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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第２部会（産業経済） 会議録

日 時 ： 平成２３年１２月１日（木）１０：００～１２：１０

場 所 ： 黒部市民会館１０１会議室

出席者 ： 委員８名（欠席１名）、専門委員１名（欠席無し）

幹事３名（欠席１名）、計画主任５名、事務局４名

【事務局】

ご苦労さまです。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の第

１回の第２部会を開催いたします。

本日は、Ｃさんが欠席されるということでご報告をいただいておりますので、会議に先

立ちましてご連絡申し上げます。

それでは、初めに、まず部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【部会長】

おはようございます。開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

委員の皆様に方は、何かと大変お忙しい中お集まりをいただきまして、心より感謝申し

上げます。去る１０月３１日に開催されました第１回審議会全体会におきまして、市長か

ら後期基本計画策定にかかわる諮問をここで受けまして、基本方針やスケジュール等につ

いて説明を受けたところであります。

約１カ月経過しておりますけれども、この間、市のほうでは、これらの基本方針に基づ

き、平成２０年度からの前期基本計画における事業の実施状況の確認や、主な指標の達成

状況の確認、市民アンケート結果の内容の把握など、今後、後期基本計画をどのように見

直していくか検討されているところであります。

また、２１日から２９日にかけまして、総合振興計画後期基本計画策定をテーマに、市

長のタウンミーティングも開催されております。委員の方々の中にも、おそらく参加され

た方もおられるかと存じますが、市民の皆さんの声を反映させていくことが大変大事なこ

とであります。特に市民アンケート結果による、第２部会が担当しています産業経済への

評価は、大変厳しい評価結果になっております。我々審議会委員としても、市の職員の皆



-2-

さんと一緒になって知恵を絞り、積極的に議論をしていかなければならないと考えている

ところであります。

本日は、事前に事務局から資料をいただいておりますが、当第２部会に該当する事業メ

ニューや、重点事業を中心に協議していただくこととなります。

昨今の社会情勢の変化は大きく、第１次産業においてはＴＰＰ問題、第２次産業におい

ては円高の問題、第３次産業においては商店街の空洞化、あるいは東日本大震災による観

光客の激減など、多岐にわたる問題を抱えておるところであります。

委員の皆さんには、日ごろ感じておられることや、今後黒部市がどうあるべきかを、活

発な議論を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げ、開会に当たってのごあいさつにかえ

させていただきます。どうか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、早速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さんにお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。

【部会長】

不慣れでありますが、ひとつよろしくお願いいたします。

それでは、条例に従いまして座長役を務めさせていただきます。

本日は、現況と課題、施策の内容等について、事前に送付されました市民アンケート結

果や、目標、指標に対する実績、主要な重点事業の進捗状況、あと、そのほか報告事項の

説明や、社会情勢の変化などをもとに、各分野でご活躍されている委員さんそれぞれの視

点からのご意見や、ふだん感じておられることからのご意見をいただきたいと存じます。

それでは、早速、次第に基づきながら議事を進めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

まず、報告事項について、事務局からご説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）
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【部会長】

それでは、以上で報告が終わり、協議に入らせていただきますが、今の報告事項につき

まして、皆さん方から意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。

特段なければ、次に進んで、その中で議論をしていくということにしたいと思いますが。

アンケートも膨大なアンケートでありまして、中を見ても、非常に赤裸々な言葉で書いて

ある意見もあったりしますので、非常にシビアな協議会になるなという感じがいたします。

それでは、ないようですので、また次に、いずれの時点でも伺うということにいたしま

して、協議事項に入らせていただきたいと思います。

事務局から説明をお願いしたいと思いますが。よろしくお願いいたします。

【事務局】

それでは、協議事項に移らせていただきます。

資料３を見ていただきたいと思います。Ａ３のカラー刷りの１枚物でございます。

当部会におきましては、中段にあります６つのまちづくり方針の中の２番に、「地域特性

を活かした産業育成のまちづくり」ということで審議いただきますが、この部会のほうで

は、施策が農林水産業の振興、工業の振興、商業の振興、観光の振興と、３９あるうちの

この４つの施策について審議していただくわけであります。これは、あくまで骨格的なも

のの部分だけを表現させていただいたものですので、これはまた後ほどゆっくり見ていた

だくことといたしまして、本日の、まず協議をしていただくために当たっての進行の方法

につきましてご説明をさせていただきます。

先にお渡しいたしましたカラー刷りの黒部市総合振興計画、この冊子のほうをごらんい

ただきたいと思います。まず最初のほうを開いていただきまして、市長のあいさつ、黒部

平野の写真と市長のあいさつがございます。その次に、目次が３ページほどにわたってお

ります。目次の次の右側にございます、第１部、総論、これは基本構想、前期計画を策定

するに当たって序論から黒部市の課題までといったものを、ここの中で列記しております。

その次ですが、申しわけございません、１９ページをめくっていただきたいと思います。

１９ページのところをめくっていただきますと、その次、右隣に第２部、基本構想、１９

ページの次のところです。

基本構想というのは、これは、平成１９年９月に、平成２９年度までの計画の骨格とな

る構想の部分を議会で議決しておりますので、今回は、この見直しの対象とはしておりま
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せん。これは、あくまで２９年度の計画、骨格的なものです。それがこの基本構想として、

でておるわけなんですが、４９ページまでにわたって、目指すべき将来像ですとか、主要

指標の見通し、土地利用方針、施策の大綱、重点プロジェクトといった構成で、基本構想

があります。

その次、４９ページの次をごらんいただきたいと思います。４９ページの次です。

右隣のほうに、第３部、前期基本計画ということで、第１章の「自然と共生し水と緑の

文化を創造するまちづくり」から、第６章の「市民と行政が一体となったまちづくり」、こ

の６つのまちづくり方針がございます。ここの前期基本計画を、今後、６つの部会に分か

れて、それぞれ見直しをかけていくと、後期基本計画をつくっていくということになりま

す。

当部会は、第２章の「地域特性を活かした産業育成のまちづくり」でございますので、

ページ数にしますと６８ページです。６８ページからが「農林水産業の振興」と書いてご

ざいますが、このページ以降、当部会のほうで、現況と課題でありますとか、市民の声、

課題の整理、施策の展開方針と、こういったところについて、皆様からのご意見をいただ

いて、見直していくという方法で進めさせていただきたいと思います。

なお、本来ですと、市のほうでも、今、作業を進めておるわけでございますが、そうい

った素案をお示ししまして、皆さんに、その素案についてご意見をいただくという方法も

ございますが、今回につきましては、内部作業は内部作業として進めさせていただいて、

今回皆様から精通したご意見等々もいただきながら、そういったご意見を内部作業に加え

て、第２回のほうで素案提示をさせていただいて、ご確認、またご審議をいただくという

方法で進めさせていただきたいと思いますので、その点、ご了承をお願いしたいと思いま

す。

それでは、６８ページから、ページを順に追って、現況と課題、市民の声等々につきま

して、皆様方のご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

【部会長】

今説明がありましたように、市民の皆さんのアンケート結果とか、評価指標の達成状況、

事業の進捗、社会情勢の変化などをもとにして、前期基本計画を検証した上で見直すとい

うことでありますので、各分野の、それぞれの専門の皆様がいらっしゃるわけであります

から、今説明があったとおり、第２回のところでたたき台を、素案を出していただいて、
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たたいていくと。いわば、今日は前哨戦ということで、理解を深めるという意味で、この

６８ページから７９ページにわたりましての話に集約をしていきたいというふうに思いま

す。

それで、まず６８ページの現況と課題、市民の声についてご意見をいただきたいという

ふうに思います。これ、農林水産業の振興でありまして、一番注目を浴びているところで

あります。いわば、今、民主党政権になったからというわけでもないでしょうけれども、

時代が大きく変わっていますので、そういう意味では１次、２次、３次、この足し算だと

言う人もいらっしゃいますが、掛け算だと言う人もいらっしゃって、６次産業化をいかに

図ることが、１次産業と６次産業化ということを大きく今叫ばれているところであります。

そういう意味では、その延長線上にＴＰＰ問題も入ってくるのかなというふうに思った

りしているわけですけれども、なかなかこの中では、うたいきれていないのかなというふ

うに思ったりしているところでありますが、いかがでしょう、委員さん方は。

Ｇさん、何かないですか。

ここには、ＴＰＰとか何か一連、これからどうすべきかということが何もないですね。

今出てきた問題ですから。これについては、農協のＥさんもＨさんも専門の分野でありま

して、私は漁業のほうでありますけれども。

漁業の関税というのは１けたなんですね。だから、そういう意味では、農業とは違う形

なのかなというふうには思っているんですけれども、いかがでしょうか。

【Ｈ委員】

農業関連、今ほど委員長さんが言われましたように、俗に言う、皆さん方もご承知のと

おりＴＰＰの問題、これはまだ、ほんとうを言ったら、ほんとうの前向きな内容というも

のは、どういうふうになっていくかということが、まだ我々もわからないんです。そうい

う中で、県あたりも出しておるのが、６次産業も１つのお話でございますが、とにかく富

山県は野菜関連が非常に全国でも、作付面積なり、取扱量が後ろから何番目ぐらいの県で

ございまして、俗に言う、それぞれの地区で１兆円産業ということで、野菜、米以外のも

ので１つの産地づくりをやろうということで、県自体も力を入れておりますし、それぞれ

各農協、ＪＡも、何とか頑張って、まあ、それぞれやっておるんですが、当黒部市あたり

も、黒部農協さんを中心にされて、いろんな作物等、米以外のものでひとつ、野菜等を入

れたもので１兆円産業にできないかということで取り組んでおるんですけど、なかなかそ
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んなふうに、まだ見えない面が多分にあるわけですので、今後、黒部市としても、地域農

業振興ということになれば、それなりの１つの目安というものを組んでいかなければだめ

じゃないかと。

特に、そういう中で、農業自体が高齢化になってきておるものですから、いかにして若

い者の就農を取り入れていくかと、そういうことで、魅力的なものをつくっていかないと、

ＴＰＰも１つのいろんな問題が、取り組んでいかなければならない問題が多々あると思う

んですけど、その辺が大変複雑な、対応に取り組んで、やっていかなければならないので

はないかなと、こういうふうに思っております。

結論めいたことというのは、言えないんですけど。

【部会長】

ここにも、農業の振興ということで、米に特化した生産構造を変えていく必要がありま

すというだけで、目標値とか、それは後から出てくるんだと思いますけれども、そういう

ものはやっぱり何かつくっていかないとだめですね。やっぱり高齢ですから、後継者の育

成とか、それから、漁業もみんな同じでしてね。そういうことなんです。

【Ｈ委員】

問題は、担い手なりいろんな形の中で、担い手の方にしても、実際やっておられる方が

だんだん高齢になって、次、跡継ぎということになれば、ここに１つの問題も出てくるし。

これが、非常に分岐点的なものが出てきておるということが実際なんですね。

【部会長】

今、大規模農業というか、そういうので何かクリアしていくという話もありますけど、

その辺はどうですか。

【Ｈ委員】

多分には、国なり、そういうところは、大規模農業ということで、集落営農なり、いろ

んなことで、今、育成をしていこうということですが、やはり、要は、何であろうと、儲

からないと、なかなかそれを生業にしないというのは、どの企業も農業も一緒だと思うの

で、その辺をどういうふうに持っていくかということも１つの問題だと思うので、それを
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いかにして取り組んでいくかと。

集落営農もそれなりの、いろんなもので、米だけでは、経営的にはなかなか難しいと思

うので、そこら辺は、野菜なり、いろんなもので複合的なものでどう取り組んでいくかと

いうことも一つです。

それに対応して、また価格的な面、それを価格が、かなり広い面積につくられれば、品

物がその分が安くなるということで、安くなった場合はどうするかということになれば、

やっぱり価格保障体系も充実していかないことには、産地も育たないんじゃないかなと、

このように思っておるんですけどね。それがかなり、財源的なものも出てくるものですか

ら、これから、大変だと思うんですけど。

【部会長】

施策の内容の中には、担い手の育成とかということは書いてありますけれども、やっぱ

りここに魅力ある農業の形づくりというか、何かそれはやっぱり表へ前面に出すべきなん

でしょうね。

さっき言われたように、１兆円産業というのは、これは日本全体でという。

【Ｈ委員】

いや、富山県は特にという発想です。

【Ｊ専門委員】

１億円産業です。

【Ｈ委員】

１兆円じゃない。１億円です。

【部会長】

１億円ね。

【Ｊ専門委員】

やっぱり若い人に魅力があるというのは、ある意味、儲からないと、やっぱり魅力がな
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いという。

【部会長】

収入が保障されていないのでね。

【Ｊ専門委員】

実際にはやっぱり、このアンケートの中にもたくさん意見がありましたけれども、やっ

ぱり一般の市民の方からすると、ある意味、今、部会長さんが言われたように、少し目に

見える目標みたいなもの、そういったようなものが少しないと、やはり担い手の育成だと

か、それから政策の振興という形で出てきても、何を一体どうやって、どう変わったのか

という、そこら辺が見えないのが、やっぱり一番皆さん方が、うーん、どうかなという疑

問符をつけられる部分があるんじゃないかなと思いますので、少しこの後、実際には、こ

の基本方針は基本方針としてつくられるものだと思いますけれども、その後の実施段階の

ところで、具体的なものが少し見えるような形になれば、一般の市民の方もおわかりにな

るし、農業者の方もそれに向かって取り組む、行政のほうもそれに対して支援していただ

くというような、そういうマッチングができてくるんじゃないかなと思います。

ただ、黒部の場合は、かなり若い農業者の方の就農率は今高い状態にあると思います。

県下で大体５０人ぐらい、毎年、新規就農者の方がおいでになるわけですけれども、黒部

の場合は、法人だとかそういったようなところに新しく就農されるというような方も、や

っぱり目立つ地区でないかなというふうに思いますので、そういったような方々を支援し

ていくというような面からも、やはりこういう、少し具体的に見えたほうがわかりやすい

のかなというふうに感じますね。

【部会長】

Ｊさんの言われるとおりで、アンケートの結果もマイナス方向です。それは、やっぱり

皆さんすばらしい努力をされているんだけど、なかなかそれが見えない、示せないという

ことなんでしょうね。だから、わかりやすい資料をつくって、市民にもわかりやすく、農

業についている人にもわかりやすくという、そういう形づくりというのは必要なんですね。

ぜひとも、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

それと、この野菜なんかでも、例えば輸入品に勝てるようなものというのはつくれるん
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ですか。

【Ｈ委員】

勝てる勝てないは別として、要は、今まで安全安心な、野菜でも何でも、食料は全部で

すけど、それは、日本で生産するものについては、かなり安全の部分については、無農薬

であろうと何であろうと、これはやっぱりものすごい、世界では一番安全な作物、野菜あ

たりはつくっていると思うんです。

ですから、輸入品云々という、あくまで我々に言わせれば、輸入品が何の魅力あるかっ

て、安いから魅力があるだけだという。確かに安全面というのになれば、ちょっとわから

ない点もあるんですけど、それは吟味して輸入されておると思うんですけど、だけど、や

っぱり一番、野菜あたりは、生産者の顔が見えているから安心して食べられるんだと。そ

れなのに、やっぱり、栽培なり集荷する生産者自体もそのような形で出しておりますから、

その辺が今の輸入品と国内産との差じゃないのかなと思いますけどね。

【部会長】

安全安心と、それと、この地域のものを自分たちで、地域の、要は地産地消というんで

すか、あの運動というのは、やっぱりもうちょっと前面に出してやっていくべきなんでし

ょうね。

【Ｈ委員】

それで、各地区にもやはり直売所を、野菜なら直売所というところを、かなり全国的に

も、富山県にも、かなり各農協が直売をやっておるんですけど、やはりかなり販売量、取

扱い量は増えてきておるらしいです。

【部会長】

三日市の町なかにも、無料の販売で、あそこは結構やっぱり見ていると買っていかれま

すね。

【Ｈ委員】

ですから、その辺をどういうふうに、農業が中心にもちろんなるべきなんですけど。
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【部会長】

だから、この中に入れるには、地産地消、地域力、地域の農業は自分たちで守ろうよと。

市民一人一人で守ろうよと。だから、地域の出たものを優先的に買おうよという、何かそ

ういうふうなキャッチフレーズが必要かもですね。

【Ｈ委員】

それも大事だと思うんです。

【Ｅ委員】

今の地産地消の話はほんとうにいいと思いますけれども、例えば、今まで家庭菜園で野

菜をつくってもらえると。そういう中で、うちへ持ってきて置いておいても、今の若い人

はそれも使わないで、うちのがあっても、捨ててしまって、スーパーから買ってきて、食

べているという、そういう話はよく聞くんですね。ということは、きれいに化粧した野菜

を使って、土のついたのは要らないという、そういう習慣もあるのかなということになり

ますと、それは学校教育からしなければならないのかなという思いがあるわけです。

基本はそういうことだと。土に携わって、一生懸命やって、やっとそれが花咲いて、実

になるんだという、そういう教育が必要だなと思いますし、もう一つ、今、野菜、マンシ

ョンか何かで無人の販売がされますね。あの中に金が入っていないことがたくさんあると

聞いております。例えば、入っていないのもあるし、１円だけ入っている。そこのへんか

ら考えると、持っていっていいのか、損しているのかわからない。そういうことも聞きま

すし、黒部だけではできないと思いますけれども、農業の施策というのも、全く先が見通

せないやり方。今、民主党になって、それだけじゃないんですけれども、自民党以前から

ですけれども、毎年毎年方向が変わっていくと。中身が一緒で、名前だけ変わるとかとい

う、そこの辺が、この問題は、その市だけでは解決できないと思うんですけれども、Ｊさ

んのほうによく言っておいていただきたいんですけど、もっと長期的な計画を立ててもら

いたいなということがひとつ。見通しが立たないものを担い手にやれといったって、とて

もじゃないができないと思っております。

それから、先ほど、直接関係ないんですけど、先ほど新幹線の話も出ていた中で、駐車

場の問題、農業委員会の中でも、相当地元では反対されました。何でこんなに大きなもの
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が必要なのかと、もし必要なものなら、必要に応じてつくればいいじゃないかという、そ

ういう話の中で、いろいろ県の方針とか市の方針、また決められたこと、駅周辺の整備と

いうことで、何とかかんとか５、６００台入るような駐車場ができたと思っています。こ

の後、ないと聞いておりますが、そういう難しい話があったということ。

それから、これだけ人口が増えないのに、アパートとか分譲住宅がすごく増えておりま

すね。毎月毎月、昔とみたら大分少ないですけれども、毎月毎月増えていると。人口が増

えないのに、こんなにたくさん要るのかな。最後は空き家がたくさんできるんじゃないか

なという思いもしております。そういうことで、委員会としても大変難しいところで。

それと、非農家の方と農家の方の道路の関係、通行の関係でトラブルが多いとも聞いて

おりますので、その辺どうすればいいのかなという課題も残っております。これは、直接

この部会には関係あるかないかわかりませんけれども、とにかく担い手をつくろうにも、

見通しが立たない。それから、先ほどＪさんが、黒部は県内でも担い手が多いとありまし

たけれども、ほんとうかなというような感じもしておりますし、そうであれば、まだ入善

のほうが多いんじゃないかなという。

農家自体でも、自分の息子、娘を農家に、ちょっと待てよ、というような感じが多いと

思っております。そういうことで、ほんとうは、農業の所得が一番大事だと思いますが、

消費者の皆さん全体の中で、二の次に考えられておるかなということと、今日の新聞にも

載っておりましたけれども、日本全体の米の消費量が８００万トンを割ったというような

話も出ております。とにかく米の消費拡大も１つの大事な課題かなと思っております。

以上です。

【部会長】

Ｊさん、いかがでしょうか。何かＪさんに集中攻撃みたいな。

【Ｊ専門委員】

農政のほうについては、県のほうでも総合計画の見直しをかけておるところでございま

すけれども、うちの知事のほうからも、内閣府のほうに、ＴＰＰあたりの実際の理由なり

積算の内容を教えてくれというふうに言っているわけですけれども、一向に返答がないと

いうような形で。

言われるとおり、農政というのはなかなか先が見通せないというような、Ｇさんご指摘



-12-

のとおりなので、私らもできるだけ見えるようにしたいわけですけれども、雲の中でどっ

ちへ動いていくのか、若干、今、手探り状態で次の計画も作成しておるというような段階

でございます。

地産地消とか、いろいろあるわけですけれども、いわゆる黒部のブランド化ということ

で、特徴をつけるということが非常に重要でないかなと。外国のものと日本のものを、日

本のものの中でも黒部市のものというような形にしていかなければならないのでないかな

ということで、特徴づけをどうするかということが１つ問題になろうかというふうに思い

ます。

それから、この黒部市の中であるとすれば、例えば生産、集荷、それから流通して消費

されるということなんですけれども、おそらく黒部市の中で、例えば黒部の白ネギという

のはどういう特徴があるのか、どういうところでつくっておられるのかということを、実

際に理解しておられる方はあまりいないんじゃないかなということで、直売所だとか、そ

ういったようなところには、できるだけ黒部をＰＲするような感じで、ポップだとか、あ

あいうような形で、飲食もいろいろあると思うので、そういうようなところで、もう少し

黒部をアピールするような手法をとっていけば、黒部市の方も、黒部のネギというのはこ

ういう特徴があるんだ、あるいはこういうおいしいところがあるんだというようなものが、

少し認識をして、地場産の消費の循環がスムーズにいくんじゃないかなというふうに考え

ておりますし、それから、安全安心については、平成２４年度から、出荷される野菜は全

部、県のほうで適正農業規範の条例をつくりましたけれども、あれでチェックシートをつ

ける格好になっておりますので、安全安心については、おそらく今後日本全国、どこでも

それについては徹底されていくと思います。その中で、黒部が一歩先へ行くときには、さ

っき言った黒部ブランドのこの特徴をどう前面に出していくかというようなことで、行政

もそうですし、それから、うちらの振興センター、それから農協さん、農業者の方、これ

らが一体的に取り組んでいく、そういうような形の中で、どういう方向へ持っていけばい

いかというのは十分議論していただくような場が設けられれば、そういった方向に少しで

も行くんじゃないかなというふうに思いますね。

うちも行政の一端ですので、あまりとっぴなことは言えませんけれども、そういうよう

な形の中で、黒部らしさ、これを少し出していくと、そういったような面でプラス面が出

てくるんじゃないかなと思いますね。
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【部会長】

出荷履歴というか、ＩＣチップなんかを利用した、そういうものも考えていらっしゃる

んですか。

【Ｊ専門委員】

いや、今県が考えているのは、生産者の方がみずからの生産を点検すると、外へ頼むと

いったものではなしに、みずからが確認すると。例えば農薬をいつまいた、肥料をいつや

ったというようなことを自分でチェックをかける、あるいは、農薬であればきちっと保管

庫に保管して誤用がないようにというような形で、そういうところをきちっとチェックし

て、自分で確認をすると。もしチェックがかかっていなかったならば、次年度、それを生

かして、きちっとそれが徹底されるように、みずからの反省の材料に使うというようなも

のが、そのチェックシートになります。

【部会長】

そういうものが消費者にわかるような形があれば、逆に言うといいですよね。

僕なんか、スペインのマグロの養殖というか、あそこの中間育成をして、それがほとん

どは日本に来ているという。その場の履歴というのは、全部ＩＣチップの中に入っていて、

それを照らすと、どこでも、いつ、どこの場所でとったものか、そういうのが全部わかる

という、そういう形になっている。

【Ｊ専門委員】

畜産関係は、大体そういうような形で、登録番号で全部追跡調査ができるような格好に

なっていますし、それから、米だとか大豆とか、そういうようなものも、いわゆる農家に

保管していますけれども、そこのうちがいつどうやったかというのは、もうチェックシー

トを持っていらっしゃるので、それについては、調べれば調べられないことはないという

状態なんですけれども、あえてＩＣチップ化してそれを出すというような手間暇、経費を

かける部分というのは、現在のところないというような状態ですね。

【部会長】

産地のブランド化ということをここにがばっと書いてあって、次の７１ページなんかに
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も書いてあるわけでありますが、これはやっぱり言葉じゃなくて、じゃ、実際、何をした

いのかという、これはどうですか。今までの実績……。

【Ｈ委員】

それ、ちょっと、今、僕の責任もちょっとあるんですけれども、今、Ｅ委員からも言わ

れたように、日本の米の消費量が８００万トンを割って云々ということで出ていたんです

けれども、実際、富山県にも、農協、ＪＡ自体も、学校給食に対して、米飯給食ですけど、

それに対してかなり助成というのですか、それに対して助成をしているんです。

ところが、最近、米の場合は、特に地元の黒部の学校の給食に、米飯の場合、給食に黒

部の米を使ってもらえればいいんですけど、これは中身を聞くと、富山県の学校給食協会

やら、給食云々、そういうところがあるらしいですね。そこへ一括して持っていっている

んだと。ですから、黒部の学校の生徒は、黒部の米じゃないらしいんです。確かに富山県

の米を食べておるんですけど、黒部は黒部の米を、学校の生徒は食べておらんというよう

なことを聞いたものですから。

じゃ、そういうものは、かなり前からそういって出しているらしいですけど、助成を出

しているわけですけど。だから、ちょっと今度は見直せという部分で、この間も農協中央

会が窓口になったんですけど、それを県なり協力機関と、そこでちょっと見直せというふ

うになっておるので。

やはり、こちらとすれば、黒部の生徒には黒部の米を食べさせたいというのは、生産者

の立場からすれば、そういうことになってくるのは当たり前でございますので、その辺も

ちょっと今後、取り組んでいかなければということも考えているんですけど。

【部会長】

まさしく地産地消を実施すると、実行すると。

これは、ほんとうにそういうことになっておったんですか。どうですか。

【事務局】

そうですね。県には、学校給食組合というのがありまして、かなりの強い力を持ってお

られます。市のほうからも、会合では、黒部の米、これと、ＳＳ製粉、米粉製造施設がで

きましたけれども、学校給食にそこを使ってくれと申し入れはしておるんですけれども、
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やっぱりその組合の力が強くて、なかなか黒部産のものは使っていただけない状況であり

ますので、今後とも強く働きかけていきたいなというふうに考えています。

【部会長】

米はあそこの給食センターでするんじゃなくて、どこか１カ所で、それを分配している

んですか。

【事務局】

そうです。

【部会長】

黒部の場合は、黒部でご飯を炊いて……。

【事務局】

ただ、一部の生産者の方から、これを使ってくれという申し出があって、それを使用す

る場合はあります。

【部会長】

それは、地域の農協が、Ｇさんが言えば、それがまかり通るという。

【事務局】

寄附という形で。

【部会長】

寄附ですか。

【部会長】

地産地消ですね。

【Ｈ委員】
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逆に、ちょっと矛盾があるんですよ。だから、やっぱり各市町村がそれは思っておるわ

けですけど、今話があったとおりなんですよ。

【Ｊ専門委員】

ただ、地産地消という考え方の中に、一応、県のほうでは、まずは地元、当然、黒部市

は黒部市でつくったものということになるんですけれども、リンゴやミカンやユズや、何

も全部地産地消で、ここでつくれるかというと、それは無理だということがあるので、基

本的には、地産地消をもう少し拡大すると、少なくとも県内産、これを県内で消費してい

ただくというのが前提にあると。原則は、地元でつくったものを地元で処理するという、

それをもう少し拡大版にすると、県内でつくったものを県内で消費するというような形の

原則の中で動いていくということで、それぞれの地域の特産品は、やっぱりそこでつくる

のが一番効率的であり、また価格も安定的に生産できるという面があるので、そういった

ところがありますので、一概に全部とは言えませんけれども、黒部米と言ったらおかしい

ですけど、黒部市でとれる米は、純然たる、これはたくさんあるわけですから、そういう

ような形で使っていただくように、またお願いをしていきたいというふうに思っておりま

す。

【Ｈ委員】

それと、この話、農業振興ですけど、これは、黒部だけでやっていくということですけ

ど、これは、１つの全国的な農政的なものも出てくるのではないかと。これは、将来的に

進んでいくなかで、黒部をどう持っていくかということに対して１つの提案だと思うんで

すけど、政府との話し合いの流れにも出てくるんですけど、ここだけで決められるんでし

ょうか、将来的なことを。

【事務局】

それは、市に聞かれても何とも。

【部会長】

おそらく、だけど、後期、あと５年で、じゃ、総論があって、あとの５年で何ができる

のか、これだけは絶対やってよという目玉をやっぱりきちっとしていかないと、市民にわ
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からないですよ。また評価はマイナスですよ。

【Ｈ委員】

だから、そこに、黒部は黒部で、１つの面では、こうやりますよということですけど、

かなりこれは国とも、農業管理はマッチングするようなことも多くなってくると思うんで

すけれども。

【Ｉ委員】

ほとんど国の施策に応じて、それぞれの農業政策となるはずですから、今のところ、Ｔ

ＰＰがどうなるかは別として、もう農業対策というのは最重要課題の１つであるというこ

とですから、これはやっぱりその動向を見ていかないと、ここで勝手に書くわけにいかな

いですよね。ですから、その流れをこの何カ月かの間で見ていて、それをまた見ながら、

ここに書き込んでいくと。今は、こういう格好にするしかないんじゃないかなと、全体像

をつくっていくには。

【Ｈ委員】

それは、確実なものでないと、できないと思うんですけどね。

【Ｉ委員】

だから、担い手育成にしても、どういう方向で国はいくのかということをやっぱり考え

ながら、しかし、黒部としては何をするのかということを具体的に考えていく必要がある

ということだと思います。

【Ｂ委員】

今までの話の中でも出たんですけれども、やはり担い手としても、また儲けなければだ

めなんですね。儲けなければ、次の世代というのが生まれてこないです。

今、やっぱり人口減少の時代に来ています。毎年毎年３００人とか４００人とか減って

いっています、黒部市でも。その数というのは、小学校が１つずつ毎年減っていっている。

今のアンケートを見ても、さっき、新幹線、新幹線という話がありますが、将来住み続け

ることができますかみたいなことをアンケートで、若い世代はわからないという人が多い
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んです。新幹線ができると、ストロー現象というのが、もしかしたらあるかもしれない。

今は３００人、４００人ですけど、新幹線ができたときにどれだけ流出するかというのは

わからない。そうなってくると、ここの経済というのは、今の状況じゃないんですね。ど

んどんどんどん経済が悪くなっていくというか、お金が回らなくなっていきます。そうい

うときにどうするかというと、１つは、観光客などで外のお金をとってくる。もう一つは、

ここからのものを外に売るということが必要になってきます。

農業もそうなんですけれども、地産地消ばかりやっていると、人口がどんどん減ってい

るのに、今でも買わないのに、だれも買わなくなる。人がどんどん少なくなってくる。そ

うなってくると、やっぱり儲からないので、若い人は行かないということになります。

じゃ、どうするかといったら、ここのものをどんどん範囲を広げていくということが必

要かなというふうに思います。

今、ちょっと、私の友達で、富山市の行政マンなんですけど、富山ブランドというか、

どんどんどんどん範囲を広げようとしています。東京の有名なシェフと、富山の野菜を買

ってもらうようにつなげたり、それから、いろんなところで、農家ライブなどといって、

農家の人を前に出して、いろいろどんどんどんどん、富山ってすごくいいよ、富山の野菜

ってすごくいいよということを発信していただいて、そこで促販したり、それを都会でや

っています。富山の品物を富山で売るのも大事なんですけれども、人口が減っているので、

人口の多いところ、全国に、富山ブランドってすごくいいよということを発信しようとし

ています。

今、東京のほうだと、やはり米がうまいとかといっても、新潟とかぶってしまうそうで

す。新潟も米がうまいので。逆に、富山といったら、野菜は多分ワースト１位だと思いま

す。東京とか沖縄よりも出荷高が低いんじゃないかなというように思います。

そういう意味で、ブランドとして確立していないのに、野菜をつくって、地元で売るだ

けだったら、多分若い人はやらないんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ販路

を広げていただきたいなというふうに思います。

９月に東京晩さん会というイベントがありました、六本木で。そのときに、私、行って

きたんですけれども、黒部の７つの農家さんが米を出して、品評会というか、そういうイ

ベントがありました。１位、２位とかと決めたんですけど、そこに○○ファームの○○フ

ァミリー、家族も来ておられて、結局あの方は２位だったので悔しかったんだろうと思い

ますけれども、その後、大沢野の○○さん、○○さんと２人で農家ライブをして、盛り上
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がったということで、黒部の米はうまいということを東京にＰＲしてきたと。そういうの

をどんどんどんどんいろんなところでやってきたり。

あと、富山スタイルという、ツアーなんですけど、農家さんを回るツアーとかをやられ

たり。そういうのを地元に来て、東京の人とかはこういうところに呼んできて、実際につ

くっている人と会っていただいて、話を聞いて、そこで何かいろんなことをやるという、

そういうツアーも組んだりと、観光ツアーをやっていたりしています。

そういう意味では、やっぱりブランド化も、つくるのもほんとうに大事ですし、そうい

った、そのブランドをつくって外に売るということがやっぱり必要なのかなというふうに

思いますので、ぜひ黒部の販路を広げておきたいなと。野菜をつくっても、やっぱり売れ

なかったら、無料というか、無人の直販所だけで売っていたら、やっぱりどうしても担い

手というのはできませんので、そういったものをつくっていただきたいなというふうに思

います。

あと、ブランドばっかりいうと、知り合いの京都の農家さん、知り合いがいるんですけ

ど、京都の野菜をつくれば補助金をあげるけど、ほかのものをつくるなと言われるらしい

んです。そういうのは、ちょっとあまり、極端かなと思いますので、あまりブランド、ブ

ランドと言うのもちょっとどうかなと思いますので、そのあたりもいろいろバランスをと

りながらやっていただければというふうに思います。よろしくお願いします。以上です。

【部会長】

すばらしい意見がありましたけれども。

僕、○○ファームさんの六本木か何かで毎週参加されていて、東京の人から、黒部にこ

ういう米があるよといって教えていただいて、そうして私のつくっている生地清水米も出

しなさいという、そういう誘いを受けたりなんかしたときがあるんですけど。

Ｇさん、もう時間があまりないので、Ｇさんが締めで。大手にがばっと売ってしまって

いて、残りの少ないところをブランド化、その辺どうですか。

【大川審議会委員】

米のほうはちょっと前から、○○食料というか、名古屋へ行って、東京じゃなしに名古

屋。
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【部会長】

名古屋へがばっと売り過ぎちゃっていて。

【Ｇ委員】

普通の状態でいったら、農協から全農へ渡して、全農からまた卸のほうへ行っているわ

けですけれども、直接、名古屋のそこで、大体８０何％というか、ほとんどがそこへ行っ

ておるわけです。ほんのわずかだけが全農へ行っておるわけで。

そのほうが、手数料が・・・。それで、今、カントリーも維持できるということになっ

ておるわけです。

それから、やはり先ほどから野菜のことを言われるけど、１年中同じ野菜を、皆、消費

者に、例えば黒部市で、売るにしても、１００％にはできるわけがない。やっぱり歴史が

あって、その時期には、富山県から出荷できるけれども、あとは、それこそ四国か九州の

もの、種類によっては、野菜なんかほとんどそうですよ。そうかといって、それこそ○○

がまだない時期だったら、今から５０年以上前だったら、黒部で大阪市場へ、白菜、毎日

毎日貨車で行く。そのころは、まだ車じゃなかったから。儲けているところは、また車で

運んでおられるけど、毎日のように。それから、スイカはスイカでも、それこそお盆前ぐ

らいからずっと毎日送って、それで産地になっていたわけです。

だけど、やはり、先ほどから言われるけど、農業もやっぱり金が儲からないと、やっぱ

りなかなか、会社をやめてまでやろうかと、こういう状態にならないと、やっぱり……。

【部会長】

Ｂさんのさっき言われた、地道な活動で黒部ってすばらしいねと。今、東京でほんの１

カ所で、毎月、毎週やっていらっしゃって、その１カ所なんだけれども、そういうのが広

がってくると、いや、黒部ってすごいねということで、注文が殺到してくる可能性がある。

だから、そういうのに農協さんはどうやってバックアップしてあげるかということかなと

いうふうには思うんですよね。だから、それは特にいいんだと、おれはこっちへ、でかい

ところへ売るからいいんだじゃなくて、そういう地道なことをみんなで応援してあげると

いうことも、この中にどうやって入れればいいのかわかりませんが。

今日はこの辺にしておいて、農業ばかりやっていると終わってしまいますので。

次の７２ページの、工業の振興というところに入らせていただきます。
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これについてはいかがでしょうか。円高とか、大変、空洞化というか、海外でつくった

ほうが安いよと、こっちのほうは、研究施設を多くしていくとか、いろんな形があるので

ありますが、Ｆさん、いかがでしょうか。

【Ｆ委員】

そうですね。特に、今年は工業だけじゃなくて、いろんな産業界全体に言えることなの

で、この商業も含めて、自然災害が多かったという部分と、円高、それから、海外のタイ

とか、そういう部分でも被害があって、産業界にとっては、今までにない歴史的な変換の

年になるだろうという気がしますね。言われたように、円高によって、国内での生産とい

うのが、まず、その優位性が保てなくなってきている感じですし、どうしても海外へ、海

外へと、設備投資の話なんかも、海外の話ばかりでして。

ですから、そういう中で、じゃ、黒部としてどんな形で考えていくのかというところが

あるんですけれども、なかなか新しい企業を誘致しようとしても、今そういう状況ですか

ら、なかなか来てくれるところというのも、すぐにはないんじゃないかなという感じがし

ますよね。

今、農業、工業、商業と分かれていますけれども、実際、今はもうそういう垣根を取っ

払わないと、工業だけで考えていてもだめですし、商業だけで考えてもだめな時代だと思

うんですよね。６次産業化と言われましたけれども、６次産業化って、どっちかといえば

農家主体の考え方なんですね。うちも、今、１つ認定を受けて、やっていますけれども、

そういう垣根を取っ払うということがまず必要なんじゃないかなというような気がします

ね。

農業にしても、今の話で言った特産物をブランド化していきましょうというような形、

国の政策が変わるから、なかなかこういう市レベルの計画には盛り込むことが難しいかも

しれません。工業も一緒なんですよね。そういう中でも、じゃ、地域としてできることが

何なのかということをうたっていくのが、この計画の真意というか、目的ではないかなと

いうような気がするんですね。それが、黒部のブランド化かもしれません。農業水産物だ

けでなくて、工業の振興にあっても、工業の製品としても、黒部のブランド化みたいなも

のを図っていく必要があるんじゃないのかなと。そういう中では、この区分ではその新製

品とか新技術の開発に力を入れていくべきなのかなというような気がしますね。

統計的といいますか、数字に出てくる部分というのは、なかなかいい形では出てきませ
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んけれども、いつも将来的なものを考えていく中で、そういう方向に行く以外、何か生き

残っていく道がないのかなというような気がしますけれども。

【部会長】

それは、工場の中でつくる野菜工場は、もう稼働しているんでしょうか。

【Ｆ委員】

あれを、今、東北農政局のほうで、認定を受けまして、農家さんが東北なものですから、

東北で申請して。

【部会長】

黒部ではなしに。

【Ｆ委員】

そう。東北の農政局に認めてもらったというか、認定を受けましたよね。

【部会長】

ＬＥＤで野菜をつくる。

【Ｅ委員】

地元で何かできないものですか。興味がある人、おられると思うけど。

【Ｆ委員】

たまたまそういう苗を植えている方が東北の方なものですから、そこから申請してもら

ったものですから、東北農政局の認定になってしまいましたけれども。

【Ｈ委員】

それはやっぱり、その都会の方へ流すんですか。

【部会長】
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そういうものを、例えば新商品、技術開発というのじゃなくても、ここにはっきりと、

ＬＥＤでの工場野菜と入れてくださるとありがたいことだね。

【Ｅ委員】

１つ聞きたいんだけど、そういった野菜をやっておられるのかね、富山でほかの人も。

【Ｆ委員】

ええ、○○さんのところですね。

【Ｅ委員】

全く別ね。

【Ｆ委員】

はい。

【Ｈ委員】

なんであろうと。やっぱり、今言われた垣根をとって、Ｆさんの会社では、そのような

栽培する機械的なものもつくっておられる。その栽培機械の中では、農業関連のそういう

流れもあるんですけど、それと手を組んだ流れ、面白いと思うんですけどね。

【Ｆ委員】

うちらはやっぱり野菜を育てるための、そういう技術は持っていませんから、それはや

っぱり農家さんと一緒になってやらないとやれないと思います。そういうものですね。

【Ｈ委員】

タイアップしたほうが面白い。当然そういうようなものを、どれくらいの期間でもって、

当然、どれくらいの期間で回転率を上げるかですね。

【Ｆ委員】

そうですね。
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【Ｆ委員】

端境期がないですから、そういう面では生産性は上がりますね。

【Ｊ専門委員】

うちのほうでも、農業といえばいいか、産業の６次産業化ということで、先般、１０月

だったか１１月かの商工会議所の会報誌の中に、６次産業化のパンフレットを入れさせて

いただいて、農業面ばかり言っていてもだめなものですから、いわゆる商工業の方から関

心のある方は、ひとつ、何でもいいからお問い合わせくださいというような形で入れてい

るので、おいおいにはそういったような形で、垣根は少しずつこちらも取っ払っていかな

いといけないというふうに考えておりますので、また工業、商業のほうでも、そういうよ

うな形でタイアップしていただければというふうに思いますので。

【部会長】

後期には、そういう垣根を取っ払った何かという、そういう言葉じゃないけど、そうい

うのがあればいいですね。

それと、この中に入るかどうかわかりませんが、小水力でいろんな産業というか、そう

いうものも興る可能性は、どうなんでしょうね、それは。

【Ｆ委員】

今、○○さんがやっていらっしゃる……。うちが水車をつくっているんですよ。

【部会長】

あの重たい水車をつくっているんですね 。

【Ｆ委員】

だから、そういう部分も、新しい分野として、その、今やっているそのプロジェクトも、

その新エネルギーを使いながら、地域に新しい産業を興しましょうというのがやっぱり目

的なので、自分たちがやる部分だけではなくて、地域の産業として根づかせたいというの

がありますね。
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だから、そういう部分も、新しい分野じゃないですかね、今まで、１９年につくられた

この計画の中では、その当時はなかったような話が出てきていますからね。そういうもの

を盛り込んでいただければいいのかなという気がしますよね。

【部会長】

地域で、スマートグリッドまではいかないけれども、そこは最低限、次の５年間ぐらい

ではできそう。

【Ｆ委員】

工業だけではなくて、ほかの部分もそうだと思うんですけれども、１９年度にこの計画

したときになかったことが、今、起きているじゃないですかね。農業にしても状況が変化

してきているから……。

【部会長】

それも、やっぱり大学との結びつきの中で出てきているんですよね。だから、そういう

意味では、この大学の研究機関との結びつきをきちっとうたったほうが、僕はいいんじゃ

ないかなというふうには思うんですけど。

ここにもそれらしいことは書いてはあるんですけれども、もっと明確に出す、あるいは、

これから○○そのものも、ここで生産するというより、ここで研究開発するというふうに、

方向はおそらくかじ取りされていくんだろうと思うので、そういう意味では、やっぱりも

う一回ここに大学を誘致するようなことをやっていかないと。○○の先生を１回案内した

ときはあったんですが、それから全然何も音沙汰なしですけれども。

【Ｉ委員】

そういう研究機関との連携というか、研究機関の誘致も含めて考えていくことが大事な

んだろうと。

【部会長】

大事なことですよね。こういう、やっぱりきちっとうたったほうがいいでしょうね。研

究都市、いわば黒部の将来のビジョンは研究都市にしちゃうんだというぐらいの意気があ
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ってもよさそうな感じがしますよね。

【Ｆ委員】

黒部市が富山高専と連携協定を結びましたし、会議所は富山県立大と結んでいますし、

そういった……。

【部会長】

そういう事例で国際大学もあったような。

【Ｆ委員】

そういうような形で、結構、そういうものは見えてきていますから、そういうふうに当

たってもらうというのがいいかもしれませんね。

【部会長】

これについては、何か補助体制とかそういうのは、今もあるんですか。行政の方がしゃ

べらないと、もうちょっと活発に。いかがでしょうか。

【事務局】

ここにあるような新技術の開発については、国、県の制度があるんですけれども、それ

は意外とハードルが高いので、市で独自の制度を持っております。それと、ちょっとした

ような商品化に向けた、そういったような、２００万円の制度と５０万円の制度を持って

います。

そういうようなことで、きめ細かく支援はしておりますし、融資面というか、こういっ

たものについては、資金面の対応も必要なので、そういったものの研究については、融資

制度について、県の融資制度等を活用された場合に、市は、それに対する融資保証料を全

額補助するという制度を持っています。

【部会長】

協会の保証を。
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【事務局】

信用保証協会の保証料補助も行っているということでして、最大、今年の設備投資では

○○万円ぐらいの保証料の助成をしておりますので、そういった意味では、もう何か取り

組みたいという方につきましては、それなりの制度は、一応準備しています 。

今おっしゃられた包括連携のお話の中で、さらに進めていければ、研究等にもいいんじ

ゃないかと思います。

前回、サミットがあったときも、先ほどありました、こと工業とかそういうのだけでは

なくて、それがそのエリアで研究大会が開催されることによって、例えばその参加者が宇

奈月温泉に泊まられるとか、その後のエクスカーションに行かれるとか、そういうような

経済波及効果も大きいので。それと、研究大会とかに参加される参加者の消費単価という

のは、普通の旅行よりも大きいので、そういった意味でも非常に有意義であるかなと。

今後、どういうような制度要求があるのか、そういったような需要に合わせて、また制

度を拡大とか補助していきたいというふうに。

【部会長】

手厚い制度がなされているのに、ここでいくと、実績としては２つしかありませんけれ

ども、企業、そういう支援の周知が必要かなと。

【事務局】

実績にはなかなか至っておらないというふうに思いますけれども、それでも、いろんな

意味で、個別には対応しておりますので、そういったような相談業務というか、そういう

ことをやっていきたいというふうには思っております。

ちょっと、何かぼやっとした回答で大変申しわけないんですが。

【部会長】

それだけの手厚いものがあれば、もっと出てきそうな感じはしますけどね。

【事務局】

おっしゃられるように、ほかから事業誘致も一生懸命やっているんですけれども、なか

なか今のところ経済情勢が難しいということで。
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今、地域内にある企業さんが、クラスターか何かでいろんな事業を立ち上げるときに、

家具屋さんであるとか、野菜農家であるとかは、クラスター形成して、新しい事業に取り

組むような、そういう基盤づくり、こういったものは必要かなと。

【部会長】

それと、もう一つは石田の工場団地というか、あそこは、立地したのは、あれは１軒だ

けで終わって、それと米粉とですか。

【事務局】

今、全体の７割程度を売却して、あと３割。８,０００平米ぐらいの用地が残っています。

大きさによってですけれども、１区画という土地、あと１区画。

【部会長】

あと１区画ですか。

そういう意味では、結構実績を上げていらっしゃいますよね。それにしては、アンケー

トでは評価が低いような。見えないんだよね。市民には見えない。

【Ｄ委員】

見えるようになるというか、見えないというか、一般の人たちまで届かないというか。

いつも途中半端で終わっているような感じが。

今、マコモとかもどこまで栽培しているのかわからないんですけど、ある程度は出てい

ますけど、学校給食でも何かされましたよね。その後の、もっと、まだ私らがあまり食べ

るものではないので、そういうアピールの仕方とかも、まだ途中半端になっていますし、

さっきから水、水というお話があったんだけど、昔、黒部ブランドのときに、黒部スイカ

の復活ということで、○○さんのときに、ある程度言って、一昨年ですか、柴田理恵さん

と鶴太郎さんが来られたときにも、食べたのは、あれは多分黒部スイカだったと、私、小

倉さんに聞いたようなことがあるんですけど、その黒部スイカもどこら辺まで進んでいる

のかというのも、ちょっと見えないというか、途中になっているのかなという感じもする

んですよね。

すると、やっぱり水と緑と大地ということなので、やっぱり水を使った栽培、新しい商
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品になるのかもしれませんけど、例えばセリですとかレンコンとか、何かそういう水、ほ

んとうに、さっき電気と言われたので、水で電気をおこして、その水を今度、水栽培に使

うとか、何か関連したような、黒部らしさというのは、やっぱり水がまず出ると思うので、

そういうものとかも新たに開発していければいいかなと。

最後まで、さっきも言ったように、学校給食で食べましたけど、じゃ、各店へ行って食

べられますか、商店に行って食べられますかと、水団子もそうなんですけど、やっぱり一

律に、各商店たちもＢ級グルメとか何かでも、結局、最終的には店屋さんまで行き着くと

いうか、黒部へ行ったらどこでも食べられますよという。途中半端に今なっているような

状態だと思うので、やっぱりそこまで持っていける手助けというか、協力というのは必要

じゃないかなと思うんですけれども。

黒部スイカも、この間食べたのがおいしかったので、これは入善ジャンボスイカですか

と言ったら、いや、黒部のスイカですと言われたんですけど、やっぱりなかなかたくさん

の量が。さっき、儲からなければという話だったんですけど、多分、ブランドとしては、

高くても売れると思うので、やっぱり品物がよくて、黒部ブランドとなれば、また高くて

も売れていくという、そういう宣伝の仕方。黒部のスイカというのも、昔からあるもので、

新たなものよりは昔からあるものを何とかまた再現していくということも必要じゃないか

なと。

もう少し水というものを強調したあれが必要かなと思いますけど。

【部会長】

黒部から、黒部の水ででき上がった電気のＬＥＤで、その黒部スイカができて、その水

は黒部の水で、そういうのがほんとうに一番理想でしょうね。

だから、皆さんが努力をされて、そういうのが、だんだんだんだん今膨れ上がってきて、

それをこれから外にどうやって打ち出すかという、そういう時期でもあるんですね。だか

ら、それはこの中にどうやってうたっていけばいいかというのは、次の会議のときに、そ

れをさらに煮詰めていくと、こういうことにしたいと思います。

【Ｂ委員】

今、石田団地のお話をされたんですけれども、うまいこと入っていると、企業が入って

いるという感じで今言われたんですけど、素人目に見ると、滑川とか、隣の入善町のほう
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が、何か新しい工場が建っているなという感じがするんですけど、そんなのでもないんで

しょうか。黒部も。

【事務局】

今おっしゃられるように、かつては黒部の工業生産というと、県下でも有数ということ

だったんですけれども、社会環境とかの変化によって、ここ１９年ぐらい、１８年ですか、

滑川が黒部の工業生産額を抜いております。入善も新しい企業が入ってございます。そう

いったことで、市としては少し立ちおくれているのかなという、そういう認識でございま

す。

今年度、企業の立地の課題調査ということで、少し地道なんですけれども、企業アンケ

ート調査をやらせていただいております。来年度以降、どういったような市の課題であり

ますとか優位性でありますとか、少し整理して、今後そういう。急には、今の状況ですと

難しいと思うんですけれども、そういったような誘致活動の強化は必要という認識でおり

ます。

【Ｉ委員】

今のあれでいくと、例えば今、滑川とか入善の話をされたけど、それは例えば黒部と違

って、何か特別の政策なり対策というのをやっておられるのか、今、それとも企業側の論

理として、そっちのほうがいいというふうな論理でそういうふうに進んでいるのか。

【事務局】

滑川については、企業側の論理だと思います。入善については、企業誘致を町の柱の政

策みたいな、そんな感じでやっておられるからかなという。

【Ｂ委員】

先ほどから○○も研究室とかという話をされていますけど、そうなると、働く人が要ら

なくなるのかなと。就労人数が減っていったら、働くところがなくなって、若者がここに

来られなくなるのかなという、そういう危機感が生まれてくるんですけれども。

【部会長】
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すみません。それは、私の勝手な想像でして、実際の話とはまた違うと思うんですけど。

【Ｂ委員】

そうですね。だから、そう思ったら、やっぱりもっともっと企業誘致をしなくちゃいけ

ないかなというようなことで。先ほども言われたように、入善と滑川との違いって何かな

というのはあって、そういうのをちょっとまだ、黒部ならではの何かいいところというか、

特徴を出して、誘致していただきたいなと。

【Ｅ委員】

すごく、今まで○○があったから、あまり言われなかったのでは。

【Ｆ委員】

逆に、黒部イコール○○というのが強過ぎて、ほかのところが来にくいというところも

あるんじゃないですか。

【Ｊ専門委員】

今の東日本の大震災があってから、わりあい企業というのは危険分散を図るために、日

本のあちこちに、場合によっては海外も含めた形で分散化というような部分もあるので、

そういうのが、富山県というのは非常に災害の少ない県というアピールをする点があると

思うので、そういうようなところも、これからは少し認識が変わってくるような気がしま

すけどね。

【部会長】

そういった点では、企業の誘致を積極的に進めていくということになるのかと思います

ね。

それでは、時間がありませんので、次の商業の振興ということに移らせていただきます

が、前期、まだ１年あるわけでありますが、これも評価が低くて、私も三日市のほうに出

店を、空き店舗を利用して出させていただきましたが、歩いている人がいないということ

と、よく皆さんもここを何とかしようよという、その議論の輪が広がっていかない。だか

ら、何でかなと。これだけだとシャッター通りになって、行政もこういうふうに何かしよ
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う、空き家対策に何かやっていらっしゃるけど、そこにいる当人の皆さんの認識が、なか

なかそういう認識になっていただいていないんじゃないのかなという危惧をしているわけ

であります。

そういう意味では、商工会議所ではいかがでしょうか。

【Ｆ委員】

店を出されて、よくわかられたと思うんですけど、その、やはり、町の人の意識が一番

大きいと思いますね。それがやっぱりあるから、市民の皆さんのアンケートで見ても、そ

ういう評価なんですよね。市のほうでお願いして、空き店舗にしても、新店舗ですか、空

き店舗を使った新規開業に使用してもらったりもしていますので、これもこういうのに使

っていただければ、すごく出店しやすい状況にはあるんですけどね、今。出店したりして

も、新しいものをやろうとする、そういう意欲というのがなかなか見えてこないんですね。

今、中心商店街という考え方自体はもうなくなりつつあるのかもしれませんけどね、全

国的に。

【部会長】

全国的にね。だから弱るんですよね。だから、スプロール化とか、いろんな意味で言わ

れるんですけれども、そうすると行政の負担が多くなってくるということにつながってい

く。大型店が、次から次へ大きいやつが出ると、中くらいのものがつぶれて、ゴーストタ

ウンということですね。

いろんな、ＴＰＰでもし、それが自由化になると、今度、アメリカの大手が入ってくる

と、まさしく競争の原理で、日本勢が後退してしまう。そうなったら、いろんなところに

あんまりたくさんつくるのはということになってしまいますね。

だから、ここは何とか、中心市街地をあれだけ立派に、黒部の電柱地中化がなされてい

るところはあそこだけなんですよね。実に、スロープとしても、こういうふうに下がって

いるスロープを見ると、非常に景観としてもいいということで。

車はたくさん通る。通ることは通るんですが、とまる人は少ない。それは、言わせると、

駐車場がないからだ、何とかだと言われるんだけれども。逆に言うと、あまりここで言う

とだめなのかもしれませんが、ヨーロッパのまち、今、ヨーロッパは大変な危機に遭って

いて、今のヨーロッパは、と言うんですけど、ヨーロッパのまちづくりは、要は中心市街
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地から車をシャットアウトして、そうして、そこに人々が行き交う。そんなことをしたら、

そこに大聖堂、向こうは中世都市、城塞の都市でありますから、設計では教会を中心にし

て、八方に広げていって、教会の内部が広場か、そこには駐車場になっているという。そ

の駐車場を廃止するといったときには、これだけの車が来ているのに廃止したら、もっと

来なくなっちゃうよといって大反対があった。ところが、実際にそういうふうにすると、

そこで行き交う若者がまず入ってきて、観光客が入ってきて、そして、その周りの外周道

路のとこにビッグモール、大きいショッピングセンターをつくって、大きいショッピング

センターをつくると、本来なら、そういう中心市街地はなくなっちゃう。それが、両方と

も両立しちゃった。そういう事例が至るところにあるんですね。それをやっぱり、それに

なりきることは、日本ではできないんですが、それに近いことを僕はできるような感じが

するんですね。

だから、これを例えば実験なんかで、寺町側の１区域なんかを、車をシャットアウトす

る。そうして、そこで、みんなが自由に外に出て、何かをする。歩行者天国、納涼楽市な

どとか、そういうのはあるわけですが、あれは一時的なものでありまして、エブリデイそ

ういうものをやれる仕掛けが、本来できれば、すごく活性化につながる可能性があるのか

なと思ったりしているんですが。ただ、あそこは救急車がストレートラインで一番早く行

ける場所でありまして、シャットアウトは無理。一方通行はできる可能性はあるという話

でありまして。

いろんな施策をここに入れていかないと、思い切った施策を入れていかないと、このま

まだったら、今までの５年間とこれからの５年間も一緒だと思います。ますます悪くなっ

て、先ほどＢさんが言われましたが、新幹線ができると、ストロー現象でみんな金沢か軽

井沢へ買いに行ってしまう。ますます商店街を闊歩する人たちがいなくなってしまう可能

性が十分にあると。

【Ｉ委員】

だから、あれでしょうね。例えば、三日市の商店街だけで考えてもだめであるし、それ

から、空き店舗対策をどうするかということだけ考えていても、それは決してうまくいか

ないですよね。

だから、ヨーロッパなどは、都市施設そのものが長い歴史の中で出てきているから、日

本とは違う面もあるんでしょうけど、しかし、やっぱりそこに人が集められるような仕掛
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けというのはいっぱいあるわけで、例えば、三日市にしたって、かつては周辺のところか

ら電車が走り、あるいはバスが走り、そうして、人がそこへ買い物に行っているというよ

うな感じで人が集まっている。ただ三日市の人間だけじゃなくて、その周辺の人たちがそ

こへ来ている。それが今なくなってしまってきて、ですから、そうなってくると、例えば、

これはまちの循環バスを出すかどうかなのかしらないけれども、やっぱり三日市に常に自

分の車でなくても行けるようなスタイルをつくっていくとかいうようなことをしていかな

いと、中心街というのは、もう人が集まらなくなってきている。そこに、そこの中心街の

中でにぎわいをどう創出していくのかということ、日常的なにぎわいというのは、やっぱ

り食べ物であったり、いろんなものがあるわけですから、総合的に考えていかないと、た

だあそこの地域だけを何とかしたい、あるいは空き店舗を何とかしたいだけでは、これは

なかなかうまくいかないだろうというので、それまで、やっぱりもう少し、Ａ委員が言わ

れたように、もっと思い切った、総合的なものをここに盛り込んだほうがいいのかなとい

う気がしますよね。

【部会長】

いかがでしょうか。その対策。

【Ｂ委員】

まず、中心市街地の整備なんですけど、やっぱり店をどんどんたたまれる方がいらっし

ゃいます。そういった方を、そのまま住居にするんじゃなくて、出ていってもらうような、

それぐらいのやり方をしないと、商店街というのは存続しないかなというふうに思います。

そして、イベントでは人は呼べないので、イベントはやめたほうがいいかなと。やめた

ほうがいいと言ったらあれですけど、イベントだけではその１日だけで、特に商店街の活

性化にはつながらないというふうに考えます。それは、いろんなことを今までやってきて、

そうなんですけれども、先日、富山県でやったとやま観光未来創造塾というところで、山

田桂一郎先生、藻谷浩介先生に教えていただいて、確信しました。それは何かというと、

やはり人は人で集まってくるということです。幾ら商店街で安売りしても、多分、電機屋

さんだと○○とかにかなわない、野菜はスーパーマーケットにはかなわないんです。じゃ、

どうするかといったら、やっぱり魅力的な人がそこにいて、その人に会いに行く、その人

のところに買いに行くということにしないとだめかなということだというふうに思います。
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私、実は実験的に、黒部じゃなくて魚津の商店街で、もうやり始めています。何かとい

うと、異業種交流会をやっています。初めは黒部でやっていたんですけど、事務局の方も

１回出られて、わかっていると思うんですけど、今は、何もしないで、動員なしで３０人

ぐらい来ます。若い人たちが、金沢からも、私が主催している異業種交流会に来ています。

金沢から来て、山久ラーメンでラーメンを食べて、どこかでジュースを買って、参加して

います。結局、お金が落ちています。

そういったことで、この間も新勝寺商店街というところでやらせていただいたんですけ

ど、７時半から９時までやっています。周り全部シャッターが閉まっています。その中で

こうこうと電気がついているので、周りの歩いている人も間違いなくみんな立ちどまりま

すし、車も全部とまって見ていきます。これは何が始まったのかということであるんです

けれども、結局そこで、人が人を、何をしているかといったら、地元の人を講師に迎えて

しゃべっていただいて、あとは交流させているんです、名刺交換させているんですけど、

そういったことで、人が人を呼ぶということをやっています。商店街の人も先生になって、

いろんなことをやらせようかなというふうに思っています。三日市の中にも、いろんなお

もしろい人がたくさん多分いると思います。そういった人を魅力的な人にして、その人に

人が集まるという仕組みにすればいいなと。これは別に行政がやるわけじゃなくて、多分

民間の人がやるべきだというふうに思いますので、じゃ、行政はどうするかといったら、

やっぱりそういった場所、空き店舗、どういったところがあるかというのを、情報をもっ

と開示するということと、あとＰＲの方法とか、例えば、もし広報とかそういったものが

利用できるのであれば、そういったいろんなことをやっているよというＰＲの方法をご教

示していただくと、多分それぐらいじゃないかなと。やるのは、やっぱり住民がやらない

と、それでできないところを行政がやるという仕組みにしないと、行政が何でもやるわけ

じゃないので、行政ばかりがやっていると、行政に批判が集まっていくので、そうじゃな

くて、自分たちがやらないといけないということで、まずそういうバックアップ、支援。

それから、あともう一つは、初めに言った、強制的に、店をたたむならもう出ていけと

いうような、そんな仕組みをしていただけたら、もしかしたら、もしかしたらじゃないな、

商店街が活性化するというふうに、私は確信しています。

以上です。

【部会長】
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非常に厳しいご意見。なかなか、要は皆さんが高齢化になって、自分がやるところまで

精いっぱいやって、そして閉じていらっしゃるという方もいらっしゃって、しようがない、

例えば店を閉めたから出ていけと言うと酷な気もしますので、それはあれですが、皆さん

が、要は店を閉めたらそこを幾らでも貸しますよという、その姿勢はきちっとあるんです

よ。だから、そういう広報なんかもきちっとやっていくべきなのかなというふうには思い

ますね。

それと、家賃だとか、そういうものも、従来は高かったものが、非常に安い。だから、

今回の、言っていいのかどうかわかりませんが、家賃なんか、３軒入っていて、電気料と

かそういうのは別にして月○○万ですね。だから、○万から○万の負担だけで終わっちゃ

うということで、非常に、そういう点では、新規に入る人が入りやすい形にはなっている

んじゃないかなというふうに。建物もほんとうにすばらしい、鉄筋建てのすばらしい。生

地だと、古い家だったり、直すのに大変だねというところがあったりするんですけど、ほ

とんど手直しが要らない形でできる。非常に、そういう点では、魅力的なところではある

んですね。だから、あと何か、今のような、いろんな市民一人一人の活動も核にしながら、

そして、ドラスチックな町並みに変化をもたらせる。市民一人一人にわかりやすい形のも

のを提示していかないと、なかなか商業は、これだけのことをやってよかったねという評

価にはつながらないというふうに思いますね。

【Ｅ委員】

今のまちの中で、店をやめられるということによって、だから、結局は、儲からないか

らやめるということになると思いますので、それは農家と一緒だと思うんです。儲からな

いから、担い手ができないと。そういうと、それをどうすればいいかというのは、なかな

か難しいと思いますが、まちも農家も一緒じゃないかなというような感じがいつもしてお

るわけですけど。儲からないから、やらないという。そうだから、今の農家の場合は、何

人か若い後継者ができたら、年間何百万円くらいをわたすといっても、ただそれだけもら

ってもやることはできないということで、魚のえさにもならないという話になってしまう。

そういうことで、大変難しい問題だなと思っております。ほんとうに、そういうところ

をどうすればいいのか。

【Ｉ委員】



-37-

もうひとつ、この中に目標値というものがあって、中心市街地、三日市の小売店舗数の

数を目標値にしているんですね。これを、こういう形のものの目標値がいいのかどうなの

か、それはもうまさに店が減っていくだけのもので、何か寂しいような、マイナスになっ

ていくような目標値をつくるわけにはいかないですね。常に増やすという目標値を立てて

やってくると、その乖離がだんだんひどくなっていって、ですから、商店街の店舗数を増

やしていくという目標数が妥当なのかどうなのか。こうあってほしいとは思いますよ。思

いますけど、こういう目標値じゃなくて、もっと質的なものだとか、にぎわいだとかいう

ような形のものの目標値というのはつくれないのかどうなのかという気はします。なかな

か難しい。

【部会長】

これは、次回出てくるでしょう。

【Ｂ委員】

この辺の見直し、指数の見直しというのも可能なんですか。

【事務局】

指数の見直しについては、一応継続的にトレースしていくという目標がありますから、

新たに付加するという。目標値を少し現実的なものに修正するとかということはあり得る

と思いますし、新たな指標を、今後設定する必要があるだろうと思われるものについては、

これは議論の余地があるというふうには思っております。

【事務局】

今おっしゃられた、これは、商業統計によって出して、今、数値が入っていないという

のは、その統計年度が違うということなんですけれども、昨年、商工会議所とちょっと連

携して、じゃ、どれぐらい三日市にあるのかねということを調査しました。そうしたら、

２００幾つの目標、２０８に対して、今、現状は、１４４なんです。だから、ものすごい

勢いで減っていっているという認識。だから、おっしゃられた、どんどんどんどん２４年

には増えて、２９年にはという、こういう希望的な目標にしているんですけども、現実は

ちょっとこの目標とは相当乖離してきたなという、そういうような。
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【部会長】

やっぱり現実を認識し直して、やるべきでしょうね。

【Ｄ委員】

空き店舗になる前の。これは、空き店舗になってからの対策ばかりで、空き店舗にしな

いための対策というのは見えていないというか、大体わかってくるじゃないですか。例え

ば、生地だったら、○○さんも閉めてしまわれましたし、その前に何とかもっと情報が入

って、これをこうすればよかったというのは、商工会議所とか商工観光課は、アドバイス

を与えられるということを、対策として先にやったほうが、開いていくといっても、これ

はどんどんどんどん開いていきますよね。例えば……。

【Ｆ委員】

なかなかやめますというのは、情報として、お店自体が出さないじゃないですか。いつ

やめますという、３年後にやめますとかって言わないですから、なかなか。それが難しい。

【Ｄ委員】

そうなんです。例えば、今、○○さんとかだと、私らも聞いていますけど、やっぱり跡

継ぎがいないから、ある程度、もう７０になったらやめますよとかといって情報が入って

いますよね。

そういう場合、私らではどうしようもないので、やっぱりそういうときは、商工会議所

のみんながわかっておられると思うので、商工会とか、そういうときに、こういうふうな

アドバイス、こういうふうなもの、新開発したらいかがですかとか、何かそういうアドバ

イスができないものか。これは、ほんとうに生地もシャッター街になってしまって、ゴー

ストタウンになってしまうというか。

なってしまってからの対策というよりは、やっぱりもう少しその前の対策も、目を届か

せるというのは必要かなと。

さっきの○○さんの話でも、人が集まってくるような形にするとなれば、やっぱり皆さ

んの顔を突き合わせられる状態にしていかないとというと、○○さんなんか、例えば、生

地も銭湯がなくなってしまいましたから、おふろに入って、皆さんの顔を見合わせて、帰
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りは買い物をして帰れる。今、シャトルバスも、吉田、生地の駅から出しましたけど、そ

れだとやっぱり、今は少しずつ増えていますけど、生地のまちに店がなくなれば、その意

味もなくなっていってしまうので、結局、あれは、買い物難民ということで出されたと思

うんですけれども、やはり生地のまちに店がなくなれば、三日市へ行かれると思いますけ

れども、やっぱり身近なところで買い物ができる状態、これはどんどんどんどん閉じてい

かれますと、車ではもう行けない状態になるので、そういう小さな店を閉まっていくとい

うのが、今。

要するに、閉まってしまえば、うちの中に閉じこもってしまって、今はインターネット

で届けてくれるというのがありますけど、やっぱり皆さんが外へ出ていかないと、福祉の

問題にもなってくると思うんですけどね。やっぱり、外へ出て買い物して、皆さんと顔を

合わせて、毎日楽しい生活をするという基本とすれば、店が閉まっていってしまえば皆さ

ん出ることもない。だから、インターネットで生協が届けてくれるって、そういうような

感じ。うちへ閉じこもってしまって、寝たきり老人になっていくというのがやっぱり目に

見えてくると思うんですよ。

その前で、やっぱり空き店舗の対策もそうですけれども、皆さんで何とか継続していけ

るような対策も何かいろいろ考えていただいたほうがいいのかなと思います。

私たち、今、○○というのをやっているんですけど、やっぱり先ほど言われたように、

たくさんの方がほんとうに楽しみにして来られるんですよね。リピーターもたくさん、新

潟とか京都からも毎年来る、北海道からも毎年来るという方もおられますけど、やはり１

店舗だけでは、人は呼べないんですよね。この後、続く人たちがいないんですよね。それ

を、私たち、後に続いていただけるだろうと思って、店をやったわけですけど、１店舗で

はやっぱり続けませんし、どうやったら新しい店の人を呼べるのか、若い人たちを呼べる

のかという対策を先ほどやられましたけど、自分たちがやればいいんですけど、なかなか

手が回らないという部分もあるので、そういうところにも何かちょっと力を、こうやった

ら町なかがにぎわっていけるということをもう少し勉強して、そういうアドバイスをいた

だける場所も必要かなと思うんですけど。

今、空き店舗の対策ばかりだったので、そういう思いもあったので、お話ししましたけ

ど。

【Ｆ委員】



-40-

会議所の会員も、毎年３０店ぐらいやめちゃうんですよ。３０店ぐらい増やして、何と

か会員は維持していますけれども、その９割以上が廃業なんですよ。３０店のうち２７店

ぐらいは廃業されて、後継者がいないからということで廃業されて、会員をやめていく方

が多いんですね。なかなか廃業というところを考えておられる方に、なかなか踏みとどま

らせるのは難しいですね。今言うように、後継者がいないと言われて、じゃ、何かかわり

にしなさいといっても、指導してもなかなか。

【事務局】

部会長、すみません。時間の関係もありますので、２―４まで触れていただいても。

【部会長】

まとめ切らなくて申しわけありません。

それでは、商業のほうは、もっと、何かもう一項目増やすような格好で、もう少し市民

に見えるような形のものが必要であろうということでありますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

それでは、２―４の観光の振興のほうに移らせていただきますが、先ほど、この観光来

訪者が唯一二重丸というところがあったわけでありますが、さっきの説明の中であったと

思いますが、あのデータは、２０何万人というのはちょっと少な過ぎるし、あれはどうい

う数値だったんですかね。

【事務局】

これは二重丸になっております。実は、この目標値、現状１７０万人としたときに、県

のパラメーターの推定値を利用して、訪れた方がいろんなところに立ち寄った、その率み

たいなものを、県の推定値が７割程度だったので、そういったような数値にしているんで

すが、集計のとり方とか、そういうものが非常に県全体でもあいまいということで、１回

見直されました。その数字でいくと、今回は２５４万人ぐらいということなんです。

では、富山県の中で黒部市の占める割合はどうなのかというような、１つ見方があると

思うんですけれども、これについては、計画年度が８.８％ぐらいだったものが、現在９.

２％、２５４万人で９.２％。県内における黒部市の観光入り込みの比重は、やや増えてい

るというようなことで、二重丸ではないにしても、やや微増かなというところであります。
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その主な内容について少し説明させていただきますと、いわゆる基幹と言われる宇奈月

温泉の入り込み、あるいは今日の新聞等にも報道発表されておりますが、黒部峡谷鉄道さ

ん等の観光入り込み、これについては、大変苦戦しておりまして、減になります。

ただ、ここでなぜ増えているのかといいますと、市内にはいろんな日帰り観光地みたい

なところがありまして、例えば大島キャンプ場には２０年にパークゴルフ場がオープンし

たとか、あるいは、吉田科学館でありますとか、魚の駅「生地」さんが増えているという

ようなこと、あるいは、「あこやーの」、旧の黒部青少年の家、こちらのほうも増えている

ということ。あるいは、宇奈月麦酒館というのも、２２年に食彩館がオープンしたという

ことで、そういったようなところが増えているということ。

そういうようなことから、この数値が増えてきているということで、イメージとしては、

立ち寄り観光施設の入り込みが増えて、主な指標をそうとらえているからこういう形にな

るんですけれども、基軸となる観光客については、大変厳しい、逆に厳しいということで。

数値だけとらえると二重丸ということですけど、実はそういうことだということで。

【部会長】

今日、Ｃさんがいらっしゃらないから。異議申し立てをされたと思いますが、かわりに。

Ｂさんのところも、おそらく今年なんかも結構厳しかったですよね。

【Ｂ委員】

そうですね。ただ、やるだけのことはやっていましたので。

【部会長】

そういう意味では、これからの観光振興ということについては、相当腰を入れてやらな

いと大変なことになっちゃうねという状況でありまして、観光局に変わって、その理事長

がいらっしゃいますので、是非お言葉を。

【Ｆ委員】

そうですね。１９年のときには、観光協会も合併していなかった時期にこれがつくられ

ていますけれども。

今言われたように、今年は災害と震災もあって、去年よりはあいにく。去年も、そうい
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う意味では、アルペンルートがとまって、特殊要因があった年なんですけれども、さらに

今年は震災による観光客、観光に対するマインドが冷えて、国内観光がうんと前半は落ち

込みましたね。そういう影響がちょっと尾を引いていて、年間を通じての数字もかなり落

ち込んだというのは事実なんですけどね。

インバウンドについては、なかなか戻ってこないというようなことも言われていますよ

ね。その辺をしっかり対応していこうかなというようなところはありますしね。ほんとう

に基幹の観光、峡谷さんであったり、宇奈月温泉の宿泊数であったり、その辺をやっぱり

しっかり上げていくような方向でいかないと、なかなか厳しいんだろうなというふうに思

いますね。

観光局としても、その辺を、来年に向けての準備をしていきますけど、そういう中では、

やっぱり２６年度末の新幹線の開業というのが、１つの大きなファクターだと思うので、

それに向けて、観光として、黒部の観光をどういうふうにしていくかというのは、今、い

ろいろ話し合いをしていますね。

グランドデザインをつくっていきましょうということで、今年、今年度いっぱいで、黒

部の観光のグランドデザインをつくろうというふうにしていますから、ぜひそういうもの

もこの中へ織り込んでいただければというふうには思いますね。

【部会長】

前期にはなかったことですよね。観光協会から観光局になって、そして、第２種の旅行

業の免許も取得をして、これからみずからがツアーを組むことができるということでは、

実際にこういうことをしているよという、市民にはわかりやすい項目が入り、それと、も

う一つは、施策、実際に観光に携わっていらっしゃる、Ｂさんがいらっしゃるわけですが、

何も、例えばこの何年間、前期で、何もしていないじゃないかという意見がおそらく出て

くると思うんですよね。だから、そういうところはもう少しわかりやすいメリハリ、例え

ばここにある観光サインの統一とか、これは実際にはやったのかというと、やっていませ

んよね。だから、言葉だけじゃなくて、やれることだけをここへ書いていかないと、皆さ

ん、ほんとうに苦しい中にいらっしゃるわけですから、何だ、言葉だけだ、なんていう話

になるので。

基本的に、この辺は、言葉を選別して、きちっと入れていくという。要は、短期で見る

ことと、長期で見ることの、２つの形をきちっと入れていく、同時並行にやっていくよと
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いうことを明確にしていかないと、観光の振興というのはなかなか、市民にわかりやすい

観光振興ということはなし得ないのかなというふうには思います。

【事務局】

部会長、時間も１２時を過ぎておりまして、それぞれ皆さんおそらく次の日程を持って

おられる方もおられると思いますので、とりあえず、事務局のほうから、今後の日程等の

中でちょっと触れますが、次回に基本的な素案を提出いたしますので、かなり今のような

突っ込んだ議論ができるものと思います。ちょっと日程の説明も含めて、事務局のほうか

ら説明をさせていただきまして、会議を閉じさせていただきたいと思うんですが、よろし

いでしょうか。

【部会長】

皆さん、よろしいでしょうか。

そういうことで、じゃ、お願いいたします。

【事務局】

それでは、次第のその他になりますが、当部会以外のご意見についても、皆様から、い

ただきたかったところですが、時間の関係もございますので、机の上にお配りしましたが、

本日ご発言できなかったこと、また当部会以外のご意見を記載して、お送りいただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

それで、今度の第２回の部会ですが、課長から申しましたように、本日のいただいたご

意見等を盛り込みながら、素案を示したいと思っております。

今回、やはりこういった時間がちょっと押しぎみの状況になっておりますので、当初計

画として全体会を３回、部会を３回、延べ６回と申しておりましたが、大変恐縮ではあり

ますが、部会をもう一回増やさせていただけないかというふうに思っております。

当初、次回の部会を３月下旬というふうに申しておりましたが、内容のボリュームをわ

けるといいますか、そういたしまして、第２回をちょっと早めて、２月下旬を予定してお

ります。具体的な日は、また今後調整していかなくてはいけませんが、２月下旬、そして、

第３回を４月下旬という方向で進めていきたいと思いますが、この点、また改めて日程を

お知らせいたしますが、ご理解、ご了解いただきたいと思います。
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以上です。

【部会長】

すみません、時間がオーバーしまして。ここにありますように、ここに、他部門のこと

についても意見が言えるそうでありますので、書いて提出ということをしていただきたい

というふうに思います。

今日は長時間にわたりまして、ほんとうに貴重なご意見を賜りました。ありがとうござ

いました。

これで終わります。

【事務局】

それでは、本日の第１回の第２部会を閉じたいと思います。どうもありがとうございま

した。

―― 了 ――


