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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第３部会（都市基盤） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２６日（木）１０：００～１１：１５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席無し）、専門委員２名（欠席２名）

幹事４名、計画主任９名、事務局３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３回第３

部会を開催いたします。

初めに、このたびの異動等によりまして、酒井尚裕委員が退任され、中川直人委員へと

おかわりになっておられます。中川様には、どうぞ黒部市総合振興計画策定におきまして

ご指導とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、大変恐縮いたしますが、中川委員からごあいさつを賜りたいと存じます。

【中川専門委員】

今ほどご紹介をいただきました富山県入善土木事務所の中川と申します。前任の酒井と

もどもよろしくお願いしたいと思います。

また、この計画に、私、少しでも皆さんとともに参加させていただければと思います。

どうぞ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。

本日は、Ｋ委員、またＪ委員から欠席される旨の報告を受けておりますので、会に先立

ちましてご報告申し上げます。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願い

します。

【部会長】
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おはようございます。第３回となりました第３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。

委員の皆様方には何かとお忙しい中、本部会にご出席をいただきましてありがとうござ

います。

また、今回、新たに委員に就任されました中川委員におかれましては、今後とも私ども

と一緒に黒部市の総合振興計画のためにご尽力を賜ればというふうに思っております。

前回の部会開催後、皆様方からいただいたご意見に対しまして、市の庁内会議におきま

して、検討、調整され、再度、素案の提示がされております。十分こたえ切れていない部

分もありますが、また改めて皆様方からご意見をちょうだいできればというふうに思って

おります。

今回は、今後５年間の財源見通しであるとか、個別事業の一覧、そして、これも皆様方

からご要望がありました他分野の素案につきましても提示されております。少しボリュー

ムのある資料になっておりますが、このことについても十分ご意見をちょうだいしたいと

いうふうに思っております。

本日のご意見を賜りまして、５月２３日にもう一度部会を開催する予定になっています。

また、６月６日に全体会ということで、この後スケジューリングがされているようでござ

います。その中で当部会に与えられた役割をしっかり果たしていきたいというふうに思っ

ておりますので、委員の皆様方には忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまし

て、開会のごあいさつにさせていただきます。本日はよろしくお願いします。

【事務局】

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、部会長が会

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

思います。

【部会長】

それでは、規定に従いまして、座長役を務めさせていただきます。

早速、次第に基づきながら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。



-3-

まず、報告事項の（１）前回部会以降の経過について、事務局から説明をお願いいたし

ます。

【 説 明 】

【部会長】

ただいまの報告事項につきまして、何かご質問等ありますでしょうか。よろしいですか。

それでは、協議事項のほうに入りたいというふうに思います。

まず最初に、（１）現況と課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ（役割）、

展開方針について、事務局からご説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ただいま事務局から、現況と課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージの素案確

認につきまして説明がありましたが、施策順に記載内容に対してご意見をいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

まず、北陸新幹線の整備についてのところで、いかがでしょうか。

事務局から、前回の意見に対してのこういうふうに対応をしたとかという説明がありま

すか。参考の資料の２のほうにはそういったものが記載されていますが、こういったとこ

ろも見ていただきながらご意見をいただければと思いますが。

【事務局】

今、部会長がおっしゃられた参考資料の２でございます。先ほどご説明いたしましたと

おり、前回のご意見をいただきました点につきまして、その対応について記載させていた

だいてございます。

新幹線につきましては、この現況と課題のところの、３の１でございますね。コンセプ

トというか、新幹線新駅周辺整備を実施してどのようにしていきたいのかというイメージ

がわかないといったご意見を頂戴しましたけれども、対応といたしましては、新幹線開業

を契機といたしました観光戦略、企業誘致などは他の分野で記載しておりますけれども、
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ご指摘のとおりコンセプトを盛り込むといったこと、それから、こちらではまだ計画書と

してのイメージはなかなかわかないとは思いますけれども、イメージ図を掲載するといっ

たことで対応したいと考えております。

【部会長】

いかがでしょうか。何かご意見はございますでしょうか。

【Ｉ専門委員】

質問も含めてでいいでしょうか。

初めて参加させていただきまして、事前に送っていただいたものですから、一読させて

いただきました。特にこの黄色のマーカーで書かれているところにつきましては、新幹線

新駅周辺整備計画の基本コンセプトが盛り込まれるようになっていて、非常にわかりやす

くなったなという個人的な印象を持っております。

それと、後の語句の訂正も適切なのかなと思っておりまして、やっぱり気になったのは、

地鉄新駅の整備については、どうして２７、８、９になっているのかなと思っていたので

すが、ちゃんとここで訂正がされているということも適切な修正だなというふうに思って

います。

１つ質問なんですが、公共交通対策事業の主な指標と目標値、過去に質問があったら恐

縮でございますけれども、市内区間のＪＲ・地鉄線の年間利用者数、目標が平成２９年、

１４７万人になってはおるんですが、これは、ＪＲはなかなかトレンド的には下がってい

くということもあると思いますし、あと、新幹線が新黒部駅におり立って、地鉄を利用さ

れて、宇奈月だとか、県東部の玄関口でありますので、その利用促進を見込んでいらっし

ゃると思うんですが、そのざくっとした内訳をちょっと教えていただけないかと思います

が。

【部会長】

ありがとうございます。

事務局、いかがでしょうか。

【事務局】
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前々回のときにもご質問があったことかと思うんですが、一応、目標として掲げている

のは、平成２９年、１４７万という人数を予定して計上させていただいておるんですが、

現実的には、今の状況からすると、年間利用者数は減少傾向にあるということは事実とし

てあるわけでございます。しかしながら、平成２６年度末の開業に向けて、相乗効果とい

いますか、そういったようなことを期待している部分もあるということで、今の段階で落

とすということをしなかったということで、ご理解をいただいたところでございまして、

その詳細の内訳につきましては、内訳というか、ＪＲと地鉄、それから、新幹線の乗降客

を見込んだ数値ということで、一応１４７万というようなことで決めさせていただいてお

ります。

答弁になったかどうか、ちょっと申し訳ないんですが。

【部会長】

ご質問はその内訳ということなので、３つそれぞれどれぐらいを見込んでこの１４７万

という数字になるのかという質問だと思うんです。それは今お答えは難しいですか。

【事務局】

今、手元には内訳はないんですが、ざっくり言うと、平成１９年で１２０万人になって

います。トレンドで平成２４年度で１２０のままになっているわけですから、これという

のは、新幹線が来る前のものの内訳ですよと。その差ぐらいが、要は新幹線で見込まれる

利用者といいますか、周辺駅から特急利用者が新幹線に移るといった意味合いの割合で理

解していただければいいのかなと考えています。

２９年は、当然、平成１９年から２４年までの並行在を含めた、それぐらいのトレンド

で下がってくるということは、下げどまりをした上で、その数の増分ぐらいを新幹線で見

込んでいるといったような率だと考えてもらえればいいかと思います。

【部会長】

Ｉ専門委員、よろしいですか。

いずれにしても市民も観光事業者もこのあたり、非常に関心があるところだと思います

ので、また説明できるようにしておいていただければと思います。

ほか、ございますでしょうか。
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【Ｇ委員】

今、ずっと資料１の７ページ、８ページまでざっと目に通して、ふと今、思ったんです

けど、どちらかというと市街地整備にかかわってくるところかと思いますけれども、新市

庁舎の建設に伴うというんですか、あるいは、新市庁舎の建設だけじゃなくて、それに伴

ういろんな市街地の活性化であるとか、にぎわいの創出であるとか、それから、ほかの公

共施設の再配置とか、そういったようなことというのは前期の中であったのかどうか、ち

ょっと定かに記憶がないんですけれども、何か新市庁舎に伴う市街地に及ぼすいろんな問

題点とか課題とかこれからの方向性とか、そういったような文言がないなと今になって気

がついたというのか、そこら辺はどうなんですか。

【部会長】

まず、１つずつやっていくつもりでしたが、やっぱり全体でやっていったほうが……。

【Ｇ委員】

全体の印象で話してしまって、済みません。

【部会長】

じゃ、皆さんも既に何回もやられてご理解していると思いますので、１つずつじゃなく

て、全体を見ていただきながらご意見をいただく形にしたいというふうに思います。

その上で、今、上田委員からご意見をいただきました、１つは、全体のグランドデザイ

ンについての何か示すものがないかということと、やっぱり市の拠点施設が変わることに

よっての課題とか、そういったものをどのようにとらえているかというようなところのご

意見だったと思いますが、いかがでしょうか。担当の部署のほうからお話、ご説明いただ

けますでしょうか。

【事務局】

まさにそういう意味では、新市庁舎が中心商店街や中心市街地の中に建設されるという

ふうなことで、そういったことを核にしながら、それだけではありませんけれども、道路

整備ですとか、それから、現在、市民病院の増改築など、そういった中で、住みやすい居
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住環境と、生活しやすい商業環境というものは、今、商業サイドのほうでは中心市街地活

性化の計画の見直しなどがあって、それぞれ分野ごとに分かれていると全体的なところは

少し見えにくいのかもしれませんけれども、当然、そういうものを核とした市役所の活性

化というものは、こちらのほうでトータル的なバランスを見ながら、取り組んでいく中で

当然、そういうことは全体的に見ても少し議論があるべきかなという思いです。

【Ｇ委員】

いろいろ道路のこととか、きちっと盛られておりますし、今おっしゃったとおりだと思

うんですが、例えば新幹線についてどんと大きな項目として立って、新幹線開設に伴うい

ろんなコミュニティ交通とか、そこから発するいろんな課題もみんな書かれておるので、

そういう意味で、ちょっと市街地の整備といったときには、やっぱり新市庁舎に伴う何か

というのは、やっぱりもうちょっと大きく骨格として、さっき部会長がグランドデザイン

という言い方をされたと思うんですが、何かグランドデザインが見えるような柱立てと、

それから表現というのは記述があってもいいのかなというふうに。

今までは、当然ここでやられてきていたという印象もありますので、あるいは、もしか

したら今さらということなのかもしれませんが、ただ、こうやって都市基盤整備の中で新

市街地というようなことをやっているときに、やはり新市庁舎の建設というのに伴ういろ

んなあれというのもあってもいいのかなと思って、ちょっと申し上げた次第です。

【部会長】

じゃ、ご意見として受けるということでお願いします。

【事務局】

３章の市街地・住宅の整備あたりのところに位置付けるというイメージでしょうか。

【Ｇ委員】

具体的にはそちらあたりになってくるかなと思います。いろいろ道路のこと、アクセス

道路のこととか、全体を見えるような項目があってもいいのかなという感じで、ちょっと。

【部会長】
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ほか、いかがですか。３の１から３の７まで、全体にわたってで結構でありますので。

よろしいでしょうか。

じゃ、また後ほど、全体についてのご意見をいただく場もつくりたいと思いますので、

ただいまお聞きいただいた意見をまた事務局のほうで検討、修正をお願いしたいというふ

うに思います。

続きまして、（２）の個別事業・重点事業等について、事務局よりご説明をお願いいた

します。

【 説 明 】

【部会長】

ただいま事務局から個別事業・重点事業等につきましての説明がありましたが、これに

つきましてもご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

【Ｂ委員】

ちょっと二、三ありまして、先ほどの資料１と関連するところもございまして、連動し

てご説明いたしますが、まず、資料２のところの駅周辺の土地利用規制の誘導、これは資

料１でいうところの民間資本の開発、誘導や充実というところにつながるのか、よくわか

りませんが、先ほど質問すればよろしかったんでしょうけれども、今の現状の新幹線周辺

の民間資本のそういった開発とか、新聞等のマスコミの話題もありますけれども、実際、

市としてつかんでおられる現況の土地利用、民間も含めた情報をまた教えていただきたい

と思います。

２点目が、公共交通のところのバスのところですね。これ、重点にはなっておりません

が、既設のバス路線を含めたバスルートの新設、変更、あと、コミュニティバスというこ

とで書いてありますけれども、こういったものを新駅を中心として、黒部市以外の、例え

ば入善、朝日、魚津であったり、そういったところの乗客というか、そういったものを新

幹線の新駅を中心として取り込まれるのか、そういった黒部市の市街地の中心と、ただ新

駅を結ぶバスのことを考えておられるのか、お聞きしたいなと思っております。

あと、３点目のほうは、３ページ目の公営住宅の整備推進ということで、市営住宅の整

備ということで書いてありますが、これは新規に整備されるのか、既存のものを使いやす
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いように整備されてという、具体的な場所とか、そういったものが決まっているのか。あ

と、同じですけど、高齢者向け市営住宅ですね。これも場所とか、そういったところも予

定をされているのかお聞きしたいなと思っております。

また、最後になりますけれども、資料の１の汚水のところでバイオマスのほうが載って

おりまして、バイオマスのエネルギーの利用の活用の施設が供用開始されているというこ

とで聞いておりますけれども、ここに書いてあるように、この重点とか個別の施策のとこ

ろにバイオマスという言葉が一語も入っておりませんので、バイオマスについては実際に

どう今後されるのか、それとか、コスト的にどうなのかというのがちょっと個人的には気

になるところでもありましたので、あわせてご意見いただければと思いますので、よろし

くお願いします。

以上です。

【部会長】

ただいま４点のご質問がありましたけれども、それぞれについて担当の事務局からご説

明いただきたいと思います。

【事務局】

まず、土地利用のほうでございますけれども、駅周辺整備エリアの中、５ヘクタールあ

るんですが、この中で、今、４月２日に商業施設等の誘致ということで、公募をさせてい

ただいたところでございます。その公募につきましては、駅西側というようなことで、に

ぎわいの創出ということ、まず、宿泊関係、それから飲食、それから体験工房的な産業観

光等といったようなことも念頭に置きながら、誘致ができないかということで、公募をさ

せていただいたところでございます。

駅東側のエリアの中でも、利用者利便ゾーンというようなことで位置づけられておりま

して、そこについては、今後、ＥＶ関係とか、そういった宇奈月電気プロジェクトの取り

組みということでやっておられますので、そういったような関連で商業施設を誘致できな

いかというようなことで、今現在、それについては検討中ということでございます。

駅周辺エリア外につきましては、駅東側の山側のエリアが景観協定、地権者の皆さん方

で景観協定を結んでおられます。高さ制限とか、色合いとか、そういったようなものがあ

るんですが、そういう中で商業施設等が誘致、来られる場合については、個々の個人の地
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権者との話になるんですが、そこの景観協定を念頭に置きながら交渉して進めていただく

ということで、今現在、聞いておるのは、レンタカーの会社さんが今、動いておられると

いうようなことで聞いております。

それから、駅の富山側のほうでも、ホテルのほうがというようなことで、まだうわさの

段階ですが、そういうようなお話も聞いております。

それから、コミュニティバス関係でございますけれども、結節というようなことで、利

用者、地鉄新駅というようなことで、鉄道を基軸とした結節というようなことで、今のと

ころ考えておりまして、地鉄新駅を設置するというようなことで考えております。近隣市

町からの乗り入れに際するバス関係につきましては、今現在、今日も市町村事務レベルで

の話ですが、入善、朝日、魚津、そういったようなところとコミュニティバスの乗り入れ

というようなことも今後協議していきながら詰めていきたいというようなことで今のとこ

ろ考えております。

路線バスにつきましては、地鉄さんが今あるわけなんですが、先ほど申し上げましたよ

うに、今のところは、鉄道を基軸とした結節というようなことで考えておるものですから、

路線バスについては今のところはないのかなと。鉄道ということで結節をしていきたいと

いうことで考えております。

以上です。

【事務局】

では、続きまして、公営住宅の関係の説明をさせていただきたいと思います。

現在、公営住宅、９カ所、２７３戸ございます。種類が幾つかありまして、普通の公営

住宅、いわゆる市営住宅、それと、特公賃、これは少し収入の多い方々に対応したもの、

通常のマンション等に入っておられる方々と競合するようなものとして特公賃住宅。それ

と、公営住宅法にのらない単独住宅として２２年でしたか、企業の寮をいただきまして、

それを住宅として使っておると、３種類の住宅を持っておるわけであります。それを合わ

せて９カ所、２７３戸ございます。

それで、入居の状況でありますけれども、公営住宅は全部埋まっています。単独住宅、

は全部埋まっています。特公賃については少し余裕があります。いつもですと、通常です

と、あきが発生すると公募して多数おられるときは抽せんということで埋まっておるわけ

なんですけれども、今年ぐらいから、公営住宅で抽せんに漏れた方に対しては、あきがあ
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ったら優先的に行っていただきますということで、１年間待機していただくというのを設

けておるんですけれども、現在、待機者がようやくゼロということになってまいりました。

要は、パイに対して入っておる数がバランスができたということでなってきたと。ですが、

古いからとか、どんな理由かはわかりませんけれども、それはこれから分析していかなけ

ればならない話なのかなと思っています。

そういったことを踏まえまして、住宅政策を考えていくことになると思うんですけれど

も、現在持っておる住宅が昭和５０年代のものがほとんどであります。そうすると、２０

年、３０年近くたってきているということになると、当然、傷みは来ておると。防水関係、

水関係が傷んでくるということで、修繕費が結構かかってきておる状態であります。

そういう中で、今、ここに載っておる長寿命化計画作成ということで、大きくお金のか

かるもの、通常のもの以外については、現在のものをしっかりと長く使いましょうという

ことで計画を立てましょうと。それから、現在、高齢者が増えてきておるということで、

高齢者対応をどうするかと。新しい市営住宅はどうするかといった話に、次の段階に入っ

てくるということになってくると。その段階になったときに、新しいものをつくるのか、

あるいは、民間の住宅を活用するのか、ある程度、基準に合ったような民間住宅を例えば

借りるとか、リース契約するとか、あるいは、そういったところを買い上げて整備すると

か、いろんなことが考えられると思いますので、そういったことを含めて、今後の住宅対

応を考えていくべきだろうということで、整備と記載されているからすぐつくるというイ

メージではございません。そういったことを検討していきましょうということでずっと丸

がついているということでございます。

以上です。

【事務局】

それでは、続きまして、バイオマスについてでございますが、バイオマスにつきまして

は、第１部会の自然エネルギーの利活用という中でとらえておりまして、委員さんご指摘

のとおり、昨年の５月にバイオマス利活用施設が稼働しております。それで、この施設の

建設、あるいは維持、運営につきましては、ＳＰＣ、特別目的会社というところと維持管

理につきましては１５年間の契約をさせていただいておりまして、引き続き今後も効率的

な運営をこのＳＰＣと進めていきたいというふうに考えております。

以上です。
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【部会長】

よろしいでしょうか。ありがとうございます。

ほかに何かございますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、次に移りたいと思います。

（３）他分野素案について、事務所から説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

事前に配付をさせていただいておりますので、もしごらんいただいた中で質問をいただ

ければというふうに思っております。

また、関係して、また第３部会のほうのものにつきましても触れていただいても結構だ

と思いますので、ご意見をいただければと思いますが、いただいた意見をすべてまたそれ

ぞれの部会のほうにお伝えするということでございますので、よろしくお願いいたします。

いかがでしょうか。

【Ｇ委員】

どこかほかのところで議論されているかどうかもちょっとわからないんですが、去年ま

でだったか、定住、半定住の促進というか、そういう議論、市庁舎でされていて、私もち

ょっとそれにかかわっていたんですが、それのある一定のまとめというか、あったかどう

かあれなんですが、それは何か今回のここには、この第１部会から第６部会の中にどこか

に反映されているものなのかどうなのかという、もし何か……。

【事務局】

６－１で。

【Ｇ委員】

６ですか。はい、わかりました。
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【事務局】

あと、先ほどＢ委員の質問で、バイオマス関係の件ですが、これについては１の５でバ

イオマス利活用事業という形で取り組みをするということになっております。

【部会長】

いかがでしょうか。

まだ発言のない委員の方々からぜひご意見をいただきたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。

今回は大分時間がかかると思ったんですが、逆に資料が多過ぎて。

【Ｇ委員】

すみません。

さっき、新市庁舎にかかわるというようなことでちょっと質問させていただいたんです

が、それの延長のような話になるかもしれませんが、これもどこかで議論されているのか

どうか、例えば公共施設の老朽化というのは非常に今問題になって、さっき新市庁舎の密

会小学校跡地の移転に伴って、現庁舎の跡地利用とか、それから、それだけではなくて、

中心市街地の活性化にかかわるようなさまざまな公共施設の再配置、あるいは再建設が予

定されていると。そういう意味で、例えば今の図書館でありますとか、商工会議所の建物

も何か聞いておりますし、それから、特に三日市公民館とか、すべて三日市が中心になる

かもしれませんが、何かそういう市街地整備と、それから、魅力的な都市づくりとかとい

うものにかかわる、そういったようなのは、もし、私は何か第３部会のテーマでもあるの

かなという気もするんですが、ほかのところでもあるいはされているのかもわかりません

が、そこらあたりはどうなのかなと。

【部会長】

公共施設の。

【事務局】

私のほうから、いろんな範囲の話が出てまいりますので、なかなかここの部分はここで

というのはなかなか難しいかと思うんですが、公共施設の老朽化につきましては、小中学
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校の耐震化にあわせて大規模改造をやってきております。これも昨年の大震災の影響もあ

りまして、早急に残ったものはすぐにやるというような方針で、今、進んでおります。

あと、公民館につきましても、順次建てかえをやってきておりまして、例えば今、宇奈

月のほうで今も２カ所やるということで方針も出ております。

あと、住民の皆さんで一番心配なのは、道路とか、あるいは道路にかかる橋、トンネル

とか、そういうものの老朽化による危険な部分の長寿命化ですね。そういうものも今、計

画的にやっておりますので、今現在はそういうものの調査、それを今後どう延命化してい

くというような状況になっておりますが、そういうものも具体的に今、取り組んでいくと

いうことになっております。それで、そういう社会インフラ的なものについて、水道、下

水道も含めてですが、そういうものの整備と更新も進めております。

それから、中心市街地の活性化とか、今言われた新庁舎、あるいは跡地の再利用とか、

それと、図書館の改築とか、いろいろあるわけですが、それにつきましては、今後詰めて

いくということなので、まだ実際の今の後期の計画の中にはまだほとんど載っていない部

分が多いかと思います。

それで、今後、庁舎を来年あたりから具体的に入ってくるわけですが、それに関しまし

て、周辺の道路をどうしていくかということも問題点として上がっていますので、それの

整備をどうするかということも今後決めていかなければならない状況だと思っております。

あと、実際の施策としましては、住宅改修とか、あるいは住宅建設に関する補助金、そ

ういうものを去年からつくりまして、地鉄の駅の中心に近いところにつくられた場合、あ

るいは改築された場合には補助金を出すということで、できるだけ住宅を集約していくと

いうような形で考えております。そういうような形で、将来的な都市像といいますか、そ

ういうものもそういう方向性を出しつつあるということで、もう一つが、長いことかかっ

ておりますが、区画整理事業、これも着実にやっておりまして、現８号線から、今、市内

へ直通に入ってくる部分ももうすぐ貫通するというような状況でありますし、８号バイパ

スからの市内の誘導路、入ってくるという道路というものも着実にやっておりますので、

そういう意味では都市整備は着実に進んでいるんじゃないかというふうに思っています。

ただ、それを具体的にやるというのは、都市計画マスタープランというものがありまし

て、それが今現在、進行形という形で進んでおりますので、道路整備とあわせてあと２年

ぐらいで大体計画ができ上がると。
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【事務局】

計画は２５年までになります。

【事務局】

そういう形で、そういうものを含めて、新たな黒部市の都市づくりといいますか、そう

いうものが発表できるかというふうに思っております。なかなか具体的な答えはまだ言え

ない状況なものですから、そういうようなことで着実に黒部市の将来の都市像というもの

を描きつつあるというふうになっております。

【部会長】

Ｇ委員、いかがですか。

【Ｇ委員】

おぼろげにわかりました。

【部会長】

ほか、いかがでしょうか。

【Ｉ専門委員】

個別事業表の資料２についてでありますが、先ほど事務局のほうで説明いただいた中で、

県道などにつきましては、市で検討された中身で、内容についてはこれからだということ

でありますので、そういうのも県の担当者とも十分調整をしていただいて、より具体的な

ものにしたいと思っております。

今まで先ほどＢ委員のほうからも質問がありましたが、とりわけハード事業の表現であ

りますけれども、やっぱり整備と名づけると、一般市民の目に触れたら、やっぱり整備さ

れるんだろうなと思うのが率直なところだと思いますので、このブラッシュアップしてい

く中では、文言の表現のほうについては、再度、ご検討いただければと思います。

【部会長】

貴重なご意見ありがとうございました。
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ほか、いかがでしょうか。

公共施設の再整備については、宇奈月温泉なんかでも協議が進んでいると思います。何

か商工観光課のほうで説明できる部分というのはありますか。

【事務局】

今ほど部会長が言われたとおりで、宇奈月温泉街の公共施設で新川荘、診療所、温泉会

館、いっぷく処等の施設が特に老朽化しているということで、２３年度から公共施設あり

かた検討委員会ということで各委員さんに集まっていただいて何度か検討してきていると。

その方向性を見つけるということで、まだ中間段階なんですが、老朽化したものについて

は解体の方向になるだろうということで、その後、どのような整備をするかということで、

まだ２５年度も検討をしていきたいと考えております。

【部会長】

ありがとうございました。

ほかはいかがでしょうか。

あまり部会長が質問してはいけないんでしょうけれども、時間もあるようですので、学

校施設につきましていろいろと検討がされているようでありますけれども、将来的に小中

の数、どの程度がふさわしいかという議論はされて、数字は出ているのかどうかというこ

とが１つ。

それと、もう一点、先ほど事務局のほうからお話がありましたけれども、コンパクトシ

ティといいますか、交通拠点の周辺に市街地を形成していく、非常に重要なインフラの維

持管理の点でも重要だと思うんですけれども、どこも問題になっているのが廃屋ですね。

必ずしも空き地がぽんとあるわけじゃなくて、廃墟になってしまったようなものがそのま

まあって、それがどうしても阻害している部分があって、全国的に問題になっていると思

います。取り組んでいる自治体もあるように聞いていますが、そこについては黒部市とし

ては何か考えをお持ちなのかどうかお願いできますか。

【事務局】

まず、学校の再編、統合の問題ですが、これについては、２年前ですか、教育委員会で

計画書をつくられまして、それには小学校を年次的にどう統合していくというような計画
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が示されております。中学校につきましても、現在、４つあるわけですが、それを最終的

には３つ以下にするという方針が示されております。今、桜井中学校の改築の問題、皆さ

ん、非常に興味を持っておられますが、桜井中学校につきましても、統合を含めた形で進

めていくという形になっております。

あと、小学校につきましては、年次的に今、統合するという計画がありますが、田家と

東布施が２７年度までに統合すると。２９年度だったと思うんですが、三日市小学校と前

沢小学校の統合と。

あと、次の空き家の問題ですが、これにつきましては、市としても大変な問題だろうと

いうことで、関係部署と協議を進めている最中であります。一番の問題が、建物が古くな

って非常に危険であるということで、それを何とか取り壊してもらいたいという近所、住

民の皆さんの意見があるということで、この対応につきましては、直接その個人の情報を

市民の皆さんにお伝えすることはできませんので、市のほうとしまして、所有者の方にこ

ういう苦情が来ておりますと、できるだけ早く対応をとっていただきたいということで文

書を送ってお願いをしているところであります。

ただ、なかなかそれでも先へ進まないということもありますので、これを今後どういう

形で市がかかわっていくかということで、今、協議を進めているということで、実際、先

進自治体、先進と言っていいのかどうかわかりませんが、行政が取り壊すというところも

ありますので、そういうことも含めた今、検討を進めている最中ということでございます。

【部会長】

ありがとうございます。

学校教育、教育施設についての今、ご説明があったんですが、それがこの計画の中には

学校施設の整備、充実という一言しかないんですよね。これはどうかなという。今、それ

ぐらいのご説明があったので。

【事務局】

先ほどの資料２のほうに……。

【事務局】

５の２です。学校教育。
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【事務局】

５の２のほうの右側のほうに学校施設整備事業ということで、学校施設及び設備の整備、

充実というこの部分がいわゆる学校の統廃合にかかわる部分ですね。あと、個別で上がっ

ているのが桜井中学校の建設ということで、これについては計画がある程度動いておりま

すので、こういう形で表に載せてございます。先ほど言いました小学校の部分については、

その上の部分で対応していくということで、具体的な計画につきましては、一応載ってい

るわけですが、表面上はここで読んでいただきたいというふうに思います。

【部会長】

意見としては、この中にはやっぱり学校統合とかという文言はないんですね、こっちの

ほうには……。

【事務局】

先ほど言いましたのは、資料２のほうの個別事業の内訳のほうには、桜井中学校の建設

事業、そういうのがありまして、そのほかに先ほど言いました学校統合及び通学区域の見

直しですか、ここの部分で具体的な再編計画をどうしていくかということを計画しまして、

その上の部分、先ほど言いました学校施設及び設備の整備ということで具体的な計画をし

ていくということで。そこで部会長が言われるように、もっと個別に細かく表現したほう

がいいという趣旨だと思いますので……。

【部会長】

細かくというのは、ここにはっきりと統合することを計画として上げることによって、

市民の議論をより深めていくべきじゃないかなという趣旨です。

【事務局】

わかりました。その辺、また、表現の仕方を検討させていただきたいと思います。

【部会長】

大変重要なところだと思いますので。
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ほか、いかがでしょうか。よろしいですか、ほんとうに。

じゃ、特にないようでございますので、これまで出ました委員からの意見を事務局のほ

うで検討、修正のほうをお願いしたいというふうに思います。

それでは、その他でございますが、事務局から何かございますか。

【事務局】

それでは、その他ということで、事務局から若干ご案内したいことがございます。

今後の協議日程につきまして、先ほど部会長からも若干触れられたところでございます。

来月の５月の下旬に予定しております第４部会、これが部会としては最後の協議の場とい

うことになると思います。今回、皆様方からいただいたご意見を踏まえまして、次回部会

において最終案という形で提示させていただきたいと思っております。

それで、今、部会長がおっしゃられたように、次回、５月の部会は、５月２３日水曜日

午前１０時からこの場で再度開かせていただく予定になっております。最終的にほかの部

会との日程調整につきまして、今のところ、若干ですけれども、まだちょっと詰めてない

部分がございますけれども、今現在、予定しておりますのは、５月２３日水曜日午前１０

時からということでございます。その５月の部会を踏まえまして、今度は６月の上旬に各

部会長さん方、それから審議会の正副会長を合わせまして８人の委員の方に再度お集まり

いただきまして、審議会全体会を開催いたしまして、審議会としての中間報告案をまとめ

る予定でございます。中間報告案はその後、市民の皆さん方に公表いたしまして、いわゆ

るご意見、パブリックコメントをちょうだいする時間を設けたいというふうに考えており

ます。そのパブリックコメントの調整をした上で、８月中に、今度は委員の皆様方全員に

お集まりいただきまして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で、現

在、考えているところでございます。

本日は、またあと１カ月後に部会ということで、非常にタイトな日程で恐縮でございま

すけれども、皆様方にはよろしくご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上でございます。

【部会長】

今ほどの説明につきまして何かご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、以上をもちまして、本日の議事はすべて終わらせていただきます。資料等、
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膨大でございましたので、十分意見を言えなかった委員の方もいらっしゃると思いますの

で、先ほど事務局から話がありましたとおり、こういったファクス、書面でまた出してい

ただければというふうに思います。

それでは、これをもちまして、本日の議長の役目を終わらせていただきます。慎重審議

を賜りましてどうもありがとうございました。

―― 了 ――


