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第１部会（自然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 1-1 現況と課題 環境にやさしいま

ちづくり

市民環境

課

地球温暖化対策として「節電など省エネルギ

ーの推進」といった記載があるが、それに対

応する事業が少し弱い感がある。

市の取り組みや省エネルギー推進の

PR 活動などについては、事業メニュー

「地球温暖化対策の推進｣などに含ま

れております。また、黒部川の流木の

取扱い等は「1-5 再生可能エネルギーの

利活用」において追記しました。

1 1-1 現況と課題 自然景観の保全 商工観光

課

生涯学習

スポーツ

課

世界文化遺産登録への取り組みもあると思

うが、実現可能な目標としてジオパークやジ

ルコンの活用などを位置付けてはどうか。

現在、世界文化遺産登録への取り組み

は県を中心に行われており、当面、県

との連携のもと対応していきたいと考

えております。また、ジルコンなどの

活用は関係施設での展示などを主に考

えております。

3 1-2 現況と課題 総合的な土砂管理

の促進／河川・海

岸環境の保全

市民環境

課

建設課

環境も視点にした記載や維持管理の重要性

なども記載するとよいのでは。

ご指摘により、文面を変更しました。

3 1-2 現況と課題 河川の水質調査の

実施

市民環境

課

建設課

最近、水の流れが気になる時があり、流量の

監視を入れてはどうか。また、土砂管理の取

り組みについて冊子に記載があるが、内容が

少し見えにくい。

流量の管理は関係機関等で適正にされ

ております。また、土砂管理の取り組

みについては、冊子としてまとめる際

に、特記事項や図表などを用いて分か

りやすいものとなるよう検討する予定

です。

4 1-3 現況と課題 みどりの森再生 農林整備

課

「採算性悪化」とあるが、表現が強過ぎる感

があるので、「採算性の低迷」などに変更し

ては。

「林業の採算性悪化」を「林業の低迷」

へ変更しました。

参考資料２
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5 1-4 現況と課題 名水の活用 市民環境

課

商工観光

課

黒部市では名水が当たり前のものになって

しまっている。黒部の名水を改めて認知し、

前面に押し出していく必要がある。

他の分野（施策区分）における現況と

課題などに追記するとともに、個々の

取り組みでもさらなる活用を図ってい

きたいと考えております。

5 1-4 現況と課題 フィールドミュー

ジアム構想の推進

企画政策

課

「黒部川扇状地を主なエリアとして」とある

が、扇状地をもう少し広く捉える必要があ

る。布施川や片貝川も含んで記載すべきであ

り、黒部川に限定するのはどうかと思う。

「黒部川扇状地を主なエリアとして」

おり、黒部川に限定した表現ではなく、

フィールドミュージアムとしては広域

なエリアを想定しています。

6 1-5 施策区分 再生可能エネルギ

ーの利活用

建設課 国交省の取り組み（流木の処理）を記載して

はどうか。

ご指摘の通り追記しました。

6 1-5 現況と課題 食品廃棄物の再利

用

市民環境

課

宇奈月温泉の旅館などでは食事の残り物が

多く出ると思うが、それらを再利用できない

か。また、剪定した枝などの活用もできない

か。

ご意見いただいた件に対する具体的な

取り組み（仕組みづくり）は、今後の

検討課題であると考えおります。

■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 1-1 事業メニュ

ー

環境保全・美化対

策事業

商工観光

課

保全の推進に加えて利用の推進という観点
からも、事業メニューの対象になるものもあ
るのでは。

事業メニュー「黒部峡谷の自然保護と

～」に含まれている部分もあると考え

ております。

3 1-2 事業メニュ

ー

砂防事業 建設課 「総合土砂管理」との記載があるが、砂防事
業だけではなく様々な事業と関連している。
また、県や電力会社と連携して実施してお
り、そういった面からも記載方法を検討する
必要がある。

基本事業名（事業中分類）の変更など

を行い、施策内容を整えました。

5 1-3 協働体制 森林環境の保全と

活用

農林整備

課

協働体制が全て空欄となっており、何がしか
関係団体を記載してはどうか。

関係団体を追記しました。

6 1-4 協働体制 水環境保全整備事

業

市民環境

課

「ウォー太郎」を様々な場面で活用してもら
えればと思っている。また、そういった意味
で協働体制として「ウォー太郎サポーターズ
倶楽部」などを記載してもらえれば。

協働体制に「ウォー太郎サポーターズ

倶楽部」を追記しました。
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6 1-4 事業メニュ

ー

水源利活用推進事

業

商工観光

課

宇奈月温泉の重要性や活用を考えると、一般
的に水というと飲用水が思い浮かぶことか
ら、施策区分名を「水と温泉を活かしたまち
づくり」などに変更してもいいのでは。

観光面での温泉を活かしたまちづくり

は第 2 部会の範疇であり、ここは水資

源としての温泉研究を示しているた

め、「水を活かしたまちづくり」という

従来通りの区分名としました。

6 1-4 指標 宇奈月温泉の～ 市民環境

課・商工

観光課

重要な施策区分で指標が一つしかないのは
どうかと思う。

現段階では、進捗管理をしていく上で

適切な指標が他にありませんが、今後

の取り組みの中で別途検討していきた

いと考えております。

7 1-5 協働体制 再生可能エネルギ

ー～

商工観光

課

でんき宇奈月プロジェクトが精力的に活動
していることから、協働体制に記載するとよ
いのでは。

協働体制に「でんき宇奈月プロジェク

ト」を追記しました。（1-4 においても

追記）
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第２部会（地域特性を活かした産業育成のまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

農業を担う人への補助や TPP など今後の課

題がある中で、掲載内容が少し足りないよう

に思う。具体的な取り組みなどある程度は記

載すべきでは。

制度が頻繁に変わり、なかなか記載し

づらい面があります。具体的な意見に

関しては、本計画には掲載せず、概要

だけを掲載したいと考えております。

1 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

地元企業を定年退職した後に、農業に取り組

める仕組み作りが必要では。

「市民の声」において、『担い手の高

齢化が進む中、後継者の育成や退職者

への就農などを支援してほしい。』と

追記しました。

1 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

国の政策に準ずる旨を付記したほうが良い

のでは。

国の施策に関して、動向を調査した上

で必要に応じて反映したいと思いま

す。文章としては、「○農業の振興」に

おいて、『国の施策に準じ…』との表現

を追記しました。

2 2-1 現況と課題 漁業の振興 農業水産

課

魚介安が問題となる中、出荷調整機能を持っ

た冷凍加工保存施設などの整備が急務の課

題であり位置付けをできないか。

個別事業として、今後支援を行うこと

ができるかどうか検討したいと考えて

おります。

3 2-2 現況と課題 工業用地の確保・

企業誘致

商工観光

課

今は海外に出ていく時代であり、労働力より

知識集約型が企業誘致の主たるものではな

いか。

今後の取り組みにおいて、ご意見いた

だいた視点を踏まえたものにしてい

きたいと考えております。

3 2-2 現況と課題 工業用地の確保・

企業誘致

商工観光

課

遊休施設の活用なども企業誘致には必要で

はないか。

ご指摘の内容については、実際の活用

の可否や各企業の意向などが第一であ

るため本計画には掲載しづらい面があ

りますが、今後、企業から相談があっ

た場合には市として対応できることを

検討していきたいと考えております。
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3 2-2 現況と課題 工業用地の確保・

企業誘致

商工観光

課

黒部市の環境は海あり山ありで最高である。

その中で水を活かしたものに特化し、来ても

らいたい企業をターゲット化して活動する

ことも重要である。

「○工業用地の確保・企業誘致」にお

いて、『黒部が有する名水のさらなる

ＰＲ・活用とともに…』と文章を追記

しました。

3 2-2 現況と課題 工業用地の確保・

企業誘致

商工観光

課

水の活用方法を飲み水だけに焦点を絞るの

ではなく、様々なものに利用することを考え

るべき。

「○工業用地の確保・企業誘致」にお

いて、『黒部が有する名水のさらなる

ＰＲ・活用とともに…』と文章を追記

しました。

3 2-2 施策の展開

方針

豊富な水や・・・ 商工観光

課

「豊富な水」と記載されているが、現況と課

題等も含めて、より前面に押し出した記載に

すべき。また、情報技術分野の誘致に係るア

プローチ方法などを記載してもよいのでは。

「○工業用地の確保・企業誘致」にお

いて、『黒部が有する名水のさらなる

ＰＲ・活用とともに…』と文章を追記

しました。

3 2-2 施策の展開

方針

新商品・技術開発

～

商工観光

課

国としても、自然エネルギー・再生可能エネ

ルギーに取り組んでおり、工業への活用とい

うこともあるが、何がしか本施策に位置付け

るべきでは。他分野に位置付けされているか

もしれないが、本分野において技術開発に含

まれているとの解釈だと分かりづらいため、

表だった表現にしてほしい。

ご指摘の通り、新エネルギーに関して

は企業の取り組みも重要と考えており

ます。「○新商品・技術開発・販路開拓

支援」において、『再生可能エネルギ

ーの導入支援や…』との表現を追記し

ました。また、「施策の展開方針」に

おいて、『既存の伝統的な産業の継承

とともに、今後ますます重要となるこ

とが想定される再生可能エネルギー

に対する支援を検討します。』と追記

しました。

3 2-2 現況と課題 事業後継者の育成

～

商工観光

課

地域の名産、伝統産業を無くさないために

は、まずそれらが名産であり伝統であるとい

うことについて広く周知・啓発を図る必要が

ある。そのために、計画に伝統産業の承継の

大切さをしっかりと位置付けしてほしい。

現況と課題や施策の展開方針におい

て、関連部分を追記しました。

4 2-3 現況と課題 中心市街地活性化

～

商工観光

課

理念などをしっかり記載（位置付け）して、

市民・行政が一体となって目標に向かってい

かないと、まちづくりは上手くいかない。

ご指摘に関しては、活性化基本計画に

おいて中心市街地の位置づけを改めて

明確化するなどにより対応したいと考

えております。
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4 2-3 現況と課題 中心市街地活性化

～

商工観光

課

買物難民の問題に対して、中心市街地だけを

取り上げるのではなく、それ以外の地域に対

する手当てや配達サービスの取り組みなど

を位置付ける必要があるのでは。

ご指摘のように、買物弱者に関する内

容を追記しました。

4 2-3 現況と課題 中心市街地活性化

～

商工観光

課

二次交通（コミュニティバス）の確保や配達

サービス（かって屋）への支援など、商業施

策と福祉施策を合わせて取り組んでいく必

要がある。

上記のご指摘事項と併せ、公共交通の

充実などを追記しました。

5 2-4 現況と課題 観光客の受け入れ

体制の充実

商工観光

課

観光ボランティア数の増加やボランティア

の参加などについて、施策の内容などにおい

ても記載しているが、観光ボランティア団体

の努力だけでは限界がある。大学カレッジな

どで講義を受けた人を活用するなど各種受

講者の取り込みやその他具体的な方法をし

っかり記載すべき。

観光ボランティアの増や育成などは重

要な問題であり、各地域や観光施設な

どでの取り組みをさらに支援していき

たいと考えています。

内容としては、『ボランティアの育成』

を追記しました。

5 2-4 現況と課題 観光産業の充実と

～

商工観光

課

きれいな街並み・景観は観光にとって大事な

要素であり、位置付けをすべきでは。

第３分野「都市基盤」で取り扱うとい

うかたちで整理しております。

5 2-4 現況と課題 観光産業の充実と

～

商工観光

課

修学旅行などの受け入れ体制を整備すべき

であり、民泊など一般市民の参加も検討して

はどうか。

『民泊などの受け入れ体制の整備や

…』との文章を追記しました。

5 2-4 現況と課題 観光産業の充実と

～

商工観光

課

漁業と農業の連携などによる体験プログラ

ムの充実が必要ではないか。

「○観光産業の充実と多様な観光ニー

ズへの対応」において、『農業体験など

を組み込んだ地域文化を体験できるプ

ログラムを…』との文章で表現してい

ると考えております。



※内容に関する質問、個別の詳細意見などは割愛。

7

■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

2 2-1 事業メニュ

ー

漁業経営安定化～ 商工観光

課

事業メニューの「担い手育成の支援」の掲載

順を入れ替えてほしい。

ご指摘の通り、順序を入れ替えました。

5 2-3 目標値 小売店舗数 商工観光

課

現実を直視するという意味で、小売店舗数を

残してはどうか。

統計の集計方法が変わることもあり、

現実的な指標を用いたいと考えている

ため、小売店舗数は用いないことにし

たいと考えております。

6 2-4 事業メニュ

ー

滞在型・体験型観

光推進事業

商工観光

課

修学旅行など教育旅行の誘致に力を入れる

ということであれば、対応策として事業メニ

ューに「民泊ネットワークの構築」などと位

置付けても良いのでは。

ひとつの事業メニューのレベルではな

く、個別事業のレベルとして今後検討

していきたいと考えております。

7 2-4 協働体制 広域観光ネットワ

ーク整備事業

商工観光

課

新幹線交

通政策課

ワンコインプロジェクトの取り組みを位置

付けてもよいのでは。他の分野と重複してい

ても構わないと思うが。

第３分野「都市基盤」における個別事

業で位置付けており、本分野との関連

性の例示については、別途検討したい

と考えております。

全般を通じて 農業水産

課

農業の 6 次産業化に向けた取り組み。 2-1 の現況と課題において、『これらの

取り組みに関して、雇用と所得を確保

し、若者や子供も集落に定住できる社

会を構築するため、農林漁業生産と加

工・販売の一体化や、地域資源を活用

した新たな産業の創出を促進するな

ど、農山漁村の６次産業化を推進して

いく必要もあります。』との文章を追

記しました。
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頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

全般を通じて 商工観光

課

観光で何を目指すのかを具体的にする必要

がある。言い方を変えれば、宇奈月をどうし

たいか、海を含めた海岸部エリアをどうした

いかなど。また体験型観光への取り組みなど

とあるが、その中でも特に目玉となるものを

位置付けるべきでは。

具体的なそれぞれの観光拠点の目指す

方向については、個別のプランにおい

て検討したいと考えております。

全般を通じて 商工観光

課等

ＳＳ製粉の米粉ラーメンなど、現状の取り組

みを紹介する部分があってもいいのでは。

個別の具体名については、本計画では

行わずに一般的な表現としたいと思い

ます。2-1 において、農業生産物の表記

がありますので、こちらの表現とした

いと考えます。

全般を通じて 農業水産

課等

担い手の確保、近隣市町との連携なども重

要。

大変重要な課題であると認識してお

り、今後も個別事業の中で検討してい

きたいと考えております。

全般を通じて 商工観光

課

市民へのメッセージとして「うまいもんを食

べるためにまちで買い物をしよう」と記載で

きれば。

『●地元のお店で美味しいものを食べる

など、地域での買物に努めましょう。』と

のメッセージを追記しました。

全般を通じて 商工観光

課

北陸新幹線の開業も控え、若者をつなぎとめ

る施策、働く人のやる気を引き出す仕組み・

支援が求められている。

具体的な対策については、今後の個別

事業で対応したいと考えております。

現在は 2-2 の現況と課題で、「北陸新幹

線を契機とした企業進出に備えた対策

を早急に行う必要があります」との表

現で読み取ることとしたいと考えてお

ります。
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第３部会（快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 3-1 現況と課題 北陸新幹線新駅周

辺整備

新幹線交

通政策課

新幹線開業をターニングポイントとして観

光をどうしていくのかといったものは他の

部会で、第 3部会はハードの部分なのかもし

れないが、コンセプトというか、新幹線新駅

周辺整備を実施してどうしていきたいのか、

イメージが湧かない。

新幹線開業を契機とした観光戦略や企

業誘致などは他の分野で記載されてお

りますが、ご指摘のとおりコンセプト

を盛り込むとともに、イメージ図を掲

載するなどして本部会での対応とした

いと考えております。

2 3-2 現況と課題 雪対策の推進 雪対策を逆手にとって、雪国の魅力などをア

ピールしていく施策を位置付けては。

「2-4 観光の振興」における今後の取り

組みについて検討していきたいと考え

ておりますが、事業メニューや個別事

業としての表記は難しいと考えており

ます。

3 3-3 現況と課題 住環境の整備 都市計画

課

住環境の整備と中心市街地対策をセットに

して考えることはできないか。

ご指摘の内容については、「3-3 市街

地・住宅の整備」において表現してい

ると考えております。なお、個別の対

策については、今後の具体施策で検討

していきたいと考えております。

1 3-1 施策区分 北陸新幹線の整備 新幹線交

通政策課

地鉄や並行在来線との接続が大変重要であ

る。

ご指摘の内容については、「3-1 北陸新

幹線の整備」における「鉄道交通の利

便性向上」において『乗り継ぎなどの

利便性の確保』として、表現している

と考えております。
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全般を通じて 企画政策

課

前回の部会で出した意見、「老人にやさしい

まち」「若者が戻ってくる（きたくなる）ま

ち」を目指すというものが、どこにも反映さ

れていない。

「3-3 市街地・住宅の整備」の施策の

展開方針において、「ユニバーサルデ

ザインに配慮し、すべての人が生活し

やすく、また住みたくなる」との表現

を盛りこみました。

全般を通じて 企画政策

課

総合振興計画前期基本計画の章立てを特段

変えずに、中身の文言だけを変えているよう

な印象がある。少し観点を変えて議論をした

場合、現在の章立てでいいとは限らないので

は。

後期基本計画の策定において、基本構

想部分は見直しの対象外ということも

あり制約が生じる部分もありますが、

後期計画ならではの視点を盛り込むこ

とや各個別計画などでの対応を検討し

ていきたいと考えております。

全般を通じて 企画政策

課

総合振興計画は最上位計画であり具体的な

取り組みや個別の施策は別の計画に位置付

けているなどの理由で、総合振興計画素案に

個別的なものが反映されていないのはおか

しい。審議会部会での意見を事務局がどのよ

うに検討したのか一覧として分かる資料が

必要である。

本資料のように、いただいたご意見に

対する対応表を作成させていただきま

した。なお、質問事項などに関しては

記載しておりませんので、ご了承いた

だきますようお願いいたします。

3 3-3 現況と課題 住環境の整備 都市計画

課

空き家の活用方法を検討する必要がある。 ご指摘については、第６分野「行財政」

において位置付けをしております。

4 3-4 現況と課題 上水道の普及 工務課 名水の里にふさわしい水道事業とはどうい

うものかということを考える必要がある。

ご指摘内容については、現況と課題で

一言追記するとともに、「2-2 工業の振

興」において水資源の活用に関する内

容を記載しております。なお、具体的

な活用の方策については、今後個別事

業において検討したいと思います。

4 3-4 現況と課題 上水道の普及 工務課 水をいかしたまちづくりを進める必要があ

る。

ご指摘の内容については、「2-2 工業の

振興」において表現しました。

5 3-5 現況と課題 下水道汚泥対策の

推進

工務課 「バイオマスの安定的な量の確保」とある

が、あっただけのものを使う、活用するとい

ったことが再生可能エネルギーの趣旨であ

る。

ご指摘内容を踏まえ、表現を変更しま

した。
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7 3-6 現況と課題 緑化の推進 農林整備

課

建設課

花を用いておもてなしの心を表すなど、そう

いった取り組みを進めるべきでは。

各分野における個別事業などで、今後

検討していきたいと考えております。

全般を通じて 企画政策

課

まちづくり方針において「快適な暮らしを支

える」とあることから、安全・安心なまち、

防災との関連付けも必要ではないか。

各節において、一定の防災に関する内

容は含まれていると考えております

が、「3-3 市街地・住宅の整備」で防災

に関する内容を若干追記しました。

全般を通じて 企画政策

課

市の将来像や将来あるべき市政、本部会でい

えば将来の都市の基盤など、目指すものを彩

りとして表現できればと思うが、第３分野で

はそぐわない感があることが疑問である。

市の各種施策を支える土台、前提とな

る部分もあるため、見えにくくなって

いる点については、ご指摘のとおりで

あると考えております。

■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 3-1 目標指標 年間利用者数 新幹線交

通政策課

目標値は達成できるのか。 厳しい面はありますが、今後も高い意

識を持って取り組んでいきたいと考え

ております。
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第４部会（健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

11 4-11 現況と課題 ごみの不法投棄防

止

パトロール委員を地域に設けることはない

のか。

『悪質な不法投棄をなくすために、地

域住民との協力のもと…』との文章を

追記させていただきました。

■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 4-1 事業メニュ

ー

市民病院整備事業 市民病院 認知症に対する対策が十分でない。 現在、市民病院では常勤医は１名だけ

であり、現実的に対応が難しい状況に

あります。

3 4-3 協働体制 地域福祉体制整備

事業

福祉課 「児童委員」も協働体制に位置付けるべきで

は。

「民生委員児童委員」と名称を変更し

ました。（他の箇所も同様）

4 4-3 福祉サービ

ス事業

主な指摘～ 福祉課 デイサービス等は介護保険サービスではな

く、市の福祉サービスであるということな

ら、混同しないよう分かりやすい表記にして

は。

利用が多い主なサービスを記載するこ

ととして変更しました。

6 4-6 事業メニュ

ー

介護保険サービス 福祉課 「包括的地域ケアシステム」は他と表現が不

整合ではないか。

「地域包括ケアシステム」で統一しま

した。

7 4-6 子育て支援

拠点事業～

主な指標～ こども支

援課

「子育て支援拠点事業～」の冒頭に「地域」

が付くのが正式名称である。

ご指摘の通り、修正しました。

9 4-9 事業メニュ

ー

防災対策事業 総務課・

福祉課・

消防本部

身障者や高齢者への対応が重要である。 大変重要な課題であると認識してお

り、事業実施の際に留意していきたい

と考えております。
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第５部会（個性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 5-1 現況と課題 子育て相談の充実 生涯学習

スポーツ

課

後段の文書を途中で区切って分かりやすい

表現にしたほうがよい。

関係機関として「教育事務所」を追加してい

ただければと思う。

ご指摘のように、修正しました。

1 5-1 現況と課題 食育の支援 等 生涯学習

スポーツ

課

放射能の問題もある中、安全というキーワー

ドを付け加えるべき。

2-1 農林水産業の振興において、「安全」

との表現をとっており、こちらで対応

していると考えております。

2 5-2 現況と課題 国際化教育の推進 学校教育

課

「５－６ 国際化への対応 市民レベルで

の国際交流の推進」と何がしか関連（リンク）

付けられる記載ができないか。

コラーレでの国際交流の内容を追記し

ました。

2 5-2 現況と課題 学校教育内容の充

実

学校教育

課
キャリア教育を掲げている。

子供たちに夢を持たせる取り組みであり、記

載の検討をお願いしたい。

今後の取り組みの方向性を踏まえた上

で、個別事業としての取り扱いなどを

検討したいと考えております。

5 5-4 現況と課題 図書館の充実と読

書普及

図書館 後段で「段階的に進めていく～」との記載が

あるが、段階的とは当たり前の話であり、前

期と同程度の記載でよいのでは。

「段階的に」との表現を削除しました。

6 5-5 現況と課題 芸術文化活動への

支援

生涯学習

スポーツ

課

文化財保存会の表記について、団体という表

記としてもいいのでは。

関係団体を包括していることから、団

体に改めました。

6 5-5 施策の展開

方法

2 つ目の方針 生涯学習

スポーツ

課

「伝統芸術」とあるが「伝統芸能」とすべき

では。

ご指摘の通り、修正しました。
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6 5-5 現況と課題 スポーツ・レクリ

エーションの活動

支援

生涯学習

スポーツ

課

障害者のスポーツ参加について、取り組みを

進めてもらいたい。

施策の展開方針において、「誰もが～」

という表現にしており、これに含まれ

るものと考えております。なお、第４

分野「市民生活」において、若干追記

をしております。

6 5-5 市民の声 2 つ目の声 生涯学習

ｽﾎﾟｰﾂ課

「スポーツ施設の充実」とあるが、施設建設

なのかソフト面など内容なのか不明である。

既存施設の整備やソフト面の充実とし

て捉えております。

6 5-5 現況と課題 芸術文化活動への

支援

生涯学習

スポーツ

課

芸術という分野の取り組みが黒部では弱い。

もうちょっと力を入れて取り組んでいくよ

うな表現ができないか。

ご指摘を踏まえ、「努める必要がありま

す」との表現としました。

7 5-6 現況と課題 外国人居住者への

支援・交流の促進

企画政策

課

「多文化共生」という記載があるが、注釈な

どの説明を付けてほしい。

ご指摘を踏まえ、注釈を追記しました。

■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 5-1 市民・NPO・

事業者等へ

のメッセー

ジ（役割）

1 つ目 生涯学習

スポーツ

課

「家庭教育」の後に「講座」が抜けているの

では。もしくは「参加しましょう」ではなく

「実践しましょう」になるのでは。

「家庭教育に参加」という表現が、意味がう

まく伝わらない感がある。実践を促す記載が

できればよいと思う。

ご指摘の通り、「家庭教育講座など」と

修正しました。

1 5-1 市民・NPO・

事業者等へ

のメッセー

ジ（役割）

生涯学習

スポーツ

課

事業者等へのメッセージが空欄となってい

るが、事業者等の協力も不可欠であると思わ

れることから、何がしか記載すべきでは。

ご指摘を踏まえ、「●富山県民家庭の日

（毎月第３日曜日）の推進に努めまし

ょう。」との文章を追加しました。

5 5-4 主な指標 ふれあい交流館の

入場者数

生涯学習

ｽﾎﾟｰﾂ課

実績を踏まえて、目標値を上方修正すべきで

は。

目標値を若干上方修正しました。

9 5-6 協働体制 国際交流活動推進

事業

企画政策

課

黒部峡谷鉄道なども協働体制において対象

になるのでは。

外国語パンフ作成などの観点から、追

記しました。
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第６部会（市民と行政が一体となったまちづくり）

■現況と課題

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 6-1 現況と課題 交流人口などの拡

大

企画政策

課

交流人口の増加が図られるよう取り組みを

進めてほしい。特に、市外・県外の方への空

き家・空き地情報の提供・発信などが必要で

ある。

現況と課題から空き家に関する項目を

設けるなどして対応しました。

1 6-1 現況と課題 市民の声/2 つ目の

声

企画政策

課

「空き家が目立つ」とあるが、「６－３ 市

民活動支援への取り組み」における地域コミ

ュニティや「４－８ 消防・防災体制の充

実」、「４－９ 防犯体制の充実」とも関連が

あると思われるので、関連付けた表現はでき

ないか。

ご指摘内容を踏まえ、「市民の声」とし

て、『防災面や防犯面を考慮し、必要な

…』との文章を追記しました。

2 6-2 現況と課題 行政情報・議会情

報の発信

情報公開の推進と

市民意向の反映

企画政策

課

逆に市民も情報を得ようとする努力が必要

だと思う。そういった点の意識啓発をする必

要がある。

ご指摘内容を踏まえ、『寄せられた意

見を市民に広く公表する』『また、市

民が主体的に情報を得たいと思える

よう、行政からの意識啓発にも努める

必要があります。』との文章を追記し

ました。

3 6-3 施策の展開

方法

3 つ目の意見 総務課 「地域コミュニティの醸成～」とあるが、表

現が若干難しいのとすでに構築されている

ので、再構築や活性化といった表現に変えて

はどうか。

ご指摘内容を踏まえ、『地域コミュニ

ティのさらなる活性化により…』と文

章を変更しました。

5 6-4 現況と課題 男女共同参画社会

の～

生涯学習

スポーツ

課

「ワークライフバランス」など比較的聞き慣

れない用語には注釈を付けてほしい。

ご指摘の通り、注釈を追記しました。
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■施策の内容

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 6-1 市民・NPO・

事業者への

メッセージ

（役割）

1 つ目 企画政策

課

「空き家・空き地情報」が削除されているが、

新幹線開業などを控え、今後力を入れていく

べきであり、同様に記載しておくべきでは。

ご指摘の通り、従来のコメントを再掲

載しました。

4 6-4 市民・NPO・

事業者への

メッセージ

（役割）

事業者等 生涯学習

スポーツ

課

事業者等の理解・協力が大切であり、やわら

かいメッセージとなっているが、大切な役割

を担うことからより突っ込んだ表現にして

はどうか。

ご指摘事項を踏まえ、『育児休業制度の

支援などにより…』との文章を追記し

ました。

6 6-6 主な指標 実質公債費比率 財政課 「市債残高」を併記してもよいのでは。削除

した理由は何か。

実質公債費比率等の説明文などの計画書や

広報への掲載など、丁寧な説明に努める必要

がある。

制度の変更等により、最も適切な指標

が実質公債費比率であると考えており

ます。

なお、市民への詳細な説明や周知につ

いては、別途方法を検討して実施する

こととしております。


