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黒部市総合振興計画審議会 第４回 第６部会（行財政） 会議録

日 時 ： 平成２４年５月２８日（月）１３：３０～１４：４０

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０名（欠席１名）

幹事６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６部会を開催いたします。

本日は、Ｄ委員、Ｅ委員、また、Ｉ専門委員からご欠席される旨の報告を受けておりま

すので、会議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いたしたいと思います。

【部会長】

こんにちは。お疲れ様です。

大変お忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。

前回の部会開催後、現況と課題から施策の内容、そして、市民・ＮＰＯ・事業者等への

メッセージ等につきまして、皆さんのほうからいただきましたご意見をもとに事務局で調

整を、また見直しをされまして提示されておりますが、今回が皆さんのご意見を聞く最終

の回になりますので、ぜひ、忌憚のないご意見をいただきたいというふうに思っておりま

す。

来月の６日には、今度、節目となります中間報告が予定されておりますので、ほんとう

に、そういう意味におきましても今日が最後の協議になりますので、ぜひ、皆さんにお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。

以上であります。

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

じます。

【部会長】

それでは、まず初めに、前回の部会以降の経過につきまして、事務局からご説明をお願

いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

それでは、協議事項のほうに参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

１番の現況と課題から市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ（役割）についてという

ことで、それも、資料１に基づきまし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した。

それでは、今の経緯につきまして、皆さんからのご意見をもう一度お願いしたいという

ふうに思います。

この黄色いマーカーの部分ですか、これが前回からの変更ということでありまして、ほ

かのところからの指摘事項もこの黄色の中には入っていると、こういうことであります。

いかがでしょうか。

【Ｂ委員】

いいと思います。

【部会長】

ちょっと私のほうから。１ページで、商工会議所と宇奈月商工会の記載は、これはどん
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な感じになるんですか。

【事務局】

商工会の記載につきましては、商工会は今確かに活動を停止しておりますが、現在、解

散に向けて清算の活動中でございますので、その清算行為をしっかりと確認いたしました

後、この文言は消去したいと思います。

【部会長】

わかりました。

今回は最後だということになるものですから、ぜひ、ご意見がございましたら、それは

今回言っていただければと思います。

じゃ、皆さん、大体これでよろしいですね。ということで、それじゃ、２番の後期の策

定にあたってについて、もう一回最後に確認しますが、おおむねこれで了承だというふう

に理解をしておきます。

それでは、２番の後期基本計画の策定にあたってにつきまして、事務局、ご説明をお願

いいたします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

後期の基本計画の策定ですか、５番の見直しの視点ということでいろいろそれなりに記

載されておりますが、特にこの中でもしこういうところとか、何か質問等がございました

ら、また、確認の意味を含めまして、ぜひ皆さんからご意見をいただきたいというふうに

思います。

このアンケートというのはどういう手法で実施されたアンケートなんですか。

【事務局】

そのアンケートにつきましては、第１回の全体会なり部会なりで資料を提示させていた

だきましたけれども、昨年、２３年８月に、市内にお住まいの２０歳以上の方、２,５００
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名の方に無作為抽出でアンケート表を送付いたしまして、１,０２０名の方から、回収率は

４０.８％だったんですけれども、いただいたということであります。こちらのアンケート

結果と、今回、この視点のほうを組み合わせてこのような形になったということで提示さ

せていただいております。

【部会長】

わかりました。

非常に大きな変化をしているものもありますしね、その分もまとめられているんでしょ

うから。

【Ｈ委員】

先ほどの説明の前に、構成の第４番で、住民意向動向ということで、アンケートを掲載

されると言われましたけど、これはこの会議の初回に配付された、この市民アンケートの

結果、これを載せられる？

【事務局】

そうです。

【Ｈ委員】

これ、全部？

【事務局】

いや、全部は載せない予定にしています。

【Ｈ委員】

必要なところだけ？

【事務局】

ちょっと抜粋して掲載させていただこうかなというふうに思っております。
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【Ｈ委員】

ちょっと古い話、このアンケートを見ていまして、地域の差ということで宇奈月地区と

黒部地区を比較したページがありましたね。あれは必要ないと思うので、もし全部載せら

れるんだったら、あれは割愛してほしいなと思っていますけれども、選択して載せられる

というのならお任せしますけど。黒部地域と宇奈月地域で分けて集計してあったんですけ

ど、これはほとんど意味がないと思うんですよ。黒部地区と宇奈月地区のほかにももっと

いっぱい地域ありますから、それを全部分けて比較するならいいけど、黒部と宇奈月地区

だけ取り出して比較しても意味がない集計だなと思って見ていたんですけど。アンケート

の話で思い出しましたので。多分、これは庁舎ということで分けて比較されたと思うんで

すけど、それにしても意味がなかったと思いますので。ちょっと感じましたので、よろし

くお願いします。

【Ｂ委員】

先ほどから、アンケートと言われたんですけど、ちょっと聞いてみたいんですけど、１,

５００人の方に無差別で出されたんですか。

【事務局】

２,５００人。

【Ｂ委員】

実は、うちの夫のほうにも来たんですよ。こうやって、すごいいっぱい質問事項があり

ましたよね、こんなに書いて、みんな、ほんとうに出してくれるんだろうかって、うちの

夫の質問事項を見ながらそう思ったんです。そういう大事なアンケートが２,５００人、す

ごいお金もかかるし、郵送料もかかっているし、手間もかかっているとは思ったんですけ

ど、私らも男女共同参画などでアンケートをいろいろやったことがあるんですけど、回収

率ってほんとうに悪いと思うんですよ。先ほど５０％以下って言われましたよね。

【事務局】

回収率は４０.８％になります。
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【Ｂ委員】

大事な指標になるものがそれでいいのかなと思ったんです。ほんとうに大変だとは思う

んですけれども、もうちょっと回収率の上がるような何か方法がないものかなと思いまし

た。例えば、これを使ったらもうちょっとわかりやすいようにかみ砕いて、ほんとうに大

事なアンケートなので、どうしても回収したいとか、そういうのがわかる、出してあげな

ければなという気持ちになるような書き方になるようにしていただければいいかなと思い

ました。

【部会長】

当然、たくさんの人にアンケートに答えてもらえれば一番いいんだけれども。

【事務局】

既に今回につきましてはあれなんですけれども、アンケートの回収率の基本というとこ

ろは確かにおっしゃるとおりだというふうに思います。なるべく多くの方に出していただ

くような、なるべくわかりやすいと言ったらいいんでしょうか、そういうふうな回答を多

分しやすいようなものを工夫すればと思っています。

【部会長】

確かに、先ほど新幹線の事業を見ましたし、ちょうど新幹線とか、新庁舎の建設という

局面になりますので、そういうことも配慮した形でこういうふうな後期の計画策定がされ

ていると思うんですけど、その辺も踏まえまして、何かさらに今の策定につきまして質問

とか、特にこの辺を重点的にという部分がもしあればまた皆さんのご意見を、やっぱり策

定に当たって反映できるものであればしていければと思うんですが、その辺も含めまして

ご意見があればいいかなと思いますけど。

せっかく、最後の機会なものですから、お一人お一人に何かご意見をお聞きしようかな

と。

Ｃ委員、何かございますか。

【Ｃ委員】

またアンケートのほうに戻りますけれども、前期があって後期があるわけですから、比
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較をする場合とか、見直しの視点を見る場合は、おそらく前期のこういうものをまた見ら

れるだろうと思うんですね。例えばですけれども、これを見たときに、用語解説がとても

わかりやすいので、新しいのになっても、循環型とか、バイオマスとか、こういったよう

な高齢者になかなかなじみにくい言葉については引き続き解説があったらいいなというこ

とを１つと、このアンケート比較をここへもし出した場合、一体、ここに公表したアンケ

ートのどれと対応して比較されているのかということがちょっと見えないんですけれども、

私どもが第１回部会のときにいただいたところには非常に細かいものがいっぱいあって、

一生懸命見ましたけれど、普通の方はこれしか見るものがないんじゃないかなと。となる

と、ここに出ている市民アンケートの、例えば、本市の将来像と、ここにたまたま出され

た回答割合が増加した施策内容とかというのと、合致するのか、しないのか、また別にこ

れのもとになるアンケートがどこかほかのところに掲載されているのか、どうなんでしょ

うか。

【事務局】

これは計画書の見せ方ということになるかと思います。

まず、１点目のご質問の用語解説につきましては、まさしくそのとおりだと思います。

今回の審議会の中の過程でもいろんな新しい言葉を、前期にはなかった言葉もいろいろ出

てきております。そういうところも含めまして、記載があるとこに適宜にそれを挿入する

ような形で、皆さん方にご理解いただきやすいような計画書に仕上げたいというふうに思

っています。これはあくまで答申までの間は、中身そのものの答申をいただくということ

で、それを見せ方によってわかりやすいものを掲載していきたいと思います。

それと、もう一点、確かに、前期のアンケートとの比較ということでございますけれど

も、これも計画書の見せ方ということになりますが、以前お配りいたしました前期計画を

策定いたしました折のこの計画書でございます。その中で、いわゆる総論、基本構想とい

った部分につきましては、これも計画書の中で引き続き掲載したいと思います。

計画書のイメージといたしましては、今ほど申し上げました資料２、これが冒頭に来ま

して、その後、皆様方に協議いただいておりました資料１がその裏づけとなる積み上げの

部分ということで、各論として掲載されます。その後に、総論、基本構想といった順番で、

その計画書を組み合わせていきたいと思っておりますが、この総論の中で、前回、５年前

と言ったらいいんでしょうか、に添付いたしましたアンケートも掲載させていただきます
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し、先ほど説明しました後期の計画書にもアンケートを比較的前のほうに提示するという

形で、直接指し示すような形にはなりませんけれども、比較についてはできるかなという

ふうには思っております。

【部会長】

Ｆ委員、何かございます？

【Ｆ委員】

結構、長い時間お話し合いになってきて、もう基本的にはこれでいいと思うんですけれ

ども、今からの後期５年間といいますのは、消防署が新しくなります、新庁舎もできます、

新幹線もできますということで、結構、黒部市にとっては劇的な５年間になると思うんで

すね。それで、今、後期の５年間を予想して、こうやって皆さんとお話し合いになって基

本的な計画を立てたんですけれども、あと５年後を目指して、劇的に変化する黒部市を途

中途中でも皆さんが注視するというんですか、見ながら意見を出せるような、そういう仕

組みをつくっていただければいいんじゃないかなと思います。

以上です。

【部会長】

いろんな途中経過だとか、意見が言える場があったらいいというのは、それについて、

事務局のほうで。事務局より上の問題かもしれないんですけど、その辺はどうですか、今

のご意見。もちろんあると思うんですけど。

【事務局】

具体的に今のご質問にお答え、どういうふうにすればいいのかわかりませんが、市民の

皆さんがそういう考えをお持ちだということを十分踏まえながら、いろんなところで対応

していく必要があろうかというふうに感じています。

【部会長】

あと、病院もありますしね。ほんとうにたくさんありますね。消防署ももう大分できて

きていますしね。消防署はいつ完成でした？ もうすぐですか。来年度？今年度？
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【事務局】

消防は本年１０月中で、１１月ぐらいにはもう新消防庁舎に移行される予定でございま

す。

【部会長】

新幹線も２０１４年ですしね。市役所が、何年なんですか、予定でいくと。

【Ｆ委員】

２７年。

【部会長】

病院は何年ぐらいなんですか。

【事務局】

２８年ですね。

【部会長】

ほんとうに、こんなに変わるところはないんじゃないですか、実際に。

あと、最近よくいろいろな話題になるので、黒部市の総合振興計画なんですけど、やは

り富山県東部といいますか、新川地域ということも１つの視点があるので、その辺のとこ

ろって、これは全体的に見るとどの辺を見たらわかりやすいと考えるんですかね。ちょっ

とその辺のところが、やっぱり実は黒部市の総合振興計画なんだけれども、やっぱり富山

県の東部という、新幹線についてもですし、多分、病院についても、消防署についても、

実はそういう視点がありまして、そういうふうなところをまずどこかで配慮しなきゃいけ

ないだろうというのが、よく熟読するとどこかにわかるようにつくってあると思うんです

が、その辺のところはどんな感じですか。

【事務局】

県東部の中核都市という言葉は使っておりますが、具体的に施策でこういうものがそう
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だというのはなかなか言えないと思います。そういう東部の中心都市になるような事業を

進めていくというふうに常には考えておりますけど、これがそうだというのはなかなか。

特に、今部会長が言われたように、病院とか、そういうのはまさに東部の中核病院という

ような形で載っておりますが、箱物で言いますと、なかなかそういうものはないかと思い

ます。つい最近、商工会議所さんが、いわゆる経済産業の、いわゆる新川の拠点という発

想で提案されましたが、そういうような民間といいますか、産業界の提案については今後

どう含めるか、それは検討していきたいというふうに思っております。

【部会長】

それでは、Ｇ委員のほうから何かございましたら。

【Ｇ委員】

今言われたとおりなんですけど、商工会議所さんの方針では、経済産業の拠点というこ

とで、新川の、大きく広い意味での広域圏で民間企業さんにいろいろ、新駅に向かって展

示用のブースを設けるとか、そういう動きがある中で、黒部市としてそれをどういう形で

リンクしていくのかというところが非常に見えないといいますかね、そのあたりはどうな

んだろうなという思いはしていたんです。

片方で、確かに生活面での、この役割の分は黒部は相当進んでいると思うんですけれど

も、ただ、これだけじゃだめだ、これからもっと活性化をよくしていこう、それが新幹線

というのを起爆剤とすると、今までそういう教育施設等々もなかったものを、かなりこち

らへ、東部のほうへ持ってきたいと、そういうような思いが商工会議所さんでもおありに

なるんですが、まだ、それに対して行政のほうはどういう形で取り組んでいくのかという

のが、正直なところ、どうなんだろうなという思いが実はしていました。

これは一つ一つ、これは勉強不足なんでしょうが、今回、３つの基本目標というのがあ

りますよね。共生、活力、安心と、その中で重点項目を絞って取り組んでいくと、こうい

うことになるんでしょうが、活力というところでも、ほんとうはいろんな、おっしゃるよ

うに、たくさんあるんですけど、新幹線と新庁舎に絞ってと。

安心というものを、東日本大震災を契機としたと、これは契機なのか、あるいは教訓と

したなのか、よくわかりませんが、そういったものや、今の少子高齢化の問題。

共生というのは、これはエネルギーに一本化、絞ってこういう形になっているんですけ
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れども、共生というのも非常に広範囲な、非常にファジーな、ある意味ではとらえどころ

のないような言い方、文句ですけど、それをやっぱりエネルギー１本で絞っていいのかな

という思いもしないでもないんですけど。このあたりについては、やっぱりエネルギー、

当地区だからエネルギーに絞るんだという、そういうご意向なんでしょうか。

【部会長】

その辺、この全体像をもうちょっと詳しく説明してもらったほうがいいかもしれないで

すね。私もこの順番といいますか、この分け方と、これは、要するに、今までよりもプラ

スアルファした部分の重点分野のことを説明しておられるんでしょう。という意味なんで

しょうかね。

【事務局】

本来ですと、こういう議論が最初にあって、じゃ、後期の計画を、どう方向を決めてい

くかというのが、それが建前だったのかなと思っています。ただ、今までの個別の施策に

ついて、後期はどうしていくかというような視点で進んでしまった結果、本来、今言われ

ました３つの基本目標に向かってどういう対応をとっていくかというのが後づけになった

というように私は思っているんですが、そういう意味では前後したのかなというような思

いはありますが、今Ｇ委員が言われた３つの施策、これでよかったのかどうかと言われま

すと、そういう意味では、本来、ここを重点的に議論していただいて、今までやっており

ましたこういうものにどう反映していくのかというのが本来の議論だったのかなと私は思

っております。

そういう意味で、入り口が逆さまになったのかなという思いはあるんですが、後づけで

申しわけないんですが、アンケートの結果で一番市民の皆さんが関心を持っていた部分を

この３つの基本目標に当てはめた格好が本日ご説明した内容になっているということでご

理解をお願いできればと思います。

【部会長】

全期で１０年間という１つのくくりがあって、後期を、実はその流れの中でやっている

ということで、追っていることがあるんですね。私もこれを見ながら、じゃ、次の１０年

っていつからどうやってやるのかという論議をやっぱりどこかでしなきゃいけないんでし



-12-

ょうから、同じように考えると、実はそういうふうにならないようにどうするかというの

は非常に大事なポイントになるだろうなと。というのは非常に、皆さんもやりながら感じ

ているんじゃないかなというふうに思います。これは１つの反省点、変な話だが、それが

あるなというふうに思います。

その他、何かありましたら。よろしいですか。

もし、ないようでしたら、一応、協議事項につきましてはこれで終了させてもらえれば

ということで、それじゃ、その他に参りますが。

【Ｃ委員】

ここは終わったんですか。

【部会長】

今、最終のこのほかの資料自体は、もう一応さっきご一読くださいというような感じで

説明されていると思うんですが、これ自体の詳しい説明というのは特にないんでしょう。

【事務局】

ご質問がございましたら、もちろん。

【部会長】

それはこの中でですか。

【Ｃ委員】

全体を見ながら、推計としてやってみたら、指標として、高齢化率とか人口推移はあま

り変わらないっておっしゃいましたね。そうすると、平成２９年には６５歳以上年齢が３

０％を超えるんですね。

【事務局】

こちらに５年前に推計いたしました資料がございます。その中では、いわゆる老年人口、

６５歳以上の人口につきましては、平成２９年の３２.５％という推計が出てきております。
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【Ｃ委員】

ほぼ３分の１ということになりますね。

【事務局】

先ほど、２２年の国勢調査が直近の実績ということでございますので、これを踏まえま

して、さらに今見直しを進めているところではありますけど、ほぼ、これに近い数字が出

てきているだろうと。やはり、それが現実のものになりつつあるということでございます。

それと、人口そのものにつきましても、５年前では平成２９年には４万１００人になる

であろうと、これも、今の推計作業中ではほぼ似たような数字、大体５年後には４万人に

近い数字になるであろうというところも、やはり今回の推計でもほぼ同様な結果になるだ

ろうというふうに感じています。

【Ｃ委員】

それで、子供の割合もこんなに少なくなるということで、どうしても、私も、もう６５

歳以上にすぐ届くんですけれども、この大勢の意見に対応していくという、３０％、３分

の１の意見に対応していくということも非常に大事なんですが、少ないほうの子供、それ

から生産年齢の方たちの意見を十分にくみとって支援をしていくという体制で、少子高齢

化対応が非常に喫緊の課題になっていることはどこにも随分書かれていて、それはほんと

うに大事なことだと思うんですね。

ですけど、もう一つ、高齢化はこんなふうに超高齢社会になっているという現実をやっ

ぱりみんなで受けとめていくためにも、このファジーな高齢化社会という言葉もいいんで

すが、市長さんにも何回か私はお聞きしたことがあるような気がするんですけど、超高齢

社会という用語をきちっと指標なら指標の中に出していくべき時期に来ていると思うんで

すが、いかがでしょうか。ですから、言うと、この説明の中にはもう２２％を超えました

というふうに出ていましたよね、１ページのところに２５％ですね、ということはもう入

ってしまって大分たっているわけですよね。ということで、現実をしっかり見ていくため

の用語として、入れてもいいんじゃないかなと思いました。

【事務局】

その辺は、少し表現の書き方を少し検討させていただきたいと思います。
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【部会長】

超高齢……。

【Ｃ委員】

超高齢社会にもう入ってしまっているんですよね、ずっと前、平成２０年の前に入って

いるということでしょう、これでいくと。

【Ｂ委員】

ちょっと希望なんですけれども、ちょっとお聞きするんですけど、この黒部市総合振興

計画というのは、前もこんな立派なのをいただきましたけど、これというのは、ほんとう

の目安というか、これというのは何のためにつくられたのかなって、基本に戻るんですけ

ど、実は、私、女性団体のところでもこういう立派な、そして、ダイジェスト版も家庭に

配られていますよね。みんなこういうのって知っていると言ったら知らないという人がほ

とんどなんですよ。せっかく、特に主婦は勉強が足りないと言われればそれまでなんです

けど、総合振興計画、こんな立派なものをつくられて、一生懸命、皆さん、それに沿って

やってはおられるんですけど、これを全然見なくても皆さんは日々安心して暮らせて、黒

部っていいところだって、これくらいでもう十分生活ができるので、こういう細かい文字

を読まなくても生活している人がほんとうにほとんどだというのを基本にして言った場合

に、それでもいつも市長さんは情報の共有だっておっしゃっていますよね。そして、協働

のまちづくりだと。私らも女性団体で、私も役職をやらせていただいていて、こういう振

興計画をどこでＰＲして、どこでみんなで共有すればいいのかなっていつもほんとうに思

っているんです。

それで、これは希望なんですけれども、それにしてでも声に出していかなくては絶対こ

ういうのは浸透しないと思うので、例えば、広報であるとか、また、特集みたいにちょっ

とずつで、こんなのをいっぱいもらっても読めないので、ちょっとずつ、ちょっとずつ、

ほんとうに大事なことを特集みたいにして、いつもいつも市民の目に、耳に入るように、

一歩進んでいただけたらいいかなと希望します。

【事務局】
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十分な答えにはならないと思うんですが、片一方で、この総合振興計画がありまして、

それで、予算で毎年毎年振興計画を推進するための予算をつけております。それで事業を

進めるという形をとりまして、予算の記者発表といいますか、そういう部分もそういう形

でやっておりますし、広報で予算の概要発表もそういう形でできるだけ皆さんにわかりや

すい、こういう事業ではこういう計画の中のこういうものを予算化として挙げましたとい

う形で公表するようにしております。なかなかすべてがそういう形で公表はできない部分

もありますので、今後、そういう形のいわゆる市民によりわかりやすいような形で、また

情報発信する方法を検討させてください。

【部会長】

できるだけこういうものは、ほんとうにみんながもうあるのはよく知っていますという

ような状態になれば、当然、一番いいので、確かに、そういうふうな問題も多分あると思

いますので。

それでは、ほかにご意見がなければ、一応、協議事項につきましてはこれで終了したい

と思います。

それでは、５番のその他をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

それでは、これにて終了でよろしいですか。皆さん、どうもありがとうございます。

【事務局】

ありがとうございました。

それでは、これをもちまして、黒部市総合振興計画審議会第４回第６部会を閉会いたし

ます。どうも、皆さん、ありがとうございました。

―― 了 ――


