちょっと思ったのは、やっぱり今

年の大地震、そういうようなものもこの中に反映されるような言葉があったほうがよりわ

かりやすいのかなというふうに思いました。

それでは、次に、６―２のほうに参ります。

開かれた行政の取り組みということで、同じような形になりますが、この辺のことにつ

きましても皆さんのほうで。市民・行政協働のまちづくりの推進というところ、それから、

行政情報・議会情報で、広報くろべ、あとホームページとか、ケーブルテレビ、ラジオ放

送、また市議会だより、そういうふうな内容のもの、それから、市民にとってよりわかり

やすい視点での透明性を求める情報公開の推進と市民意向ということもあります。この辺

のところで、特に何かありますか。

タウンミーティングも実際にあったんですが、ちょっと何か、なかなかうまく人が集ま

らないという現状があるというふうなことがありました。この辺についてはこういうふう

にしたほうがいいんじゃないかとか、何かありますか。

【Ｄ委員】

これは合計何回やられたんですか、年間。

【部会長】

そうですね、この指標で書いてあるのは、この数というのはどういう意味を言っている

んですか。

【事務局】

これは毎年１１月ごろに中学校校下４会場で４回やるんですけれども、その会場に参加

された方の総数でカウントすることにしております。また、今回は特に新庁舎のタウンミ

ーティングとか、特別に行ったものもありますけれども、タウンミーティングとして毎年

開催するもののカウントを、総数、参加者数ということで先ほど報告させていただきまし

た。
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【Ｄ委員】

４会場で４回。４回ずつ。

【事務局】

４回場所をかえて、４回です。

【Ｃ委員】

同じテーマで？

【事務局】

同じです。

【部会長】

そうですか。

【Ｂ委員】

ちょっと聞いていいですか。今日は生地のコミュニティセンターであるので行こうかな

と思って見ていたんですけど、前回のときも、市民会館と、何か場所がたくさん集まられ

るところはもちろんいいんですが、すごくタウンミーティングに来ておられる人数も少な

いし、いつ行っても同じような顔ぶれの人ばっかりなので、ほんとうに。でも、少ないか

もしれないけど、その校下の中で地区を回るとかという考えはないんでしょうか。石田な

ら石田ばかりなんですよ。前回も今回も石田。

【Ｈ委員】

施設の問題もあるんじゃないですか。集まれる場所とか。

【Ｃ委員】

駐車場とか。

【Ｂ委員】



-19-

そういうことなら。小学校がいいかなと。

【部会長】

その辺はどうなの、事務局どうぞ。

【事務局】

タウンミーティングが、皆さんから今ご指摘いただきましたように、ちょっとマンネリ

化しているんじゃないかなと。集まっている方は、言われるように、同じ方。それも、ど

ちらかというと若手じゃない、失礼ですが年配の方々、そして組織的に動いておられる方々

が中心になっておられるということで、地区によってはやっぱり少ないところがあるとい

うのは、私どももそういった点を反省しておりまして、ただ、市長としては、市民の方々

皆さんに伝えたいということでテーマを絞ってタウンミーティングという年４回の手法を

とっておりますが、これではやっぱりちょっとということで検討している最中です。市と

しては市側の情報を積極的に公開するという姿勢で考えているところですが、タウンミー

ティングとは別に、例えば、市民団体、一定の人数の方々がこういった市政に関して知り

たいということに対して、市長までじゃないですが、市の情報を知りたいということで、

例えば、課長、担当レベルが地元へお邪魔して出前的な行政の説明、情報公開をするとい

う形のことを今検討しております。また、各部局から市民の皆さんに知ってほしいという

ことをメニューして、春先あたりに一覧表に出して、市としてはこういった情報を皆さん

に説明いたしますというのを出して、一定の人数の方が集まられればそこへ出向いて説明

すると。このテーマ以外じゃだめなのかというと、そうじゃなくて、事前にちゃんと教え

ていただければ、そのテーマについてもご説明できるように検討したいというふうに今思

っておりますので、そういうことによって市の情報を皆さんに少しでも知っていただくと

いう形をとっていきたいと思います。ただ、やっぱりタウンミーティングですと、やはり

関心のあるテーマとそうでないテーマとあると、やはりどうしても人数に変動があります

から、そういったこともありますので、タウンミーティングのほかにそういった出前トー

ク的なことも今検討中でございます。

【Ｂ委員】

今言われたような、そういうすばらしい点をここにもっと反映されておればいいのに。
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【部会長】

今言われたことがこの中で反映されるようなものを入れてもらえばいいですね。

それでは、次に６―３に行きたいと思います。

市民活動支援の取り組みにつきましてですが、この中には自治公民館とか、コミュニテ

ィ施設の充実、さっきもタウンミーティングができる会場があるとかという話もありまし

たが、あとは地域のコミュニティ活動で、まず、市内に１６の振興会があって、それぞれ

公民館でやっているという活動もありますし、また、ＮＰＯですね、さっきもご質問があ

ったボランティア活動への支援ということで、この左のほうにこの時点で７つですか、こ

れは平成１９年までに設立されたものが７つあったということですよね。その後、今現在

３つ増えたということですか、という形です。これも同じような形で、結構、高齢化社会

の中でさらに重要な視点になってくると思いますが、これにつきましても皆さんどうでし

ょうか。

ＮＰＯの数は大体もう目標値どおりになっているという形でいいんですかね。

【Ｄ委員】

ＮＰＯに何か指導とか、講習とかされているんでしょうか。

【事務局】

これは県が主催するＮＰＯに対する講習会、研修会というものがありまして、それにつ

いては各ＮＰＯ法人、ＮＰＯ団体に対して連絡が行っておりまして参加していただいてお

るというふうになっています。

【部会長】

結構、今、公民館も結構利用されているんだと思うんですが、どうでしょうね、高齢化

社会の中でやっぱりますます重要性が増してくると思いますけど、ここにプラスアルファ

で何か特に入れるものがあればまた。

また後からおさらいをしますので、それじゃ、次のところに参ります。

６―４、男女共同参画社会の推進ということで、ここに、指標的なものでいくと審議会

などへの女性の登用率というのがありますが、これは大体目標どおりということで、２７
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です、現在。というところですね。今日は女性の方にたくさんおいでいただいているので、

この辺のところをぜひ、どうですか。

【Ｂ委員】

私らも２人、○○の中から来ていますけれども、ほんとうに公募というか、市のほうも、

行政側も私ら市民もそういうふうに願って、一生懸命女性の登用ということで、じゃ、公

募の中へ女性を何人入れようとかって一生懸命やるんですよ。それこそ笛を吹いても踊ら

ずで、そういうふうにしてもらってもこっちからまた働きかけて、出ないとかって、やっ

ぱりそういうほんとうにどれだけいいプログラムがあっても、それに乗ってもらえないと

だめなので、私らは○○なんですけれども、小さいことかもしれないけど、とにかくみん

なにちょっとずつちょっとずつ啓発して、こういう公募があるよ、出てみたらって、ほん

とうにそういう積み重ねかなと思っています。だから、皆さんにもすごく協力していただ

いて、おっくうがらずにまず足を一歩踏み出してほしいなと思っています。

【部会長】

もし、ほかに何かなければ、じゃ、次のところへ行きますが、６―５、市民と一体とな

った計画的行政運営の推進ということで、行政サービスの充実、効率的な行政運営の推進

ですね。これは行革大綱に基づくということですが、あと庁舎の環境の改善と。この当時

は黒部庁舎、宇奈月庁舎ともにということだったんですが、今度は新しい庁舎ができると

いうことで、分庁舎による行政サービスというところも、この２つはやっぱりちょっと変

えなきゃいけない内容になると思いますので、このところを、ここに新庁舎の建設とここ

にありますが、これをみんな一体化してどうするかというのはほぼ決まってきているとこ

ろで、これをうまくまとめてもらうしかないですよね、これにつきましては。

あと、全体的な行政の窓口的なものもどうなるかということがありますよね。なかなか

宇奈月の庁舎というものはある意味では何か利用を含めて考えておられるのか、それもあ

ります。特に、今のところ、それはまだ未定という感じなんですか。

【事務局】

新庁舎の基本構想、先ほど申しましたように、今年の７月に基本構想の策定の報告書と

いうものが出まして、その中においては、基本的には今の黒部庁舎、宇奈月庁舎を統合庁
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舎にするというのが１点、それと、窓口サービスは、現行の宇奈月庁舎における市民サー

ビス課が主に担っている窓口サービス部門は残すということが決定しております。それと、

あと同じ市でいう出先機関の中に保健センター、市で健康増進課というところ、それと、

区画整理事務所という、そういうものも含めて新庁舎に統合していくということも決定さ

れておるところでございまして、保健センターの機能についても、基本構想の今後検討し

ろという中身を受けまして、市の方針は一定のものがもう出ておりますので、そういうも

のに向けて、今基本設計に入る段階においてどういうものを、例えば、窓口部門を何階に

配置、おおむね１階ですけれども、どういう部署の部分を入れるかとか、そういうところ

に配置するかとか、そういうものも含めておおむね庁内で合意されましたこういうものが

基本設計に反映されるということで考えております。

【部会長】

今おっしゃった内容を、この計画の中に反映をぜひしていただきたいというふうに思い

ます。

それから、ここにもう一つ、公の施設の公募による指定管理者制度の割合というのは、

これは、実際の結果として今大体１５ですね。目標が２４年で２０なんですけど、これは

三角になっていますが、この指定管理者については、これは……。

【Ｄ委員】

ちょっと聞きたいんですけど、これは１０月の広報に書いてあったもの、指定管理の記

事が出ていると思うんですけど、ここについての評価制度というのはどういうふうにされ

ているのかなという。それはとった業者に対してなんですけれども。とって、また新しく

入札されるんですけど、そのときに今現在とっている人たちに対しての評価というのはど

んなふうにされているのかなという。

【部会長】

現在、やっている皆さんについての評価ですか。

【Ｄ委員】

そうです。
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【事務局】

現在、やっていただいておる方々については、毎年担当課がその業者さんを客観的に評

価する評価シートというのがありまして、それで点数評価をして、企画政策課に報告する

ということになっております。これは毎年やることになっています。

【Ｄ委員】

この指定管理に関しては、いろいろと指定管理することは大変いいことなんですけれど

も、もちろん、民間にすればサービスは向上するところもあるとは思うんですけれども、

逆に、低下するというか、この指定管理にすることによって、やっぱり予算が決まってし

まうということに対して、なかなかやっぱり業者が限定されるといったことが往々にして

あると思うんですよね。例えば、今回の施設がいろいろと出ていましたけれども、そこに

対して１社しか入札していないという状態があるのかなと。もし、ある１施設に対して１

社しか入札していないという現状があるとするのであれば、やっぱりそれは金額的に厳し

いというか、内容的に厳しいということであって、全然、入札ということに対して意味を

なしていないんじゃないかなということがあって、ぜひともそこら辺をちょっと考慮しな

がら公募ですか、数を増やしていかなくちゃいけないかなということも思いますし、指定

管理というもののほんとうの意味をもうちょっと考えたほうがいいんじゃないかなと思っ

て。

いろいろとやっぱり予算が減、減、減、減となっていくという話も聞いていますし、何

でもかんでもここに書いてあるとおりしていけばいいかもしれませんけれども、していっ

てなおさらサービスが低下するということに対しては逆効果ではないかなというふうにも

思うので、それで、やっぱりその指定管理ってところに、今現在のこの金額でどうですか

ということを聞いていかなくちゃ、もちろん、文章では非常にいいことではあるんですけ

れども、やっぱりそれを聞いていく、それをさらに次のときというか、次の指定管理のと

ころに反映していくというような感じにしていかないと、なかなか今の現状で何か減、減、

減、減となって、多分指定管理で増になったところはないんじゃないかなというふうに思

っているんですけど、新しい２４年度から。いろいろと広報に出ていましたけど。そこを

ちょっと十分に。
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【事務局】

新規で今回募集した中には、新たに公募施設として位置づけたものもございます。ただ、

今おっしゃいますように、広く民活でありますとか、民間経営のノウハウを生かしていた

だいて、効率的な管理運営を図っていただくというような趣旨も指定管理者制度にござい

ますから、そういう意味ではより多くの方々に応募していただきまして、いろいろな提案

をしていただくというのが原則、そういう姿があり方としてはいいのだろうというふうに

思いますが、現実的に、確かに、１社だけの応募でありますとか、そういうことがあると

いうことも事実であります。そこらあたりは課題ということではありましょうけれども、

趣旨としましてはやっぱり民活であるとか、そういう先ほど言いましたノウハウを生かす

というような一応考え方が基本にありますから、なるべくそういう参加される範囲を広め

ていくような努力はしなければいけないというふうには認識しております。

【Ｄ委員】

これは、もし指定管理がだれもなかったという施設があった場合はどうなるのか、そう

いうことはないとは思うんですけれども。指定管理に出して、本番に全然金額的にもやっ

ていただける予定とかができなかったという場合は、その施設はどういうふうになるのか。

【事務局】

これは選定委員会という、そういう検討する組織がございまして、そこでの議論も経て

決定することになると思いますが、もちろん直営という判断も選択肢の中にはあるという

ことになります。直営か指定管理かというふうな選択の中で今進めておりますので。そう

いう、あるかもしれないです。これは選定委員会での議論です。

【部会長】

ここの指定管理者制度というもの、これはこの欄外というか、右側にあるんですけど、

この内容というのは、この文章とか、どこかの中に出てきていないですよね。全体像の中

の……。

【Ｈ委員】

いきなり指標として出てきたということでしょう。
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【部会長】

何となくいきなり出てきているので、この運営を、行政サービスとか、そういう中で、

いわゆる指定管理者制度を設けるという目的みたいなものがどこかに、ここに書いてあっ

たほうが全体的にはわかりやすいのかなというふうに思います。

【Ｈ委員】

もう勝手に想像しているんですけど、やっぱり市民と一体となったという、ここにつな

がってくるんじゃないかなと。

【部会長】

そうですよね。そこにつながってきますね。

【Ｃ委員】

それから、施設運営管理の見直し、事業の改善、資質向上なんでしょう。

【部会長】

そうですね。そういうところにうまく。それがそういう一つの選択肢ですね。

【Ｃ委員】

数値目標にすると、そこら辺があらわれにくいので、やっぱりぱっと見て何を目指した

のかというのがわからないので、さっきおっしゃったように、数値目標にならない事業、

ホームページを見てくださいという気持ちもわかりますが、やはり情報提供をしていかな

いとなかなか市民にはわかりづらいと思います。ちょっと具体例で……。

【Ｈ委員】

この目標の設定がちょっと問題があったかなという気はするんです。

【Ｃ委員】

そうですね。ただ、数値目標を置かないと前年評価ができないというのも事実ですし、
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かといって、事業の充実、事業でやっていくというのも必ずあるわけで、そこら辺の２本

立てをどういうふうにあらわすか。きっとメニューの中にいっぱい入れておられると思う

んですね。それから、広報にもいっぱい載っていると思うんですけれども、正直、そこま

で気をつけて見てはおりませんでしたので、情報提供の不足というのはそこら辺のわかり

にくさがあるんじゃないでしょうか。

【部会長】

そうですね。ほんとうにそういうふうなわりと基礎的な内容といいますか、今やってお

るのは。スリムで効率的というところとか、あと、サービスの低下ということ、そういう

ことをうまくどう結びつけていくかという中に実はこの指定管理者制度もあるはずなので、

そういうふうな大枠のことをぜひここの中に反映させていただきたいと思います。

【Ｃ委員】

確かに、先ほどおっしゃったように、入札の少ない、指定管理に希望の少ない、応募の

少ないところは、それでもやはり必要だから今まであったわけだと思うんですよね。それ

を直営にするに当たって、ないから廃棄というのではなくて、直営の方向を考える、マイ

ナスでも残すべきものを残すというところをちょっと明確に出してほしいと思う。例えば、

山手のほうの保育とか、生地とかすごく人口減に対して危機感を持っておられて、サービ

スが低下しているんじゃないかという声も結構ありますね。それは見放されたという気持

ちが強いという声がアンケートの中に出ておりましたけれども、確かに、周辺は、大布施

あるいは三日市周辺、ここらあたりは大変活気づいていて、学校であれ、公民館であれ、

とても施設への予算投入が大きいと。じゃ、少なくなるほうはどうなのか、そこら辺への

配分ですね、温かいと言えばいいか、見捨てるんじゃないよ、どうしてもない場合は必要

なものは必ず残すんだよといったような説明というか、声が聞きたいです。

【部会長】

そうですね。わかりました。じゃ、そういうようなこともぜひ、そういう中でうまく反

映させていただければいいと思います。

それでは、６―６、よろしいですか。

健全財政の推進ということで、これはどこの行政でも皆さん、一番、今大事な指標もあ
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りますし、指標とすると、一般会計の市債残高が後ろに載っていて、それでいきますと、

ちょっとなかなか残高がうまく減っていないという形ですかね。そんな感じなんですが、

この辺の説明はちょっとしていただけます？

【事務局】

ごらんのとおりで、２２年度末では２３７億円ということでバツとなっております。こ

の辺、少し分析していきますと、実は、少し専門的な用語になりますけれども、臨時財政

対策債といいまして、これは国全体で地方の財源を考える上で、交付税制度というのはご

存じだと思いますけれども、要するに、国税５税の一定割合を県も含めた市区町村、自治

体に配分するという中で、税収が不足しているということで、必要な財源に対して不足し

ているということで、これはそのために不足分を国と地方で半分ずつ借り入れしましょう

ということで借り入れしている起債で、借り入れになります。

これが、１９年に想定したときには年３、４億だろうという、そういう前提でこの残高

を決めたという経緯がございます。それに対しまして、今申し上げた臨時財政対策債とい

う起債が、実は昨年でいいますと１２億７,０００万の借り入れをしております。これは、

そういう意味では地方では少しどうしようもない部分でありまして、その辺のずれがこの

実績につながってきているということになります。

もう少し具体的に言いますと、今申し上げた起債を除きますと、平成１９年では１９３

億円であったと。これが２２年度末では、その分を除きますと１７８億円ということで、

そういう意味では１５億ほど減少はしているということでありまして、まさに不況の中で

国の税金が落ち込む、その影響で市が借り入れをするという前提の制度の中でこういう結

果になったということであります。

そこで、実は、皆さん、最近新聞なんかでもごらんになっていると思いますけれども、

実質公債費比率という指標がございます。これはそういったような影響を受けない純粋な

市の財政、健全性を示す指標として、平成２０年ごろから用いられておりますけれども、

それですと、これは率になりますけれども、黒部市はここ数年下がってきておるという状

況がございます。

【部会長】

行政改革も含めて財政もそうなんですが、この辺の指標として、どうなんですかね、実
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際に今言われた一般会計の市債の残高を見るのがいいのか、また、実質公債費比率を見た

ほうがいいとか、その辺のところの論議はちょっとあるんじゃないか。国の都合でそうい

うふうにして、もともと３億だと思ったものが１２億の起債をしなければならないという

ことになると、指標にしてもあまり意味がないんじゃないかと。となると、この指標を見

直すというのも１つの方法論としてはあるのかなと思うんですが。その辺、Ｇさんはどう

ですかね。どんなものですかね。

【Ｇ委員】

やっぱり、どの指標でというよりも、自治体が、何といいましても、公債費比率が今は

２２.１とか、そういう形で県下の自治体の中ではかなり苦戦している状況ですので、それ

と、やっぱりその２０％が越えになっていることによって、認可行政団体というものにな

れば、それはまず弱ったねという話になるわけなので、ただ、やっぱり市民の人にはとに

かく黒部はもう赤字で赤字でどうにもならないのだと、こういう印象だけは何とか避けた

いですよね。

【部会長】

そうですよね。

【Ｇ委員】

先ほど来、新幹線の４０億だとか、新庁舎の、これは総工費は幾ら……。

【事務局】

４０億。

【Ｇ委員】

４０億ですね。これで市民病院の１００億とか、こういうようになると、実際の補助金

を除いて、この公債費比率の部分がどのような形でどうなっていくのか、このあたりはど

うなんでしょうかね。

【事務局】
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実は、委員さんがおっしゃったとおり、１８％というのが１つの基準になっていまして、

直近の２３年度の数値では２１.２％となっています。１８を超えると借り入れする際に県

の許可が要ると。それが未満でありますと単に認可といいますか、届け出するという形に

なります。そこで、今後の状況でありますけれども、１８％を超えておりますので、公債

費負担適正化計画という計画を出しております。それによりますと、その計画では平成２

７年度、４年後には１８％を下回るという見込みでございます。

【Ｇ委員】

その辺がちょっとわかりづらいんですけど、これだけ新庁舎とか、新幹線事業だとか、

こういうのがある中で、そうおっしゃってもほんとうにそれで終わるんですかと思います

よね。

【事務局】

今、大きな事業も計画されておりますけれども、この財源につきましては、ご存じのよ

うに、合併特例債という起債、これはほぼ充当率といいますか、事業ほとんどについて借

り入れできると。その元利償還金については７割が交付税算入されるということで、実質

的には３分の１程度しか影響が出ないと、今の率に。そこで、そういったこの大型事業も

含めて計画を立てておりまして、これは毎年見直しをしておりますけれども、今のところ、

間違いなくといいますか、確実に１８％を下回ることができるというふうには思っており

ます。

【部会長】

全体の整合性がちょっとありまして、私も指標をかえる、かえないというのは、実はか

えてもいいものかどうかという問題がありまして、ここ１０年間というものに対する指標

はやっぱり１つ、今までやってきた前提がありますので、指標そのものというのはやっぱ

りかえるのはちょっと難しい場合もあるのかなということもありまして、確かに、４年後

に達成できるのなら、ちょうど今から５年後でも達成できているはずですから、そういう

かえるという方法論もあるんですが、ちょっとこの辺は今この場ですぐに答えを出すのは

ちょっと難しいなというふうに思っております。

今言われたように、どうやって今の特例債を使いながら、なおかつ、普通でいうと、市
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民の感覚からすると、こんなにたくさん、市役所はつくる、病院を建て直す、何とかって、

こういう例があってほんとうにできるのかなという心配になりますので、そういうことも

ちょっとうまくこの中に入れ込みをしてもらいたいですね。じゃないと、ほんとうに健全

財政になるのかなというのはちょっと不安なので、今の特例債を使うとか、そういうこと

を踏まえたもので、この中にそれをうまく記載して、指標はこのまましかできないにして

も、どこかに実質公債費比率があえてここに書いてありますので、この辺も何かどこかに、

目標なのか、こういうようなことを入れてもらったほうがいいんじゃないですかね。せっ

かくもう間違いないってお墨つきで言ってこられたから、どこかに入れてもらえばいいか

なというふうに、正直言って、思いますね。

ということで、とりあえずはこれで６―１から６―６までやったんですが、ほかにひょ

っとしたら抜けているところもあると思うんですが、もしあれば、何か一言言ってもらえ

れば。

【Ｄ委員】

ちょっとさっき言い忘れたんですけど、６―２の開かれた行政の取り組みのところで、

この行政情報のところで、ちょっとお願いというか、あれなんですけど、広報くろべなん

ですけど、広報くろべを私も見させてもらって、いつも見ておるんですけど、これの締め

切りが非常に早いんですよね、原稿の締め切りが。１カ月半ぐらい前……。

【Ｆ委員】

１０日ですね。１２月１日に載せたければ１１月１０日。

【Ｄ委員】

１１月１０日？

【Ｆ委員】

そうです。１０日が締め切り。

【Ｄ委員】

１０日でしたっけ。何か、すごい早かったときがあって、もちろん、マスとかはあいて
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いないんですよね。

【Ｆ委員】

マスとかは広報の担当の方が大体決めるんですけれども、あまり、１０日でも１０日の

ぎりぎりに言うと、こんなでっかい記事を１０日ぎりぎりにというわけにはいきません。

【Ｄ委員】

わかりました。

【事務局】

枠取りをまず担当のほうが、年間の計画といいますか、そういうきめの細かい計画とい

うか、枠取り計画というのをつくっておりますので、大きな記事が入ったりということに

なるとなかなかやっぱり期限を守っていただかないと難しい場面がありますので、その点

はご配慮いただければと。

【Ｄ委員】

どなたでも見ているものですからね、いろいろと情報を入れたいなというようなものが

結構あるんですよね。なかなか難しいところだなというふうに思いますけど。全然アドリ

ブであっても何かそういうふうに受け取ってもらえたら、つくっている人たちが。自分と

してはありがたいなと思って。

【Ｂ委員】

やっておられる方は、一生懸命なのかなと思う。

【Ｄ委員】

そうそう。やっている方は一生懸命なんですけど、これだけやっぱり見ておられて、全

世帯に行くということであれば。

【部会長】

そうですよね。必ず全戸に配付ですから、一番、黒部で。



-32-

【Ｄ委員】

あと、いろんなところにこれは結局挟めるとかもありますからね。

【Ｆ委員】

タイムリーな記事というのにはちょっと。

【Ｄ委員】

それはなかなか難しいとは思うんですけど。

【部会長】

でも、１０日であればね。

【Ｄ委員】

もうちょっと早かったような気がして。

【部会長】

そうでしたか。

【Ｄ委員】

これをもうちょっとチラシとかでも結局いろんなもので、先ほど言った空き情報とかも

いろいろと入れていただければいいのかなと。

【部会長】

議会だよりも結構一緒にね。

【Ｄ委員】

そうそう、いつも読ませてもらっています。

【Ｈ委員】
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これは質疑じゃなくて市へのまた要望になってしまうんですけど、ホームページなんで

すけど、あれは更新がすごく何か遅いというか、頻繁に行われていないというか、特に市

の行事計画とか、あの欄を見ると載っていないことがいっぱいある。今日この行事がある

のに載っているかなと見ると全然載っていないとか。ある部署の行事だけずっと載ってい

て、あとの行事は市の行事という項目に載っていないことがあるので、あるときは議会ま

で載っていないことがありましたからね。３月議会が市の行事に載っていないと、こうい

う月もありましたから、これはどうなのかな、あれでは情報公開にはならないなと。例え

ば、市の行事じゃないにしても、いろんな商工フェアとか、そういうのがあったりするで

しょう。そういうのも、商工フェアがどうだったかわからないですけど、そういうような

大きな行事も載っていなかったりするんですよ。この市の行事って、そういう表記になっ

ているところじゃないところには載っているかもしれないけど、一覧として見るのはちょ

っと見づらいし、情報がかなり不足しているので。もし、あれを見て市の行事とかに参加

しようかなと思っている人がいると、ちょっとがっかりして来ない人もいるんじゃないか

なという気もしました。

【事務局】

実は、今、ホームページの改修を年度内にやるということで進めておりまして、そのよ

うなご意見につきましては重々反映できるように気をつけていきたいというふうに、更新

の仕組みも含めて再チェックさせていただきます。

【Ｄ委員】

今、Ｈ委員が言われた、もちろん行政のものもそうですけど、もしよかったら、民間か

何か、ＮＰＯとかのいろんな団体のイベントも入れてもらえるような項目があればまたみ

んな閲覧するのも多くなってくるんじゃないかなというふうに思います。もしできればで

すけど。商工フェアとか、ＮＰＯさんとか、結局、黒部市が提携しているところですよね。

そういうのも入れてもらえば、もちろん、何かいろんなスポーツイベントとかでも。

【部会長】

そうですね。
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【Ｈ委員】

参加者とか、こういうものが出てくれば。

【部会長】

講演情報とか、紹介しているとかね。

【Ｄ委員】

そうそう、参加者の人数とか、そうなるとやっぱりみんな黒部市にアクセスするのが多

くなるんじゃないかなと。Ｈさんの意見は非常にいいと思います。

【部会長】

そうですね。ほんとうにホームページって非常に大事な情報になりますからね。一番新

しい情報をぜひこのリニューアルのときにできるように対策をお願いしたいと思います。

大体、今の意見でよろしいでしょうか。

それでは、大体もう１時間程度たったんですが、あと、じゃ、５番のその他に。今６―

１から話をしたんですが、そのほかのところでもしご意見がある方がおられましたら、そ

れをお話しいただければと思います。

【Ｄ委員】

先日ちょっと友人から聞いたんですけれども、救急車の件なんですけど、先般、いろい

ろと報道でも出ているんですけど、容易に救急車を呼ばないようにというふうによく言わ

れているということがあるんですけれども、ただ、その境目がどこなのかというのがちょ

っと容易にわからないということで、例えば、子供が呼吸困難、熱性けいれんとかがあっ

た場合に、救急車を呼んで行ったら、ちょっと名前は言いませんけど、医者の方にこんな

ので来てもらっては困りますよと、救急車で。親としての感覚と医者の人の感覚と、なか

なかその違いがわからないということで、医者に言われてショックを受けたという方がお

られたので、もちろん、安易的なものはあれなんですけれども、もちろん市民の人には協

力することも必要ですが。お医者さんは、そういう発言はちょっとやめたほうがいいんじ

ゃないかなと。まあ今後は、という感じで言われるならいいですけど、これは市民病院の

医者の方に言われたというふうに聞いていまして、なかなか行政サービスとしてはそれは
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難しいのではないかなと。ただ、難しいんだとは思うんですけれども。

やっぱり医者の方と違う意見があるんですけど。市民病院はいろんな、入善からでもい

っぱい来て、入院とかいろいろなことがありますので、やっぱりお医者さんが言うのもわ

かるんですね。市民病院に行ったほうが安心というようなことですからね。何か、そこら

辺はどういうふうなのがいいのかなと思って。

【部会長】

確かに、実際にどういうふうにしたらいいかってほんとうに線がきっちり引けるのか、

ある意味でいうと、それもいろんな判断基準があるんでしょうけど、そういうのはどんな

感じですかね。

【Ｃ委員】

事前にどれだけでもそれを振り分けるサービスをしておられるはずなんですね。例えば、

市民病院の救急へ連絡を入れてから行くとか、広報に夜間救急センターの案内が必ず出て

いますよね。そういうＣＭはいっぱい出ているんですけど、見るべき人が見ていないとい

うのが実情なんですね。

なかなかそこまで気をつけて見ていないから、手っ取り早くは救急へ、その場合は救急

へ一たん電話をしてから、こういう必要があるかどうか聞いてから行く。そうしないと、

やっぱり市民病院の待ち時間が長いというのはすごい苦情の最たるもので、どんどん膨ら

んでいくので、そこら辺の兼ね合いをどうやって説明していくか、窓口のほうは。市民病

院だけではとてもできないことだと思うんですけど。

【Ｄ委員】

なかなか男性じゃわからないと思います。女性で連絡協議会等でまたそういう指導を。

【部会長】

指導ってちょっとおかしいけど、お話ししてもらえたら。

【Ｂ委員】

今、Ｃ委員が言われたようなのはまた何かの拍子に言います。
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あと、その判断と言われると、やっぱり、血がこれだけ出てあっと思うかもしれないし、

こんなのが出てあっと思うかもしれないし、それってほんとうに難しいところで。

【Ｃ委員】

難しい。だから、やっぱり、まず救急でどんな程度か答えてくれる電話がありますので、

県にもありますし、市にもあるはずです。

【Ｂ委員】

でも、実際、ほんとうに雨が降ってあれだからタクシーを使うよりも楽だからとかいう、

ほんとうにあほみたいな話を聞くので。

【部会長】

それは非常にあれですよね。

【Ｂ委員】

なので、やっぱり良識に任せるしかないので。

【Ｃ委員】

そう、良識ということですね。

【部会長】

そうしたら、大分、時間もあれなので、もし、今以外のご意見がありましたら、こちら

のほうに意見を書く、提言とかを書く、こういう用紙もございますので、ぜひこれを利用

してまたお伝えをしていただければいいかなというふうに思います。

じゃ、とりあえず、協議事項についてはこれで終了したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、あと事務局のほうで説明をお願いします。

【事務局】

本日、皆さんからいろんな視点からまたご意見等をいただきましたので、そういったこ
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とを次回の協議資料の中に盛り込みながらまた資料のほうに入れさせていただきたいと思

います。また、この場でご発言できなかったことなどございましたら、本日お渡しました

この意見用紙のほうに記載していただいて、またこちらのほうに郵送なりファクスなりで

いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

【部会長】

今後の日程についてお願いします。

【事務局】

今後の日程でありますが、今、この作業の進みぐあいとの調整を見ながら進めていくわ

けですが、当初３月を予定しておりましたが、場合によってはちょっと早まるかもしれま

せんが、早目にまた皆さんにご案内させていただきたいと思います。

本日はこれで閉会さ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。

―― 了 ――


