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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第４部会（市民生活） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２４日（火）１０：００～１１：１５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席２名）、専門委員２名（欠席無し）

幹事３名（欠席１名）、計画主任１３名（欠席１名）、事務局５名

【事務局】

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４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、池田一郎委員が退任され千代英夫委員、仲井

孝司委員が退任され廣井悦夫委員へとおかわりになっておられます。新しく委員になられ

た方々には、どうぞ黒部市の総合振興計画策定に向け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、大変恐縮に存じますが、廣井委員からごあいさつを賜りたいと存じます。

【廣井専門委員】

３月の異動によりまして黒部警察署長を命ぜられました廣井でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

今年の春、３月から、黒部市内もいろいろばたばたしておりまして、皆さんにご不安と

かを与えておる部分もあるかと思います。微力ながら黒部警察署として安全・安心のため

に尽くしてまいりたいと思っております。

我々の世界に三ぼれといいまして、地域にほれて、仕事にほれて、家族にほれろという

ことを言われております。黒部市は初めての勤務でありますけれども、黒部市にほれて、

ここで仕事を一生懸命やらせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。（拍手）

【事務局】

ありがとうございました。
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本日は、Ｃ委員、また、Ｂ委員から欠席される旨の報告をいただいておりますので、会

議に先立ちまして報告申し上げます。

それでは、部会長よりごあいさつをお願いしたいと思います。

【部会長】

皆様、おはようございます。委員の皆様にはお忙しい中ご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。また、今回就任された千代様、廣井様には、我々とともに黒部

市の総合振興計画の策定に向けてご尽力賜りますようお願い申し上げます。

さて、前回の部会で皆様に出していただいた意見等につきまして、市の庁内会議におい

て検討、調整され、再度素案がまとめられ、皆様のお手元に送られていると思います。ま

た、今回は、後期計画の事業費の裏づけとなります今後５年間の財源見通しや素案の事業

メニューを構成いたしております個別事業の一覧、そして、他分野の素案も提示されてお

ります。それらにつきまして、本日は皆様方からご意見をちょうだいしたいと思っており

ます。

今日の部会の意見を踏まえまして来月にもう一度部会を開かせていただき、第４部会と

しての内容確認を行いたいと考えております。そして、６月には、節目となります中間報

告も予定されておりますので、本日の部会で議論を深めていただき、我々の第４部会に与

えられた役割を果たしていきたいと考えております。

委員の皆様には忌憚のないご意見をいただきまして我々の部会を成功させたいと思いま

すので、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、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

存じます。よろしくお願いします。

【部会長】

わかりました。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
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します。

まず、報告事項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します。

【 説 明 】

【部会長】

ただいまの報告事項の前回部会以降の経過につきまして、何かご質問はありませんでし

ょうか。

ないようですので、報告事項につきましては以上とさせていただきます。

続きまして、協議事項に入りたいと思います。

初めに、１、「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

認について、事務局から説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

今ほど事務局から説明いただきました、「現況と課題」から「市民・ＮＰＯ・事業者へ

のメッセージ」の素案の確認についてですが、改めて皆さん目を通されて、ご意見等を伺

いたいと思います。

４の１から１１まで、項目はたくさんあるんですが、順を追って施策順に一応いきたい

と思います。

４の１の保健・医療の充実の部門ですが、これは前回修正はございませんでしたが、目

を通されてみて、ここは変えたほうがいいとか、新たにご意見があれば伺いたいと思いま

すが。特にここは大丈夫ですかね。

【事務局】

恐れ入ります。事務局から説明事項の追加をさせていただきたいと思います。

先ほど申し上げた参考資料２ですね、それから、参考資料３、参考資料４、これは、そ

れぞれ前回の部会での指摘事項と対応、それから、施策体系図の整理表、参考資料４で、

主な目標と目標値の変更表という、これは前回の部会でいただいたご意見等を踏まえて修
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正したものを今回整理したものということで、一覧表として今回まとめたものをおつくり

してございます。これについてはご一読いただきたいということで、私どものさらなる説

明は省きたいと思います。

それから、もう一点、これは他部会におきましてちょっとご指摘というかご意見をいた

だいたところでありますけれども、後期基本計画においてはどういった点に重点を置いて

策定したかといったことが理解できやすいように、また、その取り組みが盛り込まれてい

るような表現を検討すべきといったご意見をいただいているところでございます。今回の

部会にはちょっと間に合いませんでしたけれども、後期基本計画の課題の整理という点で

資料を策定いたしまして、次回、５月になりますが、次回の部会においてそれを私どもの

ほうから提示したいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。以上であ

ります。

【部会長】

わかりました。ありがとうございます。

それでは、戻りまして、４の１がよろしければ、次、４の２のほう、地域福祉の充実の

ところに移ります。

前回ご指摘があった民生委員児童委員という修正がなされておりますが、これのほかに、

何かこういう表現がいいのではとか、あればご意見をいただきたいですけれども。よろし

いですか。

４の３に移ります。４の３、高齢者福祉の充実。こちらのほうも、民生委員児童委員の

修正と配食サービス、寝具洗濯乾燥消毒サービスなどというのが追加されております。そ

のほかに気づかれた点とかございますでしょうか。大丈夫ですか。

４の４に参ります。障害者福祉の充実。こちらは前回では修正のご意見はなかったんで

すが、何かございませんか。大丈夫ですかね。

続きまして、４の５に参ります。介護保険への対応。こちらのほうは、地域包括ケアシ

ステムという文言に統一されるのと民生委員児童委員というふうに修正がなされています

が、ほかに内容等は大丈夫ですか。よければ次に行きます。

４の６、子育て支援の充実。こちらのほうは、保育所の数が８カ所と地域子育て支援拠

点事業施設の利用児童の延べ数というふうに地域がついたのと修正されておりますが。
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【Ｈ委員】

地域子育て支援事業の拠点事業施設の利用児童延べ人数の目標値の１万２,０００人と

いう数字なんですが、前回、２月の第２回の部会のときには、私は、達成可能な人数でし

ょうというふうにご意見させていただいていたんですが、その後、宇奈月の子育て支援セ

ンターだけの数字で見ますと、ほかの３カ所の施設の状況はわからないんですけれども、

２３年度の利用延べ人数が４,２６６名、その前の年の２２年は、４,７１７名で４５０名

ほど減っております。その理由を考えますと、０、１、２歳の低年齢児が以前よりも随分

保育所のほうへ入所していることがその要因の１つになるんじゃないかなと思っておりま

す。ただ、保育所のほうで低年齢児の保育を推進するということは、ニーズに対応するた

めには必要なことなんですけれども、今後、支援センターの利用人数がどんどん増えてい

くという状況はちょっと考えにくいのかもしれないという不安が残るということだけをお

伝えしたいなと思います。この目標値についてはこれでいいと思いますが、私たちも達成

できるように努力してまいりたいと思います。人数も重要ですけれども、運営内容の充実

についても、支援とか相談事業を中心に努力していきたいなと思っております。そのこと

をお伝えしようかなと思いました。

【部会長】

ありがとうございます。

ほかにはございませんか。

【Ｉ委員】

ちょっと聞いていいですか。

特別保育というのはどういう事業。例えば夜間保育とか、そのあたりですか。

【事務局】

例えば晩の８時までの延長保育とか休日とか一時預かりとか、そういう事業をやってお

ります。それを特別保育と言っております。

【Ｉ委員】

２４時間もですか。
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【事務局】

いやいや、２４時間じゃなくて、最大２０時までです。

【Ｉ委員】

わかりました。

【部会長】

ほかにございませんか。

【Ｉ委員】

もう一遍聞きます。夜間保育を希望される方はおられますか、ほんとうの２４時間の希

望というのは。

【事務局】

今、結構こういう夫婦共稼ぎがいっぱい増えてきておりまして、やっぱり富山とか遠距

離の就労の方も結構おられますので、そういう要望は増えてきております。

【Ｉ委員】

何か前向きの考えはあるんですか。これを２４時間やろうかというようなところ。例え

ば看護婦さんとか夜間勤務のある人、そういう人たちの子供の保育というか、市民病院の

女の先生もたくさんおられると思うんですが、そういう人たちの、特殊ですけれども、人

数が何人おられるかわからんけれども、そういう人たちの子供を支援していくというふう

な、そういう施設が何か……。

【事務局】

市民病院なんかですと院内保育とかという施設がありますので、そこはそこで、事業所

でもやっぱりそういうことを前向きに考えていただきたいということはありますし、私ど

もからすれば、やっぱり親子で触れ合うというのも非常に大事な部分もありますので、必

ずしも２４時間保育がいいのかというのはちょっと疑問のところがありますので、そこは
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考えておりません。

【Ｉ委員】

わかりました。

【部会長】

あと、今の託児ですけど、黒部市さんから委託されたファミリーサポートセンター事業

というのがありまして、今、かって屋の中にパパママサポートセンターというものが設け

られています。夜間の一時的な託児の相談を受けて、受けられる場合は受けたりして対応

しております。

【Ｉ委員】

わかりました。

【部会長】

あとはよろしいですか。

そうしたら次に参ります。４の７、消費者支援の充実です。こちらのほうは前回特に修

正はなかったんですが、よろしいですか。

よろしければ次に行きます。４の８、消防・防災体制の充実。こちらは２カ所ほど修正

をされて直されておりますが、こちらに関してはご意見はございませんでしょうか。

【Ｉ委員】

防災無線、しっかり機能する無線というのは、これは市民に何か災害があったときにど

ういうふうに伝達するかという、そういうものを一番皆さんは心配されるものかなと思い

ます。情報提供と思います。それで、各地区にスピーカーがついて、いろんなところにつ

いているんですが、果たして市民にみんな聞こえる場所にあるかないかということがまず

疑問だなと。これからまた増やしてほしいなというような要望事項を、私のほうでは要望

するような事項ですけれども。

それと、住宅用火災警報器というのは、消防団なり、いろいろと女性の方にも手伝って

もらって、一生懸命これを普及するように今回っておるんですが、なかなか消防団だけで
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はやり切れないので、皆さん住民というか、振興会を通して、いろんな団体を通してこれ

を普及していただきたいなという要望事項として言っておきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

【部会長】

わかりました。

【Ｇ委員】

防災無線というのは何カ所についているの。各地区にあるのか。

【Ｅ委員】

わたしのところでは今やっていますけど。この辺にないわけですか。

【Ｇ委員】

うん。聞いたことがない。

【Ｅ委員】

我々は各所で実際にあるわけです。

【事務局】

今、委員のほうから、市からの情報伝達の手段、方法というのはどういうものがあるか

という中で防災行政無線も上がっているわけですけれども、今現在ありますのが防災行政

無線。パンザマストといって拡声器で皆さん方にお知らせしておるもの、それと、消防団

緊急伝達システムということで、そういう放送も流れるものもあります。あと、みらーれ

テレビの文字テロップ、ラジオ・ミューの緊急割り込み放送というものが現在稼働してお

るわけですけれども、今年度、新たに防災ラジオというものを整備する予定としておりま

す。通常のラジオ機能に防災行政無線の電波を受信する機能を持つものを、今年と来年か

けて、２カ年かけて、旧宇奈月のエリアは防災無線の戸別受信機が入っておりますので、

あと、旧黒部エリアのほうのところに整備をしたいということで、今年度５,０００台を導

入する予定としております。
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それと、もう一つ、今現在、携帯電話が普及されてきておりますので、登録制の携帯電

話の緊急情報メール登録というものを５月から始めるという予定にしておりまして、携帯

からも、皆様方にいろんな気象の情報とか、例えば地震が発生した場合の情報とかをお知

らせするというふうな予定としております。

それで、屋外拡声器ですけれども、正確な数は今わからないですが、三十数基は、それ

ぞれの地域ごとに拡声器として入っておりますが、やはり当日の気候、風があったり、そ

ういうもので聞こえにくいという部分もありますので、そういう対策として、防災ラジオ

というものを新たにそれぞれ各家庭に導入していただくことでそういう情報伝達をスムー

ズに行おうということで進めております。

【Ｅ委員】

ちょっと質問していいですか。防災の無線機ですけれども、拡声器のね、あれを効力の

点検というのを業者さんがやっておられましたね。あれの結果、あれを改良してもどうし

ようもならないのでラジオを配付しようという方向に向かったんですか。それとも、あれ

も充実する方向にあるんですか。

【事務局】

防災行政無線につきましては、なかなか今そういうところまで行っておりませんで、聞

こえる環境というのはそれぞれの家庭によって違うというところもありますので、向上さ

せる手段としては、やはり戸別受信機というものを置く必要があるんだろうということで、

今回、防災ラジオというものを導入させていただいて、皆さん方に情報を伝えたいという

形になったと思いますけれども。

【Ｅ委員】

わかりました。というのは、おっしゃるとおり、今日このごろ、各家庭は二重サッシと

いいますか、ああいうもので防音効果がものすごくあるものだから、ほとんど聞こえない

んですよ。それで、言われるように、風向きによっては全く聞こえない状態のところもた

くさんありますので、まずは、天気が荒れるとかという状況になりますと、みんな閉め切

っておるでしょう。なかなか難しいところはありますので、ラジオのほうが効果的かなと

私も思っております。ラジオあたりが書いてなかったものですから、今携帯電話のお話を
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されたけれども、盛んに議員とか市長あたりは、地域へ出ると、ラジオを配付するんだと

言っておられるわりにはここに全然載っていないものだから、どうされるのかなという思

いがしておったんです。今の回答でわかりましたけど、できれば載せたほうがいいのでは

ないかなと思います。

【Ｇ委員】

防災無線の実際の実験をやったことはあるのかな。実験、実験ですけど。例えば、何月

いつ日、どこどこで実験放送しますから、聞こえたか聞こえないか、そういう調査をした

ことはあるのか。

【事務局】

地区から要請がされたときには、おそらく個別にはしていっておると思うんですけれど

も、全体としてやったかどうかというのはちょっと今のところ……。

【Ｇ委員】

全体として一遍やるべきじゃないですか。無線の利用価値がどの程度あるのか。

【事務局】

先ほども言いましたように、気候とかそういうところもやっぱりあって、風があると聞

こえないとか、風がないときは聞こえておったんだけどということもやっぱりあるみたい

なので、状況によるのかなというふうには思います。意外と大きく変わるかなと思います。

【Ｇ委員】

それと、もう一つ、ケーブルテレビの視聴率、黒部市内でテレビをつけておると、あそ

この利用率がどの程度あるのか。調べたことはあるのか。一般の住宅の方々でケーブルテ

レビを利用しておるか。見たことがあるかないか。

【事務局】

担当課のほうで何か把握していませんか。
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【Ｇ委員】

例えば、我々が見るのは、議会があるとか、こういう場合はつけますよ。それ以外はケ

ーブルテレビのスイッチなんか入れたことはないよ、大体の方々は。そこで対応している

と言うけれども、どの程度利用価値があるかないかということを判断、やっぱり調査した

ほうがいいんじゃないかな。意見として。

【Ｅ委員】

今Ｇ委員が言われたんだけど、私らは、例えば火災があって消防車が出るでしょう。す

ぐケーブルテレビを入れるんです。ところがなかなか出てこないんですよね。あれは遅い。

やっぱり迅速な情報を流してもらわないとと思いますけどね。あれは総務のほうから流さ

れるんですか。それとも消防署さんのほうから流されるんですか。

【事務局】

実際のところ、消防で流しております、文字だけを。

【Ｅ委員】

そうですか。そのわりには、私らも見て待っておるのだけど、なかなか出てきてくれな

いので、迅速な対応をお願いしたいと思いますね。

【Ｇ委員】

だけど、一般の市民の人が、消防活動の中でテレビにそういう放映をしておるとか、そ

んなの、全く知らないんじゃないかな。例えば市民広報でもいいよ、火事があったときは

こういうふうにテレビに流しますとか、こういう伝達も、広報媒体としてやっぱり使うべ

きだと思う。

【事務局】

やはり個人情報的な部分があったりしますので、私どもは、まず、災害があれば、その

活動をしていただける方に、実際のところ、消防団員には携帯メールで、登録されており

まして、そちらのほうを使って情報伝達、それから、火災であれば、地区のサイレンを鳴

らして、それが大きければ、徐々に集まっていただけるようなサイレンの運用をしており
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ますので、みらーれテレビのテロップについては、やはり順番としてどうしても遅くなり

ますので。

【Ｇ委員】

その選択はみらーれテレビの担当でやるわけですか。

【事務局】

みらーれテレビから来ているパソコンで入力して、文字スーパーが流れる仕組みになっ

ております。

【Ｅ委員】

優先順位があるんでしょうけど、市民としたら、どこの地区で火災が起きておるんだろ

うという思いはするわけなんですよね。ですから、あれはやっぱり速やかにテロップを流

してもらったほうがいいんじゃなかろうかと思いますけどね。

【Ｇ委員】

この間、前沢でぼやが起きたね、小さいね。空き家の火事があったわね。これはサイレ

ンが鳴ったけど、とんでもない、わからないよね、皆さん。聞いてもわからんしね。

【Ｅ委員】

個人名までは要らないですけどね、どこどこの地区にで結構ですから、流したほうがい

いんじゃないかなと。私らも、去年の暮れでしたけど、同じ校区の中に火災が起きておっ

てでも、結構遠くなって感じることもあって、後から電話がかかってきて聞いて、あのう

ちだと聞いて走ったりしたけれども。遠くだったら行くこともないですけれども、やはり

知人とか親戚になると急いでということもありますので。ぜひお願いいたします。

【部会長】

ほかにはよろしいですか。

なければ次へ参ります。４の９、防犯体制の充実。
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【Ｅ委員】

ちょっと済みません。

防災の話で、先だって、各電柱に海抜何メーター、海岸から何メーターとか表示されま

したね。私は地域でお世話している関係上、どこについているかと言われても、私自身わ

からないんですけどね。どこにつけていったのだろう、７枚ほどつけたというんですけど、

どこと聞かれても、どこへつけるという相談もなかったから全然わからないんですよ。探

してみると、電柱にほんの小さい、１５センチ、いや３０センチもありますかね、小さい

ものがついているわけですね。あんな小さいもので、後からの話ですけれども、わかりに

くいなという話をしていたら、射水あたりは相当大きなものをつけたと。それが黒部市よ

りも早くについているよという話を聞きまして、せっかくつける、それも後発だという中

で、なぜあんな小さいものをつけたのだろうと。つける位置についても、それぞれの地域

でやっぱり地域を担当している者と相談ぐらいされて、どこにつけたら効果的かというぐ

らいはやっぱり相談があるべきではなかったのかなと今思っておるわけなんですけれども、

これからもちろん見直されることはないと私は思いますけれども、まことに効果がないと

ころにつけられたなという思いがしておるわけです。

【事務局】

そういうご意見も今伺っておりまして、今年度も少し整備を予定しておりますので、そ

の際に皆さん方から少しご意見を伺いながら設置する方向で、できるものについてはして

いきたいというふうに考えております。

【Ｅ委員】

ぜひ今度相談して場所を決めてほしいと思います。

【部会長】

それでは、４の９の防犯体制の充実のところへ参ります。これに関してはいかがでしょ

うか。

【Ｅ委員】

Ｋ専門委員によろしいですか。
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村椿地区にも駐在所があるわけなんですね。１人勤務というのか、駐在さんなんですけ

れども、ほとんど本署のほうの勤務になって、駐在所員はほとんどおられないんですよね。

あれはどういうシステムになっているんですか。本署勤務は普通なので……。

【Ｋ専門委員】

いえいえ。地元の駐在所勤務が原則です。

【Ｅ委員】

そうなんでしょう。前の方もそうだったし、やっぱり、今の方とも先日話しておったけ

ど、本署へ行く機会が多いんだというお話をしておられるものだから、できるだけ駐在所

管内を回られるような余裕を与えてほしいなとお願いしたいところです。よろしくお願い

します。

【Ｋ専門委員】

はい。

【部会長】

ほかはございませんか。

では、次に参ります。４の１０、交通安全の推進です。こちらに関してはいかがでしょ

う。特にございませんか。

よろしければ、最後、４の１１のほうに参ります。４の１１、ごみの減量化・リサイク

ルの推進についてです。こちらはいかがでしょう。

【Ｅ委員】

ここで、現況と課題の下段のほうに不法投棄のところでパトロールというのがあるんで

すけれども、前回も話が出ておったと思うんですけれども、やっぱり専属のパトロール員

ぐらい黒部市で採用されて、権限を与えてやらないと、なかなか、一般の地域住民が注意

してもだれも聞いてくれないというところがありますので、これは前回も話題になってお

ったと思いますけれども、もうちょっと踏み込んだパトロールというのを考えられてもい

いのではなかろうかと思うんですが、ここはあくまで地域住民に協力をお願いするという
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程度で終わっていくものでしょうかね。

【事務局】

なかなか、権限を与えると、与えればいいと思うんですけれども、そういった腕章です

か、そういったものをつけていただいて、地域の住民の方とともに回ればいいのかなとい

うふうに考えておりまして、委員をつくって回るというのもベストだろうと思うわけです

が、そういったことも今後検討の課題としていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

【Ｇ委員】

腕章ぐらいはつけて回るの。

【Ｅ委員】

今のところは腕章もないと思います。今のところはないですよね。腕章をつけておられ

るところはあるんですか。私らはないです。

【事務局】

今は持っていないです。

【Ｅ委員】

ないですね。

【Ｇ委員】

腕章もないのに指導しなさいと言ってもあまり効き目はないですよ。

【Ｅ委員】

これからやっぱり強化する意味でも、腕章なり、車も役所の車で全地域を回るような、

週に１回か２回ぐらいね、何かそんなような制度的なものを考えていかないと減らないの

ではという思いがするんです。
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【Ｉ委員】

これはどこの自治体でもみんなこれで悩んでいますよ、皆さん。この不法投棄というの

は、みんなよく言いますよ。大きなものは夜間に行われる、ほとんど。日の中やるのはだ

れもいないので。夜間どうしてパトロールするかというと、これまた難しい話。どうする

か。大変な話だと思う。パトロールと簡単に言うけれども、パトロールの人達だけで回っ

て。世の中物騒な時代ですからね、バスの運転手も刺されたりするし。だれだって危ない

のに率先して出ていくってことはないですよ。これはもっと深刻に考えなければならない

ことだと思うから。

【Ｅ委員】

少し金をかけてでもこの辺は強化していかなければならないところかなというふうに私

は感じておるんですけれども。

【Ｉ委員】

だから、私らの黒部川の内水面のことだったんですが、黒部の川に、今年、２５０万ほ

どかけてごみの不法投棄をやめましょうという看板を河川事務所にお願いしてたくさん立

てました。それぐらいしかないでしょう。

【Ｅ委員】

看板を立てたり、バリケードをつくっても、乗り越えて捨てる。

【Ｉ委員】

ごみ箱を置くと、ごみ箱がいつの間にかすぐいっぱいになって、ごみは自分で持ち帰り

ましょうというようなものを書いてはあるんですけど、ごみ箱を置かないことにしました。

【Ｇ委員】

ごみ箱、やめたの。

【Ｉ委員】

置いたらすぐいっぱいになって、毎日回収しないといけない。家庭ごみを持っていらっ
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しゃるので。野菜くずとか、ごみ箱に入れてしまって。

それから、もう一つ聞きたいことがあるんですが、ごみの収集場所というのはどういう

規格でもって増やされるのか、それでないとだめなのかというのは、それをちょっと教え

てもらえないでしょうか。何軒以上あるとか、ごみの……。アパートが１つぽんと建つと、

７、８軒、１０軒ぐらい建ったとすると、そこのごみの収集場所をそこで１つ設けること

ができるんでしょうか。何かその辺がわかる方、ちょっと説明していただければありがた

い。

【事務局】

ごみの収集場所については、軒数とかそういうものではありませんので、申請をしてい

ただければ、例えばアパートが建つ、そこでも集積場をつくられるということであれば、

全部そういうふうな場所において集積箇所を追加して集積しております。

【Ｉ委員】

そうですか。ありがとうございます。

【Ｇ委員】

といったって、自己負担ですよね。

【Ｉ委員】

私たちみんな自分でつくったと思います。

【Ｇ委員】

集積箇所を申請するだけで……。

【Ｉ委員】

場所を特定してもらえれば、そこは……。

【Ｇ委員】

そういうのは、班も町内も自己負担で処理しておるわけですよね。
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【Ｉ委員】

幾らか補助はある。

【Ｇ委員】

補助があるのか。

【事務局】

もちろん収集場所については、地元がそういう負担をしていただいて管理をしていただ

くというのが原則であります。アパートも同じです。

【Ｇ委員】

届け出だけすれば、どこの場所でもオーケーというだけでしょう。

【Ｉ委員】

集めにさえ来てもらえれば……。それ以上してくださいと言ってもだめでしょう。かわ

いそうに。

【部会長】

よろしいですか。１から１１まで見てまいりましたが、全体としてご意見等、あれば伺

いますが。大丈夫でしょうか。

【Ｋ専門委員】

１点よろしいでしょうか。資料の修正といいますか。

４の９で、防犯体制の充実の真ん中のあたりに刑法犯認知件数、現状のところで、平成

２４年１５２となっておりますが、１５２は平成２３年の数字でございまして、平成２３

年、歴年の発生件数、認知件数が１５２でございます。正確には平成２４ではなく、２３

でございます。

【事務局】
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事務局から補足の説明を何点かさせていただきます。

２４年度は、当然、実績としては見ておりません。Ｈ２４というところで数字が入って

おりますのは、直近の実績として入っておるわけでございます。

【Ｋ専門委員】

２４年度で得た数字ということですか。わかりました。

【事務局】

Ｋ専門委員がおっしゃったとおりなので。そうやって整理だけさせていただきます。

【Ｋ専門委員】

２４年度で得た直近の合計数ということですね。わかりました。

【事務局】

すべてがそういう形でございます。

【部会長】

ほかにないようですので、今ほど委員からいただきました意見について、また検討、修

正等をお願いいたします。

続きまして、個別事業・重点事業等について事務局から説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

今ほど事務局から個別事業・重点事業等について説明がありましたが、これにつきまし

てもご意見をちょうだいしたいと思います。資料がいろいろありますので、全般を通して

意見をいただきたいと思います。

いかがでしょう、見られて、財源についてでもよろしいですし、重点事業、個別事業に

ついて、内容等、表記、事業内容がわからないとかあれば。
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Ｄ委員、何かございますか。

【Ｄ委員】

特にありません。

【Ｇ委員】

保育所事業の１人当たりの９３万ぐらいかかるという、積算として。これは黒部市では

こういう数字を出しているけれども、県下の市町村ではどういうものでしょうか。やっぱ

りこういう似たようなものですかね。

【事務局】

そうですね。ほかの市町村についてはちょっと資料はないんですけれども、保育所等で

かかる経費といいましても、子供を預かる年齢によって非常に差がありますので、０歳か

ら未就学までのすべての子供をひっくるめての押しなべた数字ですので、具体的に幾らと

いうのははっきりと……。実態はちょっと個別に聞かないことには。

【部会長】

よろしいでしょうか。

いろいろページ数もありますので、また、帰られてご意見等あれば、事務局のほうまで

いただければと思います。

それでは、その次に移ります。他分野素案について。

事務局から説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

我々第４部会以外の部会、５つの資料がお手元にあると思いますが、一つ一つ見ていく

とあれなので、皆様、興味の引かれた内容等でこうしてはどうかとかご意見があればいた

だきたいと思いますが。
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【Ｇ委員】

関係ないけど、黒部市における昼間人口の推移というのはどうなっているのか。昼間人

口、昼間の人口。その動態を何か調査したことはあるか。例えば、勤務場所が多ければ、

昼間人口が増えますよね。例えば大きな会社の方々とか、あるいはいろんな企業があるよ

ね。この昼間人口というのを調べたことがあるのかないのか。

【事務局】

実は、それにつきましては、お手元の資料１、第６章、第６分野にあります。第６分野

に、第６章の資料に、市民と行政の一体となったまちづくり。右下に１とページ数を打っ

ております。一番上の紙ですが、この右側のほうに、施策の内容でございまして、そこの

中ほどのところに主な指標と目標値がございます。ありますでしょうか。そこに、流入、

流出人口があります。これがいわゆる昼間での市の人の出入りの数をここであらわしてい

るということです。

実はこれは国勢調査をベースにしておりますので、５年ごとのスパンでしか実はこれは

出てまいりません。１９年度については数字は出ております。ベースとしての数字がござ

いますので、それによりますと、昼間では、黒部市は約１,８００人余りのプラスというふ

うな数字が出ています。これを２９年度後期の最終年次の目標値といたしましては、少し

増やして、２,０００人まで行きたいという目標をこの中で持っておるわけであります。

【Ｇ委員】

これくらいしか増えないのかね。

【部会長】

ほかにはございませんか。

済みません、私からなんですが、第２章の３、商業の振興の部分の施策の展開方針のと

ころに、買い物弱者の解消が図られるよう公共交通や商業サービスの充実に努めますと書

いてあるんですけど、この商業サービスの充実というのは何をあらわしているんでしょう

か。ちょっとお聞きしたいのですが。

【事務局】
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これは、第２章の中で前回の２月の部会の折に出された意見といたしまして、いわゆる

買い物難民についての配慮を指しております。その中で、いわゆる市街地だけを取り上げ

るのではなくて、２次交通、いわゆるコミュニティ交通、それから、配達のサービス等の

取り組みも検討するというご意見をちょうだいいたしております。この中でそういったも

のを加味して、こちらに、今、こういった商業という言葉を使っておりますが、そうした

文言によって位置付けをしているということか。

【部会長】

コミュニティバスは、これから、今、例えば宇奈月地区でいうと庁舎前から出ています

けれども、例えば内山とか音沢とかというようなところから出る計画とかというのはある

んですか。

【事務局】

ちょっと個々具体的な計画については、今現在検討中でございますけれども、申しわけ

ございません。

【部会長】

確かに……。

【Ｇ委員】

コミュニティバスの関連は、ほかの部会で議論しておるわけだね。

【事務局】

そうですね。

ただ、この配達については、いわゆる福祉的な要素もあるだろうというご意見ももちろ

んこの中で取り上げていきたいと思います。

【部会長】

そうしたら、その内容を例えば私たちの部会の高齢者のところに載せるということも、

リンクさせるじゃないですけれども、内容として載せたほうがいいのか、例えばそこは商
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業の部分と割り切って、商業のところで書いていただいて、今、私たちのところには入っ

ていないですよね。高齢者の買い物支援とかという言葉は一切。

【事務局】

それについては構わないというふうに思っております。それは次回の部会のほうでまた

検討した上で提示させていただきたいと思います。

【部会長】

わかりました。

ほかに何かございませんでしょうか。

【Ｇ委員】

この部会はあくまで第４章を中心にして集約しておるんだけど、１章、２章、３章とあ

りますね、これについてのこの場で意見なり発言をしてもいいんですか。今じゃなくても。

次回の場合でも。

【事務局】

それは構わないと思います。

もし今ご意見等ございましたら、お気づきのことがあれば。

【Ｇ委員】

いえ、結構です。

【部会長】

ほかの部会も次回の第４回で終わりなので、その部会開催前までに意見をいただければ、

それを検討できますので。

【Ｇ委員】

今、前沢とか田家でやっておりますね、何タクシーだったかな、デマンドタクシー。あ

の利用実態というのは、どの程度把握していらっしゃるのかなと思って。去年の１１月か
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らスタートしましたよね。部会が違うんだけどね。

【事務局】

今回、残念ながらちょっと説明できる者がこの部会におりませんで、大変申しわけござ

いませんが。

【Ｇ委員】

果たしてこれはどうなのかという検証は、まだされていないですよね。１１月から実施

して３カ月や４カ月だからね。私なんかも、今なかなかね……。

【事務局】

今すぐ思い当たらなくても、また後日、ご意見がございましたら、今日はお手元にご意

見の送付状といったものを封筒とあわせてお配りしているかと思います。郵送でも構いま

せんし、ファクスで、そこに記載してございますファクス番号にご意見等をお書きいただ

いてお送りいただいても構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。

【部会長】

今ほど事務局から説明がありましたように、意見についてはファクスで、なるべく早い

段階で意見していただけると次回の部会に間に合いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、その他に移ります。

事務局からお願いいたします。

【事務局】

それでは、私どものほうから、今後のスケジュールといいますか、今後の行事日程につ

いて簡単に口頭でご案内申し上げたいと思います。

先ほど申し上げましたように、来月、５月の下旬に第４回の部会としてまた開催させて

いただきたいと思いますが、これが最後の部会ということになっております。今回皆様方

からいただいたご意見などを踏まえまして、次回の部会にてその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して、そういった意味で、次の部会というのはそのご確

認をお願いする場ということになろうかと存じます。
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現在その日程を調整中ですが、現在のところ、５月２３日から３０日までの間で部会長

さん方の日程をまず最優先にさせていただいて調整しているところでございます。

さらにそれ以降の日程につきましては、その５月の部会を踏まえまして、６月上旬に各

部会長さん方、それと、審議会の正副会長、合わせまして８人の委員さん方、それから、

市の部長レベルでの審議会幹事の方々にお集まりいただきまして、審議会全体会を開催い

たします。その中で、審議会としての中間報告案ということで取りまとめる予定というこ

とになります。この中間報告案は市民の皆さんに公表いたしまして、ご意見、いわゆるパ

ブリックコメントといいますが、パブリックコメントをちょうだいした上でそれを調整し、

８月中には審議会の皆さん全員に集まっていただきまして全体会を開催して、市長に答申

するという、これが最終までの流れ、スケジュールということになります。ですから、今

回のあと１カ月後にさらにまた部会が開かれるということで、非常に日程がタイトな、窮

屈なもので、委員の皆様方に非常にご迷惑をおかけすることになりますが、ひとつよろし

くお願いしたいというふうに思います。事務局からは以上でございます。

【部会長】

ありがとうございます。

今後のスケジュールについて説明いただきましたが、ご質問等ございませんでしょうか。

よろしいですか。

ないようですので、本日の議事はすべて終了いたしました。これで議長の役目を終わら

せていただきます。慎重審議ありがとうございました。

―― 了 ――


