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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）

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 1-1 指標 国立公園内黒部峡

谷のごみ回収量
商工観光

課

ごみ回収量を指標に位置付けた意図は。現

状と目標値が変わっていない理由は。

環境保全の取り組みの達成状況を表

す指標として位置付けています。目標

値については、観光客を増やす取り組

みを進める中、現状維持を現実的な値

としています。

1 1-1 現況と課題 生態系の保全 有害鳥獣

対策班

通学下校中の中学生が猿に威嚇されてい

る場面に遭遇したことがある。子供たちなど

に危害が及ぶ前の対策が急務になっている

のではないか。【他部会からの意見】

有害鳥獣の対策として、今年度より

対策班を設け、市民の安全な生活環境

の確保に取り組んでおります。

3 1-2 現況と課題 総合的な土砂管理

の促進
建設課 土砂に関する記載で「海岸線の後退」とい

う記載があるが、「海岸線」と「汀線」のい

ずれが適切な表記か検討してはどうか。

いずれの表記でも問題はありません

が、一般的に分かりやすい表記として、

「海岸線」としています。

4 1-2 メッセージ 市民・NPO 等のみ

なさまへ
工務課 合成洗剤の使用を控えるとあるが、具体的

に応える対案はあるのか。

下水に接続している家庭であれば、

環境への影響はほとんどないと考えら

れます。ただし、環境ホルモンなど、

因果関係が明らかでない問題もあるた

め、合成洗剤の使用はなるべく避けて

いただきたいという呼びかけとして記

載しています。

6 1-4 事業メニュ

ー

水を活かした企業

誘致活動の推進
商工観光

課

水を活かした企業誘致とのことだが、企業

誘致と環境保全については相反するという

ことにならないか。

本市の名水をイメージとしてＰＲし

誘致活動を行いたいと考えております

が、環境保全については十二分に留意

してまいります。

共

通

商工観光

課

宇奈月町商工会は解散したとのことであ

り、協働体制等から削除することになるので

は。

清算活動が終了し解散登記が正式に

済んだ後、対応する予定にしておりま

す。

参考資料２
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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）

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 農林整備

課

小区画農地の大区画化･･･において、「農業

用排水の整備」といった内容を盛り込めない

か。【他部会からの意見】

ご指摘により、内容を追記しました。

1 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

「国の施策に準じ」とあるが、「市独自の

政策を進め」など、本市ならではの取り組み

という意味合いを出すことはできないか。

農業施策については、国の施策に準

じている現状があるため、「～に留意し

つつ」という表現としました。

1- 2-1 現況と課題 農業の振興 農林整備

課

農山村の活性化や耕作放棄地対策、中山間

地域対策について記載できないか。
ご指摘を受け、「さらに、美しい農

村づくりという観点から、耕作放棄地

対策や中山間地域対策の推進など、農

山村の活性化に努めていくことが必

要です。」との文章を追記しました。

1- 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

「農山漁村の６次産業化」について、女性

の起業への支援などの内容を追記できない

か。

ご指摘を受け、「女性がより力を発揮

できるよう起業化などの支援」との文

章を追記しました。

1- 2-1 現況と課題 農業の振興 農業水産

課

「担い手対策」に関する内容をもっと記載

できないか。

施策の展開方針や市民の声も含め

て、現行の記載で対応したいと考えて

おります。

1- 2-1 現況と課題 農業の振興 農林整備

課

農村における美しい景観づくりが重要で

あり、景観に関する記載ができないか。

ご指摘を受け、現況と課題に一部追

記するとともに、施策の展開方針に「良

好な農村・山村景観の保全・創出に努

めます。」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

4 2-2 施策の展開

方針

４点目 商工観光

課

「伝統的な産業の継承や･･･」について、

技術の継承や新規事業支援についても掲載

できないか。

ご指摘を受け、「既存の伝統的な産

業・技術の継承や後継者の育成をはじ

め企業の経営体質の強化を図るととも

に、近代化や新規の事業化にむけた支

援を推進します。」との文章を追記しま

した。

4 2-2 メッセージ 市民・ＮＰＯのみ

なさまへ
商工観光

課

「地元での就職も検討しましょう」の表現が

やや弱く感じる。

ご指摘を受け、「就職活動をする際

は、地元企業が有する技術や特色を理

解し、先ず地元での就職を検討しまし

ょう」との表現としました。

4 2-2 メッセージ 市民・ＮＰＯのみ

なさまへ
商工観光

課

地元での就職（定着）のための教育を推進

すべきでは。

「就職活動をする際は、地元企業が

有する技術や特色を理解し、～」とい

う表現に含める形で整理したいと考え

ております。

5 2-3 現況と課題 中心市街地活性

化・空き店舗対策

の推進

商工観光

課

「中心商店街の活性化」について、空き店

舗対策ではなく、根本的な取り組み方などを

入れることができないか。

ご指摘を受け、「市街地を魅力のある

ものとするため地元市民を中心とした

取り組みの検討や意欲のある事業者を

支援する～」との修正を加えました。

6 2-4 施策区分 － 商工観光

課（企画

政策課）

黒部は景観の統一感がない。観光面での景

観整備を記載すべきでは。
ご指摘の内容については、行政の取

り組み方を検討する必要があります

が、市民の意識醸成の観点から、「ま

た、～街並みや自然、農村などさま

ざまな景観についてよりよい配慮が

なされるよう、市民の意識醸成を図

る必要があります。」と追記しまし

た。

共

通

商工観光

課

宇奈月町商工会は解散したとのことであ

り、協働体制等から削除することになるので

は。

清算活動が終了し解散登記が正式に

済んだ後、対応する予定にしておりま

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）

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

4 3-3 施策区分 － 企画政策

課 外

新幹線駅周辺の整備などについては計画

にも記載されているが、市庁舎建設に伴う市

街地の整備及び他の施設の再配置はどのよ

うに考えられているのか。

ご指摘のとおり、市庁舎などの建

設・整備は中心市街地の将来動向にも

結果的に影響が出ると予想されること

から、現況と課題に「市庁舎の整備や

北陸新幹線の整備を受け、･･･」と追記

しました。

4 3-3 施策区分 － 企画政策

課 外

コンパクトなまちづくりを進めるうえで、

市街地のなかの空き家（廃屋）が問題になる

と思うが、どう対応していくのか。

空き家の周辺に居住する住民から倒

壊などを心配する声が寄せられた場

合、市として所有者に文書を送り注意

喚起をしておりますが、対応に苦慮し

ている面があります。

市としても重要な課題と捉えてお

り、現況と課題に「～、関係機関との

連携により適切な対応を図る必要があ

ります。」と追記しました。

全体を通じて 企画政策

課

表現として「整備」という言い方をすると、

既存施設の改修などでも新たに建設すると

いう誤解を与える恐れがあるため、表現を検

討すべき。

施設等の価値を付加することについ

て原則「整備」と記載していますが、

事業の内容に応じ、「実施計画」におけ

る個別事業の記載（表現）を別途検討

いたします。
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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）

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

4 4-3 現況と課題 高齢者にやさしい

まちづくりと～
福祉課 「2-3 商業の振興」に買物弱者の解消と

の記載があるが、商業施策だけでなく、福祉

施策にも位置付けることは可能か。

福祉施策とも関連する点があること

から、現況と課題に「～買物に不便を

感じている高齢者」、施策の展開方針に

「～やＮＰＯなど」と追記しました。

9 4-8 現況と課題 防災体制の整備充

実
総務課 防災ラジオのことも記載してはどうか。 「実施計画」における個別事業名に

追記しております。現況と課題には個

別の対応方法であるため、記載しない

予定です。

9 4-8 現況と課題 防災体制の整備充

実
総務課 防災の視点から、「空き家対策」について

何がしか位置付けできないか。

【他部会からの意見】

ご指摘を受け、「また、少子高齢化な

どに伴い空き家が目立ってきており、

豪雨や豪雪があった場合などの管理や

対応についての検討が求められていま

す。」と追記しました。

10 4-9 現況と課題 地域防犯活動の推

進
市民環境

課

防犯の視点から、「空き家対策」について

何がしか位置付けできないか。

【他部会からの意見】

ご指摘を受け、「（空き家などを含

む）」と追記しました。

12 4-11 現況と課題 ごみの不法投棄防

止
市民環境

課

専門のパトロール員を設けて夜間の監視

やより強い権限を持たせるなどをしないと

効果がないのでは。地域住民との連携だけで

は無理があり、市の公用車でのパトロールな

ど強化が必要である。

より効果的な対策について、「実施計

画」における個別事業及び地域住民と

の連携について検討していきたいと考

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）

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 5-1 課題の整理 家庭教育の支援 生涯学習

スポーツ

課

「②家庭教育の支援」に関して、親への教

育などの表現を追記できないか。

ご指摘を受け、現況と課題において、

「また、いわゆる親学びという視点に

も留意しつつ、」と追記しました。

2 5-2 現況と課題 学校施設の充実 学校教育

課

将来的な小中学校の適正な再編について、

市民の注意喚起や議論へ結び付ける観点か

ら具体的に記載すべきではないか。

【他部会からの意見】

小中学校の再編については、教育委

員会で小中学校各々について検討され

ております。児童生徒の減少に伴う通

学区域のあり方及び統合も含めた検討

は、引き続き教育委員会を中心に検討

していきたいと考えております。

4 5-3 協働体制 健全育成活動の推

進および指導体制

の充実

生涯学習

スポーツ

課

警察にも色々と協力いただいていると思

うので、協働体制に位置付けてはどうか。

警察にも協力をお願いしており、例

として青少年育成黒部市民会議のパト

ロールなどにも構成員として協力して

いただいていますが、特記はしており

ません。

9 5-6 メッセージ 市民・ＮＰＯ等へ

のみなさまへ

企画政策

課

「ふれあいましょう」とあるが、もう少し

積極的な表現としてもらいたい。

ご指摘を受け、「～地元イベントや町

内会活動への参加を呼びかけるなど、

日頃から積極的な交流に努めましょ

う」と修正しました。



※内容に関する質問、個別の詳細意見などは割愛。

7

追加意見

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

1 5-1 現況と課題 家庭教育の支援 生涯学習

スポーツ

課

核家族化、共稼ぎ家庭が増えたことによる

育児放棄、教育無関心な親が増えていること

に対する取り組みを検討する必要がある。

家庭教育支援としてのさらなるニー

ズの把握などに加え、子育て相談の充

実においても、児童虐待などにつなが

らないような環境づくりという方向で

策定を進めています。また、「4-6 子

育て支援の充実」においても、同様の

方向を含んだものとしています。

1 5-1 現況と課題 食育の支援 地域の食材を取り入れるにあたっては、調

理方法など子供たちの反応や嗜好を踏まえ

た対応が必要ではないか。

実施にあたっては、より安全で信頼

でき、かつご指摘の点にも留意してい

きたいと考えております。

2 5-2 現況と課題 学校教育内容の充

実

学校教育

課

三世代交流とも関係すると思うが、体験学

習などが盛り込まれている中、先人の知恵に

学ぶといった学習も行うべきでは。

個別事業の実施にあたって、ご指摘

の視点を取り入れて学習機会の多様化

につなげられるよう検討していきたい

と考えております。

3 5-3 協働体制 育成団体活動への

支援

生涯学習

スポーツ

課

資料１で黒部青年団協議会等となってい

るが、資料２の個別事業名では青年団体等運

営補助になっており、統一してはどうか。

現在支援している主な団体として記

載しております。

2 5-2 道路整備が進み快適に走れるようになる

と、逆に危険も増すと考えられる。最近は痛

ましいニュースも多いことから、道路整備に

対応する安全な通学路について検討しても

らいたい。

歩行者の安全確保は大変重要なこと

であり、「3-2 道路の整備」における

安全な道路整備の推進という視点によ

り検討していきたいと考えておりま

す。
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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）

頁 節 区分 箇所 担当部課 指摘事項 対応

5 6-4 メッセージ 事業者等のみなさ

まへ

企画政策

課

「育児休業制度」は介護に対する理解・ニ

ーズも踏まえ、「育児・介護休業制度」とし

てほしい。

ご指摘の通り、修正しました。

6 6-5 指標 指定管理施設の割

合

企画政策

課

割合を目標値としているが、ただ増やせば

いいというものではない。質の確保が大切で

あり、そのために必要な支援をすべきであ

る。また、現況と課題等のどの部分と指定管

理者制度が関係してくるのか記載が不十分

のためかよく分からない。施策の展開方針な

どに記載すべきでは。

質の確保については、ご指摘のとお

り大変重要であると考えております。

また、関係を分かりやすくするため、

現況と課題に「指定管理者制度の適切

な運用などによる」と追記しました。

全般を通じて 企画政策

課

本分野の範囲において、北陸新幹線開業に

よる市への影響がよく分からない。

北陸新幹線開業はさまざまな面にお

いて市に多大なインパクトを与えると

予想されますが、本分野では「6-1 市

内外との連携・交流の促進」において

大きな影響があると考えており、現況

と課題に一部記載しております。

3 6-2 現況と課題 行政情報・議会情

報の発信

企画政策

課

市 HP がリニューアルされ大変良い内容に

なったが、個別に見ると記載ミスや古い情報

などが散見される。関係団体のイベントの掲

載などより充実した内容にしてほしい。

市 HP については、より質を高め市

民が利用しやすい環境づくりに努める

とともに、関係団体の情報は適切な運

用を検討したいと考えております。

1 6-1 現況と課題 空き家などの効果

的な活用

企画政策

課

空き家の有効活用と防災や防犯、住環境の

面について結び付けてこちらに記載するこ

とが隔たりがある。

別分野で検討するべきではないか。

ご指摘を受け、第 3 分野及び第 4 分

野でいわゆる空き家対策について記載

するとともに、本分野では空き家の有

効活用のみの記載とすることとしまし

た。
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全般を通じて 企画政策

課

財政見通しにおいて税収見込みが減少傾

向であるのはさまざまな要因から仕方のな

いことかもしれないが、総合振興計画はそう

ならないようにするという意味合いもある

と思う。また、現況と課題における適切な記

載や指標を達成することによる効果などに

ついての記載をすべきでは。

総合振興計画は将来市のあるべき姿

や目標を達成するための道しるべであ

り、税収についてもその目安となるも

のと考えておりますが、一方で希望的

観測だけでなく経済動向や人口動態な

どに留意しながら推計するべきもので

あります。また、計画に対する評価・

検証などは毎年度実施しているローリ

ング作業において適切に行っていきた

いと考えております。

共

通

商工観光

課

宇奈月町商工会は解散したとのことであ

り、協働体制等から削除することになるので

は。

清算活動が終了し解散登記が正式に

済んだ後、対応する予定にしておりま

す。

個別事業表 企画政策

課

個別事業表において、重複という字句が散

見され、事業の実施などについて分かりづら

い印象がある。表現を工夫してはどうか。

「実施計画」における個別事業の整

理方法について、分かりやすいものと

なるよう検討したいと考えておりま

す。


