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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第２部会（産業経済） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２７日（月）１３：３０～１５：４５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席１名）、専門委員１名（欠席無し）

幹事３名（欠席１名）、計画主任５名、事務局４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２回第２

部会を開催したいと思います。

本日はＣ委員さんにつきましては欠席される旨、報告を受けておりますのでご報告申し

上げます。

それでは、初めに部会長のほうからごあいさつをお願いします。

【部会長】

黒部市総合振興計画審議会の第２回目となります第２部会の開会に当たりまして一言ご

あいさつを申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、何かと忙しい中お集まりをいただきましてまことに心

から感謝申し上げます。

さて、年が明けて２カ月半が経過いたしましたが、本年は、後期基本計画を策定する極

めて重要な年でございます。昨年１１月２８日に開催されました第１回の部会から約３カ

月近く経過をし、本日、第２回目となる部会を迎えたわけでありますが、この間、第１回

の部会で現況と課題等につきまして、委員の皆さんからいただきました意見をはじめ、ア

ンケート調査やタウンミーティングでの意見、日ごろ市民の皆さんから寄せられている意

見などをもとに、市の庁内会議において検討、調整され、その素案がまとまりました。

また、施策の内容や事業メニュー等につきましても素案が示され、本日は最初のご意見

をいただくこととなっております。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、本日の部会と次回の第３回部会で、しっかりと議論を深め当部会に与えられた役割を

しっかりと果たしていきたいと考えておりますので、委員の皆様方には忌憚のないご意見
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を賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。開会に当たりまし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、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となっております。これからの審議につきましても部会長さんに

お願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。

【部会長】

それでは、条例に従いまして座長役を務めさせていただきます。

早速、次第に基づきまして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、事務局からご説明をお願いいた

します。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいまの報告、前回部会以降の経過につきまして、何かご質問はございませんでしょ

うか。

なければ、次のほうに入らせていただきたいと思います。

（１）現況と課題から施策の展開方針まで、事務局からご説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

前回は大幅に時間をオーバーいたしまして、偏った議論になった経緯がございました。

そういう意味では、均等配分にして何とか時間内に終わりたいと思っております。よろし

くお願いいたします。
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それでは、１ページ目の農林水産業等、第２章、地域特性を活かした産業育成のまちづ

くりということで、２―１として農林水産業の振興につきまして、皆さん方のご意見を伺

いたいと思います。いかがでしょうか。

赤字のところが前回の議論を踏まえて修正されているところですね。

【事務局】

そうです。

【部会長】

ということでありますので、まず、農業のほうでいかがでしょうか。

【Ｈ委員】

今年あたりから農林水産省が、人と農業という中でマスタープランという形を出してき

たんですが、そういう中で、今後、黒部市あたりも、俗に言うマスタープランというのは、

農地の集約というような形の中で、農業のやる気のある人はやるということで、やる気の

ない人は農地をやる気のある人に貸すというようなことで、その分を国が、農地を出した

人に補助金を出すというような制度的なものは、今年あたりから出しておるわけですが、

そういうことが、今後、いろんなことで農業というものの補助金等の問題、あるいは、ま

たＴＰＰの問題等もあるわけですが、いろんなことで国が施策を出してきておるというよ

うな中で、やはり国の施策に従って、今後、黒部もそういうことに取り組んでいかなけれ

ばならんのじゃないかなと、このように思っておるわけですので、この中にそういうよう

なことはまだ載っておりませんが、今後そのような形で載っていったときにどうすればい

いかということも、今後の話し合いの中で持っていかなければならないかと、このように

思っておるわけですが、その点は、どういうふうにまた検討されるかということを、ここ

で言ってもらいたいと思うんですが。

【部会長】

いかがでしょうか、今の問いに対して。

【事務局】
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今おっしゃられたとおりなので、国のほうでは、農業を開設するための基本計画とか構

造計画というものをつくっております。それがやっと今明らかになってきた時点なので、

ここにはざくっとしか載っていませんけれども、またちょっと制度が変わっていく、猫の

目行政と言われまして、行政の制度がころころ変わるものですから、そのつど制度的なこ

とを載せていくとちょっと大変なものになるものですから、いずれのときにも通用するよ

うな書き方をしてあります。ただ、もし載せるとすれば、新規就農者の支援とか、そうい

ったところは、まだ載せる余地があるんじゃないかなと思います。

【Ｈ委員】

当然、今、そういう部分では、日本の政府のせいで、１年変わればまたその他、制度的

なものも出てくると思うんですが、やはり、その中で今後、地域農業というものをいかに

して進めていくかということを、将来を見据えた中での言葉をある程度含んだもので載せ

たほうがいいのかなと思います。

【事務局】

検討させていただきます。

【部会長】

よろしくお願いします。

じゃ、そのほか何か、農業に関することでありませんでしょうか。

いかがですか。集荷とか出荷設備の、そういうものはもう充実されているんですかね。

新しい、ニンジンとか、ネギとか、そういうものをすると、つくるのはいいけれども出荷

体制とか何かというものは整っているのかなという気がするんですが。

【Ｈ委員】

助成は、この問題については、富山県は特に野菜づくりが全国で、下位のほうにあるわ

けですので、今盛んに、県が１億円産地づくりということで、特に野菜を主体として力を

入れているということでやっているわけで、黒部でも取り組んでおられると思うんですが、

全農自体が、今は広域にわたって集荷場と選果場をつくるというようなことを言うておる

わけですが、今後、１億円産業づくりというものがどのように進むかということを、黒部
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あたりにもおそらくそのようなことで来ておるわけですけど、なかなかそこら辺が、黒部

あたり等にも畑をやって云々ということですけど、俗に言う基盤整備自体は、本来は基盤

整備の設計というのは水田を主体にした基盤整備の制度になっておるものですから、もと

もとは野菜をつくるというような補助になっておらんということで、その辺に水揚げの問

題なりいろんなことで、かなりこれから取り組んでいかなければならないし、それで、集

荷場をつくった云々でも、やはり一番問題になるのは流通機構。ある程度、流通して、や

っぱり生産者がつくった以上は、儲かるということに取り組んでいかないとだめだと。

特に去年あたりは、ネギの問題だって、全国的に気温が高かったというんですか、生産

的に、ある程度悪かったということで、かなりの値段が叩かれたということで、価格、収

益に、非常に問題になったということも聞いておるわけですので、その辺の問題も十分に

検討しながら、価格保証体系あたりも充実していかんと、産地づくりも、やはり儲かって

何ぼですから、その辺が一番大きな問題になると思うんですけどね。

【部会長】

荒俣でニラもやっている。

【Ｇ委員】

今、Ｈ委員が言われたことにそれこそ尽きるわけですけど、全農にすれば、黒部市あた

りは、昨年から、ニンジン、それからジャガイモとかネギとか、そういったものは、全農

へ出せば幾らでも、みんなどうにかしてあたるわけですけど、しかしながら、ネギにいた

しましても、今、Ｈ委員が言ったように、今年もネギが安かったと。ネギが安かったって、

今年だけじゃないずっと安いものですから、やった人が、やっぱり儲からないとすぐやめ

ていかなきゃならない、だから、ネギのほうも、いろいろ新規の方からお願いして、４人

とか５人とか増やしてかなりやっておるわけなんですけど、儲からないものだから、次か

ら次にやめられるのと、やっておる人がみんな、私も含めて年配の方ばかりなものだから、

体が無理になってやめられると。ほんとうに若い人というのはわずかしかやっておられん

ものだから。昔だったら、それこそ園芸連で幾らつくってでも全部出して、そのころは単

価があるから。しかしながら、若い人たちは、会社ができて、間もなくどんどんと若い人

が、従事する人がおらんようになったものだから、そこでどんどんと面積も減ったと。ネ

ギも、多いときはネギだけでも２億円になりよったんだけれども。
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【部会長】

かなりですね。

【Ｇ委員】

今はとてもじゃないが、恥ずかしくて言えないぐらいになってます。

【部会長】

そういう今の後継者のということもこの中に入っていますし、文言ではきちって入って

いますよね。ただ、そういうのを含めて、会社が悪いのじゃなくて、会社を退職された方

も、スムーズにそういう農業をやりたい人には農業にすぐ入っていけるような体制づくり

というか、そういうのはやっぱりきちっとしていかないと。この長生きする時代ですから、

６０代、まだぴんぴんしていますから、そういう方々がストレートに農業に入れば、また

違ってくると思いますけどね。

そういうので、あと、林業も含めまして、水産のほうからは、私は、漁業の振興という

のは裏面に若干ありますので、あまり時間がありませんので一言言わせていただきますと、

特に、今、後継者不足ということが非常に大きい問題点にはなってきておりまして、さら

には、ちょっととれると、今魚価安というか、魚の値段がすぐ安くなってしまう。要は、

魚の値段の弾性値というか、昔は魚屋さんがたくさんあって、そういうところで箱売りだ

とか、たくさんとれればたくさんとれたように箱売りで売られた。それが、今、スーパー

が取ってかわっているために、そういうスーパーで箱売りまでしてというところがないん

ですね。そうすると、いかんとも、ちょっととれ過ぎると暴落してしまうといったことが

ございまして、やっぱり、出荷調整機能を持った冷凍加工保存施設というか、そういう整

備が非常に急務な課題にもなっているのかなというふうに思っているところであります。

できれば、例えば「また、漁業振興を図ることが求められています。」という、その「ま

た」の間ぐらいに、今の文言を少し入れていただくとありがたいのかなと思っている次第

であります。

【Ｅ委員】

即、所得にかかわるということで、私は昔から野菜も大分やっていたんですけれども、
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野菜をつくるときには、継続的にやらんと儲からない。というのは、昔は３年に１回は必

ずいいことがあって、平均したら何とかいけるなというような思いをしていたのですが、

最近、５年に１遍もあるかないかというような感じがしております。そういう中で野菜を

つくるということは大変なことだなということと、ここに、新たにニンジン、ネギとかっ

て書いてありますけれども、黒部の場合は、まだ、ほんとうに、作物といいますか、野菜

をつくる、作物そのものがまだ固定していないんじゃないかなというような気もしている

わけです。

先ほどＨ委員も言われましたけれども、どっちかといったら基盤整備をしたら、水田オ

ンリーという形で基盤整備をしているということ、それから、乾田化ということをなかな

か国のほうでもやっていただけないということもありまして、とにかく、適地適作という

のが一番省力できていいものができるということになりますと、ニンジンあたりもどうか

なというと、今後、黒部の場合では、幾つかに作物を絞って、それで、市の助成なり、先

ほど言われました生産出荷場所、そういうものを整備していかんとだめかなと思っており

ます。

それともう一つ、先ほどマスタープランの話も出ましたけれども、農業というのは猫の

目行政そのものでございまして、とにかく国の政策に乗っていこうという、その文言をこ

こへちょっとつけ加えてもらえたらいいのかなというような気がしております。

【部会長】

そういうことですね。猫の目って書くわけにいきませんから、国の施策に準じるという

形のものを何か１つ入れていただきたいですね。

それでは、農業のほうというか、それについてＪ専門委員とＩ委員、いかがですか。何

かありませんでしょうか。

なければ、とりあえずここで区切らせていただきまして、２―２の工業の振興というと

ころに入らせていただきたいというふうに思います。

なかなか、この第２部会というのは、市民の皆さんから評価が非常に低いところであり

まして、アンケートでも非常に低い。要は、目に見えない、なかなか努力しても一般の市

民の方に理解していただくまでには相当な時間と労力が必要というところでありますが、

この工業等につきましてはいかがでしょうか。Ｆ委員どうですか。
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【Ｆ委員】

掲載順番をまず変えていただいたという部分で、工業用地の確保とか企業誘致というも

のを一番初めに持ってきていただいているので、これはやっぱり非常に大事な部分かなと

思うんですね。やはり、工業のほうの進展を図っていく中で、新しい企業を誘致するとい

うことは非常に重要な部分かなと思います。この文言にもありますけれども、北陸新幹線

開業を契機としたとありますけれども、会議所のほうでも新幹線開業、黒部新駅周辺の位

置づけをこういう位置づけにしたいなと、産業振興の拠点にするという考えができないか

なということで話し合っているところでございまして、かなり、ここに書いてあるように

この新幹線開業を契機として新たな企業を誘致できる、そういう何か市のそういう施策を

していただきたいと思っておりますので、それが一番に上位に来ていますので、まあまあ

いいのかなと思っています。やっぱり、新しいこの部分での技術開発とかその辺の部分で

産学連携という言葉が入っておりますので、いいのかなと思っています。

【部会長】

私が議論していいのかどうかわかりませんが、この企業誘致というのは、従来の企業誘

致ということと一緒なのかというと、今、皆さんが海外へ出ようとしている時期に、じゃ、

どうやって呼ぶのよということになる、その辺の違いというか、おそらく今までとは違う

誘致になる。

【Ｆ委員】

そうですね。違う形での、今までどうしても大きな規模の工場立地みたいな誘致が多か

ったと思うんですね、それが有効な時代でしたから。でも、これからやっぱり、特に新幹

線開業という部分では、東京とも時間短縮ができますよという部分なので、例えば、企業

のオフィスであったり出先であったりという部分も来ていただける可能性は高くなるとい

うことですね。大きな工業団地を造成してそこに誘致をするよという部分とは違う方向か

もしれない。言われるように違う方向かもしれませんね。

【部会長】

そういう意味では、知識集約型企業の誘致というかね。
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【Ｆ委員】

そうですね。

【部会長】

そういう企業なのか産業なのかわかりませんが、いかがでしょうか、その点で、皆様方

の意見は何かないでしょうか。

それで、参考になるかどうかちょっとわかりませんが、町なかの空き家というか、空き

店舗を活用した知識集約型の企業誘致というものがそこに書いてあると思うんですけど。

そこには、ここにも市民の声の中で、若者が物づくりの技術を受け継ぐ場ということ、

その場をどうやってつくってあげるかということなんかもその中にあると思うんですね。

だから、場の提供、企業誘致、そういうのをどうやってこの言葉の中に入れていけばいい

のかちょっとわかりませんが、ベンチャー企業への場の支援体制とかでしょうかね。いか

がでしょうか。

そこには、やっぱり、周り全体の地域がよければそこに住みたいという、そこに、要は、

今インターネットでつながる時代なわけですから、いろんな方が、若い方が、簡単に、要

は、経費がかからなくて、かつ、周りの環境がよければ皆さんそこへ自然に来るよと。安

くそういう場をきちっとつくってあげる、それが１つの企業誘致にもなるのかなと。その

場合はＮＰＯ法人がやっていますが、そういう意味では、それをもう少し進化させた形と

いうのも、行政がきちっと取り組めばやれるのかなという気もいたしますが。

【Ｈ委員】

遊休のところを、場所を提供して誘致をするというのは、部会長さんが参考までに出さ

れておるので。

【部会長】

過去には、小学校を全部分割してというのが、魚津市にもありますし、どこにでもある

話です。

【Ｈ委員】

それか、今言われたように、黒部にも宇奈月あたりが、小学校が１つになったと。一部
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取り壊された部分もあるわけですけど、また、何校か残っているんじゃないかなというと

ころなんですけど、そういうようなところの利用という、公共施設的なものになると思う

んですけど、いろんな面で、それは私らはちょっとわからないんですが、あれを遊休して

おいてもしようがないかなというのなら、もし、そういうものが誘致をされれば、大きい

企業じゃなくても、ある程度の規模のものなら、その校舎なりを再利用するということも、

体育館もあることだし、いろんなことでもできるのかなと、自分なりに思ったんですけど

ね。

【部会長】

まさしくそのとおりで、近くへ行けば温泉もあるしと、ちょっと違いますが、こういう

環境のいいところはないですよ。

【Ｈ委員】

実際、誘致で何がメリットがあったかと言われれば、やっぱり水が豊富だということと、

工場をつくる場所もあったから現状になっているんじゃないかなと思っているわけで。実

際問題、環境として、企業的には、黒部は水なり、企業は必ずアクセスとか水がなかった

とすると仕事ができないものが多いものですから、その辺は心配は要らないと思えば、そ

ういう学校なりそういうところでも。

【Ｆ委員】

企業立地にしても、地域資源である水を使った商品の開発とか、そういう企業を誘致す

るとか、的を絞った形の企業誘致をしていくとか、そういうのが必要かなと思うんですね。

そのために、今言われるような、あいているところを提供できるような、そういう形を市

ではつくってあげる予算をつくるとか。やはり企業誘致、来てください、来てくださいっ

てただ言っているよりも、ターゲットを絞って、こういう企業に来てほしいなというのを、

逆にそういうふうにお願いをしていく。

【部会長】

ここの場合は逆指名ですね。
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【Ｆ委員】

逆指名、そういう形だと思うんですね。

【部会長】

だから、自分たちがこういうまちをつくりたいという、その思いがみんな一緒だったら、

逆に言うと、選ぶ。

【Ｆ委員】

そうそう、ぜひ来てくださいと。

【部会長】

あなたはだめよ、あなたは、こっちのほうに来てよということをしないとだめなんじゃ

ないかなと。だから、そういうことの文言をどうやって入れるかということになると、さ

あ、ここの１、２、３ぐらいについてはいかがでしょうか。行政としてはこういう思いで

書いたんだということを、どなたか説明していただくとありがたいです。

【事務局】

今、この議論、おっしゃるとおりだなというふうに思います。やはり、水というのは非

常にこのエリアにとってブランドであると思っています。大手の企業とかそういうところ

も売り込み等も来るわけですけれども、一般的なことの水についてはなかなか需要が伸び

ていないと、少し厳しい状況にあるのかなというお話であります。そうはいっても、それ

は一時的なもので、長い目で見るとやはりこのエリアの貴重な資源だと思います。

それから、ぜひこちらから引き続き誘致について伺いたいと。３・１１の震災の後は誘

致したい企業の見学が随分ありました。ただ、よくよくこの足元を、精査していくとどう

も大陸のほうの資本、そういうふうなところがあるので、現場といたしましては、やはり

安心できるような国内企業を優先的に進めてまいりたいと考えております。もともと小さ

い企業でいいものですから、どんどんどんどんそういう話で。

【部会長】

それは、完全に水だけというターゲットですよね。そうじゃなくて、水というのは、い
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ろんな形のエリアがあって、調味料に使ったりとか、いろんな化粧水に使うというか、エ

リアは広いと思うので、そういう、絞っていくと意外とおもしろいところが出てくる可能

性はありますよね。

【Ｆ委員】

私も、黒部のイメージとしてきれいな水とかそういうイメージがあると思うんですね。

それを逆に使ってもらえるような、黒部の水がブランドというか、そういう形で何か。

【Ｈ委員】

別に、飲む水ばかりじゃなしに。

【Ｆ委員】

ばかりだけじゃなくてね。そうじゃなくて。

【Ｈ委員】

水を利用して物をつくると。水の製品以外のものをつくるということも、日本全国かな

りの種類の企業があるわけですから、やはりそういうものを、水が豊富ですから、そうい

うのを前のほうに出して。あと、雇用関連については、人間は余っているくらい、就業が

なかなかできない現状ですから、そういうものは心配ないということで、やっぱり水なり

場所提供があれば、ある程度ＰＲをやれば、そんなの、ないかなと思ったんですけどね。

【部会長】

何かひとつ、その辺が、わかりやすくわかるように書いていただいて。

【Ｉ委員】

ここには、豊富な水や自然災害が少ないなどのという表現が赤い字で入っているんです

けどね。これをもう少し、水というものをもっとストレートな形で、さっきのゴシックの

見出しのところに入れていくとかというような書き方をして、行政としては、全体を見て

という中に入れたんだろうと思うんだけど、これからの我々というのは、選択というか、

そういうものをやっていかなきゃいけないので、水というものをもう少し前面に出した企
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業誘致というか、企業立地というか、あるいは、よそから入ってこられる、先ほど部会長

が言われたようなベンチャーみたいなものが入ってこられるような形のものを、少し水と

いう形でキーワードにしながら書き込んだほうがいいのかなという感じはします。

それと、これからの時代というのは、地方にとって誘致をする場合に、海外へ行くより

はむしろ情報技術みたいなものは、こういう地方のほうがやられれば、僕はそれでできる

んだろうと思います。だから、そういう部分についてどうアプローチしていくのかという

ことも、どこかで書いていただければいいかなという気がします。何でもかんでもという

わけにもいかんでしょうけれども。でも、可能性としてはそういうものがやっぱり必要か

なという気がします。

【部会長】

まさしく、水もいいですけど、僕以外というか、皆さん、日本でも有数の勉強県という

か、頭のいい人がたくさんいるという、日本で一番だったらば世界で一番という、そうい

うふうに、そこまでは言わないまでも、優秀な人たちがたくさんいるところに、そういう

知識集約型の産業の誘致もしやすいですよと、何かそういうイメージづくりというか、そ

れが必要ですよね。

まさしく、魚津のパナソニックの工場は、すばらしい水を求めてきて、フレオンで洗浄

するよりも水で洗浄する。要は、コストがゼロになるというところで、魚津工場を閉鎖し

なかったわけですから。そういう点では、水の力というか、それは偉大であるということ

を感じて、これからも、ああいう大きい企業はともかくとして、そういう知識集約型、あ

るいはベンチャー企業の誘致を率先するような形づくりを基本に置いていくべきというこ

とになりますかね。

これは、ベンチャーというか、それの支援体制というのは結構あるんですよね。それに

ついては、どういう支援がありますか。

【事務局】

ベンチャー企業につきましては、新商品、新技術の開発ということで、市の単独の事業

もやっておりますし、商工会議所さんは県立大学、市は国立高専の公的機関との包括連携

等も結びながら、あらゆる部門についてそういう技術支援をいただけるような体制はとっ

ているところであります。市単独の助成制度もありますし、あるいは、こういうものにつ
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いては、資金繰りというか、資金融資についても市のほうが手厚く制度をつくっていると

ころで、そういった意味では、市とすれば手厚くしているのかなと思います。

【部会長】

そうですか。例えば、漁業をやっていて、漁師というのはとっていればいいだけなんだ

という時代から、何とか加工して、地域に貢献しようといって、ぬかサンマなんかをつく

らせていただきましたが、今度、それからさらに高度な加工でやろうとすると、今の設備

だと保健所がペケで、はねられちゃうわけですね。そんなときに、じゃあと言って、コミ

ュニティセンターのあそこの調理場をお借りしようとすると、一般企業はだめだと。要は、

ＮＰＯだとかそういう何かの団体だとか、そういうところならいいよと、だけど、一般企

業はだめですよということで。じゃ、一体どこでつくればいいんだよという話になっちゃ

って、今は魚津のところ、加工場をキープして今やろうとしていますが、そういうことな

んかはどうですか。農業も同じだと僕は思うんですね。農業の方が高次の３次加工だとか

なんかに進もうとすると、その問題が出てくるんですね。それで、冷凍費用なんか、ちょ

っとすると冷凍の認可を受けなきゃならないし、じゃ、そうすると、加工場はどこですか

ということはすぐ出てくるわけでして。

そういう、要は、手軽に皆さんが、何回まで、常時やるとそれは工場になってしまうわ

けですから、試験的に使うとか、そういうものについては、公の施設は民にも何かすれば

使えますよというような仕組みも僕は必要なのかなというふうに思った次第でありますが、

いかがでしょうか。

やっぱり、行政の施設は、要は、ＮＰＯだとか女性部会だとか、民の団体でないとだめ、

一般企業はだめだというふうに一線を引くのか、いかがですかね。この日に話をするべき

じゃなかったかもしれないけど。ささいなことだけど、そんなところでやったら次に進ま

ないんですよね。

【事務局】

そういうふうに、確かに、市の施設とかそういう試験研究する施設は認めていないので、

できればそういうものについては県の施設とかそういうようなところで、試しに、試験的

にやるという話は可能ではないかなと思います。
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【Ｆ委員】

どこの部門なのかわからないですけど、やっぱり、今のエネルギー問題というのは、す

ごく国的な問題になってきていますね。そういった意味で、どこの部会に入るのかという

のはなかなかわからないところなんですけれども、工業という立場で、自然エネルギーで

あるとか、再生可能エネルギーへの取り組みみたいなものを諸項目に入れていただけない

かなと。それは、小水力だったり、今いろんなことが、市内でもいろんなところがやって

いますし、去年、全国小水力の会議があったり、それから、黒部川扇状地の研究会のとこ

ろもやって、小水力発電に、この地域としてはすごくほんとうに活発になってきています

よね。それを、そういう自然エネルギーを使ってどうというものじゃないですけれども。

といいましても、どこの部門に該当するのかというのがわからないんですけれども、工業

的な立場で、そういうものの開発とか、自然エネルギー的な役割、項目だけでもあればい

いのかなと思います。

【部会長】

これは、ここで議論していいのか、それはどうですか。どこかにあるんですか。

【Ｆ委員】

そんなところがあればいいんですけれどもね。

【事務局】

自然エネルギーといいますか、今おっしゃられる内容につきましては、第１部会のほう

になりまして。

【Ｆ委員】

第１部会がやるんですか。ここだけちょっと。

【事務局】

そういった小水力利活用の部分は。今おっしゃられるように、今後、エネルギーの利活

用によって、それぞれの分野のほうへの支援体制というのは、これはまた入ってくるとこ

ろはあるかと思いますが、エネルギーに関しては、第１部会のほうで取り組んでおります。
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また、いろいろとそういったことを、この事業メニューから瑣末のまた個別事業というも

のは、また個別に出てくると思うんですが、そういった支援体制への取り組みというのも、

そこでは検討はしています。

【部会長】

この場所に、工業の振興という中に、省エネというか、小水力へのとか何かという文言

は、入れられる可能性はあるますか。第１部会でやるからいいということですか。

【事務局】

ここで、工業の振興の中で出ておりますのは、例えば、技術開発とか、小水力、もしく

は再生エネルギーを取り出すための技術というところという意味では、ここに項目として

はあげることができます。

【Ｆ委員】

そういう意味ですね。

【事務局】

ただし、もし、黒部の水であるとか、自治体のエネルギーは自治体でエネルギーを生み

出せというふうな話が背景にあって、そういうものに特化して何かするという話であれば、

どういうふうにこの中の表現を持つかというのは、ちょっとあるかもしれませんが、基本

的に、技術開発であるとか、そういうテクノロジーの部分をここで議論していただくとい

うのは、もちろん可能性はある。

【部会長】

それじゃ、この文言の中に入っていると考えていいと。

【事務局】

項目としては、入っているというふうに思いますが。

【Ｆ委員】
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一般的にその方面が注目されているから、項目としてうたうかどうかという部分がある。

【部会長】

要は、だから、市民にわかりやすいようにするためには、項目をきちっと入れていただ

いたほうがわかりやすいわけですよ。こういうふうに包括してしまうと、なかなか、どれ

がどうだという話になってしまうので。

【Ｊ専門委員】

今、利活用と言われたでしょう、ほかの部会のところに。ただ、今、小水力といいまし

ょうか、宮野用水が今度３月に完成するというような話もありますし、そういった発電す

る側の、県も、知事が向こう１０年間で１２カ所のそういった水力発電施設を起こしたい

と。そういう中身を見ておりますと、大体半分はこの新川管内で、土地改良とか、当然、

黒部市さんのところの分も入っていますし、それから、北電さんの分とか土地改良さんの

分とか。ですから、今言われたように、そういったものの頭出ししておいてもらったほう

がというような気持ちがします。

【部会長】

そういうことで、ぜひとも入れていただくようお願いします。

【事務局】

そうしましたら、今、この新商品、技術開発、ここに技術開発と書いてある部分の中に、

黒部ならではのそういう部分を盛り込むかどうかという。

【Ｆ委員】

黒部ならではの。

【部会長】

小水力発電などですかね。

【事務局】
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小水力なんかが。電気プロジェクトのようなものなんですが、そういういろんなプロジ

ェクトが、どういうふうに反映されるかという話で。ここらあたりは、ワーキンググルー

プ等々で、もう一度もませていただくようなことでよろしいでしょうか。

【部会長】

はい、よろしくお願いします。

あと、いかがでしょうか。市民の声の、若者が物づくりの技術を受け継ぐ場という、こ

の言葉なわけですが、これについて、例えば、生地なんかですと、パン屋さんがなくなっ

ていって、それからラーメン屋さんもなくなっていって、今、今度は水だんご屋さんもな

くなりつつある。だから、そういう技術の伝承が、その人はだれかに引き継ぎたいんだけ

れども、自分のところの場を貸せばいいんですが、なかなかそういう意味では自分のとこ

ろの住んでいるところの一部でやっていたわけですからね。だから、そういうところは、

やっぱり新たな場をつくって、技術の伝承がしやすい、例えば、そこに水だんごをつくる

機械も全部入れて、じゃ、だれかを募集するとか、伝統産業をなくしていかない、そうい

う仕掛けというか、そういうものについては皆さん、いかがでしょうか。

【Ｄ委員】

前、黒部ブランドを立ち上げたときからその話はずっと、そういう話が出ていて、コラ

ーレの隣の、そういうところで教えていったらどうでしょうかなと、もう、１０年も前に

話をしていたんですけど。やっぱりそういう、もうちょっと開いたところでやってあげな

いと、個人で何か悩んでおられるだけで、だれに相談したらいいかわからないわという部

分を感じがあると思うんですけどね。そういう興味を持っておられる人も多分おられるん

じゃないかと思うんですね。

【部会長】

だから、橋渡しする仲間をね。

【Ｄ委員】

そういう何かをすればいいと思う。
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【Ｉ委員】

前言われたようなものが、黒部として伝統的な物づくりというか、そういうふうにきち

んと位置づけておかないとですね。

【部会長】

だめなんでしょうね。

【Ｉ委員】

そうだと思うんです。だから、水だんごというのは、黒部の水だんごというのは、我々

にとってみると大事なものなんだけど、それを黒部にとって伝統的なものだというふうな

意識が黒部市民にあるかどうかということ。だから、これはやっぱり残していかなきゃい

けない、そういうような思いで後継者をつくるとか、あるいは事業を継承していくとかと

いうようなやり方をどこかでしていかないと、これは一代限りで終わってしまうというふ

うになる。そういうような段階なのかなという気がしますけどね。だから、何でもかんで

も入れればいいというものではないでしょうけど、今言われたようなことは、きちんと総

合計画の中に位置づけておいたほうがいいのかなという感じはします。

【Ｅ委員】

今の意見の中、先ほど部会長さんの話の中にも、加工のところがなかなか難しいという

面で、今、農業の中では安全・安心という中で、６次産業化というのがすごく政府のほう

で言われているわけですね。それとタイアップしながら、何かできればどうかなと思いま

すけれども。

【部会長】

６次産業の説明会に行ったら、やっぱりＮＰＯ法人だとか何かが、農協もしかり、そこ

は最優先。だから、例えば自分１人で起業しようよといったところは、最下位になります。

だから、まず農協さんとかＮＰＯ法人さんのところへ補助金がいって、一般とか一般企業

にはほとんどひっかからない。難しい、そういうハードルが６次産業の中にはありますね。

【Ｅ委員】
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先ほど言われた６次産業の中で、農家で何かやろうかと言っても保健所が難しいとかな

んとかという、いろいろ苦労がありますけど。

【Ｈ委員】

水だんごのほうはと言うなら、米粉でしょう、原料は。

【部会長】

それもこだわったものでありまして。

【Ｈ委員】

水だんごは夏場だけやっておられるんでしたっけ。

【部会長】

夏場だけなんですね。ただ、年中あれを売り出すと、僕はできる。要は、みそ汁の中に

入れても溶けないんですよ、あれ。片栗粉が入っているんですかね。だからおもしろいん

ですよ。だから、いろんな形で年中やれば結構。

【Ｈ委員】

その辺ですよね。だから、今原料は、黒部でつくっているんですから、それも大いにＰ

Ｒしていけばね。それと併せて、６次産業化で原料とそれによって流通していけば、６次

産業になって。

【部会長】

そういうところに行くと、つくっている方がそういう水だんごをつくるとかね。

【Ｈ委員】

その辺ですよね。これは昔から食べて、それなりに今まで来ているわけだから。

【部会長】

そういうことで、ちょっとだけまとめさせていただきますと、伝統的なものの認証を、
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位置づけをきちっとして、そして、そういう若者に伝承できるような場づくりというか、

そういうものを、事業後継者の育成、勤労機会の拡大の中の文言の中に、何か少し、一言

入れていただけますでしょうか。よろしく検討をお願いいたします。

２―３の商業の振興というところで、これもなかなか厳しいマイナス点が多いところで

ありますが、いかがでしょうか。

まずこの文面の中で、何か疑問点というか、そういうものがあればお聞かせ願いたいで

すけども。この黒部市中心市街地活性化基本計画というのは、見直すということが従来あ

るわけですよね。

【事務局】

従来、この最初の当初計画をつくったときに、黒部市の中心市街地活性化基本計画に基

づく黒部市タウンマネージメント構想を策定したということで、この構想を策定したこと

により、国県の補助金を使って整備していくという構想があったわけですけれども、この

後、制度改正になりまして、さらに見直しをかけてきました。それと、今の社会的な情勢

の変化に伴って、この計画自体が、当初計画自体どおり進めることが非常に困難になった

ということがあります。

【部会長】

ということは、この中に、前の計画という中には、あの大黒町の土地区画整理事業も入

っていますか。

【事務局】

土地区画整理ということだけではなくって……。

【部会長】

全体の中にそれも入れてということですか。

【事務局】

いろんな商店街の活性化を図る、あるいは個店の充実を図る、あるいはくつろぎの空間

をつくる、イベントの空間をつくるという構想であります。



-22-

【部会長】

でも、大黒町は、あそこまで改革しちゃったら、今度、こっち反対側もしないと、皆さ

ん納得しないんじゃないですか。だから、商業地なんかの、これからどうしようという方

向が見えない。見えない中で、前期があって、後期、だから、だんだん商店の数が少なく

なっていくとか、そういう問題が出てきちゃっていると。

【Ｈ委員】

今現在、まちづくり協議会というのがあるでしょう。黒部には。あれは、私も委員にな

ってやっているんだけど、あれもやはり、活性化を図るための協議会やと思いますけど。

そういう中で今の現状を見ると、それこそシャッターが降りて、シャッターのところに絵

をかいてある元店屋さんがかなり出てきているわけですね。

そういう中で、商工会議所の皆さん方も、それなりに今考えておられると思うんですけ

ど、年々こういうような状況になっていくということになると、まち自体が沈静化してい

くし、椚町、大黒町で、反対側は都市計画をどうするかというような関係になって、ある

程度、整備されてきた中で、半面は良くなった、半面が旧態依然ということで、これ自体

も、かなりの金と年月がかかると思うんですけど、今後もそういうようなことも整備の中

でやっていかんとだめだし、実際問題、どっちかといえば、黒部は建屋は立派ですけど、

道路網を考えると、まちへ入るにしたって、他のところから見てもかなり落ちるような気

がするし、今後ある程度考えていかんことには、まちの活性化もなかなか難しいんじゃな

いかと思っています。その辺、今後、行政の中でどういうふうに考えておられるのか、ち

ょっと聞きたいのですが。

【事務局】

まず、今、活性化計画そのものは１７年にできているわけなんですけれども、その後、

中心商店街活性化法の改正もありまして、見直しする必要があるということです。市では

こうした総合計画のほかに、都市計画ではマスタープランというものもございます。それ

が道路計画も含めた一つの都市計画プランでございます。一方では、こうした今の中心商

店街の活性化計画もあるわけでありまして、その辺の整合性を持ちながら計画をつくって

いく必要があると思います。
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【部会長】

それは、黒部市中心市街地活性化基本計画を見直すことによって、その整合性を図って

いくということですか。

【事務局】

そうですね。現実的には、今、都市計画のマスタープランというものができております

ので、整合性を保ちながらその辺の計画の見直しを図っていくと思います。

【部会長】

都市計画マスタープランの中には、策定委員の中に入っていきまして議論をさせていた

だきました。そのときは、黒部まちづくり協議会会長として入らせていただいております

けれども、実にすばらしいマスタープランができたと僕は思っているんですね。ただ、そ

ういうのが、こういうところと、実際面と、まだまだ段違いがあるといったところであり

まして。だから、そういう文言というか、理念をきちっとここに入れていって、それで、

市民の一人一人が見て、短い言葉ですぐ理解できる。だから、みんなが同じ方向へ向かっ

て進まないと、おそらく大変なことになってしまうかなと思っているところであります。

それと、ちょっと早く進めるために飛ばさせていただきますが、新商業立地調整という

言葉が出てきましたが、これについて、ほんとうに新しいまちができるのでありましょう

か、その辺はどうなんですか。これは、新幹線の駅前を示唆しての話なのか、それをちょ

っとお聞かせ願って、協議したいなと思いますが。

【事務局】

基本的には商業振興ということの部分でありまして、中心市街地、中心商店街とか既存

のものの活性化をどう図るかということが一つのテーマになってくると思います。ここで

立地調整と言っておりますのは、新幹線の開業を迎えて、そことのアクセスでありますと

か、そこをつないで商業の振興にどう結びつけるかとか、そういった視点で整理されてお

りまして、ここにありますように、必ずしも、新幹線の駅の前だけを集中的にどうのこう

のという話ではありませんで、市全体としても、新幹線を迎えて相乗効果をどういうふう

に図るかという整理がされておる部分であります。
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【Ｆ委員】

今言われたように、駅前に商店街をつくる、まちの中心をつくる必要はないわけで、や

っぱり、今ある中心商店街と言われている部分と、もう一つ核をつくるとなると市の力が

分散されていくわけですから。でも、この背骨道路ができて、また路線が拡幅されてって

なると、多分人の流れというのは随分変わってくるようになる、黒部全体を見た場合に。

だから、今まで中心商店街だったけれども、いつまでも中心商店街であり得るかといった

らそうじゃないかもしれないし、そういう意味でも、この部分というのは大事な部分かな

と。前沢植木線拡幅に伴って、商業地域に用途変更されましたけれども、ああいう部分が、

新しい商業地としての可能性があるんじゃないかなと私は思っているんですね。ですから、

そういう部分をとらえて新商業立地というふうに言っておられるんだと思うので、それは

非常に大事な部分かなと思います。

【部会長】

そこをきちっと理解していないと、何というふうにみんなに突かれる可能性があるんで

すよ。だから、背骨道路で今コメリだとか原信だとか、あの辺が意外とみんな集まっちゃ

って大変なことになりつつありますけど、背骨道路ができると、またそれに類したものが

どこかにできるという。だから、そういうことを意図しているというふうに見ちゃってい

いのか、いや、ほんとうに新幹線開業でということが前にあるから、じゃ、新幹線の駅前

にできちゃうという。

【Ｆ委員】

赤い文字で書いてある道路網の整備という部分で。

【部会長】

もともとあったんだよね、これ。

【Ｈ委員】

では、まず、そういう場合、道路の位置づけというものをきちんとして、ある程度やっ

ていかんことには、これは当然、道路がある程度よくなれば、当然そこへ。
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【Ｆ委員】

そこへ出てきますよね。

【Ｈ委員】

そこへ出店するに決まっているんですよ。

【部会長】

大型店が出てくる。

【Ｈ委員】

決まっていますから、ですから、やはり道路の位置づけというのは、先へ物事、建屋も

大事ですけど、やはり道路を位置づけした中で、どんどんと道路を整備していかんことに

は、何を言ったってだめだと思うんですけどね。それは、どうしたって仕方ない。これは、

道路がよくなれば、それは自然の法則ですかね。

【部会長】

そういうところはある。道路がよくなると、そこにワンストップショッピングができて

という、そういう車で行って、そこで買って、すぐ車で帰る。旧市街地は、なかなかそう

いうふうにならないと。昔は、そこに皆さんが歩いて買い物をして、バスか何かに乗って

帰ったよという、生地なんかへ帰ったよというところが、今は、じゃ、どうしようかとい

ったときに、車で行くのはいいんですよ、それは、だけど、そこを人が歩かせる仕掛けも、

やっぱりこの中にきちっと何か載せなきゃだめなんじゃないのかという思いもあるんです

ね。

そういう点では、この言葉の中には、なかなか、どうやって入れればいいのかなという

ことになるんですが、例えば、寺町で、補助金を１００万円いただいて、補助金制度があ

りまして。歩いている人がいないんですね。だから、要は、その現場でやっぱり議論する

と、そこをホコ天にすればいいだとか、出てくるんですね。ところが、ホコ天にするとど

ういう問題があるかというと、救急車が通るのに一番短いコース、ストレートに行くわけ

ですから市民病院に。そういう点では、ほんとうにまるっきり通行止めはできない。そう
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したら、じゃ、一方通行にして、片側駐車はオーケーで、そうして、そこにとめれば気軽

にまちを歩ける。駐車場もつくればいいのかもしれませんが、そんな費用よりも一方通行

にすれば、即、金をかけないでできちゃうんじゃないかと。だから、そういうことをこの

中に、そういう試行錯誤をする、そうして、町なかをどうにかしようぜという、そういう

文言が、この中に入らないかなという思いがあるんですが。

【Ｉ委員】

それはそのとおりなんですが、やはり、この総合計画全体が、こういうような項目別の

計画になってくると、商業の問題でそれを入れると、今の話というのは、要するに、商業

だけのものじゃなくて、この地域をコンパクトなまちというか、ここに文言がありますよ

ね。コンパクトシティというものをつくっていくというようなことになってくると、この

商業の中で書いていい話なのか、どこで書くのかという話になってくると思うんですね。

だから、今言われたように、確かに、車の通行をどうするかとかという話になってくると、

これは商業振興を超えたような話になっていってしまうので、そこの部分が事務局として

は大変難しいかなという気がする。

【部会長】

だけど、歩かないとそこに人が来ないわけですよ。

【Ｉ委員】

それはよくわかるんですよ。

【部会長】

だから、幾ら、例えば、空き店舗対策で１００万あげますよ、２００万あげますよ、だ

れも出ませんよ。だから、歩かせて初めて、じゃ、私もそこへ出たいねとか、環境づくり

からやらないと、結果ばかりを求めちゃって何にもならないと。

【Ｉ委員】

だから、中心街をどういうようなまちにしていくのかというところから始めていかない

と、この中心市街地を活性化するという話になかなか。
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【部会長】

そうです。だから、同じ方向に向くような言葉が要るのか、要らなければ、そういう会

議を、円形テーブルぐらいで上下なしの会議を持って、議論を、ここにありますよね、中

心基本計画を見直すとありますから、そういう、市民も全部巻き込んでそれをつくるとい

う、そういうのが必要なんでしょうね。ただ、そんな悠長なことで、新幹線が来て、ゴー

ストタウンになってからじゃ遅過ぎるので、もっと早い工夫をするためには、文言をきち

っと入れなければいけないのかなとも思ったりするんですが、それは行政の皆さん方にお

任せするしかない。

【Ｅ委員】

今の駅前の話になりますけれども、もともとのまちのところが寂れておるのに、それな

らどこか新しいところへ行って、そこを、そこだけなら発展すると思うんですけれども、

もとあったところがまた寂れていくんじゃないかなということと、今、Ｈ委員も言われた

けれども、新しい道ができたらそこへみんな寄ってくるのは、それはまともなわけです。

だけれども、私らの言い方からしたら、優良農業をつぶさんといてよと。ばらばらの農地

ならまだいいですけれども、大型店が来るということは、大面積の優良農地もつぶれると

いうことなので、そこら辺はちょっと。文言で書かれるかどうかはわからんですけれども、

そこら辺ちょっと遠慮してほしいなということを思っているわけです。

【部会長】

さっきのマスタープラン計画の話は許されているんですけれども。アメリカなんかへ行

ってもそうですよ、パワーセンターができたといったら、次に、その倍ぐらいのやつがま

た横にできると、そこがゴーストタウン、そのまま廃墟になっている。そういうところが

幾らでもありますよ。だから、それが市場主義だって言われれば、市場主義。

【Ｈ委員】

今、先ほどから言っておられるんですけど、道路の問題ですけど、これはある人からも

聞いたんですけど、今、消防署がコラーレのあっち側でつくっておるでしょう。そうした

ら、もし、緊急なりそういうものがあったら、まともに来られるのは８号線だけしかない
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んだね。

地鉄の線路を渡らなくていい。地下になってきているから。電車が来ようが何しようが、

救急車なり消防自動車は、緊急のときはそこを通ればいいけど、それ以外は、全部踏切が

ある。この周辺は。そうしたら、もし、たまたま緊急のときに出動して、踏切のほうへ来

て、宇奈月のほうから電車が来るとなると、そのほうがやっぱり絶対線路のほうが優先権

であるものですから、これは通られんということの中で、そういう心配をされる方もおら

れるんだね。

じゃ、どうすればいいかということにもなってくるし、今後、今のまちの流れから見て

いったら、今までは地鉄さんは非常に貢献があったか知らないけど、日中、時間帯もある

んですけど、見たら、空箱電車が走っているという状況ということになると、今後そのこ

とによってなかなか、向こう側とこっち側の発展的なものというのは、それは大したこと

がないと思うんですけど、もし、それがあったら、やっぱり車の流れにも、すべてが、そ

ういう面からも、道路網の整備というものを先にやられたほうがいいんじゃないかという

ことを思っているわけですけどね。

【部会長】

この点は、第３部会でしたっけ。

【Ｈ委員】

ここではないですか。

【事務局】

もちろん、今ほどＦ委員からありましたように、全体に係るような議論をいただいてお

りまして、実は、部会ごとの議論をやっていただいておりますが、最終段階に入りました

ら他部会についての意見も、言っていただきまして、総合調整を図るという段階を迎える

ことにもなりますので、今お聞きしたものにつきましては、都市基盤のところの第３部会

のところにもそのような議論があったということはもちろんお伝えしますが、後段で、ま

た４月の今度末ごろの議論のときに、全体の中でのまた議論をお願いすることになるかと

思います。
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【Ｆ委員】

商業の振興ということで、中心商店街のことが主にここに書かれているんですけれども、

実際、山間部とかで買い物難民だったり、身近にあったお店がもうなくなってきて、なか

なか買い物に行けないという、そういう状況は見えてきています。この先、どんどんそう

いうことが進んでくると思うので、なかなか、やっていってほしいお店もどうしてもやっ

ていけなくてやめてしまうという方が多いわけです。会議所の会員も、毎年３０軒ぐらい

が廃業されていかれます。そういう状況の中で、中心商店街だけの商業活性化でいいのか

という部分が感じるところでございまして、中心以外の部分での商業の振興と言っていい

のか、今のところを守っていかなくてはという部分かどうかわかりませんけれども、そう

いうのも一つ何か入れてほしいと。

例えば、かって屋みたいな形にして、配達をしてあげるよとかということも進んでいる

部分もありますけれども、これからそういうふうなもののサービスというのは必要になっ

てくるような気がするんですね。それで、そういうものを、何か支援してあげるようなこ

とを市として、行政としてやっていただけないかなと。中心商店街はもちろん大事なんで

すけれども、実際、買い物をするお客さんが困ってしまうという状況が出てきていますの

で、そういうものもこういうコンパクトシティという考え方であらわしてあるのかもしれ

ませんけれども、中心商店街以外、中心部以外の部分での、そういう商業の。

【Ｉ委員】

私もそれは賛成です。やっぱり、コンパクトシティというものは、黒部市がそんな方向

で目指していますが、逆に言うと、ある面では過疎の切り捨てみたいな部分がどうしても

出てくるので、やはりそこの商店がなくなってきた地域に対する手当というか、それをど

うするか。それから、そこで細々とやっている商業者に対してどういう支援をしていくの

かということを、もっと、なかなか難しい部分だろうと思うんだけど、していかなきゃい

かん部分なのかなという気はします。

【部会長】

いかがですか。私も大賛成でありまして。というのは、大震災の後、２５日の日に気仙

沼のほうに入りましたら、道に瓦れきがたくさんあるので瓦れきを寄せて、片方に何百台

と車がとまっているんですね。それは何かというと、１回に２０リッターだと。１日並ん
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で２回がやっと買うのが。寒いんですね、そのころは。それで、車に乗っている人は、エ

ンジンをかけたりとかできないんですけど、今度買って、だから、それはみんな買い物難

民なんです。要は、自分の近くのマーケットがやられたから、買い物に行くのに２０キロ、

３０キロ先へ行かないと買えない。要は、被災した人は、避難所に入って食料が当たるけ

ど、そうでなかった人たちが大変だった。だから、そういうのを見ると、今の、まさしく

そうだろうなということになるんですが。

行政の皆さん、いかがでしょうか。

【事務局】

商業の立場からすると、当然、商業ベースに乗っかるというのは重要なんだろうと思い

ますが、両委員さん方からあった議論というのは大変重要な議論じゃないかなと思います。

行政の根本的な、立ち位置の問題、その辺をどう考えていくかというのはあると思うので、

こちらの部会ではありませんけれども、コミュニティバスとか２次交通の確保というのは、

１つは、動ける高齢者のためには必要な施策を実施しておりますし、さらにもう一歩進ん

で、例えば、歩いて二、三百メーターぐらいしか行けないよという方々も出てくるんじゃ

ないかと。ということであれば、それぞれの集落ごとに、今かって屋さんがやっておられ

るようなそういうサービスの提供というのは、それは、公共として支援していく必要があ

るのかなと考えております。商業サイドからすれば、福祉的な要素も結構強くなると思う

ので、どちらの位置で整備するかは、少し検討させていただきたいと思います。

【部会長】

ぜひとも、文言で入るような形でお願いいたします。次回は、今回の意見をどこでどう

入ったかということをわかるようにお願いいたします。

それでは、時間も大分迫ってきていますので、観光のほうに入らせていただきます。

いかがでしょうか。

【Ｄ委員】

この本の中にも、平成２９年度には観光ボランティアの登録数２３０人に増やすという

のが出ていまして、この中にも人材育成についてのものが出てきていないんです。ボラン

ティアの団体だけでボランティアの人数を増やすということも大変なので、前から市のほ
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うにもお願いしていました、大学カレッジですとか観光ボランティア育成講座ですとか、

何かそういうものを設けていただいて、そこを卒業した人はそのボランティアに登録する

と。参加しましょうですとか、まち歩きなどに積極的に参加しましょうとか、観光ボラン

ティアなどに参加しましょうと、ただ参加しましょうと書いてあるので、どうやって参加

したらいいのかという不透明なところがありますから、できれば育成について、そういう

勉強してこられた人たちの授業も受けたいでしょうし、どうやっていけばいいかというの

も、私たちボランティアもそういう講座を受けてみたいという気持ちもあるし、できれば

１年間か２年間か、そういう講座に登録して、それを卒業した人たちがボランティアにな

っていくというような。

自分たちもやっていますけど、なかなか高度な、これからボランティアが有料化という

ことになれば、やっぱり皆さんの目も、お金を払ってでも、まち歩きをした甲斐があった

わというような、グレードアップしなきゃなりませんので、そういう面でも、そういう育

成する講座をつくっていただけないかなと。そういうものをこの中に入れていただきたい

なと思っております。

【事務局】

当然、観光ボランティアのガイド数については、こちらのほうに出てくるわけですけれ

ども、確かに、現状厳しい後継者不足があります。ただ、新しい動きとして、いろんな団

体が、例えば、三日市の方とか、生地のまち歩き、そういう関係団体もおられるんですけ

れども、新たにやっていただいたのは今年度も２０名登録を、育成したと、その会で育成

したというふうに。引き続き、割合については、当然、生地あたり等にもそういう後継者

対策をしたいと考えておりますし、さらに、若栗、石田、あるいは新幹線の地域観光ギャ

ラリー、そういうのができればそういったところで活躍できる方々の育成にも努めてまい

りたいと考えておるので、そういうものについては、人材育成については、市も積極的に

かかわっていきたいと思っております。

【部会長】

この中で、項目として何かちょっとそういうふうなものを入れると、市民の目に見えや

すいのかなという気がするんですが、二百何十人も集めるということは大変なことだと思

っていますので、養成講座を後期に集中してやるよというぐらいの意気込みがないと、細
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かい話とは思いますが、それが市民に見える政策になるかもしれないという気がするんで

すが。

【事務局】

事業の中では、事業の項目として、養成講座というセクションを位置づけています。

【部会長】

この後ろに、あったですね。

【事務局】

こういった現状と課題結びつけて、達成するという形にしております。

【部会長】

それと、後はいかがでしょうか。

【Ｂ委員】

観光としては、黒部峡谷と宇奈月温泉がもっともっと、魅力的なものにというか、それ

を中心に進めていけばいいのかなと思いますし、また、先ほどから、農業とか漁業とかい

ろいろ話があった中で、ここにも体験型というのが出てきますけれども、黒部峡谷と宇奈

月温泉以外に、旅行体系とかも変わってきている中で、体験型というのも今注目されてい

まして、そういったような農業とか漁業というのもつくっていかなければいけないのかな

と思います。

【部会長】

まさしく、ここに体験型観光というふうに赤字で入っていますのでね。そういう点では、

ただ、要は、黒部峡谷と宇奈月温泉ですべてというふうに見たのが、この地域全体を巻き

込んでという話に、体験型観光というのは、そもそもそういうような形もあるんだろうと

理解をしているところでありますが、皆さん方からの意見はいかがでしょうか。

この中に景観の話が、景観条例というのは、どこ、何部会で出てくるんですか。
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【事務局】

第３部のところです。

【部会長】

第３部。観光の中にも、やっぱり景観云々については、きちっとうたっていかないと、

結果ばかり求めているというような気がするんですね。体験型観光もそういうことでは結

果で、そこに体験に来た人が、町並みがいいねと思うのか、町並みが悪いね、汚いと思う

のか、それによって、行って帰ってくるぐらいの違いがあるんだろうと思います。

二、三日前に八尾へ行かせていただいたら、八尾はまちの人たちが、補助金なしで、み

ずからが形を昔風にアレンジして、そして、大工さんによって、郵便ポストによって、つ

くり方によって、これは何々さんの作だとかわかるようになっているということを伺って

きたんですけど。そういうふうに、みんなが景観を統一すればいいというんじゃなくて、

何かそれに意識を持たせるような文言がどこかに入ればいいのかなと。観光も周りの景色

だよといった意識づけというか、そういうものがあればいいのかなという思いはしました

が。いかがですか。

議論はあまり誘導してはいけませんので、自由にいろんな意見を言っていただければい

いと思います。

【Ｅ委員】

今、農業水産課のほうで、都会のほうから子供さんが来てやっていらっしゃるのは、あ

れって広がったのかどうなのか。

【事務局】

黒部の小学生３０名と千代田区の小学生３０名なんですけれども、千代田区の子供たち

を３０名募集しましたら、６０名ほど応募ありますので、抽せんになります。今度、逆に、

黒部市の小学生はどうなのかといったら、昨年は３０名にいかないで、２９名ということ

でございました。

【Ｅ委員】

なかなか広がらないかもしれないね。



-34-

【部会長】

その経緯につきましては、私もいろいろと、昔は５泊６日だったんですね、それで、今

３泊４日ですよね。そして、なぜ縮めたかって、予算の問題もありましたが、都会の人が

来ないんじゃないか、要は、黒部に魅力がないから来ないんじゃないかということで絞っ

ていったんですね。だけど、開いてみたら、今言われたように都会の人たちは、やっぱり

あこがれがあるというか、ふるさとがない人たち、特に来たいという人、また、帰ってき

てまたその口コミを聞いて来たいという人がいました。そういう点では、この黒部の魅力

というのは非常にあるのかなと。だから、ここに書いてはありませんが、民泊をさせてや

れるそういう何か仕組みか連携がとれれば、今すぐにでも修学旅行生が来る。ただ、受け

入れ体制がないわけですよ。だから、そういうのもやっぱりここにきちっと明記して、一

般市民の参加というか、そういうものを求めるそういう呼びかけみたいなものを書いても

いいのかなという気はしますけどね。

【Ｈ委員】

今ほど部会長さんが言われたんですけど、今の、農業の体験学習もそうですけど、漁業

の関連も組んで、まちの中に空き部屋的なものあるという中で、昔の漁師のまちというと

ころを利用して、そこで民泊的なものをして、１泊か２泊の体験をさせるという方法も一

つ、そういうところを利用するというんですか。

【部会長】

ただ、ネットワークづくりとか、そういうものはなかなかまだ整っていないし、じゃ、

一回やって、次はいいよという人もいらっしゃったりとか。組織立ってそこにエントリー

して、じゃ、何百人受け入れるというところまでは、なかなか。それをやるには、農業も

一緒になってやらないとだめだろうなと思います。

【Ｈ委員】

そうですよね。タイアップ、農業だけではだめなので、農業、漁業という１つのパター

ンの中でやるという方法も１つだと思いますけどね。
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【部会長】

時間が押してきていますので次のほうに行かせていただきます。議事運営が非常に悪い

ものですから、申しわけありません。

それでは、（２）の施策の内容から、市民、ＮＰＯ、事業者などへのメッセージまで、

事務局から説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

それでは、あまり時間がありませんが、農林水産業のほうから入らせていただきます。

ほぼ、先ほどの議論の中での話で、それがまとまった形の内容でありますがいかがでし

ょうか。まず、農業、生産体制の支援事業ということで、新しく入ったのは黒部市農業再

生協議会というものができたわけです。

漁業のほうは、できれば、担い手育成の推進を一番上にして、漁業経営安定化の支援を

３番目に、入れかえをしていただければありがたいなと。今や少ないわけですから、後継

者ができない中で経営安定化の支援はありませんので、そういう点では、担い手育成をト

ップに持っていっていただきたいと思います。

前回のときも出ていたわけでありますが、地産地消というか、地域の魚産をたくさん食

べようよという、そういう運動がなかなか進展しない中でありますが、もうちょっと強調

した何かがあればいいのかなと思ったりしているんですが、何か特段の意見があればお願

いいたします。

なかなか、今や全国、世界の品物がスーパーの中に入ってきている中で、例えば、ここ

は地域の物産を５割以上売っていますよといった、何かそういう看板みたいなとか、マー

キングを上げるとか、そういうのがあればほんとうは一番いいんでしょうけど、なかなか

そこまで行かないですね。

【Ｅ委員】

さっき言われた魚の箱売りも、えらい懐かしいなと思って。

【部会長】
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魚の駅ぐらいですよ、箱売りやって。それと、生地の魚屋は何軒かまだ残っていますけ

どね。今やスーパーばっかりですから。

【Ｈ委員】

農業だって、道の駅とか直営所あたりだけぐらいというか、そういうところだけでしょ

うね。

【部会長】

でも、この前、冬場の雪の降る中でマルシェをやったら、県内の野菜を引っ張ってきて

売ったら、あっという間に売れてしまった。だから、あそこに販売所もありますが、そこ

には何にもほとんど置いていないんです。ないわけですから、皆さんつくっていらっしゃ

らないから。だから、そういう点では、需要はあるかなと。スーパーへ行けば何でもある

んですけど。

【Ｅ委員】

一遍、雪の下になって掘り起こしたやつは、また味が違うわね。

【部会長】

違う、甘いわけでしょう。

【Ｈ委員】

だから、やっぱり、毎日やるのは無理ですけど、日を決めてやると、これを待っていた

というんですか、需要が少しはあるんですけどね。

【部会長】

あとは、その次に行かせていただきますと、工業のほうはいかがでしょうか。先ほどい

ろんな議論をしていただきましたが、言葉に起こすとこういう形にしか、短い言葉だとこ

ういうことしかならないのかなと。

そうして、このその他が入ったのは、これは何ですか。説明をお願いします。事業主体

のところの市とその他というのが。
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【事務局】

事業を進めるに当たって、市以外の事業主体も十分主体と言えるということで、むしろ、

逆に、市以外の方々にも、事業の主体を担っていただきたいという意味でその他と書かせ

ていただきました。

【部会長】

行政ばっかりじゃなくて、商工会議所とかこの商工会だとか各種。

【事務局】

要は、産学官で言いますと連携するとか、そういうような形が、具体的な表記としてあ

らわれてきたという、そういった成果を踏まえてと。

【部会長】

連携して市がわき役になるときもあるよと。

【部会長】

それでは、２―３の商業の振興というところはいかがでしょうか。

私からちょっと言わせていただくと、今まで中心市街地の小売店舗数というのは、目標

値はとにかくとして、現状をここに書いていくと、要は、その現実を直視してもらってと

いう意味から、悪い形ではありますが書けばどうかなと思って。そっちのほうがインパク

トがある。

【事務局】

今回は、前回のご指摘に配慮をしてございまして、少し主な指標と目標値についてこち

らのほうで検討させていただきました。中心市街地の小売店舗数というのは、従来、商業

統計を使ってですが、国の新たな経済センサス、そういうものが実施されることとなった

ということで、継続的に比較することが、まずなかなか難しくなってきたのかなと。現状、

計画した１９年度で２０８、目標で２１５、２９で２２５となったわけですけれども、商

工会議所さん等の調査によりますと、三日市の商店街は２０８から現在１４４まで落ちて
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きています。６０店舗以上も落ちてきているという中で、この指標を使い続けるというの

は、かなり無理があるのではないかなということで。では、シャッター街も今現在、きち

っと商工団体が限定して空き店舗を、先ほどもお話に出ましたが、空き店舗に対する出店

件数、このような補助制度も新たにつくったよということで、こういった活用もお願いす

るということもありまして、団体と商店街と一体となってこの空洞化する商店街の活性化

に努めているということでこの指標に改めたほうがいいのではないかと思います。

この事業、昨年度からやりまして、結構引き合いが来ておりまして、現在６店舗になっ

ております。来年度、２店舗を予定しておりまして、８店舗ということで、この後、年に

４店舗ぐらいずつ増えていくのではないかと想定しておりまして、２９年度の目標値につ

いては２８店舗とさせていただきます。また、累計でということでご理解いただきたいと

思いますけれども、そういった指標のほうがいいのではないかと思います。

あとは、そこの通行者数、先ほどありました歩行者の数とかいろんなこともあったんで

すけれども、なかなかそういう既存の測れる数値がないということで、こういったものに

させていただきたいと思います。

【部会長】

私は備考欄ぐらいに、その現実をちらっと書いておけばなと思ってお話ししましたが。

それでは、なければその次に行かせていただきます。観光のほう、２―４ですがいかが

でしょうか。

【事務局】

これにつきましても、また指標を変えたところが、②の滞在型・体験型観光推進事業と

いうことで、それまでは産業観光ルートの参画事業所数ということでありました。今回、

体験型観光メニューの数と変えさせていただきましたのは、先ほどもありました、こうい

ういろんな農業等の体験メニュー、そういったものを、それぞれの地域が持つ文化を商品

化しようということで、現在、観光局さんでいろいろと商品造成に当たっておられます。

その中の１つとして産業観光ルートも位置づけられたということで、この体験型観光メニ

ューの一つに包括した中でとらえればどうかということであります。２４年度には、その

いろんな体験メニューを５０品目そろえようという目標を持っておりますし、２９年度ぐ

らいには、倍の１００ぐらいの旅行観光商品にしていきたいということで、こういったよ
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うな体験型観光商品の造成に向けて、いろいろと今現在、観光局さんのほうで取り組みを

始められております。それぞれの地域のさまざまな団体と連携しながら、魅力ある商品化

に向けていくということで、これを開発した観光メニューの数を目標にすればどうかとい

うような考えで変えさせていただきたいと考えております。

【部会長】

観光客の入り込み数が平成２９年で３００万人というのは、そういう意味では少な過ぎ

ないでしょうか。この３００というのは、どういう意味から、どういういきさつからかわ

かりませんが。

【事務局】

年１０万人ずつ増やしていきたいと。

【部会長】

いや、新幹線が来たときにがばっと来るでしょう。

【事務局】

新幹線効果もあるわけですけれども、そこには、それぞれのこういったメニューの豊富

さというか、滞在時間を、十分満足できるそういうものがないと、なかなか誘致にはつな

がらないのかなと考えております。それとまた、先ほど少しありましたけれども、体験メ

ニューの中で特に力を入れたいというのは、先ほどの交流事業でありました、要は、学生

を対象とした修学旅行といいますか、教育旅行って観光のほうでは言わせていただいてい

るんですけれども、そういったものを誘致していきたいと考えておりまして、３泊４日、

あるいはそれ以上、今、民泊プラス既存のホテル等も使いながらやっていきたいと考えて

おります。

【部会長】

そうすると、どこかに民泊ネットワークの構築なんかも書かなきゃならない。

【事務局】
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その辺は、なかなか、地元の方の理解も得ながら。

【部会長】

いや、ここに書くことによって理解を得る。じゃ、私、やってみようかねということに

なるかもしれない。見られる方、いらっしゃる、いや、皆さん見ていらっしゃいますから

ね。

【事務局】

農村であり漁村であり山村であり、そういうところで民泊も少し加えながら、既存の宿

泊施設の連携を図っていくというような形で進めていきたいということで。

【部会長】

いかがですか。皆さんから何か。

【Ｅ委員】

このにいかわ観光圏というのは、下新川全体という意味なんですか。

【事務局】

にいかわ観光圏というのは、観光を、新川で一体となって進めましょうということで、

滑川から東側で協議会をつくっておりまして、そちらのほうでそれぞれ、ホタルイカであ

りますとか、蜃気楼でありますとか、フラワーロードでありますとか、ひすいであります

とか、そういったものをこのエリアに、新幹線ができるものですから、エリアに売り込も

うということで、観光圏という協議会が３年前にでき上がりました。そういった団体とも

連携しながらという形でやっています。

【部会長】

②の滞在型・体験型観光推進事業の中の、前回も載っていたわけですが、宿泊施設の個

性化とＰＲの促進という中で、宿泊施設の個性化というのは、これは個々の旅館が考える

ことだと思っているんですけど、これに対する補助体制とか何かそういうのがあってのこ

の明記なんでしょうか。
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【事務局】

個別には補助金は出ていませんけれども、例えば、旅館組合だとかそういうところに対

しては、全体としてということで、そういう補助をさせていただいているところでありま

す。宿泊施設の個性化というのは一部ありますが、連泊される方に対して、例えば、Ａホ

テルとＢ旅館が協定して、１泊目はここ、２泊目はここというふうな、そんな和洋で泊ま

れるとか、いろんな試みもされているところなので、そういった意味で、それぞれの旅館

さんが持つ特徴を見つけて商品化できないかということを取り組んでいただきたいなと、

そんな思いから宿泊施設の個性化ということでやっております。

【部会長】

７ページ目の③の広域観光ネットワーク整備事業の中で、公共交通機関との連携強化と

いうところで、横、協働体制のところが全部消えていますが、これについては。

【事務局】

これについては、前期で、実験事業を終えたということでございます。

【部会長】

実験事業を終えたと。

【事務局】

１,０００円、５００円を取って、生地と宇奈月温泉を結ぶシャトルバス事業をやってお

りました。そういったことで、一定程度の実証ができたということで、今度やるときは、

新幹線の駅ができて、そういったものを通じての実施というところでございまして、さら

には、この近郊の近距離、中距離の観光バスに乗ると、そういうものを見据えながら、例

えば前回、部会長が言われた八尾でありますとか、あるいは山をぐるっと回って、白馬、

そういったところへの、新幹線駅を核とした交通の整備ということを進めていくというこ

とにしております。

【部会長】
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僕なんか、手前みそになるかもしれませんが、ワンコインといって、地方鉄道を使って、

土日祭日がワンコインで乗れるよと。あれは、自転車も乗せられるんですよね。だから、

そういう、例えば、海から山まで１５も駅があるということも、僕自身やるまでわからな

かったし、だから、そういうのを強調して何かというのは、この中にあってもいいような

気がするんですけどね、１つの項目として。地域全体をめぐる、簡単にめぐれるよと。

【事務局】

そこら辺も意識した形の事業を進めております。

【部会長】

そうですか。ぜひとも、変な言い方をしますが、トイレなんかだって、各駅のトイレも

非常に、小ぎれいになって整備されるようになりましたが、まだ行政がつくられたトイレ

にはウォシュレットが入っていない。今や、これから外国の人たちを迎えようとするとこ

ろに、ウォシュレットがない公衆トイレというのはあるのかな。そういう点では、お迎え

する体制そのものが整っていないというふうに。だから、そういうささいなことも、この

中には載せられないかもしれないけど、載せる勇気も持ってやる。そうすると、市民から、

何かいろんなことをやっているねということがわかりやすくなる可能性があるのかなとい

うふうに思ったりもしておるところであります。

全般に今度わたりましていかがでしょうか、皆さん方のご意見。

【事務局】

１点だけ訂正をお願いしたんですけど、ここにある指標の中で、外国人観光客の入り込

み数を⑤の１７、１９、５０となっておりますが、１９はこちらの把握誤りで、２８と、

２万８,０００人に訂正をお願いいたします。２４年度のところになりますけど、２２年度

実績になるわけですけれども、２万８,０００人と訂正をお願いします。

【部会長】

私のことばっかり言わせていただくと、全般にわたってすべてですが、やっぱり景観だ

と思っているんですね。そして、例えば、知識集約型の人たちが、じゃ、ここで起業とい

うか、立ち上げようとか、何かベンチャーでも何をしようとしても、周りの景観が悪いと
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ころにはだれも来ない。ましてや観光もしかりですし、農業、第１次産業についても、環

境の悪いところに育ったものは特産化、ブランド品にはならないだろうし、やっぱりいろ

んな意味で、自然の環境もしかり、町並みの環境、事細かな環境が、景観も含めて、そう

いうものが非常に大事な時代になってきている。だから、世界の人をお迎えするにはもっ

ともっといいセンスを持って臨まないと、いろんな作業に波及していかないのかなと思っ

ているわけであります。

【Ｆ委員】

いろんな話が出ましたけれども、観光の面では、やはりキーになっている言葉、黒部の

観光を考えていく中では、やはり広域連携という部分、それから、体験型の体験型観光と

いう部分、あと１つは、産業観光という部分を１つ黒部の切り口として、もちろん富山地

方鉄道さんも言ってみれば産業観光なんですね。ですから、そういう意味では、産業観光

に力を入れていけばいいのかなという思いがあります。先ほど言いましたように、体験型

のメニューをつくっていきましょうということで、今年度、多分、３０ぐらいできると思

うんですけど、そういう中で、今あるうちの観光の強み、プラスアルファの部分で、そう

いう商品化を考えていけば、ただ単に体験型だけだとなかなか難しいんですけれども、プ

ラスアルファの部分での観光商品をつくっていこうということで今やっておりますけれど

も。

【Ｇ委員】

農林省が進めております６次産産業化って、何遍も話を聞いたんだけれども、例えば、

１０兆円の資産、物を生産すれば、あと加工、それから販売まで持っていったことを６次

産業ということらしいですが、だから、１００兆円になると。こういったことで軽く言わ

れたけど、なかなか、やっぱり人を雇って、それで利益が出るのであればいいけど、なか

なかそこまで今のところ。

【部会長】

Ｉ委員、いかがですか。

【Ｉ委員】
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観光のことで、ちょっと、言わなかったんですけれども、全体的として臨むべきことと

しては、こういうような表現になってくるのかなという感じはするんですが、やはり、黒

部として観光は何を目指すのかということになってくると、もう少し具体的な、ほかのと

ころの部門と整合性をとらなきゃいかんのかもしれませんけれども。例えば、黒部峡谷、

宇奈月温泉をどうしていくのか、それから、海で言えば、生地を中心とした海岸線をどう

していくのかというようなことを、もう少し具体的に書き込んでもいいのかなという感じ

はします。今回のあれでは、体験型とか広域観光とかという言葉が、目新しい言葉が入っ

てはきているんですが、ただ、その体験型にしても、実際に黒部ではこういう体験ができ

るんだというような、いろんなメニューはあるんだろうと思うんだけど、その中でもこれ

を目玉にしていくんだみたいなものも、やっぱり少しつくっていかないと、何でも総花的

ではどうなのかなという感じはしますから、そこらあたり、どう工夫するのかということ

だと思います。

【部会長】

Ｊ専門委員、いかがですか。

【Ｊ専門委員】

そうですね。この文字だけじゃなくて、中に、何か現状で取り組んでおるものが、事例

としてぽこぽこっと紹介されてあった、あるいは、そういうふうなことでもいいかなと。

例えば、今、ＳＳ製粉なんかの場合でしたら、新しい商品としてラーメンですか、そうい

うものを開発したり、それから、６次産業なんかの場合でも、多分、黒部市さんのところ

もいろんな新しい取り組みを実際にやっているところがあるんじゃなかろうかと。だから、

そういったものを、現状としてこういう新しい分野に取り組んでいますとか、そういった

ものがところどころに実際に見えてくるような形で書かれてあったほうが、なおわかりや

すいんじゃなかろうかというふうに思ったりします。

【部会長】

どうもありがとうございます。

Ｈ委員、いかがですか。
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【Ｈ委員】

農業に関しては、やはり、現状を見ると、毎年、年が変わるごとに政策が変わっておる

というようなことで、どうであろうとこれからの農業は活力がなかったらやっていかれな

いということでございますので、やはり、高齢化が進んでいる中で、若い就農される、育

成を図るためにどういうふうに持っていくかということ、いろんな施策もされておるわけ

ですが、ある程度めどのつくような施策を持っていかなければならないんじゃないかなと

思っております。

もう一つ、観光の面で、いろいろと話があったわけですが、今、宇奈月のほうが黒部は

主体でございますけど、ここもやはり隣の市町村ともタイアップしながら、いいところを

見て回るというようなことと併せて、体験学習あたりもやっているんですけど、特に黒部

の地域的なものもあるわけですので、そういうところを使って、体育の合宿あたりのそう

いう方も来てもらうような状況をつくり、そこで、反面はそういう観光地にも来てもらう

というようなことで、一緒にできればどうかなと。その辺のＰＲも大事じゃないかなと思

ったわけです。

【Ｅ委員】

先ほどから猫の目と言っていたんですけれども、２―１のところで、赤い、黒部市農業

再生協議会って、去年まで、担い手育成支援協議会というのが、国のほうでこういう名前

に変えさせられたということで変わっているということで思っております。

そういうことで、この基本計画は、黒部市の中のだけだと思っておりますが、先ほども

話したと思いますが、国の政策が変わって入ってくれば、例えば、マスタープランとか６

次産業化ということを、国のほうで方針が変わってくればそれにのっとって、素直に、ス

ムーズに対応していただきたいなと思っております。

それと、じゃ、こういうことを書けないのかとは思いますが、うまいものを食べてまち

の中で買い物してよと、そういう言葉も入ればいいかなと。

【Ｂ委員】

今現状、日本人が今まで経験したことがない人口減少の時代に入ってきたということで、

なおかつ一極集中ということで、政令指定都市がどんどん増えてきて、都市にどんどん人

が集中してきているという中で、黒部市はどうやって生き残っていくかということを真剣
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に考えなくてはいけないなという時代になってきたと思います。もう３年後に新幹線がで

きますし、若者をどうやってつなぎとめるか、どうやってここに、黒部市に住んでもらう

かということで言えば、農業でも漁業でも工業でも商業でも、すべてにおいて、働く人が

やる気の出るような仕組みを考えなくてはいけないのかなと。そういった支援をしていた

だければ、必ず、若者たちが黒部市を好きになってここにとどまってくれるのかなという

思いでいますので、ぜひそういった支援のほうをよろしくお願いしたいと思います。

【部会長】

ありがとうございました。

時間が大分過ぎていますので、その他につきまして事務局から説明を。

（ 説 明 ）

【部会長】

いろいろと慎重審議をしていただきましてほんとうにありがとうございました。議事運

営がまずくて、時間が大変オーバーしましたのでおわび申し上げましてこれで終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

【事務局】

それでは、以上をもちまして総合振興計画審議会第２回第２部会につきまして閉会させ

ていただきます。どうもお疲れさまでした。

―― 了 ――


