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黒部市総合振興計画審議会 第４回 第３部会（都市基盤） 会議録

日 時 ： 平成２４年５月２３日（水）１０：００～１１：３０

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員６名（欠席２名）、専門委員４名（欠席無し）

幹事５名、計画主任９名、事務局４名

【事務局】

それでは、ただいまから黒部市総合振興計画審議会第４回第３部会を開催いたします。

本日は、事前にＧ委員、またＦ委員からご欠席される旨のご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お願いしたいと思います。

【部会長】

おはようございます。

委員の皆様には大変お忙しい中、第４回になりますこの部会会議にご出席をいただきま

してありがとうございます。

今ほど、新幹線駅、新駅のＣＧを拝見させていただいたところでありまして、コンセプ

トである「見えない駅・魅せる駅」の具現化がこのようにされるんだなということがよく

わかったところであります。

大事なのは、こういった施設、あるいは交通の環境変化を通じて、いかに地域の活性化

につなげていくかということでありますので、こういった具体的なものを見せていただい

て、今日の議論にも十分、皆様方役立てていただければというふうに思います。

今日は、部会としては最後の部会になります。後期基本計画のどういうような視点で見

直されたかというような、幹の部分といいますか、そういったものも示されておりますの

で、全体像、あるいは、これまでの議論を踏まえて、忌憚のない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ので、どうぞよろしくお願いいたします。

では、よろしくお願いいたします。
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【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、しばらく座長役を務めたいというふうに思います。

それでは、次第に基づきながら議事を進めてまいります。

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】

ただいまの報告事項の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すでし

ょうか。特によろしいですか。

それでは、ないようでございますので、協議事項におきましてはよしとさせていただき

たいと思います。

次に、協議事項に入りたいというふうに思います。

初めに、現況と課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ（役割）につきまして、

分野別基本計画素案になりますか、事務局からの説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ただいま、これまでの委員の皆様からいただいた意見をもとに再調整、あるいは見直し

をされた部分の素案のご説明がありました。このことにつきまして、皆様からご意見、ご

質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

いかがでしょうか。ＣＧを見ていただいて、新幹線の関係でお気づきになった点とか、
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新たにございませんでしょうか。

Ｉ専門委員、何かございませんか。

【Ｉ専門委員】

確認でもいいでしょうか。

資料１の１ページ目、前回もご質問させていただいたんですが、あえて乗車人員ベース

ということでご訂正いただいたのは、確認の意味で、前回、乗車数をＪＲさんの乗降客数

は乗り降りで計算されて、地鉄さんは乗りだけだったのか。

【事務局】

逆ですね。

【Ｉ専門委員】

逆でしたっけ。

【事務局】

ＪＲさんが乗りで、地鉄さんが乗り降り。

【Ｉ専門委員】

そういうこともあるものですから、一応、黒部市さんとしては、乗車だけにしたという

整理ですね。

【事務局】

要は、黒部市に訪れる人の人数別でいきたいなといったような趣旨でございます。要は、

乗降にすると、来て帰る人の人数という内容になるものですから、一応そういうベースで

今まで提示されてきたものがあったので、誤解のないように変えさせていただいたという。

【Ｉ専門委員】

ありがとうございました。

もう一点なんですが、ちょっと参考までに、新駅周辺整備事業の中で４つの黒い四角が
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ありまして、一番上の都市施設・駅舎・連絡路の整備につきましては２６年度末までと。

４つ目の新駅からの広域公共交通ネットワークの整備につきましても２６年度末までとな

っておりますが、真ん中の２つ、駅広場の整備と駅周辺の土地利用・規制の誘導というこ

とにつきましては２９年度までになっています。ちなみに、２７、２８、２９というのは、

例えば広場なんかは何がされるのかということだけ、ちょっと参考までに教えていただけ

ればなと。せっかくＣＧを見せていただいたものですから、皆さんにもわかられるように

ということで。

【事務局】

一応、新幹線開業が２６年度末ということなんですが、開業後も若干、利用者利便ゾー

ンの促進というようなことで、土地利用、規制の誘導というような部分では、駅東側の、

山側のほうでございますが、景観協定を結んでおりまして、地権者の方々が、それぞれで、

そういったようなところの開発だとか、そういったような土地利用の関係の規制誘導とい

うようなことで、引き続いて矢印が入っているというようなことがあります。

それから、駅広場の整備につきましては、先ほどもちらっと言いましたが、利用者利便

ゾーンの関係で、２６年度までに統合しているものもありますが、この状況によっては、

それ以降も引き続いてというようなことも想定できたものですから、引っ張ってあるとい

うことでございます。

【部会長】

よろしいですか。

【Ｉ専門委員】

確認ですけど、このパンフレットをいただいたものですから、先ほどもご説明、冒頭あ

りましたとおり、表紙のものが完成と、裏のものが２６年度末の開業だということで、今

のご説明ですと、この図面上の上の部分、利用者利便ゾーンが特に形態が違いますので、

そこの部分を整理してというようなお話でよろしかったですか。

【事務局】

土地利用の関係につきましては、エリア外のところで……。
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【Ｉ専門委員】

土地利用はこちらのエリアから山側の部分を対象として、そのような話を今日どなたか

から聞いていますし、後半進めていただいた周辺整備、駅広場の整備につきましては、こ

の絵の中の右、左の違いの部分をやっていますよというようなお話ですよね。

【部会長】

ありがとうございました。

ほか、いかがでしょうか。

Ｈ委員、何かありますか。

最後ですから、後ほど全員の方に一言ずつ意見を言っていただこうと思っていますので、

念頭に置いて。

じゃ、Ｂ委員。

【Ｂ委員】

ちょっと前回質問したかどうかわからないんですが、３の１のところに、今日は新幹線

の開業前、開業後のイメージもいただきましたけれども、公共交通対策事業のところ、バ

スの交通網の充実ということで、いろんな市町村ではコミュニティバスとかというのもか

なり積極的に活用されているという事例も聞きますけれども、こういったところの業種と

して、富山地方鉄道さんと市内交通事業者というふうに載っておりますけれども、私が記

憶している中では、市内でのバス事業をされている業者というのは存在していないのかな

という認識、観光バスとかは別として、していないのかなという認識で、これは今後、第

３セクターとかでのコミュニティバスであったりとか、各市内の交通事業者さんのほうに

バス事業に対しての促進をされる予定であるのか、そういったところ、具体的な範囲でお

聞きできればなと思います。

【部会長】

いかがですか。

【事務局】
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コミュニティバスという表現で載っておりますが、現在、地域公共交通戦略推進会議と

いう法定協議会がありまして、そちらのほうで議論をいただいている中で、コミュニティ

バスということでは今現在なくて、とりかかれるものからとりかかろうということで、今、

現在、コミュニティタクシーということで愛本地区、それから、デマンドという形で田家、

前沢のほうにというふうな形で、タクシーの活用というようなことで、今現在、進めてい

るものもございます。

今後、バスということも想定しながら、計画を実現に向けていけるよう努力していく必

要があるとは思っていますが、あと、路線バスについては、富山地鉄さんがおられますの

で、というようなことで、今後も引き続き公共交通、新幹線新駅との連携というか、結節

というようなことも念頭に置きながら、こういった充実に努めてまいりたいというような

ことで考えております。

【Ｂ委員】

バス交通網と書いてありますので、どうしても、バス、コミュニティバスとこういうふ

うに書いてあれば、コミュニティバスをどうしてもイメージしてしまい、私なんかもこの

言葉だけを見るとそうなりますので、そういったところがまだ議論の熟していない部分で

あれば、また、どういった表現でもいいんですけれども、またそういったふうにするとか、

ある程度こういった形が見えていればこういった表現でもいいのかなと思いますし、また

そういったところは事務局サイドでも議論していただいて、適切な表現にしていただけれ

ばと思います。

【部会長】

ご意見ありがとうございました。

ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。

それでは、ただいまいただいた意見を修正等、また検討していただきたいというふうに

思います。

続きまして、２番目の後期基本計画の策定に当たってについて、事務局からご説明をお

願いします。

【 説 明 】
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【部会長】

ありがとうございます。

今の説明では、これまで、ほかの部会も含めて各委員からいただいた意見をもとに環境

であるとか、新幹線、防災、少子高齢化といったところの前期から後期に向けて変化があ

って、ここを踏まえて見直しの視点をということでありまして、そういった観点からもこ

の後期基本計画策定に当たっての記載内容についてご意見をいただきたいのと、さらに、

また、立ち返っていただいて、この基本計画の内容について、この視点からまたお気づき

の点が新たに出るようであればご意見をいただければというふうに思います。いかがでし

ょうか。

Ｃ委員、いかがでしょうか。

【Ｃ委員】

意見を言いなさいということなので。

今まで重点プロジェクトについてはあまり議論したことがなかった思うんですけれども、

今日、急にこうやって、新しいことでこれをやっていこうと出てくるんですけれども、こ

れを見ていますと、新幹線絡みでもう既にやっていることを中に入れているということと、

それ以外でもずっとやってこられていることを入れているという以外は、あまり新味はな

いんですけれども、一番ここで議論したのは、高齢化とか、そういうことで、将来に向け

て都市基盤として何かやるべきではないかというのを一番最初から議論していたと思うん

ですけれども、それが水色のところですね。一つもこの第３部会に関するものがないんで

すけれども、こういうところのあたりは、既に一度も我々議論したこともありませんし、

庁内ではどうやって議論してこういうふうにまとめられたのかと思うんですね。最終回な

のであまりごちゃごちゃ言う気はないんですけれども、この辺の考え方だけ教えていただ

ければと思いまして。

【部会長】

いかがでしょうか。

【事務局】
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これまで、この資料につきましては、今まで前期で既に想定されなかった状況ですとか、

そういったものをまず整理させていただいたというものであります。

それと、アンケート調査におけます、アンケートにつきましては、一番最初の部会にお

きましてご紹介させていただいたと思いますが、これの前期と比べての市民ニーズについ

ての変化、そういったものはもう既にお示しさせていただいたと思います。

また、審議会、これまでに３回の部会でのご意見をちょうだいいたしております。そう

いったものもこの中に、この中といいますか、その状況の中でそういったことも議論され

てきているといったことを整理させていただいたものでございまして、市としてこういう

ふうに考えるといいますか、こういうふうな状況に至っているといったことを結果として

整理させていただいたという意味合いとなっております。

【Ｃ委員】

いろいろ議論してきたことは、こういう文言のところの修正にはわりと入っているんで

すね。それをプロジェクトに持っていくところの議論をしておりませんし、この少子高齢

化で我々の中での意見が、第３部会として取り上げるものがなかったのかということなん

ですね。そういう点についてはいかがですか。なかったんですか。しかし、あれだけＧ委

員もおっしゃっておられるし、いろいろ議論しましたので、ほかの部会の分はまたそれぞ

れ載っていますという話ならまだいいんですけどね。文言の修正は上手にされるけれども、

いざ何をやるのかということになると全然議論が進んでいませんでしたし、今日、出てき

てこれで終わりだと言われたら、ほんとうかなという感じがするんですけど。

【部会長】

いかがでしょうか。

【事務局】

今のご指摘はまさにそのとおりかなというふうに思います。確かに、先ほど見ていただ

いた資料１のほうでは、３の２のほうにバリアフリー化とか、ユニバーサルデザインとい

うようなところで少子高齢化に対応していかなければならない施策として記載しています

し、あるいは、住宅においても高齢者向け住宅の整備をしていかなければいけないという

ようなことにつきましては、前回の会議でお渡しいたしました個別事業、ここには各個別
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事業を掲載しておりまして、見ていただければわかるんですけれども。そういうようなと

ころで、個別には散らばって入っているということなんですが、１つの整理表として上げ

ればこういうふうなまとめの仕方をしたということであります。

【Ｃ委員】

その回答でしたら、この重点プロジェクトをもう少し展開すると幾つか出てくるんだと、

第３部会でも出てくるんだと、こういうことですか。

【事務局】

少子高齢化についての新たな取り組みの視点でいくと、こういうものが新たに取り組み、

重点として考えられるのではないかと。

【Ｃ委員】

それはわかるんですけど、第３部会の取り組むべきテーマとしてはなかったんですかと

いうことです。

【事務局】

重点プロジェクトとして。

【Ｃ委員】

今のお話ですと、細かいレベルで出ているんだとおっしゃるんでしたら、重点プロジェ

クトをもうちょっと分けて幾つか枝をつくると、そこには載っているんだと、こういうこ

とになるんですかと、逆に質問しているんですけど。

総合計画では、この重点プロジェクトというのは仮に書いてあるだけで、中身はこれか

ら、実施するときにちゃんと決めるんだという意味なんですかね。それとも、それを含め

て総合振興計画として承認されたと、答申するんだと、こういうことなんですかね。

【事務局】

総合振興計画でやるべきことというのは、もちろん、個別事業、たくさんありますけれ

ども、個別メニューの中には計画はすべて入ることになります。
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【Ｃ委員】

そうすると、その個別何とかというのと、重点プロジェクトの部分との関係はどうなる

んですか。この重点プロジェクトというのは答申の中には載らないんですか。

【事務局】

重点プロジェクトについては、当然、後期計画の中で、どれを重点的に取り組むかとい

うのは、こういったものも含めて、前期のものもありますし、そういったものは重点プロ

ジェクトとして位置付けられております。

【Ｃ委員】

だから、載るんでしょう。重点プロジェクトにこれが追加されて載るんですよね。

【事務局】

はい。

【Ｃ委員】

細かいのは載らないんですか。

【事務局】

それは、今度、今年度末に具体化してやっていくために実施計画というものをまた別途

に策定いたします。

【Ｃ委員】

だから、これは載らないんですね、答申の中に。

【事務局】

基本計画の中では載りません。細かい個別事業については。

【Ｃ委員】
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載らないですね。ということは、重点プロジェクトの範囲内では、第３部会では少子高

齢化について取り組むのはなかったということですよね。いろいろ議論したけれども、こ

のレベルでいえばないですよと、こういうことですね。

【事務局】

比較として、前期と比べて変化したといいますか、より力点を置く、もちろん、重点事

業としての位置づけは、実は六十幾つございます。ここで、この中で特にというものはそ

の半分近くの三十幾つの事業ということで上げさせていただいております。

【Ｃ委員】

もう大分も時間もたちましたし、その回答でいいと思うんですけれども、そういうこと

を議論してこなかったですよね。こっち側の文言だけはうまく修正されている。

【事務局】

まず、こういった視点からの議論というのは、確かに委員おっしゃるとおり、なかった

かと、そういった機会そのものはなかったかというふうに思っております。ただ、その議

論の中で整理した、結果としての整理表といった位置づけをさせていただいておりまして。

【Ｃ委員】

そうおっしゃるけど、これが一番大事なことじゃないですか。こんな文章じゃなくて。

済みません、意見を述べなさいということで言いましたが。

【事務局】

私から、答えになるかどうかわかりませんけど、基本的には審議会の中で、これから黒

部市がこういう計画でどういう方針で物事を進めて取り組んでいくかということを皆さん

に審議していただくと。その中に、当然、個別の事業の中身も議論されるケースもありま

すが、それはそのために市幹部が来ておりまして、今後、実施計画をつくる段階で、そう

いう皆さんの意見を個別、実施の段階でそれをまた検討していくという形になろうかと思

います。あくまでもぼやっとした話になりますが、黒部市が今後取り組んでいく方向性に

ついて皆さんに議論してもらうと。その中で社会情勢が変われば、当然、方向性も変わっ
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ていくわけでございますので、そういう議論をお願いしているということであります。

【Ｃ委員】

おっしゃりたいのは、この文書をどうやって修正するかということだけ議論しているん

ですよと、こういうことですかね。わかりました。

【事務局】

黒部市の考え方、これからどう進んでいくかということを皆さんで検討していただいた

と。それに向けて、今度、個別のものをまた検討していくという形になると思います。

【部会長】

説明に来られたときも言ったんですけど、順番として、やっぱりこういったところを最

初に、前期から後期、どういうふうに社会、環境が変化してどういったところが柱となっ

たもので、それからこっちに入っていくという、それが順番だったと思うんですけど、い

ろんな事務手続の関係上、こういうちょっとごちゃごちゃになったので、こういう。

【Ｃ委員】

最後の段階なので、上手に改めてください。私、前にもこういう会議に出たことあるけ

ど、そこでも言いましたけど、やっぱり骨太のところから議論しないといけないのでね。

【部会長】

ということでありますので、ここを踏まえていただいて、ここについてもまたご意見い

ただいて結構だと思いますので、何かほかにご意見いただけますでしょうか。

先ほども言いましたが、今日は全員にご意見をいただきたいと思っておりますので、Ｅ

委員。

【Ｅ委員】

私もこの会議の意図が今やっとわかったというような気がいたしております。この文言

の修正とおっしゃいましたけれども、やっぱり表現を適切なものに検討していくという場

なんだなというのがよくわかりまして、できればその前の段階でそういうのにかかわれれ
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ばもっとうれしかったかなという気がいたしております。

以上です。

【部会長】

そういうことではないでしょう。骨子の部分を。

【事務局】

ほんとうは、部会長が言われたように、本来は、これから黒部が行う施策はこれとこれ

とこれだという立て方が絞りやすいやり方なんだろうと思いますが。

【Ｃ委員】

前々回ぐらいでしたか、部会長がおっしゃった解説で、３０年先を考えてやりましょう

とおっしゃっていたんですよね。適当な修正だけを考えているという気がしてしようがな

い。

【事務局】

基本はそうでございます。ただ、今言われたように、手順がそういう意味ではちょっと

前後していたのかなというふうに。これは今後、いろんな計画をこちらとしても、またつ

くりますので、そういう中で反映できればというふうに思います。

【Ｃ委員】

まずつくらなければいけないものだからね、これ。

【事務局】

今ほどの話を少し補足して説明させていただきますと、我々、今、「策定にあたって」

ということで資料をお出ししたということで、今おっしゃられる委員さんが少子高齢化の

ための施策で第３部会で位置付けるものがないということで、それではどうかということ

なら、ここに新たに重点事業として加えたいということで、この部会としてお話しされる

ことであれば、私どもはこれで決まるという形ではありませんので、例えば道路のほうの、

先ほどのまた資料１に戻って、こういった施策の展開方針の中に、バリアフリー化、ユニ
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バーサルデザインの道路をやっていく必要があるとか、あるいは、３－３の住宅の説明に

当たっても、高齢者にやさしい住宅環境の推進をしていかなければならないというところ

が、今、個別メニュー、事業メニューの中では、四角、ダイヤモンドで黒くなっているの

が重点で、白くなっているのが一般的な事業メニューなので、やっぱり、例えば住宅環境

の推進、バリアフリー化を重点に上げていかなければというご議論をここでしていただい

て、そういう方向性がなされれば、私ども、また、そういう方向で検討していくことも可

能だということで。

【Ｃ委員】

いやいや、だから、今言ってくれたら記載しますということなんでしょうけど、一番最

初に議論しましたよね。もう既にやっておられるから入れていないと思うんですけど、オ

ンデマンドタクシーなんか、ちょうどあのころテレビでどこかの町でやっているって宣伝

していましたので、そういうことをやったらどうですかとか、言ったことはあるんですよ。

でも、既にここでやっておられるから入れていないんだと思うんですけど、私が言ったの

は、そのほかにも各市町村でいろんな取り組みをしておられるわけだから、調べてみて、

いいのがあったら入れたらどうですかとか言っていたんですよね。そういうこともされて

いないと思うし。

【事務局】

今おっしゃった趣旨、十分理解しましたので、このペーパーというのは、今、まず１つ

には、一番大きな項目で①、②、③、④とあるんですが、このカテゴリー分類自体がかな

りラップするというか、いろいろ共有するところがあると思うんですよね。例えばコンパ

クトシティというような話でいくと、例えば②のまちづくりといった推進のところもある

し、それから、４番の少子高齢化といったところもものすごく関与してきますよね。今お

っしゃったようなデマンドタクシーとか、そういう話は、一番最後の公共の中には載って

いて、その中の上の項目の重点項目をここに載せるようにしているんですが、だから、そ

ういうところのカテゴリー分類の中でうまく整理されていないなかで、今、お出ししてい

るような状況になっていますので、今ほどのご意見等をもう一回十分反映した上で、正し

い分類として、今、取り組むべき重点プロジェクトにもう少し散らばせた形で載せていく

ことも少し検討させていただきたいと思います。
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【Ｃ委員】

この１、２、３、４の分類はおかしいとは思いませんよ。

【事務局】

分類はおかしくないんですが、かなりラップしている部分があると思うので、そういう

ことで、全部を載せると、再掲、再掲、再掲、再掲、再掲といったようなことになるもの

ですので、私も事務局としては一番関連が深いようなところに１つつけたようなつもりで

いるんですが、今おっしゃったように……。

【Ｃ委員】

都市基盤の整備という大きな目で見て何もないというのはおかしいような気がするんで

すよ。

【事務局】

それはおっしゃるとおりだと思います。それは今、私が言ったようなところで抜けてい

るところがあると思いますので、検討させていただいて、少し修正させていただきたいと。

【Ｃ委員】

せっかくＧ委員がいろいろ言っておられたし。私も、若い人が住みつけるように何かな

いのとか言ったことがあるんですけど、そういうことも別のところではいろいろ考えてお

られると思うので、入れてみたらどうかなと思って。

【事務局】

わかりました。

【部会長】

ということで、これまでのような文言云々ではない。これに対してじゃなくて、ご自身

でこれまでの議論を踏まえて、新たなこういった４つの切り口で新たにお感じになった考

え方を示していただければというふうに思っていますので、いかがでしょうか。
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まだ発言していない方からご意見をいただいて。

【Ｄ委員】

今、この３ページの図を見ているんですけど、共生、活力、安心、これはどれも大事な

ことなんですけれども、それを踏まえて４つの議題があるわけですけれども、活力、何を

やるにしてもやっぱり活力がないとできないということで、北陸新幹線云々で活力という

ふうになってきておりますけれども、それだけじゃない、まだまだやっぱりほかにあるの

ではないかなと。少子高齢化って、やっぱり少子高齢化、なぜそうなるかといったら、人

口が減っていくからで、働くところがもっとあればこれももうちょっと改善できるんじゃ

ないかなと、何かそこら辺もちょっと何か１つ入れたほうがいいんじゃないかなという気

はしますね。

確かに高齢化対策で、うちのほうもデマンドタクシーとか、この秋ぐらいだったか、地

鉄のバスのいろんな運行、配置とか、そういうものを改善するとかっていろんな話も出て

きておりますけれども、やっぱり年配の方への対応もありますが、今から、今後、どうや

ってやっていくかということが問題なんですから、やはりこういう少子高齢化、人口の減

少というものをもうちょっと何か、働くところがあればもうちょっと、皆さん、裕福にな

ればもうちょっといろいろ変わってくるんじゃないかなという気がしますね。ここに中小

企業の経営に対する強化の支援というところがありますけれども、やっぱりこういうよう

なことももうちょっと前面に出てきてもいいんじゃないかなというような気がしますね。

【部会長】

４番目の少子高齢化の進行に対する対策として、やっぱり働き先といいますか、そうい

った経済の活性化というものも重要な視点だということで、意見もいただきましたし、活

力についても幅広く視点を持って、各部会で出た意見を取り入れていただきたいというよ

うなことだというふうに思います。ありがとうございます。

ほか、いかがですか。

Ｈ委員、いかがですか。

【Ｈ委員】

２点、新幹線整備のところで何ですけれども、１点、市民による植樹というところが写
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真つきで裏面にあるんですけど、これの具体的な、例えば希望者を募るのか、例えば黒部

市民全員とか、そういったところの具体的なところがあれば教えていただきたいのと、中

面のところで、左上に、求められる機能という４つがあるんですけれども、４つ目の本物

だけを取り扱う駅ということで、こういった具体的な何か本物というところでお考えがあ

るのかどうか教えていただければと思います。

【部会長】

いかがでしょうか。

【事務局】

今の本物のほうから言いますと、本物を取り扱う駅というようなコンセプトを求められ

る機能というようなことで、今現在、地域観光ギャラリーの中でどういった機能を持たせ

るかというようなことで、本物を扱う、物産の関連で、そういったようなものが使えない

かというようなことで検討はしている状況でございます。

市民の植樹の関係につきましては、まだ具体化はしておりませんが、市民の、まず浄財

をいただいてといったような、例えば基金のようなものを設置して、ここの植樹に充てる

とか、例えば芝生広場が東多目的広場となっておりますが、その芝生を市民の皆さんで植

えて、地域の皆さん、ボランティアの皆さんにお力をいただいて芝生を張るとかというよ

うな取り組みができないかとかというようなことは、今現在、検討中でございます。

【部会長】

よろしいですか。いかがでしょうか。

Ｊ専門委員、いかがでしょうか。

【Ｊ専門委員】

それじゃ、後期基本計画の策定にあたっての②の部分です。そこの部分で、活力あるま

ちづくりの推進についてという部分で、現状が書いてあるわけですけれども、交通ネット

ワークを活かしたコンパクトなまちづくりを進めという記載があります。これが最後に出

ています基本事業、②の部分の基本事業、ここと若干リンクしているのかなと。コンパク

トなまちづくりというのは、どこの、どの基本事業をやればどうなっていくのかなという
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のが具体的に見えてこないという部分が１つ。

そして、先ほどの絵のほうなんですけれども、この中で、パーク・アンド・ライドとい

う部分のお話が出ているんですけれども、ここの整備イメージ図の中にある駐車場の関係

ですね。ここは一回無料にされるのか、有料にされるのかという部分をお聞かせ願えれば

というふうに思います。

【部会長】

いかがでしょうか。

【事務局】

今、ご質問をいただきました前段のコンパクトなまちづくりについてでございますけれ

ども、まずは都市施設の集積化といったことも１つ、重点な視点として上げられたという。

いわゆるこの中には新庁舎の建設といったものをもう一つ上げられますし、もう一つは、

これは第２分野のほうでご議論いただいておりましたが、商業基盤の整備事業の中で、中

心市街地の整備、それから、活性化の推進といったことも視点の中に入ろうかというふう

に思っております。

【Ｊ専門委員】

具体的にコンパクトなまちづくり、コンパクトというのはどういうイメージを持ってお

られるんですか。

【事務局】

都市機能の集積化といいますか、そこら辺をイメージしているところでございますが。

【Ｊ専門委員】

北陸新幹線の開業に向けたということになれば、北陸新幹線駅の周辺にという部分のお

話ですか。

【事務局】

まず中心市街地というふうに認知しておりますが。
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【Ｊ専門委員】

ということは北陸新幹線は関係ないわけですね。

【事務局】

コンパクトな部分には新幹線とは直接リンクしないんですけど、中心市街地の活性化の

ために、今言いましたような機能を集中していくと。特に病院の改築など、それらを見据

えてやっておりますので……。

【Ｊ専門委員】

それはわかるんですよね。そうしたら、別に北陸新幹線という文言を無理やり入れるよ

うな。入れてあるような感覚で見えるわけですよね。

【事務局】

新幹線は、例えば、今、我々が考えているのは、１００年に一度のチャンスだろうと。

新幹線を活かしてこの地域をどう活性化していくという大きな目玉としてとらえておりま

す。そういう意味で、新幹線がまちづくりの核になっているというふうなとらえ方でござ

います。

【部会長】

ただ、委員がおっしゃるのは、その新幹線を交流拠点として交通の利便性を活かしたま

ちづくりは１つやりますよと。もう一つは、それとは別に、コンパクトなまちづくりはま

たそれでやりますよということを一度に全部集約しちゃったので、非常にわかりにくいこ

とになってしまっているということだと思いますので、この表現についてはまたちょっと

ご検討いただければというふうに思います。

【事務局】

駐車場でございますが、約５００台分の駐車スペースを確保したいということで整備し

ていく予定にしております。その中で、有料につきましては、一部有料というようなこと

で考えておりまして、その辺の、どこを想定しているかということはまだ確定ではないん
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ですが、今の段階で想定しているのは、狭間地、新幹線と高速道路の狭間地の左側のほう、

あると思うんですが、県道黒部宇奈月線を挟んで交流プラザの左側、そこあたりを有料化

ということでできないかなと。あとは、基本的には無料でできないかということで、（仮

称）新黒部駅を大いに利用していただくというようなことで無料化ということも考えてい

かなければならないのかなということで、今現在、検討しているところでございます。

【部会長】

Ｌ専門委員、いかがですか。

【Ｌ専門委員】

特にないんですが、私自身が黒部市内に今、住んでおりまして、都市基盤というもの、

いろんなアンケート調査等々でいろんな意見等が出ておりますが、住みやすい市だとは思

っていますので、特に大々的に変えるということで、今、議論はしていますけれども、私

自身は、ほかの県、あるいは市を見た限りでは、黒部市は非常に住みやすい市だなという

ふうに考えております。

ちょっと一点なんですが、先ほどの北陸新幹線、別の部会になるとは思うんですけれど

も、北陸新幹線の新黒部駅ができて、先ほど、前段、ＣＧをもって一応宣伝活動をするよ

というお話をされていたんですが、北陸新幹線の駅だけじゃなくて、いろんな観光地等々

があるものですから、そういったところも含めてキャンペーンといいますか、そういった

ものも図っていっていただきたいなというふうに思います。ちょっとこちらとは別の部会

の議論にはなると思うんですが、その辺はお考えなんでしょうか。

【部会長】

ほかの部会のことについても意見をいただいて結構だと思うので、お答えできますでし

ょうか。

【事務局】

地域観光ギャラリー、ほんとうの正面とはあまり言えないですけど、駅の真正面にあり

ます。そこには、滑川から朝日町の広域的なフィールドミュージアムというもので、その

地域全体をアピールしていくというふうな施設をつくる予定であります。また、それの詳
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細設計はまだできていないものですから、ちょっとＣＧのほうには反映できないんですけ

ど、そういうものを含めて、この地域の観光とか、そういうものも合わせてＰＲしていく

という予定にしております。

【Ｌ専門委員】

ちょっと私、理解が違っていたと思うんですが、地域、この中でじゃなくて、外へ向か

ってどうこれを発信していくのかということをちょっと聞きたかった。

【事務局】

それについてもいろんな戦略を考えておりまして、今、ＣＩ戦略、黒部市、県もやられ

ますが、黒部市版のＣＩ戦略を考えておりまして、それによって、ターゲットは首都圏に

なろうかと思いますが、そこに対して新幹線開業に向けたＰＲ活動をやっていくというこ

とで進めております。

【事務局】

もちろんその中では、まず、黒部といったら黒部峡谷から始まって、駅周辺の中の観光

施設はそれぞれに取り上げていって、ＰＲビデオをつくるというふうに考えています。

【部会長】

ありがとうございます。

Ｋ専門委員。

【Ｋ専門委員】

この計画、我々、基本計画の策定委員ということなんですが、これから大事なのは、も

ちろん、私が言うまでもないことだと思いますけれども、この２９年までの計画の中で、

市さんのほうで一つ一つの計画が実行されて、それをまた検証されて、また、その時代時

代に立ちどまりながら、その後の修正というのを多分加えていかれると思いますが、その

辺をぜひやっていただきたいということと、あと、やっぱり、この中のごく一部の話とし

て、私らが関与するバス路線、それから、鉄道路線については、やはり、今、実感してい

るんですけど、利用者の方がどうすれば乗っていただけるかという、そこをまず主にベー
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スにして、行政さんと私どもと、それから、また、私ども以外のＪＲさんも含めた運行形

態というんですか、それから、施設の整備というようなことを考えていかないといけない

んだろうなというふうに思っていまして、その辺も含めてお願いしたいということです。

以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。

【Ｄ委員】

この駅周辺のいろんな設備があるわけですけれども、ここのいろんなゾーンの管理はど

こがやるんですか。駅舎はＪＲ、あとのところはだれが管理するんですか。

【事務局】

基本的には、大きく分けて箱物と広場ということになると思うんですが、まず、基本的

には、車が通る、あるいは歩行者の動線といったところは道路として管理していきたい。

新幹線の駅舎以外はすべて市のほうで管理ということなんですが、その市の中でどうやっ

て管理するかという意味でいけば、車、あるいは歩行者の動線については道路として管理

していきたいと、それ以外のところは、広場等については、公園として管理していきたい。

それから、箱物については、これはまだ市の正式決定はしていないところですが、市の中

で施設の目的を考えた上でしかるべき部署で管理していきたいといったようなことでござ

います。

【Ｃ委員】

他部会のことなんですけど、新幹線ができたときの話なので②なんですけれども、どれ

だけきれいな新幹線の駅を作っても、新幹線の駅を見にお客さんが東京から来てくれるわ

けじゃないので、もともと黒部峡谷とか宇奈月温泉とか、そういう目的があって来るわけ

ですよね。そういうところをきちっと整備していかない限り、お客さんは来てくれないと

思うんです。そのことが一つも書いてなくて、駅前の整備とか、そんなことばっかりなん

ですけれども、一番大事なことが抜けていると思うんです。
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ただ、この総合振興計画の柱の立て方だけでいくと、それを前面にバーンと出すのは難

しいので、いずれはそういうのを修正していただいて、観光をもっともっと出してほしい

と思うんですけれども、今、どうしようもないんですけれども、ただ、新幹線のところを

見ていますと、黄色の３つ目なんかに商業基盤整備事業とか書いてありますし、それから、

その次に、山、川、海の観光資源有効活用と書いてあるんですけれども、その辺のところ

に環境の、景観の整備とか、そういうのを入れていただけないかなと。というのは、観光

で書いてあるのは、観光局体制の強化だけ書いてあるんですけれども、黄色でないほかの

部分ももっと重点なところはあると思うんですけれども、せっかくこの黄色で重点に置こ

うというんでしたら、観光に関しては、体制の強化だけだったら、とても足りない。強化

せずに縮小してほしいぐらいなんですから、ほんとうにもっと大事なことをどこかに入れ

てほしい。事務局、お願いします。どうかよろしくお願いします。

先ほどの話じゃないけど、プロジェクトについてはこれからいろいろ考えると言ってお

られるので、その受け皿になるようなところだけつくっておいてもらわないと。

【事務局】

Ｃ委員の言われるのは、この黄色のところにもっと明確に景観整備とか、そういう重点

プロジェクト事業を載せたほうがいいという。実際に動いていることは動いているわけで

すけれども、今言われる策定にあたっての黄色のところには明確に載っていないので……。

【Ｃ委員】

入れてくれたら一番いいんですよ。

【事務局】

その辺、担当としては。

【Ｃ委員】

ただし、黒部峡谷の景観整備というのは、たしか総合振興計画のどこかに載っていまし

たよね。そっちにあるものをこっちに持ってきて、黄色にしておくという手もありますよ

ね。全体の構成の話をするとややこしいので。
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【事務局】

これは確かに主なものという形であって、その主なものも、今言われたように、適切じ

ゃないと。こういうものを加えてくれということでありますので、それについてはまた検

討したいと思います。

【Ｃ委員】

またお願いします。

新幹線が来るというのは、何のためといったら、やっぱり観光客を乗せてくるためなの

で、それぐらい大事なところを何も書いてないというのはやっぱりおかしいと思いますね。

どこかにあるとしたらですよ。

【部会長】

よろしくお願いします。

じゃ、Ｉ専門委員。

【Ｉ専門委員】

私は、３回、４回と後半の２回しか出ていないものですから、今日、皆さんの意見を伺

って、いろいろこれまでかなり熱意を持ってご議論されてきたんだなということは十分拝

聴いたしました。

そういう中でいきまして、これまで議論を伺っていますと、やはり黒部市さんとすれば、

私も行政の一端を担っておるものですから、わからないこともないので、やはり今後の５

年間でどんな事業をやっていこうと思うと、選択と集中といいますか、事業費、決められ

た事業費の中でいろいろとご苦労もあったんだろうと思うんですが、委員の皆さんの意見

からすると、重点プロジェクトの整理をするまでの市の悩みがあまり委員に伝わっていな

くて、その選択の中でのご相談等というのがちょっと少なかったのかなというような感じ

で拝聴しておりました。今日の意見を踏まえて、そういう５年間で進むべき重点プロジェ

クトに行くまでの過程、選択の過程みたいのがここに少しわかるような形で散りばめられ

ていただければなというのと、今ほどＣ委員がおっしゃったような観点については、この

組み立てからだとちょっと苦しいようなところもありますので、この見直しの視点、基本

事業とすぐいってしまうということについて。もう少しここでワンクッション何か、その
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ためのもう一項目が間にあって、その中で事業があるというようなこともあり得るかもし

れないので、それは、大事な視点を重点事業に反映していくんだよという、それまでの道

筋といいますか、そういうものがわかる方法を工夫すればいいのではないのかなというふ

うに思います。

【部会長】

ありがとうございました。参考にしていただければと思います。

ほかにいいですか。

じゃ、Ｂ委員から。

【Ｂ委員】

何人かの意見は出ておりまして、また私もその２番の北陸新幹線のところの新庁舎の建

設を見据えた活力あふれるまちづくりの推進というところ、やっぱり一体しているのかな

というふうなイメージでとられがちですので、北陸新幹線の開業というものと、新庁舎建

設であったり、まちづくり、コンパクトシティというのは別物なのかなと思いますので、

こういうところは分けて考えられてもいいのかなと思いますね。

確かに北陸新幹線というのは１００年に一度の起爆剤ではありますけれども、逆に、北

陸新幹線がなくてもコンパクトシティでまちおこしをするんだというような気概を持って

ほんとうはやっていただきたいんですね。北陸新幹線が来たからやるというような、確か

に事実ではありますけれども、北陸新幹線が来なくても黒部のまちは魅力的なんだという

ような形で、コンパクトシティを推進するぐらいの気持ちでまた何か考えていただきたい

なと思います。

ハード的なところ、箱物の話は書いてありますけれども、箱物を幾らつくっても、活力

あふれるまちづくりというのは人とかソフトの部分だと思うんですね。そういったところ

は書きにくい部分ではあるかと思いますけれども、箱をつくれば活力があるということで

はないと思いますので、そういったところのソフト的なものをもっと前面に出していただ

ければと思いますし、開業後もそういったソフト的なところでのアイデアというものにお

かれましては、我々の団体とか、そういった団体もうまく使っていただければと思います

し、この中で何とかしてソフト的なところもバランスよく入れていただければなと思いま

す。
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【部会長】

ありがとうございました。裏返せば団体が責任を持ってソフト的なことはちゃんとやっ

ていきますというような宣言だったというふうに思いますので、頑張っていただきたいと

思います。

よろしいですか、皆様方。

最後に一言。

４ページ目のところ、３０年後を見据えた視点からちょっと申し上げますと、環境に配

慮したエネルギーのところで、小水力、風力等と書いてありますけれども、小水力のとこ

ろでは全国トップ水準、もう一つ、地熱に関しても全国トップレベルなんですね。こうい

った視点も大事ですし、地中熱ですね、例えば黒部川の下流域を大体２メーターも掘ると

水が自噴して流れているような、これの安定した地中熱というのも非常に全国的にもまれ

なところで、こういったところ、この地域ならではの経営資源、地域資源というものを活

かした再生可能エネルギーというような観点でとらえていただければというふうに思いま

す。

それから、学校施設整備ですね、少子化に対応するものとして、子供が減っていくから

学校を統廃合していくというのは、プラスのスパイラルではないと思うんですよね。どこ

の地域、あるいはどこの国に行っても、教育は国家１００年の大計であって地域資源がな

いところにおいては、将来ビジョンを考えているところにより教育の将来像というものを

しっかり持っていて、こういった施策だとどうしても後追いのように、子供が減っていく

から施設の統廃合というのは、ちょっと将来を見据えたものではないような気がしており

ますので、もう少し明るいものも手がけていただければというふうに感じています。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、ないようでありますので、次にその他につきまして事務局からご説明をお願いい

たします。

【 説 明 】

【部会長】

今ほどの質問につきまして、何か、ご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。



-27-

それでは、これ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。大変、座長

の力不足で皆さん方のご意見を十分反映していくことができず申しわけなく思っておりま

す。それでは、これまで長期にわたりまして慎重なご審議を賜りましたこと、まことにあ

りがとうございました。

―― 了 ――


