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タウンミーティング 会議録 

 

日 時：平成20年12月2日（火） 19:00～20:27 

場 所：黒部市中央公民館（浦山） 

テーマ：１．観光・交流の促進について 

    ２．医療の充実について 

    ３．子育て支援・学校設備の充実について 

    ４．消防・防災体制の充実について 

参加者：96人 

 

【事務局】 

 ご苦労さまです。ご案内の時刻になりましたので、ただいまから平成20年度黒部市タウンミーティング

を開催いたします。 

 今年も昨年同様に市内の４つの中学校校下ごとに開催することとしておりまして、本日は３日目となり

ます。 

 今回のテーマにつきましては、１つ目が観光・交流の促進について、２つ目が医療の充実について、３

つ目が子育て支援・学校設備の充実について、４つ目が消防・防災体制の充実について、以上４つのテー

マです。 

 最初に、市長からこのテーマにつきまして約15分ご説明申し上げます。その後、この４つのテーマにつ

いて、事前に発言の申し込みをされた方、その次に、会場の皆様方から順次ご意見、ご提言をお受けいた

します。終了時間は８時30分ごろをめどとして進めていきたいと考えておりますので、ご協力のほどお願

いいたします。 

 また、先ほど受付でアンケート用紙をお配りいたしましたが、この場で発言できなかったご来場の皆様

からも自由にご意見をいただきたいと思いますので、日ごろから感じておられることをご記入いただきま

して、お帰りの際、受付で回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。お寄せいただいた

意見につきましては、今後、市政運営の参考にさせていただく予定としております。 

 それでは、堀内市長からごあいさつとテーマに関して基本的な考え方を述べさせていただきます。 

 

【市長】 

詳細については、「市長あいさつ及び課題提起」をご覧ください。 

 

【事務局】 

 それでは、ただいまから本日のテーマに関して会場の皆様からのご意見やご提言をお受けいたします。

係の者がマイクをお渡ししますので、地区名、お名前に続き、ご意見等を述べていただきます。 

 もう一つお願いがあります。このタウンミーティングでは、限られた時間の中でできるだけたくさんの

方からご意見をちょうだいしたいと考えておりまして、ご発言はなるべく簡潔に、お一人３分以内でお願

いいたします。 

 それでは、あらかじめご発言を申し込まれておりました愛本のＡさんからお願いいたします。 

 

【Ａさん】 
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 愛本地区のＡと申します。よろしくお願いします。 

 ３番目の子育て支援のことに関してご質問いたします。 

 私は、現在、宇奈月地区の主任児童委員をしておりまして、学童にかかわる機会がございまして、学童

の様子を見に行きましたところ、宇奈月地区は、小学校の一室を借りて学童の活動をしております。そう

いう点で、いろいろ移動しなきゃいけない、場所をあけなきゃいけないという場面があるそうです。極端

な場合、先日の選挙の時点では８回も学童の場所を移動させられたという、させられたという言葉は語弊

があるかもしれませんけど、ということでした。そういうことで、もし可能ならば、落ちついて学童の活

動ができる場所を確保できないものかという、環境設備を何とか充実していただきたいということで、宇

奈月地区だけでは難しいんでしょうけれども、児童館または児童センターと呼べばいいんでしょうかね、

そういうものを設置できないものかと。すぐにというわけにはいかないでしょうけれども、できるだけ早

く設置していただければ、落ちついた環境で彼らも活動できるというように思います。 

 それで、こういう質問をしながらこういうことを申し上げるのもおかしいんですけれども、もし設置ま

でに時間がかかるということでしたら、そのかわりのそれこそ学童だけが使えるというような場所を別の

どこかで、それができるまで用意できないものかということでいろいろ話を聞いてきますと、旧保健セン

ターも使用可能じゃないかというような点もちょっと見えてきましたんですけれども、私、よく中身がわ

からないんですが、入ったことがないものですから、その辺はちょっとわからないんですけど、それはも

うどうしようもない窮余の策であるのかなと思うんですけれども、その辺、お答え願えますでしょうか。 

 

【市長】 

 ありがとうございました。 

 今ご質問いただいた中で整理していただきたいのは、学童保育と児童館というものとは基本的には別物

だというふうに思っております。今、学童保育につきましては、先ほど言いました小学校11校、黒部市内

にあるんですが、その中で今10カ所、地区の皆さん方のご支援をいただいて、ご要望のあるところ10カ所、

学童保育をやらせていただいております。今は、前沢小学校以外はすべてのところで学童保育ということ

でやらせていただいておりまして、小学校の１年生から３年生までの中で、やはり家庭に帰ってでも保護

者がいないような方の中で希望者があれば、できれば学校の敷地内で、学校の施設の中で学童保育ができ

ればというふうに考えてはおります。少し離れると、やはり先生方の目が届かなくなったり、やはりグラ

ウンドであろうが体育館であろうが、そういう場所が、自由に教育ができる場所が必要でありますので、

できれば学校の施設の敷地の中でできればいいのかなというふうに思っているところであります。 

 そういう中で、宇奈月小学校の学童保育につきましては、ミーティングルームというんですか、そこを

利用させていただいて、今現在、20名ほど学童保育で保育をいただいておるわけでありますが、なかなか

そのミーティングルームもいろんな方が、学校開放になっておるものですから使う場合もあって、片づけ

たりしなければならないようなことで手がかかることもかなりあるということで、専門の場所というご要

望もありますが、現在のところ、学校の関係の方々とお話をしているところでは、なかなかそういう専門

の場所が設けられていない、設けられないということなので、今、ミーティングルームで当面の間お願い

したいというふうに思っておるところであります。 

 もう一方で、今の統合小学校「宇奈月小学校」を建てられるときに、児童館という構想があったという

ことについては伺っております。旧黒部市の中では、中央児童センターと東部児童センターという２カ所

があります。それは、児童センターがあるその校区だけのものではなくて、全市で使うものとして東部と

中央というものがあって、旧黒部地区の全体の児童が保育所に上がる前とか幼稚園に上がる前とか、ある
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いはそういうところに行っていない方々の児童あるいは保護者が一緒に安全に活動ができる場所というこ

とで設けられておるんですが、そういう中で、宇奈月地区にも児童センター、児童館的なものが必要では

ないかというご意見はこれまでに何度かいただいております。ただ、今の総合振興計画の10年間の中では

具体的な計画はなされておりませんので、一部の皆様方とその辺について、学童保育とは別に整理して児

童館的なものが必要ということであれば、今後検討させていただきたいなというふうに思っているところ

でありますので、たまたま今、児童館を予定しておられた位置も、今学校の駐車場に使っているんですか、

駐車場のところでありますので、それができれば、学童保育にも利用できるという考え方なのかなという

ふうに思っておりますので、その辺について整理しながら、今後また検討させていただきたいというふう

に思っております。 

 

【事務局】 

 Ａさん、よろしいでしょうか。 

 以上で事前にご意見の申し込みをされた方のご発言は、本日１名でありましたので、次に、本日お集ま

りの会場の皆様からテーマに関してのご発言をお受けいたします。地区名、お名前に続き、お一人３分以

内でご意見等を述べていただきます。ご発言される方は挙手をお願いいたします。 

 いらっしゃいませんか。 

 

【Ａさん】 

 何度も済みません。それこそさっきの子育て支援のことに関しての学童です。 

 宇奈月地区の学童に関しては、まだ障害のある児童のケースは今のところないように、話はないように

思っています。ですけど、この後、どうなるかわかりません。主任児童委員の定例会等でそういう話題も

出ております。そういうちょっと先のことが、宇奈月地区は先のことなんでしょうけれども、ほかの地区

としても現実問題としましてあるそうなので、そういう障害のある児童の学童の扱い、どういうふうに考

えておられるか、ちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【市長】 

 障害を持つ子供の学童保育については、ほかで一部ご意見はいただいております。現在、先ほども言い

ましたが、運営費を助成する形で、基本的には、地区の皆さんの協力をいただきながら学童保育をさせて

いただいております。その学童保育に対していろいろボランティアをやっておられる方々も、基本的には、

例えば教育分野に携わっておられた方とか、保育所なり幼稚園なりのそういう分野に携わっておられた方

で、今現在は従事しておられない方々などに、もしそういう学童保育の指導をしていただければほんとう

はありがたいんですが、現実的にはそうではなくて、通常の子育ての経験とか、いろんなそういうボラン

ティアをやっておられた方々が中心になって学童保育の運営をしていただいております。そういう方々の

ところに、やはり障害のある児童を学童保育として預けるということについては、やはり無理があるとい

うふうに思いますので、今の状況では難しいというふうに思います。 

 そこで、もしそういう方の、障害のある方が学童保育を希望される、どうしても学童保育をしていただ

きたいということであれば、どこかそういう児童に対して受け入れができるような場所を決めて、場合に

よっては、今、11小学校ありますが、10カ所でまとめてやっていますが、それぞれすべてそういうことに

対応できるということは難しいというように考えておりますので、そういう希望が具体的に出てきたら、

子育て支援の立場とすれば受け入れをしなければならない、そういう学童保育の場所は検討していかなけ
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ればならないのではないかなというふうに思っていますので、どこの地区からそういう子供が何人ぐらい、

当然１人、２人からスタートするんでしょうけれども、そういう子が出た場合には、全く受け入れができ

ないということで拒否することもできないということで、ただ、最寄りの自分が通っている学校でできる

かどうかということについては問題があるというふうに思いますので、具体的な相談があったときには、

決められた場所でのそういう学童保育をしていかなければならないというふうに今現在は考えております。 

 

【事務局】 

 Ａさん、よろしいでしょうか。 

 ほかにございませんか。 

 

【Ｂさん】 

 富山県黒部市、消防分団のＢといいます。 

 最近、新幹線の話なんですけれども、国土交通省関連だと思われるんですけれども、交通誘導警備士の

方々や新幹線警備士の方々が、空き缶、また、たばこの吸い殻ですか、それを道に捨てていくという、そ

ういったことがちょっと目立つんですよ。それで、どういった対処をすればいいかということを教えてい

ただきたいことと、あと、2009年、裁判員制度が始まるんですけれども、そのことについて、どういった

制度なのかということについてもご説明いただけたらうれしいと思って質問させていただきました。 

 

【市長】 

 ご苦労さまです。 

 今２点、裁判員制度と、先に新幹線の関係で、たばこの吸い殻を捨てていかれるという話については、

ちょっと意味がよく理解できなかったんですが、今、富山県では新幹線が走っていないわけですけど、ほ

かのところでそういう例があるという心配をしておられるのですか。 

 

【Ｂさん】 

 職場のほうで、若栗のほうですが、そういうところで道を歩いていますと、たまに空き缶、吸い殻が落

ちていたり、そういったことが見受けられるんですけれども。それと、あと、新幹線のセッティング部分

のことなんですけれども、それで、あそこで危険なこと、落ちたりしないのかなと、そういったことを心

配したりしているんですけれども、そういったことでちょっとご質問させていただいたんですが、よろし

いでしょうか。 

 

【市長】 

 今言われたのは、新幹線の関連の工事に来ている事業者の方がたばこのポイ捨てとかそういうものがあ

って、空き缶とかもあるのではないかということを言っておられるのでしょうか。 

 

【Ｂさん】 

 そうです。 

 

【市長】 

 ちょっと認識はしていないんですが、当然たばこのポイ捨てとか空き缶とかのそういうものがあれば、
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地元の方々にまた相談しながら、確認しながら、もしそういうようなことがあれば徹底して、ないように

指導していきたいというふうに思っております。 

 それから、道路と新幹線が交差している部分で、何か危険性がないのかというような質問ですか。 

 

【Ｂさん】 

 そうです。 

 

【市長】 

 今、特に工事中の新幹線の工事の中で、道路と交差している部分については、少し工事用の下のほうに

ネットをかける関係か、少し通常よりも下がっている部分があります。ただ、道交法の3.8メートル以上

は一応はきちっとクリアしておりますし、危険の表示とか色などがついておりますから、そういうことは

ないと思います。ただ、心配される方がおられるとすれば、そういうような現場付近のことについて、も

う一度担当課のほうで確認するように指導していきたいというふうに思います。 

 それから、裁判員制度については、通知がいったという話も聞いておりますが、具体的に今日のテーマ

からも離れておりますし、また必要であれば裁判員制度のパンフレットなんかもありますから、後日お渡

ししたいというふうに思います。 

 

【事務局】 

 Ｂさん、よろしいですか。 

 

【Ｃさん】 

 ご苦労さまです。下立地区のＣと申しますけれども、今、新幹線の話も出ておったんですが、非常に未

曾有の不景気ということで、新幹線の今までのオープン、全線開通がおくれるんじゃないかということを

一部では言われておりますけれども、今までの進捗状況といいますか、当初計画されたのが20年後ぐらい

ですから、それが大体今のところは順調に来ているように思うんですけれども、市長の見通しでは、今後

計画どおりいくのかどうかという点と、それと、新しい新駅の名前の問題も非常にアバウトな形になって

おりますので、新駅のネーミングをつけられるタイミングのとき、それについての見通しをお聞かせ願い

たいと思います。 

 

【市長】 

 新幹線については、平成26年末までに金沢までの開業については予定どおり実現されるものというふう

に思います。それ以降の部分、未着手部分については、財源問題等ありますので、この後どうなるかは全

く不透明でございます。 

 金沢までの開業までに我々がしなければならないものにつきましては、黒部区間の工事については、基

幹的なものについてはほぼ整備がなされたものというふうに思います。今は、駅周辺整備に向けて、黒部

市でしなければならないことについては着実に進めさせていただいておると思います。平成20年度、本年

度の予算につきましても、新幹線関連ということで、一般会計210億ほどの中で、新幹線関連として10億

円、駅周辺、新駅周辺については約８億円、予算計上させていただいておりまして、ただ、それらについ

ては、これから３年間ほど、用地取得とか、12軒ほどの方に家屋の移転等をお願いしなければならないも

のですから、それらの用地取得とか補償費とかそういうもので、なかなか周りの工事としては見えてこな
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いだろうと思います。ただ、その部分が一番時間とお金がかかるものですから、その部分は今年度を入れ

て３年間の中で着実に進めさせていただきたいというふうに考えております。 

 それから、新駅の名前については、前回などもお話が出たのではなかったかと思うんですが、新駅の名

前をだれがつけるかということにつきましては、ＪＲさんがつけられます。これまでの例からすれば、仮

称新黒部駅というふうに今現在なっているんですが、何もお願いをしなければ、仮称がとれて新黒部駅に

なるという可能性が非常に高いと思っております。そこで、それではやはりこの地域にとってはよろしく

ないということであれば、どういう名前をつけるかについては、これまでも何年間にわたっていろいろ議

論があったんですが、なかなか意見のまとめと、こういう名前で行こう、特に宇奈月地区は観光振興とい

う意味からも、宇奈月温泉という名前をつけた駅名が望ましいということも、そういうご意見も伺ってお

りますが、ほんとうにそういうことでいいということで、やはりこの県東部、特に新川地域の中でそうい

う合意がとれれば、ＪＲに向かって要望していかなければならないだろうと思います。その辺のまとめを

市でやるのか、なかなか市でそれらの名前、県東部の新駅の名前のまとめを市当局がやっていくというこ

とについては、なかなかやはり難しいだろうと思いますので、特に観光協会、観光関連の関係の組織の皆

さん方などが、商工会議所とか商工会の方々でも入れて、地元としての意見のまとめというか、そういう

ものをぜひお願いできればということで、そういうことでまとまったということであれば、当然市として

でもＪＲに対しての要望活動は行っていきたいというふうに思っています。 

 

【事務局】 

 Ｃさん、よろしいでしょうか。 

 

【Ｄさん】 

 愛本地区のＤです。 

 ２点お願いしたいんですが、まず１点が、先ほど話が出ておりました裁判員制度のスタートに伴いまし

て子育て支援なんですが、日本で初めて、ちょっと忘れたんですが、たしか横浜市だったかと思うんです

が、出席される方のお子さんの保育に対する、出席されている間の保育に対して無償でお預かりするとい

うのが今日ニュースで流れておりましたが、その辺の黒部市としての対応も考えていくべきではなかろう

かというのが１点と、それから、こちらは子育て支援の関係なんですが、教育の問題です。 

 保育所の年長者の子供の中に、おまえ、死ね、おまえなんか殺すぞと言う子供がいるわけです。それか

ら、小学校の２年生の女の子でも、やっぱり同じ言葉を吐いていじめたりとかというのが見かけられるわ

けです。これはわずかなように思うわけなんですけれども、私は、小学校と教育じゃなくて、子供が生ま

れたときに、そのときから母親なり父親がまずは人生の先生だというふうに私は思っております。したが

いまして、卵が先か鶏が先か、これはくだらないんですが、妊婦のときにそのあたりの、３歳までが勝負

だとか、三つ子の魂百までとかというような言葉もありますけれども、親御さんの教育が一番大切じゃな

いかなというふうに私は最近思うようになっております。その辺の、妊婦のお子さんへの接し方、そのあ

たりも何か集団で親御さんの教育をしていかなきゃいけないんじゃないかなという気はいたします。決し

て保育園の年長者の男の子は、学校の先生から教えられて、おまえ、死ねとかという言葉は絶対出ないは

ずだと思います。オギャーと生まれて最初の先生が親だという意識が親御さんにないのではないか。貴重

な人生の最初の教師だという自覚が親にないというふうに私は感じております。 

 以上でございます。 
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【市長】 

 まず、裁判員制度などで参加される方々に対するそういう支援、保育等の支援を行ったらどうかという

ことでありましたので、新たに導入された裁判員制度のそういう仕組みからすれば、もしそういう要望が

あれば必要ならしてまいりたいというふうに思います。 

 実は、今日の日本経済新聞、あまり一般の方はとっておられませんけれども、日本経済新聞の今日の紙

面で、行政サービスの日本経済新聞の本社の調査の中で、北陸三県で黒部市が総合首位という発表がなさ

れました。これは、北陸三県の中でいろんな点、今の子育ても高齢者福祉とか、いろんなサービス料金と

かそういうものをポイント制にして、ポイントして全国のやつをつくったんです。そうすると、全国での

上位がほとんど東京に集中しています。三鷹が全国１位だという中で、１位から５位まですべて東京です。

東京の市とか区です。その後、千葉とか埼玉とか東京とか、ほとんどそういうようなところなんですが、

その中で北陸でトップだったのは黒部市です。その中で、今の保育の料金とか水道料金とか、いろんなサ

ービス、こういうものをまずごらんいただいて、どの程度まで、特にほかと比較してどの程度まで行政サ

ービスとして黒部市が行っているのかという認識の中で、なおかつ今のような裁判員制度で出る方のそう

いうような支援もぜひ必要であるということであれば、これらはそんな多くの方ではございませんので、

そういうものの支援が必要ならばしていきたいというふうに私は思っておりますので、行政サービスとい

うのは比較の問題ですから、どの程度までどういう地区で、どういう市でやっているのかというようなこ

とをまずは認識していただきながらやらせていただきたいと思います。 

 特に黒部は、高齢者福祉とかそういう部分も含めて、かなりレベル的には高いものだということを前か

ら思っていましたが、今日、たまたま新聞に北陸三県の総合首位だということで、北陸の中では断トツト

ップ、富山県の中では、北陸三県で黒部が１位で、次、富山県は８位高岡、９位が富山市ということであ

ります。ベスト10にはその３カ所だけ入っている状況でありますので。 

 その前日、今日の紙面はこうですが、前日は、全国的なところの記事が載っておりましたので、必要で

あればまた皆さん方にそういう部分をごらんいただいて、またそれに対していろいろご意見もいただきた

いというふうに思っているところであります。 

 それから、子供が、保育所の年長児が死ねとか殺すとかという言葉、それは私も耳にするような気もし

ます。注意はするけれども、すぐには直らないということで、今、Ｄさん言われたように、まず基本的に

は子供はだれのものかというような認識を持つ必要があるのではないかと。子供は親のものでもなければ、

そこの家族だけのものでもないし、これは社会全体のよく言われる宝でもありますから、そういう意味で

は、子供をしっかり教育するということは、やはり親、家族の責任だというふうに思います。そういう意

味では、やはり母親、父親としての自覚というものが非常に大事ではないかと思いますが、どちらかとい

えば、この子は私の子ということで抱え込んで甘やかして、自由にいろんなことを言行するというような

ことが多いと思いますので、そういうことも含めて、親の教育を行政がすぐに何かできるかというとなか

なか難しいですが、いろんなところを通してそういうことについてはお話をしていきたいし、できるだけ

そういう関係のところがあれば、そういう指導もできるだけしていきたいというふうに思っております。 

 

【事務局】 

 Ｄさん、よろしいでしょうか。 

 それでは、そのほかにございませんか。 

 

【Ｅさん】 
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 愛本のＥといいます。いつもお世話になっております。 

 私のところへ今日のタウンミーティングの案内が届いたのは、11月７日の質問の受け付けを過ぎておっ

たもので、ああ、もうだめかなと思ったんですが、１つ質問させていただきます。 

 昨年もこの席で市長さんに医療のことで、市の消防署の救急車が大変古くてあれだと聞いて、何とか高

度医療のできるやつをお願いしておったんですが、先日、早速新しい救急車を購入していただきましてあ

りがとうございました。 

 それで、別に堀内市長さんにお願いすれば何とかなるかなという意味でお願いするわけじゃないんです

けれども、実は私も初め、あれはうちの家族がなった場合にどうかなという心配をずっと持っておるんで

すけど、終末がんになったときに、富山県では、それを受け入れる体制というのはたしか中央病院以外は

なかったと思うんです。市民病院でも実際に入院して、本人が、いや、もうおれは年だし、家族のそばに

おりたいからもう何もせんでいい、苦しむのは嫌だから手術も嫌と言ったときに、結局医療技術を受けん

ものですから、病室を明け渡してくれというふうにお願いされるんです。そうしますと、家族では途端に

そういう本人がもう後それこそ何カ月の命になったときにどうするかということで大変困るというか、悩

むのが事実なんです。本人はそれ以上に不安やらいろんなことを考えておると思うんですけれども、実際

には、本人と医師、同等ぐらいの心配を家族が持つわけなんです。仕事についていた場合に、急にやめる

こともできないし、そういったときにやはり新川地区の住宅医療施設である市民病院のほうで、これは相

当な費用がなかったらできない話なんですが、将来的にそういう末期がんの患者さんを最後までみとって

もらえるような病室を何とか２部屋でも３部屋でも体制を整えてもらえんかなという私のお願いなんです

が、どうかよろしくお願いいたします。 

 

【市長】 

 ありがとうございました。 

 最初に言われた高規格救急車につきましては、今年度予算化させていただいて入れさせていただきまし

た。患者さんを運ぶベッドが今のやつは磁気で、ベッドが磁気で浮いているような格好、リニアモーター

カーみたいなもので、そういうような仕掛けになっていて、今までのエア式とは揺れが大分違うというこ

とらしいです。ただ、かなり高価なものですから、3,000万ちょっとしますので、それをとりあえず１台

入れさせていただきましたので、ほかのものはまだエアで動いていますので、それに乗られた方は揺れる

のということで、まだもうしばらくご容赦いただきたいと思います。 

 それから、市民病院の件についてでありますが、終末期の話はちょっと後でしますが、まず、おかげで

市民病院が県内公立病院の中で平成19年度も黒字であるということであります。7,200万ほど黒字であっ

たんですが、一昨年は一千何百万か赤字になって、ほかの別の要件があって、ドクターの出入りの件で一

千何百万か赤字になっていたんですが、その前３年間ほどは１億余り大体黒字でやってきました。なぜ黒

字なのかということなんですね。今、新しい病院、市民病院の大規模改築の計画も検討しているんです

が、100億円以上かかる計画を今立てております。そういう中で、とにかく今、市民病院がおかげで先生、

医師の確保が何とかできている。常勤医が今62名おります。研修医が17名おります。この研修医がなかな

か集まらないということで、研修医も医師の免許を持っておりますから、当然経験は浅いけれどもドクタ

ーですから、そういう方々が合わせて79名現在おられます。このことで非常に安心して患者さんがたくさ

ん来ていただいておる。 

 そこで、一番ほかの病院と何が違うのかなと思っていろんな数字を見ますと、一番違うのは病床の回転

率です。一般病床が405ほどありますが、そこの回転率、利用率が95％ほどあります。ほかの病院あたり
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は、80％台、85％前後ぐらいのが多いんですかね、県内の公立病院。一番は、病院のベッドの稼働率、こ

れが高いということが病院の経営に功を奏しているということなんですね。それは、逆に言ったら、患者

さんにかなり無理をお願いしているということです。今、黒部市民病院で、例えばある病気とかけがをし

て入院されたら、入った日から出る日を決められます。あなたは、今日入院したら10日後のこの日に出て

くださいと。これがクリティカルパスというんですか、高度医療を何日間でどういう治療をしてどうして、

何日後には出てください、これが決まっておって、お願いして、都合が悪いからもう一日余計におらせて

よとか、いろんな都合でもう二日ほど余計おらせてよと言っても、これはなかなかかなえません、今の黒

部市民病院は。次に入る方をもう決めています。11日後にそのベッドを使う人が決まっておりますから、

もう一日おらせてくれてと言ったら次の方が入れなくなりますから、それの回転をすごく厳密にやってい

る。ということは、患者さんに対してはかなり協力していただいておるはずです。 

 だから、そのことによって何とか経営的にはある意味では安定させていただいておるということからす

れば、今、黒部市民病院ほどの規模の病院で万が一いろんなことで赤字になったら、大変大きな赤字にな

る可能性があります。よく私は、県内の公立病院の中でよく比較してみるのが砺波総合病院です。大体同

規模かなと思っています。砺波総合病院さんは、参考までにですよ、年間８億余り赤字です。そうなれば

市の負担というものも当然大きくなりますから、なかなかほかの事業費などにも影響しますから、私は、

黒部市民病院が経営的に安定しているということは大変ありがたいと思っております。ただ、一方では、

患者さんにはかなり無理をお願いしておるんだろうなと思いますし、実際に言われますね。この間１日こ

れだけ頼んだのに一切聞いてもらえなかったというような話をされる方はよくおられますが、その辺につ

いては何とか協力をお願いしたいなと思います。 

 一方では、ちょっと余談になりますが、外来患者さんは去年１年間で4,000人ほど減りました。年間24

万人ほど外来の患者さんが来ておられたのが4,000人ほど減って23万6,000人ほどになったんですね。とい

うことはどういうことかといったら、外来の待ち時間が長過ぎるという中で、できるだけ医療ネットワー

クで診療所みたいなところで風邪かなと、ちょっと軽い何か病気かなと思ったときには、そういうところ

で１回、いきなり市民病院に来てもらうんじゃなくて、そういうところで１回受診していただいて、これ、

あんた、入院せないかんかもしれんよとか、手術せないかんかもしれんよと言われたら当然市民病院に来

てもらうと。その一時的な外来については地域で協力いただく、診療所などで協力いただきたいと思って

おりますから、そういう意味では、外来患者さんが減ったのは当然かなと。 

 一方では、入院患者さんは、外来が4,000人ほど減って入院の方が14万人ほどですか。ですから、二千

何百人、昨年も増えました。そういうできるだけ効率のいい病院経営を行っておりますが、一方では、患

者さんの皆さんとか、家族の皆さんにある意味では負担をかけているのかなというふうに思っております。 

 もう一つは、黒部市民病院の患者さんの６割は市外です。61％ほど市外で、39％ほどの方が黒部市民と

いうことなので、どんどん広がっていっていますので、そういう意味では、黒部市民病院の役割というの

は、ある意味では県東部の中で大変大きくなってきたというふうに思いますので、それらのまずはしっか

りとした経営を安定させながら、そして、前向きな投資もしっかりとして、将来を見据えた設備にしてい

きたいと思っております。 

 そういう中で、終末期の話につきましては、緩和ケア病棟みたいものは考えておりますし、終末期みた

いなものが少しはあればいいのかなと私も思いますので、ただ、先ほど言いました回転率からすれば、た

くさんはつくれませんが、いずれ必要な時期が来るのではないかなというふうに思いますので、病院のほ

うもそういうことについては考えていかなきゃいけないと思います。 

 ちょっと余談ですが、１つだけお願いがあります。医者は足りていますが、看護師は全く足りておりま
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せん。今、280人余りおられるんですが、看護師さん、今年も25人募集したんですが、半分ほどしかまだ

足りていません。二次募集までしたのかな、してでもまだ10人余り足りないということで、心配している

のは、今年は25人募集して10人足りなくても、それは何とかやりくりがつきますが、来年も再来年も10人

ずつ足りなかったら、30人足りなくなったら、病院事務局長に言っているのが、30人足りなかったらどう

するといったら、何かをやめるしかないでしょうという話も実際あります。ですから、何とか看護師の確

保については皆さん方の協力もお願いしたい。そういう中で、10対１だ、７対１だと、患者さん10人に１

人、黒部市民は10人に１人の体制なんですが、一方では、７対１というものが厚生労働省の指導でもあり

ますし、ほかの病院は経営の安定のためには７・１にしたら報酬が増えます。ですから、そういうふうな

方向に向かっていっているところもあります。それはなぜ向かえるかというと、ベッドの稼働率が低いか

らです。７割、８割しか稼働していなければ、ベッド数を減らして７・１にかえるということは可能です

が、うちみたいにぎりぎりで95％ほどの稼働率でやっているところは、ベッド数を減らすということはな

かなかできませんので、そうすると、看護師を増やすしかうちについてはできないということですから、

とにかく看護師は一人でも多くほしいと思っておりますので、ぜひ関係の皆さんでおられれば、やりがい

のある病院ですから、やりがいはあるけれども、一方では大変かなというふうに思いますが、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 Ｅさん、よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

 時間のほうは十分ありますので、どうぞご遠慮なさらずに。 

 

【Ｃさん】 

 済みません、先ほどちょっと忘れていたんですけど、今、おらハウスの横に高額の寄附をいただいたと

いう方のおかげで増築、工事が着手されておるわけですけれども、あれの全体像を示していただきたいわ

けですが、これは専門じゃないでしょうけれども、わかる点でいいですので、よろしくお願いします。 

 いつごろ完成して、何十人ぐらいのどういうふうな受け入れ体制になるのか、わかる範囲でいいですの

で、お願いいたします。 

 

【市長】 

 ちょっと頭に入っていませんが、宇奈月地区出身の方から高額な寄附をいただいて、それにあわせて、

少し加えて、グループホームが９名ですか、認知症対応型のグループホームがスタートされるということ

であります。来年４月からの営業を目指しているということであります。 

 今、その点しか私は認識しておりません。 

 

【事務局】 

 Ｃさん、よろしいでしょうか。 

 そのほかございませんか。 

 

【Ｆさん】 

 下立のＦです。 
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 観光と子育て支援について、市長の考え方なりを聞きたいと思います。 

 １点目の観光ですが、広域観光については、それは責任をもってやっていく人はいるかなとは思うんで

すけれども、観光について２点お聞きしたいと思います。 

 １点目ですけれども、かねてから私は、高齢社会を迎えているということと、それから、新幹線の開業

ということで、どういう世代の方が新幹線を利用して黒部市に訪れるかということについては、全く想像

がつかないわけでありますが、いつも高齢社会ということを前提にして物を考えていっていただきたいと

思います。 

 ２点目は、宇奈月黒部峡谷の話でありますけれども、続きまして、高齢社会の我々にとっては、宇奈月

温泉の駅の30段余りの階段と、それから欅平を降りまして奥鐘橋を下りる、その坂がかなり急なんですね。

ほんとうに新幹線が開業してもストロー現象を招かないということを考えたときに、市の指定はなかなか

難しい部分もあると思いますが、例えば宇奈月温泉については、市と観光協会と、あるいは行政とタイア

ップをして、強力なアプローチをするということも考えなければならないし、欅平についても市単独では

できないわけでありますけれども、関係省庁にやっぱり働きかけをして、逆の面では高齢者のことばかり

じゃなくして、やはり世界遺産ということで登録申請をされる運動も実はやっておられるわけであります

が、大切な資源の場を多くの方々に見て、リピーター精神を発揮してもらえるような観光になるようなこ

とをぜひ考えていただかなきゃならないんじゃないかと思っています。ましてや、欅平でありますとか鐘

釣については滞在空間が全くない。先ほど言いましたように、どこかでおりる、あるいはせっかく欅平に

足湯をつくっていただいたんですが、あそこの急坂道、私たちも何遍か訪れるわけですが、やはりお年寄

りにはかなり厳しいという事実があるわけであります。だからこそ、いろいろな魅力があるかもわかりま

せんけれども、訪れた人たちにやはり黒部峡谷というものを堪能してもらえるようなことをひとつ考えて

いただきたいこと、これが１点目。 

 ２点目でありますけれども、実は過日、天真寺、遊学館での愛本橋、山本家を見学する機会をいただい

たわけでありますが、そのときに上野教授、天真寺の解体の陣頭指揮をしておられる先生でありますが、

その方とは、黒部市の未来についての雑談をしたわけであります。やはり宇奈月が、或いは古い市が観光

で生きていくときには、やっぱりもっと文化的なエリアをもっと充実していかなきゃならんのやないかと。

これは黒部市として、愛本のはね橋の再現は、やっぱりこういう大きな事業を黒部市として実現してはど

うかと。これは、日本三大奇橋の中でも、実は先生に聞いた話でありますが、猿橋も錦帯橋もワンスパ

ン30ｍあるんですね。愛本はワンスパン50ｍということは世界規模のいわゆる橋だとすれば、世界的な観

光地に伸びていくきっかけにも実はなるのではないかなと、こんなこと言われたわけで、私とすれば同感

だと実は考えるわけです。 

 おそらく、新幹線でありますとか、あるいは総合振興計画へ多大な費用の一途ということになるわけで

ありますが、長い間の黒部市の発展のためには、はね橋の再現については、何とか検討をするなり、研究

をするなり、努力をされたいなと思っています。 

 それから、まだいっぱい言いたいことがあるんですが、観光のほうはこれで終わらせていただきます。 

 それから、子育て支援の中で、この中でちょっと細かい課題になって、下立地区の課題みたいことにな

って恐縮でありますが、行政のほうでもそれなりに子供たちの安全対策に対してそれなりの努力はしてい

ただいておると認めつつも、やはり少し大人の目線で物をとらえられる形跡がかなり強いと思われます。 

 その１つの例としては、財源がないということだと思いますが、やっぱり子供たちが黒部市を担ってい

く、富山県を担うということを考えれば、子供たちの目線でやはり通学の安全対策を行政、例えば建設課

の関係でありますとか農林整備課の関係でありますとか、教育の関係でありますとか、この三者が一体に
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なって点検をやはり強めていただいて、やらなければならないことについてはやっていただきたい。具体

的には、旧県道の坂道のところに歩道がつくられる道路敷が若干あるわけで、少し工夫すれば子供がとお

れるところがあります。80ｍほどですけれども、そういうところ。それから舟子側沿いが通学路になって

おります。あそこは家がないんですね。今は１軒、○○さんといううちが建ちましたんですけれども、行

政の教育センターと中央公民館と健康プラザはありますけれども、あれは子供たちを見守る施設では決し

てないわけですね。やはり仕事をする施設でありますから、もうちょっと子供たちが転落すること、今ま

では２年半余りは事故もなかったんですけれども、救命の施設をつけるとかそういう安全の目配りをぜひ

していただきたいと。私がこういうことを言うのは、やはり自分たちの地域の子供は自分たちの地域で守

るというときは、ハード面はしっかりと行政が連携をとってやっぱりやっていくべきではないかなと思っ

ています。 

 以上、３つお願い申し上げましたですが、答えをいただければ幸いです。 

 

【市長】 

 ありがとうございました。 

 まず、観光関係で、宇奈月温泉駅あるいは欅平、鐘釣、階段の件ですね。特に宇奈月温泉駅の階段につ

いては、何人もの方から何とかしてくれという話があります。このことについては、地鉄さんとも当然ご

相談しなければならないんですが、やはり何らかの対策は、すぐにはできませんが、考えていかなければ

ならないのではないかなというふうに思っております。 

 その関連でお話ししますが、まず、新幹線の開業と同時に、最近非常に頭の中でいっぱいになっている

のが、並行在の話なんですね。並行在の運営が今後どうなるのかということと、それと、今の地鉄線との

関係がそれ以降どうなるのか。並行在については、新幹線が走ったその日から今のＪＲ線は並行在になる

と。一日も待たずになるというふうに聞いております。そういうことからすれば、今後の並行在の運営と

地鉄さんとのレールの関係がどうなるのかということ、そしてまた、そのことによって、これまで以上に

地元の我々自治体がこういう地鉄、鉄道の今後のあり方なり、運営なり、経営なりということについては、

かなり注意して関心を持っていかなければならないだろうなというふうに思います。その中で大事なこと

は、やはりこの鉄道をもっと多くの人に利用してもらえる、そういう工夫といいますか、利用促進をこれ

からさらに、これまでは地鉄さんの経営の範疇だったんですが、これから我々とすれば、こういう鉄道を

今後とも将来にわたってこの黒部市内に残していくためには、利用促進、そのためにはもっと階段なんか

の使用も含めてどうあるべきかというようなことについては、しっかりと考えて協議しながらいかなけれ

ばいけない。そのためには、やっぱりある程度我々自治体としての覚悟というものもあると思いますので、

そういう点については、今後さらに真剣に考えていきたいというふうには思っておるところであります。 

 それから、はね橋の話、私は直接聞いてないですが、上野教授が再三言われているという話は聞いてお

ります。日本三大奇橋であるはね橋を復元にしたらどうかということであります。そういう話を聞いて、

私、二度ほど２分の１の模型を見てきたんですが、ああいうものが実際に完成すれば、やはり１つの名所

になるんだろうなと思っております。ただ、今の総合振興計画、計画期間中に実現することは現実的には

無理です。ただ、その意向として、１つのこの地域の夢というか、そういう将来の１つの大きな目標とし

てそういうものを考えていくということについては必要なのかなというふうに思っているところでありま

す。 

 そこで、ちょっと財政の話に触れたいと思いますが、簡単に言いますが、今、総合振興計画で先ほどか

ら新幹線の関連とか、市の庁舎とか、消防庁舎とか、各地区の統合小学校に合わせたコミュニティー施設
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の実現だとか、観光振興とか、いろんなことをやらなきゃいけない。私は、今、計画して、総合振興計画

に掲げているものについては、きちっと整理すれば10年間の中で実現が可能だというふうに思っておりま

す。そのためにはどうするのかといいますと、今、来年度の予算の編成もしておりますが、今年度投資予

算が約40億円です。210億円のうち40億円を投資予算として考えております。来年も三十数億円の投資事

業としてやれるという見通しを立てております。これから10年間の中では、大体平均すれば三十数億円の

投資事業が可能であって、10年間合わせて三百数十億円のものが可能です。これは可能だと思っておりま

す。 

 ただ、年度ごとにでこぼこ、今年は50億で来年は30億、こういうことはできません。それをやったら、

今、財政健全化法の中で、要はよく出る実質公債費比率というものについては、25％を瞬間的に超える可

能性があったら、それはほかの事業が自由に進められなくなりますので、それはできない。ですから、１

年間に三十数億円ずつの投資で平均化するということが大事。その中で何を優先して、いつごろ、どうい

うふうに進めるかということが大事です。 

 その三十数億円も、これは黒部市の一般財源から生で出すお金ではなくて、基本的には一般財源は年間

５億円程度、そして、新規の起債、要は借り入れを年間15億円程度、そして、当然公債費として我々は今

年度も27億円ほど返済していますから、今返しているお金よりも余計は絶対に借りちゃならない。その平

均が大体15億円です。新規の起債は15億。ですから、一般財源、要は自分の自己財源で５億、それから、

借り入れで15億、合わせて20億。それらの事業を行うために、いろんな国とか県の支援、支出金をもらっ

たら十数億出ます。それを合わせたら20億プラス十数億で三十数億。これを財源にしてこれからのまちづ

くりを行うということです。その結果というか、そのことを進めたことによって借金は増えません。それ

以上に返していますから。過去の借金の中で、今、ピークを平成21年度、来年度、ピークを迎えます。そ

のときの決算が22年に出ますが、そこでは今よりも公債費比率は上がっていますけれども、それらは29

年、10年後の計画年度の最終年度については、18年ほどまでに改善できます。ですから、それらを改善さ

せながら、どれだけ地域のそういうまちづくり、いろんな事業を展開していくかということが大事だとい

うふうに思っておりますので、それらをあわせてご理解をいただきたいと思います。 

 余談のついでにもう一つだけ簡単に、さきの日本経済新聞のこれを見たら、全国の一番行政サービスが

豊かなところと一番負担の重たいところと両方出ておるんですね。この中で一番出てくるのは、やはり夕

張です。例えば認可保育所の保育料、全国で一番安いのが、これは平均だと思いますが、簡単に言うと、

渋谷が一番安い。１人１万1,300円。一番高いのは夕張で５万3,500円。夕張が何回も出てきます。住民料

の交付手数料、常陸が一番安くて100円、夕張が500円。水道料も出ていますね。ここまでは言いませんが、

要は、財政再建団体になったら、自由に自分たちでそういうものを決められなくなって、国の指導どおり

になると一番高いところで設定されてしまう。それは住民にとっては絶対マイナスになりますよね。です

から、さっき言ったそういうようなことにならない、夕張に近いという話じゃないですよ。実質公債費比

率なんかも25％か何かを超えると、いろんな指導が入ってきて、自由にそれは、黒部市の保育所なんかは

安いです。そういうものは国が定める基準には戻しなさいとか、そういうような指導がある可能性がある

から、そういうことにならないようにしながらも、さっきから言ういろんな課題をあわせてやっていくと

いうことが大事だというふうに思いますので、その点、ご理解をいただきたいと思います。 

 その中で、子育て支援の中で、通学の安全対策、特に宇奈月地区のほうからこのことについてはほんと

うによく出ますね。今、浦山駅のほうの通学の指導員の要望とかいろいろ聞いていますが、やはりそれだ

け皆さん方がそういう通学に対して心配しておられる場所が多いんだろうなというふうに思います。でき

るだけ、今、担当課ともその辺については協議していますので、できるだけそういう危険のないようにし
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ていきたいというふうに思っております。 

 ただ、一方では、旧黒部のほうで、そういう点についてはあまりまだほとんど要望というか、意見がな

かったんですね。私も黒部川の近くに住んでいますが、小学校まで昔３キロほど歩いて通っておったんで

すが、それは雨が降ろうが雪が降ろうが、みんなが協力して歩いていった覚えもありますし、時には介抱

したことも思い出しますけど、やはり自分でしっかりと自分の足で行かなきゃいけないというような、そ

ういう精神的なものもあわせて教育する必要もあるのかなと。危険があってはだめですけど、雨降れば雪

降ればすべて迎えが来て、バスに乗るか電車に乗るかと、電車を降りればまただれかが待っておってとい

うことでは、なかなかまだ自立に対する点についても将来心配なのかなというようなこともありますので、

その辺の兼ね合いというものも大事だと思いますので、地区によってはいろいろご意見もあると思います

ので、またそういう点、特に通学路関係についてはたくさん要望を聞いておりますので、少しずつ何とか

していきたいと思います。 

 

【事務局】 

 Ｆさん、よろしいでしょうか。 

 最初にお話しした予定終了時間が近づいております。大変恐縮ですが、あとお一人のご発言とさせてい

ただきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。いらっしゃいませんか。 

 いらっしゃらないようですので、以上で本日のタウンミーティングを閉じさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、閉会に当たりまして、堀内市長から本日お集まりいただきました皆様へのお礼も含めまして

ごあいさつ申し上げます。 

 

【市長】 

 どうも大変ご苦労さまでございました。タウンミーティングも、この会場で３カ所目で、明日、もう一

カ所ございます。生地地区であるわけでありますが、できるだけ忌憚のないご意見をたくさんいただきた

いというふうに思っておりますし、また、あわせて、10月から11月にかけて、地区要望ということで、16

地区の皆さん方から各地区の要望をまとめていただいて、それぞれ地区１時間ほどの持ち時間で意見交換

なり議論をさせていただいております。 

 また、今年度から、それに対してどういうふうに回答したかという回答書も、もう届いたんですかね、

出しました。今月の初めに出しましたので、要はお互いにこういう要望があって、また、市長なり担当課

がどう考えて、どう進めておるんだというようなことのお互いの情報の共有というものが大変大事だとい

うふうに思います。 

 私は、先ほどから総合振興計画の中で、たくさんの大きな課題があって、それらを実現しなければなら

ないというふうに言っておりますが、あわせて、各地区なり、それは宇奈月地区なり、宇奈月地区の中で

も６地区なりのそれぞれのいろんな実情というものがあると思いますので、すべてかなえることはできま

せんが、それらの中で、緊急度だとか優先度をしっかり確認させていただいて、やらなければならないも

のについてはやっていきたいというふうに思います。 

 ですから、総合振興計画の重点課題と、地元の地区の皆さん方の要望というものは、あわせてやってい

くというふうに考えておりますので、ぜひそのためにはやっぱりお互いの信頼関係といいますか、お互い

の情報の共有、情報をきちっと共有しなければ、事情がわからない中でお互いに違ったことを思っておっ

てもいけないわけでありますので、こういう場にぜひ出てきていただいて、ああ、そうなのかというよう
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なこと、あるいはこの場で聞けなくても、ならこれは今どうなっているのかと、資料を出せと言われれば

できるだけ出しますので、そういうものを確認していただいて、信頼関係を持って進めていかなければな

らないというふうに思っております。 

 ほんとうにそういう意味では、今日は、宇奈月地区の方にたくさんご参加をいただいたことに対しまし

て、大変うれしく思いますし、また、地区でいろんなご要望なり、あるいはこれから抱えている大きな課

題がたくさんあります。特に観光振興などについては、これから大きく進めていかなければならないだろ

うというふうに思っておりますので、ぜひこの場だけではなくいろんな場でご意見のほうをいただきたい

というふうに思っております。 

 今日は、ほんとうに大変遅い時間までたくさんの方にご参加いただきましたことに対し御礼を申し上げ

て、タウンミーティングングを終了させていただきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。 

 

【事務局】 

 本日はどうもありがとうございました。会場にお忘れ物のないように、また、お気をつけてお帰りいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

  

 

―― 了 ―― 


