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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第３部会（都市基盤） 会議録

日 時 ： 平成２３年１２月１日（木）１３：３０～１５：２０

場 所 ： 黒部市民会館１０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席１名）、専門委員４名（欠席無し）

幹事４名（欠席１名）、計画主任９名、事務局３名

【事務局】

皆様ご苦労様です。

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第１回第３回を開催

いたします。

それでは、初めに部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【部会長】

皆さん、こんにちは。

この第３部会の部会長を仰せつかりました大橋と申します。私にとっては大変つらい役

回りで、できればそちらのほうで、思いのたけを存分に述べさせていただければと思いま

すが、こちらに座る関係上、取りまとめ役ということに徹したいと思っています。今日は

皆さん方にはほんとうにお忙しい中、ご出席をいただきましてまことにありがとうござい

ます。

また、冒頭に、こういった都市基盤整備、都市基盤のことを考えるに当たりまして、私

は常々、１０年、あるいは３０年、もっと先のことを考えて、そこから未来図を描いて計

画を逆算する、バックキャスティングプロセスと言うんですが、そういうような考え方で

物事をとらえていくべきだろうと考えております。同時に、やはり２０年後とか３０年後

の先を考えたときに、ほんとうに黒部市というある意味狭いエリアの物事の価値観でだけ

考えるべきか、もっと広域的なものを視点に置きながら考えるべきではないかというよう

なことも個人的には考えています。

この審議会がスタートして１カ月程度たっております。この間、市長による市民のタウ

ンミーティングも開催されておりまして、市民の方々の声も吸い上げているところではあ



-2-

りますが、本日ご参会の皆様には市民の代表として、日ごろ考えていることを存分に述べ

ていただきまして、この会が単なる結果的にオーソライズするような役回りではなくて、

しっかりと今後の計画に反映する、それも長いスパン、長期にわたってそれが生きていく

ような計画になるように、皆様方のお力をお貸しいただきたいと思います。活発なご意見

をちょうだいできますようにお願いを申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

【事務局】

どうも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、本日はこの後、次第の３番目、報告事項、

協議事項と順番に入っていくわけでありますが、報告事項につきましてはおおむね１５分

ほどご説明させてもらいます。その次に協議事項のほうですが、約１時間ちょっと、８０

分ぐらいの協議をいただきまして、その他で約１０分ぐらいで、１５時半をめどとして進

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、審議会条例の定めによりまして、部会長が会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。どうぞよろしくお

願いいたします。

【部会長】

ということで、座長役を務めさせていただきます。

本日は、現状と課題、施策の概要等につきまして、事前に送付をされております市民ア

ンケート結果や目標指数に対する実績、主な重点事業の進捗状況など、事務局からの報告

事項の説明や、社会情勢の変化などをもとに各分野で活躍されている委員の皆様方から、

それぞれの視点からご意見を賜りたいと思っております。

それでは、まず、報告事項につきまして、事務局からご説明をいただきたいと思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

今ほど、市民アンケート調査結果について、主な指標の達成状況について、主な重点事
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業の進捗状況について報告がありましたが、報告事項につきまして、何かご質問等はござ

いませんでしょうか。よろしいでしょうか。本来なら、お一人ずつからいただくところで

はありますけれども、時間の関係上、そういった時間もとれないと思いますので、ご質問

等ある方は挙手をお願いいたします。

【Ｃ委員】

第３部会の施策の進捗状況を把握する指標が、この３ページに書いてある２３から３４

の指標だと最初お聞きしましたね。それとは別に今４つの説明があったんですけれども、

この指標とは全く関係ないので、どういうふうに関係があるのかなと。

【事務局】

今の４つの事業は、全施策の事業の中でも特に重要な事業４つをご説明させていただい

たということでありまして、指標につきましては、それぞれ個々の施策の中に盛り込んだ

指標がこの資料に網羅されております。今説明しました４つの事業のうち、その他の分科

会所管の事業も一部ありますので、この部会で４つの事業すべてがあらわれてくるという

ものではございませんので、その点ご理解いただきたいと思います。

【部会長】

端的に言うと、この第３部会では、この重要４項目のうち新幹線周辺整備のみが一応対

象にはなると。ただ、一番最後に時間をとりますが、この対象以外のほかのものについて

もご意見をいただく機会は設けますので、ほかのこの第３部会以外の部分についてはその

ときにまたなんなりと意見を言っていただければと。

【Ｃ委員】

私が質問しましたのは、この２３から３４というのは大変市民の生活に密接につながっ

ておるものですね。ところが、新幹線とかこういうのは壮大なものであって、日ごろの生

活とあまり関係ないものですから、完成したらありますけど、その辺の施策と指標の関係

というのはどういうふうに設定されたのかなという、そういう質問だったんです。全貌を

お聞きしないとわからない内容は、いずれわかってくるので。
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【部会長】

じゃ、この後協議事項に入った中で、その辺も事務局から説明があろうかと思います。

報告事項につきましては、質問はよろしいでしょうか。

それでは、協議事項に入りたいと思います。

まず最初に、事務局からご説明のほうをお願いします。

【事務局】

協議に入ります前に、まず、基本構想と基本計画について、改めてもう一度、確認の意

味ということで、簡単に説明させていただきたいと思います。

第１回の全体会議のときに皆様にお配りいたしましたこの黒部市総合振興計画、この冊

子になったものでございますが、これをまずごらんいただきたいと思います。

まず、中を開いていただきまして、最初のほうに市長のあいさつがございます。黒部平

野の写真とその下に市長のあいさつがございます。その次に、この総合振興計画の目次が

３ページにわたっています。その目次の右隣のほうに、オレンジ色のところ、白字抜きで

第１部総論ということで、この計画を策定するに当たっての序論ですとか黒部市の概況、

時代の潮流、住民意向動向、黒部市の課題をここから１９ページにわたってうたっていま

す。

その次に、１９ページの次を見ていただきたいと思います。１９ページをめくっていた

だきますと、また右手のほうに、今度は第２部の基本構想というものに入ります。この基

本構想につきましては、平成１９年９月に議会の議決を経てこの基本構想を策定している

わけでございますが、この基本構想といいますのは、計画の骨格的な部分になるものとい

うふうにイメージしてもらえればと思います。この基本構想に基づきまして、後に出てく

るここ５年間の前期基本計画がぶら下がっていることになりますが、基本構想は４９ペー

ジまでうたってございます。

その４９ページのページをめくっていただきますと、今度は緑の大きな丸の中に第３部

前期基本計画ということで第１章から第６章まで、６つのまちづくり方針に基づく形で、

この後それぞれのまちづくり方針に基づいた全施策が出てくるわけでございますが、当委

員会といたしましては、第３章の快適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくりと

いうことになりますので、ページにいたしますと８２ページになります。

８２ページからが当部会でいろいろと審議いただくわけでございますが、快適な暮らし
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を支える都市基盤の充実したまちづくりの中には、施策のみんなで７つございます。８２

ページ以降、７つの施策が基本構想、都市基盤のほうにぶら下がっておるわけですが、そ

の中で、施策をもとに現況と課題、また、市民の声、施策の展開方針というものがそれぞ

れ記載されておるわけですが、この前期計画は平成１９年１２月に策定しておりますので、

当時からの社会情勢等々が変化しておるということ、また、皆様方の精通したご意見、各

分野からの精通したご意見をいただきながら、現況と課題、市民の声等々の見直しを行っ

ていくというのが、この後、作業をしていくということでございます。ですので、皆さん

からはそれぞれ忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

なお、今回はこの資料をもとにご意見をいただくわけですが、第２回の部会では、皆様

から本日いただきます意見、あわせて市の内部のほうでも今作業を進めておりまして、そ

の部分をあわせた形で次回に素案をお示ししましてご確認いただく、また、ご意見をいた

だくという形でこの第３部会のほうでは進めていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上です。

【部会長】

今ほど事務局からご説明がありましたが、この後の協議は、この総合振興計画の８２ペ

ージ以降の記載事項を確認して、ということでありまして、もし、お手元に、私も今日は

忘れてきたんですが、振興計画をお持ちでない方は、事務局のほうにおっしゃっていただ

ければと思います。１つありますか。

この内容につきまして、市民の皆様からのアンケート結果ですとか指標の達成状況、そ

れから、事業の進捗状況、それから、４年たっていますので、社会状況の変化をもとに前

期基本計画を検証し見直すということであります。１つずつ検証して、皆さん方のご意見

を取り入れていきたいと思っています。

まず、３の１、８２ページの北陸新幹線の整備という部分で、特に現況と課題、市民の

声等々、皆様方のお感じになっているところをご意見いただければと思います。いかがで

しょうか。あるいはご質問をいただきたいと思いますが。

【Ｄ委員】
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この進捗状況のマル、バツ、三角はありますけれども、今、これ、マルが二重丸になら

ない項目はどういうようなものがありますか。

【事務局】

到達するために何が残っているかというような趣旨でしょうか。これにつきましては、

整備率、ここに３ページ、主な指標の達成状況の３ページをごらんになってご質問をいた

だいているんだと思いますが、これは進捗率を数字で比較して、この表の目標値というふ

うに書いてあるところに、例えば今回の場合は平成２４年を前期の目標としておりますの

で、それと比べて現況の数値が達成しているか達成していないかととらえますので、おお

むね推移しておれば、これは実績のところでごらんになっていただきますと、例えば駅広

場等の整備率につきましては、実績のところでは平成２１年が２９と、こうなっておりま

す。２２が３４でありますので、おおむね横ばいと判断をしましてマルというふうな、そ

ういう数字を比較してマル・バツをつけております。そういうふうにご理解いただければ

よろしいかと思います。

【Ｄ委員】

それじゃ、あとの５件に関しては、何かやりにくいとか、何かそういうのはあるんです

か。

【事務局】

進捗しない原因でありますとか、そういうようなご質問の趣旨でありましょうか。これ

につきましては、これは実は市の組織の中にあります策定委員会以下の職員を含めたワー

キンググループというものがありまして、その中で原因等の分析等も含めて、次回にそう

いうものを踏まえた上で素案を示すという今作業の段階をしておりますので、ここの段階

ではあくまで数値比較だけで現況をお伝えするということでご了承をいただきたいと思い

ます。

【Ｄ委員】

わかりました。
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【部会長】

もう一度繰り返しになりますが、本日は現況と課題、そして、市民の声等に対して、前

期で基本計画を立てたものに対して、今の皆様方のお立場、あるいはそのときからの４年

たった今から見て、この辺に対してどういうような現状の認識があるか、あるいは課題意

識が変わったのか等々、市民の声は今こうであるというようなことをご意見としていただ

きたいと思いますし、あるいは、こう書かれているということに対してどうだというふう

なご質問いただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

【Ｂ委員】

３の１の２項目め、鉄道交通の利便性向上ということで、現状、この冊子に書いてある

ところでは２段落目、ＪＲ黒部駅の利便性向上や安全確保のための駅周辺整備、生地駅の

効率的な管理運営ということで書いてありますが、先ほどの指標のところにも当てはまる

のかわかりませんが、指標のところにも利用者数がバツということになっておりましたが、

具体的な、この冊子にも書いてありますとおり、ＪＲ黒部駅の例えば利便性向上、こうい

ったところについての市としての取り組み状況であったりとか、これからこうしていきた

いというのが、この一文だけだとなかなか見えてこないので、もしあればお聞かせいただ

きたいと思います。

【部会長】

事務局、お願いします。

【事務局】

ＪＲ黒部駅、北陸本線のほうですよね。北陸本線の整備につきましては、駅前広場、交

通広場というようなことで整備をさせていただいてきている状況でありまして、今後、地

元からの要望等もでている橋梁化の自由通路とか、そういったようなことに対する対応を

今後どうしていけばいいかというようなことでは、まだ方向性は出ておりませんが、そう

いった要望等は出ておるというふうな状況でございます。

【Ｂ委員】

多分、今言われたのは安全確保とかそういったところかなと思うんですが、利便性向上
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というのは多分乗客数とか、おりた方がそのまま、市民病院とかは歩いて行けると思いま

すが、そこからバスに乗るときのバスのアクセスとか接続とかそういった、利便性という

意味は多分そういったところだと思いますけれども、そういったところについては。

【事務局】

ＪＲ黒部駅だけではございませんが、地鉄の路線バス、今年度取り組みましたのは、生

地前沢循環線という、要するに既定の路線バスがあったんですが、それを１０月１日から

ですが、ルート、それから、ダイヤの見直しをさせていただいて、法定協議会での議論の

中でそういったような方向性を出しまして、ＪＲ黒部駅にも立ち寄るようなコースの設定

をしていただくとか、そういったような工夫をして利便性の向上には努めるように努力し

ております。

【Ｂ委員】

ハードはどうしても見た目でわかりますので、それは私も通っていますのでよく見てい

ますが、そういったソフト的な向上は、新幹線に関しては求められるのかなと思っており

ますので、また引き続きそういったところに努めていただければと思います。

【部会長】

よろしいですか。

ほか、何かございませんでしょうか。

【Ｉ専門委員】

話の焦点がまだちょっと、しぼり切れていないんですが、今の話、現況と課題をまず一

応押さえましょうという話だと思う。現況という話をしたときに、１つは、これまでやっ

てきた、この施策に基づいてやってきたものがどこまでどういうふうになってきているの

かということで、先ほど資料の２で、その中のそれぞれの数値化できる項目について見て

みるとこういう状況だというご説明なんだろうなと思うわけです。

あと、もう一つ、今日お配りいただいた資料で集計総括という中を見ますと、先ほどア

ンケートの説明があったわけですけど、これらの中で、市民がそういった施策にかかわる

ものについて、どの程度どういうふうに思っているかというふうなことが、どうもこの集
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計総括には書かれているようでありますが、その辺のご説明といいますか、何かそういう、

それから見ると、市民はこれまでやってきた施策について、大体こういうところでは満足

はしておられるけれども、この辺がまだまだ十分ではないというふうにお考えであるとい

うところが何かあるのではないかなと思いますけど、その辺、何か分析されていますでし

ょうか。

【部会長】

事務局、お願いします。

【事務局】

今ほどのご質問でございますが、集計総括についてでございますが、こちら、ページを

振っていないんですけれども、今ほどの分野に関しましては、４枚目の表になろうかと思

います。こちら、都市基盤・まちづくりに関する現状満足度及び重要度ということでつけ

ておりますが、まずこちらのほうに満足度として書いてあります。こちらはＣＳ分析、顧

客満足度調査という手法を用いてまとめたものでございますが、まず、満足度につきまし

ては、今回のアンケートでは、非常に満足、満足、どちらとも言えない、不満、やや不満、

あと、非常に不満足みたいな形で５段階でお聞きしておりますが、非常に満足、満足とい

うふうに答えた方の割合を満足度としてこの表ではとらえております。そういうふうに見

ましたところ、１６、１７、１８と番号を振ってございますが、水道の整備ですとか下水

道の整備、あと、公園・緑地の整備に関しましては、非常に満足、満足と答えられた方が

多いということで、一定程度の評価といいますか、満足度が高いというふうに言えるかと

思います。

一方、例えば上から２つ目の１３番、公共交通機関の充実というところでございますが、

こちらは１５.７ということで、非常に満足、満足と答えた方が少ないということになりま

すので、先ほど、Ｂ委員のほうからのご指摘といいますか、ご意見があったところでござ

いますが、利便性の向上等を図りながら、そういった満足度も上げていくことになるのか

なと考えております。

こちらは、順位というふうにして記載してございますが、こちらは６つの分野といいま

すか、全部トータルしたものが４６項目ありまして、そちらを、今回お話ししました、非

常に満足、満足と答えた方の割合で上から順番に順位をつけていったということになりま
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すので、下水道の整備に関しては全４６項目で一番そういうふうに回答された方の割合が

高かったということでございます。

あと、２ページ目といいますか、その次のページに関しましては、将来に求める施策と

いうことで、さきほどもお話ししたところでございますが、市民の方の意向と、あと、中

高生の方の意向ということで横に棒グラフ化しておりまして、それを取りまとめたもので

ございます。

【Ｉ専門委員】

これは、こういうふうに単純に言う言い方というのはちょっと乱暴かなとは思うんです

けれども、今ほどご説明いただいた集計総括の満足度というものと達成状況というところ

を見ると、達成状況の３０番、３１番、３２番というのが分析した１６、１７、１８に当

たるということで、これらについては、１つ、上水道の関係については三角がついている

けれども、一応マル、二重丸がついているものに関しては、市民の方々の満足度が相当、

それなりになっているというふうなことが見えてきて、一方、新幹線、１２番、１３番、

１４番、というのは、達成状況から見ても、例えば駅の利用者の状況みたいなところはバ

ツがついているわけだし、道路のあたりでは三角がついているというところで、そんなの

はまだ市民の方は十分満足しておられないし、その数値面から見ても、目標としたものに

はまだ達していないというふうに読み取ればいいということでよろしいんですよね。

【事務局】

そのような相関関係をどのように分析していくかという１つの例としてそういう見方は

成り立つ部分があろうと思います。そこらあたりを総合的にどのように分析していくかと

いうことが現在やっておる作業になりますので、本日は、今ほどのご意見のようなご意見

を皆さんからお聞かせいただきまして、それを素案に反映するような作業に結びつけたい

と思っておりますので。

【部会長】

今のご意見の勝手な受け止めなんですけれども、その辺の相関関係もやっぱり事務局の

ほうで、事務方のほうでしっかりと検証してほしいということと、例えば、分析するとい

うことは、地域別にそれぞれ何か特徴的な満足度、不満足度がある、あるいは年代別にあ
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ることと、そんなこともやっぱり、全般的にきちんと評価をしていただきたいという意味

もあるんだなと思います。

ほか、いかがでしょうか。

【Ｇ委員】

現況と課題ということで、先ほどからこれの達成状況のところの、３ページですね、こ

の第３部会のほうで、バツ印になっておるのは２４番のところ１カ所だけですよね、市内

区間のＪＲであるとか地鉄の年間利用者数、これだけがバツになっているわけで、そうい

う意味では、ほかのところはそれなりに、予算等の問題は別として、多分着実に推進して

いけるだろうと思うんですけれども、これは、例えば公共交通のネットワークが整備され

たり、それから、いろんなところが整備されたりすれば、むしろますますＪＲ、それから

地鉄の利用者数というのは、逆にもっと減っていく可能性があるんじゃないかと。それで、

これに対して、ここに、２４番に掲げているこの項目については、じゃ、今後どうするの

かといったようなことが１つ。それについての何か方向性みたいなものは、我々のほうの

第３部会の課題というか、テーマになるのかどうかというふうな点と、それから、先ほど

ＪＲの駅前の話が出ましたが、あわせて並行在来線のことが今議論されておりますけれど

も、この第３部会のトップに北陸新幹線の整備というのが掲げられているんですが、むし

ろ我々住民にとっては、もちろん新幹線は期待度とか、それから、それのいろんな波及的

な効果とか、特に宇奈月の観光とかいろんな意味で、これの期待度はそれこそ否定してお

るわけじゃありませんが、住民、ここに、地元に住んでいる者にとっての新幹線の課題と

ちょっとかけ離れているという印象があるんですよね。ですから、ここの住民にとっての

快適な暮らしということから言うと、新幹線の問題よりも、むしろ在来並行線が今後どう

なるのかとか、それから、地鉄の利用性、ほんとうに今「ＡＬＷＡＹＳ」を見ていると、

地鉄はいいなと思った人は随分いると思うんですけど、何かほんとうに将来展望みたいな

ものが見出せるのかどうかといったようなものが、１つ、現況というか、課題というか、

感じました。

【部会長】

ありがとうございます。

指標として適切であるかどうか、見直すところがあるんじゃないかというようなご質問
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と、あと、北陸新幹線と同時に並行在来線の問題、これについてはこの部会で協議すべき

なのか、あるいはほかの部会でするのか、どこでもしないのか、加えていいのかというよ

うなご質問で、それはやっぱり検討すべきだろうという論点だと思いますが、いかがでし

ょうか。

【事務局】

指標の取り扱いにつきましては、まず、現在測定されております指標そのものは、継続

的に動きを見ていくための指標設定ということもあります。ただし、目標値そのものにつ

いては、さまざまな社会的な変動要因というものがありますので、ここらあたりの見直し

の可能性があるということと、それと、場合によっては、新たな指標を設定するというこ

とも必要ではないかという議論はほかの分科会でもございました。その点については、そ

ういうふうなことを念頭に置きながら、素案づくりを進めていきたいと思っております。

【部会長】

そこの意見は、今回求めるべきなのか、次回ぐらいでいいのか、それはいかがですか。

【事務局】

これは整理した上で、素案をつくった段階で検討いただくということでお願いしたいと

い思います。

【部会長】

それから、並行在来線の問題については。

【事務局】

現況と課題のところに、どういう視点、さまざまな要素を、視点であるとか要素である

とか、そういったものをどう盛り込むかということが本日の議論のテーマにもなっておる

ものでありますので、そういうものは皆さんの率直なご意見を出していただきまして、反

映していただきたいというものを出していただければ、整理しながら、この中に反映する

方向で調整を図っていくという作業になっておりますので、よろしくお願いいたします。
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【部会長】

ほかの部会での検討事項としては上がっていないということですよね、並行在来線は。

どこかで出るんですか。

【事務局】

並行在来線は、ＪＲ北陸本線というのがこちらのほうに書いてありますが、これが並行

在来線にかわるというようなことで、今後見直しする際にそういうようなことで、ここの

項目の中に並行在来線という言葉が出てこないということであれば、ここの中に含めれば

どうかなというふうには思っています。

【部会長】

担当はこの部会ということでよろしいんですね。じゃ、Ｇ委員からは、並行在来線の問

題は今後非常に重要な課題になってくるというふうなご意見が出たということでお願いし

ます。

ほか、何か。よろしいでしょうか。

続きまして、８４ページ、道路の整備につきまして、現況と課題、それから、市民の声

等、皆様方のお考え等を聞かせていただければと思います。いかがでしょうか。

何かご質問はないでしょうか。

【Ｇ委員】

道路とあわせて、道路の整備はもちろん大事なことで、進めていかなきゃならないと思

うんですが、やっぱり駐車場とセットにした考え方というのをやらないと、道路だけ幾ら

しても、何かほんとうに快適な交通体系と言えないんじゃないかと。１つ、宇奈月温泉は

前からいろいろ指摘されていることかと思いますけれども、これはやがて新庁舎ができた

りとか、それからほかの、何もそういうメインのところだけではなくても、いろんなとこ

ろでやっぱり駐車場とセットにした道路体系というものを描いていく必要があるんじゃな

いかなと感じがちょっとしています。

【部会長】

いかがでしょう。道路の機能、役割が、そこを通行するものと、どこかに目的点までた
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どり着く、そういった機能で、じゃ、たどり着いた目的地まで行ったときに、とめるとこ

ろがないという問題もあるんじゃないかというお話ですが。道路の持つ機能、道路の整備

の中に駐車場の問題も含めて検討されたいというご意見でありますが、事務局から何かあ

りますでしょうか。とりあえずご意見として。あるいは、この点について、今、現況、市

として課題、あるいはこうなっていると説明できることはありますでしょうか。

【事務局】

基本的には産業育成とかそういうところに、だから、道路があればどこか、通常ですと

施設で駐車場は整備すると。それで、公共的な駐車場というところは、現在整備すると、

休憩所とかトイレとか、こういうものが道路とセットでやるような事業になっています。

それで、例えば道の駅ができれば道の駅で整備されるとか、その辺、また産業のほうとお

話をさせていただいて、どういうあり方がいいか、次回までに検討させていただきたいと

思います。

【部会長】

今のＧ委員のお話を聞いていて思い出したのが、藻谷浩介氏に講演していただいたとき

に、藻谷氏が家族で宇奈月温泉にゴールデンウイークに来たときに、宇奈月温泉にたどり

着くまでに、手前１０キロぐらいで３時間以上かかったという話がありましたよね。そう

いったことも踏まえてのことだと思いますけど。

【事務局】

それが予想されれば、愛本駅からピストンするとか、その辺いろいろまた方策を考えて

いきたいと思います。

【Ｃ委員】

その件につきましては、○○ですけれども、対岸のところで駐車場整備をしておりまし

たので、というか、道を整備していただきまして、渋滞とかなくなっていると思います。

【事務局】

ただ、宇奈月ですと愛本のほうから、あれもずっとするんですよね。
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【Ｃ委員】

それが、結局○○の駐車場は少ないものですから、ほかに駐車場を整備することで、そ

うするとかなり広がりますので、そういう面ではかなり減ると思います。

【Ｉ専門委員】

今、道路の話、道路、便利であれば快適である、非常にこれはいいんですよね。やっぱ

りそういうふうな道路というのは求められていると思うんですが、一方で、快適な道路と

いうものとまちのにぎわいというのはちょっと意味が違う。今、これは都市基盤の話で、

道路はそうやって整備をしていけばいい。まちに人が来てにぎわうというときは、それは

道路は便利であればいいんだけれども、やっぱり歩く人がいないとにぎわいはないですよ

ね。車がただ通り過ぎるだけではにぎわいは生まれないわけなので、今のここの８５ペー

ジの中にも、施策の展開方針の中に電線類の地中化とか、あるいは歩行者の安全性の確保

という、安全・安心・快適な道と。それがさらに発展していけば、にぎわいのあるまちに

するというふうな形になっていくんだと思うんですね。今は宇奈月温泉の話が出て、宇奈

月温泉、やっぱりあのまちというのはにぎわいがないとおもしろくないと。というのはや

っぱり人がまちを歩かなければおもしろくないということだと思う。そういうまちづくり

をしてもらうと。この３番には生活道路の整備というふうな形があって、安全・安心・快

適な歩行者空間の確保というふうなことがあるわけなんだけれども、いわゆる中心部での

道路というか、そういったものがもうちょっと何か視点として、数値目標としてあっても

いいかなと。いわゆる郊外の道路というのは、それは車がある意味スムーズに走れればや

っぱりそれはそれでいいわけなので、そのあたりの使い分けというか、そういうのは道路

の中でも、視点として必要なのかなとは思います。

【部会長】

ありがとうございます。

ほかは、宇奈月温泉の話題でどうですか。何かないですか。

【Ｅ委員】

何をしゃべっていいのかちょっとわからないんですけど、日ごろ感じていることを言わ
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せていただきますと、指標の２４番のやはりこのバスが、地鉄の年間利用者数とかＪＲの

とか、そういうところがやっぱり、これは利用者数が減っているというふうでバツなんで

すけれども、それで、よくお客さんとかが言われることは、魚津の場合ですけれども、や

はり接続があまりよくないと。それから、ＪＲで来ても、どうやって宇奈月に行っていい

のかわからない。地方鉄道乗り継ぎの看板がＪＲを出たときに全然ない。それでわからな

くて、それで行ったら行っちゃったばかりで何時間も待たなきゃならないとか、そういう

のが現状であるみたいで、やはりＪＲ、新幹線ができたときに、そこのところのやはり一

番重要じゃないかなと日々は感じております。

【部会長】

１つ戻りましたが、せっかくなので何か市のほうとか、あるいは専門委員のほうからご

意見、どうでしょうか。

【Ｋ専門委員】

この２４番の利用者が減っているということに対しては、私どもも心配しております。

今、Ｅ委員さんのほうから言われたように、乗り継ぎの利便性といいますか、ほとんどは

貸し切りバスも宇奈月温泉のほうに行きますけれども、日本の中で一番人口を抱えている、

３分の１の人口を抱えております関東圏が新幹線を利用することで非常に今度は近くなり

ますね。そうしますと、バスから新幹線へのシフトというのはかなり出てくるだろうと思

っております。そういったときに、新幹線の新黒部駅をおりられて○○に乗りかえていた

だく。大体８０メートルほどは歩かなきゃいかんわけですけれども、その辺の利便性とい

うのは徹底的によくしないといけないなと思っております。ただ、私が言いたいのは、そ

ういうありがたい意見もこれから参考にして形にしていこうと思いますし、一時的に、今

は減っているかもしれませんけれども、今後はやはり黒部市さん、それから、宇奈月温泉

と一緒になって、誘致策、利用促進策というのを、今のくろワン切符というのも非常にあ

りがたいわけですけど、それ以上の利用者増を増やしてやっていきたいなと思っておりま

す。

【部会長】

ありがとうございます。よろしいですか。
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道路の整備につきまして、何かほか。

じゃ、続きまして８８ページ、市街地・住宅の整備のところで、現況と課題、市民の声、

それについてご意見をいただければと思います。

現況と課題につきましては、４年前と思うと変わっていないという認識でよろしいでし

ょうか。全部通してやって、後ほどまた、全体を振り返りたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。

では、続きまして、９０ページの水道の整備、この点につきましてはいかがでしょうか。

じゃ、９２ページの下水道整備、これは満足度でいうと第１位になっていますけれども、

この辺はいかがでしょうか。この辺、市が何か国内でも先進的な取り組みをされておりま

すので、何か逆に市のほうからこの現況は、課題というより、こうなっていますというよ

うなことをおっしゃっていただいても結構なんですけれども。

【事務局】

今現在、黒部浄化センターのほうで、バイオマス利活用施設整備事業ということで、下

水汚泥の処理ということで、コーヒーかすと汚泥をミックスさせまして、それにより発酵

したガスを熱源として利用している施設が今年の５月に完成して、今現在稼働していると

ころでございます。

【事務局】

あわせまして、下水道のいわゆる多目的利用、高度化利用ということで、ディスポーザ

というものも全国に先駆けまして取り入れました。黒部市としては、今、課長が言いまし

たバイオマス施設へ生ごみを取り入れることによって、さらに行政コストの効率化を図る、

あるいはバイオガスを生み出すということを考えておりまして、補助金を出すなどしてさ

らに進めることとしております。

【部会長】

下水道の整備もさることながら、そういった新たな価値も、でてきているということで、

これは国内でも非常に注目されている取り組みが市内でされているということであります。

何かご質問、ご意見、ありますでしょうか。よろしいでしょうか。

じゃ、続いて９４ページ、公園・緑地の整備につきましてはいかがでしょうか。



-18-

【Ｉ専門委員】

ちょっと確認で、公園に関しては、これはもう二重丸がついています。という意味で、

これはまず、目標数値はもう達成されているということなんだと思いますが、さらに市民

の中から、一応数字的にはこうなんだけれども、実はもっとこんなような内容のものが欲

しいんだとか、そういうふうな要望というのは何かあるんでしょうかね。それとも、もう

これで今もうみんな満足されているというふうに、これはあの理解すればいいんですか。

【事務局】

そういった市民の方々から要望といったことで、どうしても公園が大人、あるいは大き

な子供を対象にしたような設備になっていないかということで、遊具を小さい子たちを対

象にしたものがいいといった意見がございました。それから、多目的利用ということで、

公園内でスポーツをやりたいということで、もう少し緩やかな運用ができないかといった

要望は上がっております。それらについてもなるべく実際に修繕、あるいは保全する中で

取り組むような対応はしております。

【Ｉ専門委員】

ということは、ある程度量は確保したんだけれども、ちょっとこれからは質の面でいろ

いろまた何かしていかなきゃいけないというものは問題意識としてあるというふうなこと

なのかなと理解しているので、それに対する方向性というのもたぶん出てくるでしょうし。

あと、もう一つあるのは、やっぱりこれだけ量的に確保されてきたというふうなことに

なってくれば、当然それに関する維持管理というものが出てきて、それも財政的な負担に

なってくるわけですね。やっぱりできるだけ行政コストを下げるという意味では、維持管

理というものをどういう形で効率的にやるかというふうなこと、非常に総合計画から見る

とちょっと細かな話になってしまうんですけど、こういうところというのは一番市民参加

を求めるのにいい分野だと思うんです。そういう意味で、何か市民参加を得るような方策

というのか、そういうのも、今、公園というのは指定管理者がどんどん入ってきています

けど、やっぱり市民参画で何かやっていくというコストを下げるというふうなことも、何

か方向性としてあってもいいんじゃないかなと思います。
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【部会長】

公園の維持管理につきまして、今どういうような形態で、今ご意見として出ました市民

参加というものを含めて、やっておられたものがありますでしょうか。

【事務局】

公園の管理でありますけれども、今言われましたように、まず大きなものは指定管理に

よるもの、これは大きな公園、あるいはかなりいろんな方々が訪れるような公園について

は指定管理の方向で動いています。それから、もう一つあるのが、今言われました地元の

方々との協働でやっていきましょうということで、地元へ移管しておるという公園も、残

りの地区ほとんどはそういうような形になっています。最近の動きとしまして、東山水辺

公園でありましたり、宇奈月公園等においては、まず、公園をつくる前に、運営する、そ

の母体となる地元の会を立ち上げましょうと。その方々の意見を聞きながら公園をつくり

ましょうと。もっと言えば、維持管理、あるいは運営も一緒になってやっていきましょう

ということで、今言われました協働という形での進め方は今実際にやっています。宇奈月

公園においても同じように整備するようになって、まずそういった愛する会をつくってい

ただけないかということを呼びかけて会をつくって、そういう中で、議論する中で補助し

ながら管理いただくというような状況です。

【部会長】

よろしいですか。指定管理であったり自治振興会等への委託、あるいは愛する会という

組織を立ち上げて、管理していくということです。何かほか、ご質問ないでしょうか。よ

ろしいでしょうか。

じゃ、最後の区分になりますが、情報通信の整備、９６ページですが、ここはいかがで

しょうか。

ここは、どうも、インフラだけじゃなくて情報公開ということが書いてありますが、情

報公開のあり方については別にここじゃないというところなんでしょうか。

【事務局】

どういう媒体を通して、住民と行政とが情報を共有するかというふうな観点ということ

が必要だろうということであります。ホームページ等々、そういう媒体をどういうふうに
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充実させていくかということでありますので、ここで議論していただくテーマであろうか

と思いますが、そういう視点だろうということで 。

【部会長】

ご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、どうでしょうか。

では、全般にわたりまして、新幹線、道路、それから市街地・住宅、上下水道、公園、

情報、全般にわたってで結構であります。現況と課題……。

【Ｃ委員】

最初に指標について質問したんですけれども、今のお話で全体というのはわかりました。

それで、大変しんどいことを一生懸命やっておられるとは思うんですけれども、ぱっと考

えた場合、そう大きく変化していないなという感じがするんですね、この何年間か。それ

から以降、最初のアンケートの説明でございましたように、若い人がもうここに住むのは

嫌だということで結構言っていますよね。それを防ぐという意味で、もっと大きな観点か

ら何かしなければみたいなことが出てこないかなと思うんですけれども、私なんかはアイ

デアがないんですけど、そういう観点から次回までに検討されたらいかがかなと思うんで

すけど。例えば、融雪装置をどれだけつくっても、若い人が住みたくなるというわけじゃ

ないと思いますからね。そういうような観点からも検討が、住民アンケートからだけでは

なくて、そういう観点からの議論が必要というような感じがしました。

【部会長】

ありがとうございます。

事務局のほうから何かありますか。

【事務局】

人口減少の時代を迎えて、どのように地域を活性化させていくか。特に人口の流出を防

いで、交流人口を高めて定住の方向にまちの方向性を導いていくためにはどうしたらいい

かというような観点の施策というのは、この分科会に限らず全般的な、それこそ総合振興

計画にぶら下がる施策そのものがどういうふうに動いていくのかということがそういうも

のを導いていくんだろうと思いますが、そういう視点を各分科会のほうでも、ぜひ盛り込
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んでいくような方向で進めていきたいと思います。

【部会長】

ほか、ありますでしょうか。

【Ｂ委員】

３の２と３の３と関連していまして、これから多分こういった季節になるかと思います

けど、雪のことで、３の２で雪対策の推進ということで、雪が多い日とかには除雪がされ

ている道路とか、１日おくれで除雪の機械が入ってくる道路ということで、道路にも順位

づけがあって、主要道路と生活道路というところで多分市としても順位づけをされている

かと思いますけれども、市民のレベルからするとやっぱりすぐにでも除雪をしたいという

ような声が上がるのが現状かなと思います。３の３のほうで、屋根の融雪装置の設置助成、

これは私は知らなかったんですけど、されているということでここに書いてありますけれ

ども、除雪のボランティアを推進していくというのはとてもいいことかなと思いますが、

ちょっとお聞きしたいのは、この屋根の融雪装置の設置助成の取り組み具合をまず教えて

いただきたいのと、この除雪のボランティアの今の現状をまず教えていただければと思い

ます。

【事務局】

屋根雪の装置の設置の補助でありますけれども、今まで年に１件程度あるかないかです。

場所が市街地ではなくて中山間地、要は山手のほうを対象にしておりますものですから、

それなりのそういうところに元々おられる方というのは、やはりそういった、雪おろしな

ど、その他のほうでの対応ということになれておられるのかどうなのかといったこともあ

って、なかなか、この制度はありますけれども、活用はあまり芳しくないという状況であ

ります。

それと、ボランティアですけれども、一時、新聞等で報道されておって、山間部等にお

いては現在も続いておるように聞いております。もうちょっと積極的にやればという話は

あると思いますけれども、これはこの分野なのか、いろんな分野でまた当然、ここだけで

はなくていろんなところで検討していくべき話かなと考えております。
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【事務局】

また、道路のほうにつきましては、８６ページの④の地域ぐるみ除排雪活動の推進とい

うことで、基本的には雪が降れば朝８時まで、通勤に支障のないようにやっております。

その後、生活道路のようなところ。それで、市で手の及ばないようなところ、これは地域

ぐるみ除排雪活動ということで、各自治振興会、１６地区ございますけれども、そういう

ところに除雪作業機械等を、常時置いてありますので、そういうことで地域の皆さんにお

願いをしているような状況です。それとあわせて、またボランティアのこととはちょっと

違うと思うんですけれども。

【Ｂ委員】

私は田家に住んでいるんですけれども、やっぱり主要な道路は、まあ、除雪されていて

いいんですけれども、私も住宅地に住んでいると、結局枝の道路がうちらでしなきゃいけ

ないということと、除雪の山で、結局そこをどかしていかないと主要な道路に出られない

ということで結局除雪をしているような状況で、先ほど助成というのがもしあったのであ

れば、今の小型の除雪機とか個人でやられているという方、そういった当時の、これを書

かれたときにはなかったような小型の除雪機も出てきていますので、例えばそういったも

のの助成があれば、各家庭に例えば１台ずつとかというのもあれば、この地域ぐるみの活

動をするにしても、やっぱりその辺がスピーディに行えるんじゃないかなと思いましたの

で、またそういったところを参考にしていただきたい。

【部会長】

よろしいでしょうか、ほか。

実は今日午前中に、北陸地方整備局長以下、幹部の方に情報を伺ったりしてまして、や

っぱり除雪の問題についても、今、各地で自治体が財政的に厳しいものだから、地域で除

雪対応に取り組んでもらうようにお願いをしているところが増えているということであり

ました。多分、これは平時であればそれは機能するんですが、やっぱり大雪が降ったとき

にはまず機能しなくて、その対応が間違いなくこういう大きな課題になってくる。ふだん

ちょこちょこと降る分には大丈夫なんですが、大雪が降ると、やっぱりお年寄りの方々が

ちょこちょこっとやるわけにはいかない。
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【事務局】

どうしても行政でやる範囲も限界もございますので、またひとつご協力のほうをよろし

くお願いしたいと思います。

【部会長】

いかがでしょうか、全般にわたってとか。

【Ｄ委員】

地区、市内を見ておりますと、ひとり暮らしとか、それと、ひとり暮らしも多いんです

けど、あとは空き家になってしまうとか、そういう自宅がぽつぽつと増えつつあります。

そういうものを何とか利用する事を何か考えていただければなと。だんだん核家族化が大

変進んでおりますので。

【部会長】

ほか、ございますか。

並行在来線の問題はこれからということで出ていましたけど、それについてもう少し課

題というのは、お持ちの方いらっしゃいませんか。

【Ｈ委員】

先ほど、道路の整備のところであったんですけれども、高速道路との連携ということで、

実際、ふだん自分たちの場合は当たり前に生活しているのでなかなか見えない部分なんで

すけれども、たまたま県外から友達が来たときに意見があったところで、なかなか表札だ

とか看板というのはあるんですけれども、わかりづらいという声がありまして、先ほど、

藻谷さんの話にもありましたけれども、宇奈月温泉へ行くにしてもそうですし、市街地に

行くにしても、土地感覚がない。今はカーナビとかが発達しているので問題ないんですけ

れども、そういったところのもう少しわかりやすい工夫というか、そういったところも必

要になってくるんじゃないかなというのは話をしていて思ったところです。

【部会長】

これは誘導看板、わかりやすいサインですね、そういったものの課題ということでご意



-24-

見をいただきました。

ほか、ございますでしょうか。

【Ｇ委員】

ほかの部会との関係はこの後？

【大橋部会長】

ええ、時間をとります。

どうぞ。

【Ｃ委員】

よその市で何かすばらしい活動をしているところとか、何かそういうのを調べてこちら

にお呼びするとか、そういうことは、あるのかないのか知らないですけれども。よくテレ

ビなんかで、こんなことをしているとか、よく見ますよね。なかなか、ここに住んでいて、

ここだけしか知らないとわからないことがあると思うんですけど、そういうものを調べて

みてはいかがかと。

【部会長】

何かそういった他市、先進地の事例を参考にされているところがあるとか、何かありま

すか。事務局で、何かそういうことは、調べてはないですか。

【事務局】

いろいろな分野で話もあろうかと思いますので、特定の話ということになりますとこれ

からの課題かなということではありますが、先ほどの情報を市民とどういうふうに共有す

るかという意味では、やっぱり新たなＳＮＳとかそういう、今の時代、かなり高度な、情

報技術の発達したものをどういうふうに導入していくかということについては、具体的に

もう取り組んでいる自治体が県内でもあるようでありますので、そういうものは参考にし

ようという話が現在組織内で議論はあります。

【部会長】
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ソーシャルネット、フェイスブックとかそういったものを用いるということ。

下水道に関しては当市が先進地であるということで、参考にされているということもあ

り得るんですが、例えば新幹線周辺とか新庁舎については、やはり他市の先進のものを参

考すると、そういうことになるんじゃないかと思います。

じゃ、今日、当部会で検討する現況と課題、市民の声等につきましては、今日拝聴させ

ていただきましたご意見をもとに市のほうで整理して、第２回の部会のほうで素案として

また提示させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

これの時間があと３０分ぐらいありますが、当部会以外の課題につきまして、ご意見を

いただく時間をつくりたいということです。何か。

【Ｇ委員】

課題かどうかわからないんですが、商業地というか、むしろ産業や経済にかかわるとこ

ろだと思うんですけれども、私、実は１０年前まで東京のほうに住んでいて、ここへ１０

年前に帰ってきて、それで一番感じたのは、最初の１年半は車のない生活をしたんです。

というのは、東京にいると車は要らなかったというのもあって、邪魔なだけというか。そ

れで、こっちへ帰ってきてしばらく年寄りを見ながら生活していて、家内は運転もできな

いものですから、買い物を電車で行ったり、それから、季節のいいころは自転車に乗って

行ったり、それが、しかし冬場になるととても自転車で行けなくなって、そのうちに、近

くにあった商店、例えば私は若栗ですけれども、農協の売店がなくなっていった。そのか

わりにできた、スーパー農道にコンビニができたんですけど、それも１年ほど前になくな

った。結局、買い物というと三日市へ行かざるを得ない。それで、リュックを背負ってい

ったり、そういう意味では、地鉄の非常に優秀な利用者だったんですけれども、でも、そ

のうちについにやっぱり車がないとこれはだめだということになって、ついに車生活に戻

って、そして、やっぱり今の三日市の中心街のいろいろ活性化が言われていますけど、先

ほどちょっとＤ委員もおっしゃったけど、やはり地方、特に山間部とか、それから、高齢

化世帯の人たちにとって買い物の、道路がどんなによくなっても車がないことには生活で

きないと。何が快適かという、快適な暮らしというあれですけれども、やっぱりきっと今

なんかはある悪循環に陥っている感じがするんですよね。それで、たまに、前、私が三日

市へ電車で買い物に行ったとき、宇奈月方面から年配のおじいさんとおばあさんたちがリ

ュックを背負って、１日１回、何人も、それはある面では楽しみだったような感じだった。
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しかし、そうやってまだ元気な人はいいでしょうけど、結局、今、三日市の商店街が今一

つの危機的な状況にある。かといって、郊外の大型ショッピングセンターばかりでいいの

かというようなことは、これは前から議論になっていたと思います。

ほんとうの快適な暮らしというのは、インフラだけじゃなくて、インフラはどんなに整

備されても、やはり買い物一つ満足にできないような暮らしというのは快適じゃないんじ

ゃないかなと。じゃ、それはどうしたらいいのかというのはわかりませんけれども、これ

は第３部会のテーマとはちょっと違うと思いますけれども、一度、１カ月でもいいから家

族全員車のない生活をやってもらえたら、何が一番快適な暮らしに大事かというのは何か

わかるんじゃないかなというのが提案です。

【部会長】

ありがとうございます。所属する部会のほうに私のほうからご意見として伝えていただ

ければと思いますが、快適、そうですね、ブータンなんかでもＧＮＨという指標が出てま

すけど、何が快適で、何が安全・安心で、何が幸せなのかと、そういったところが大事か

なと。これも１０年後、２０年後の市の形から今がどうあるべきかというのを考えていく

のが大事なのかなというふうに思います。

ほかの部会のところでも結構ですので、ご意見ございませんでしょうか。いかがですか。

どうぞ。観光面の振興でももちろん結構ですので。

【Ｅ委員】

では、先ほどＩ委員さんが、道路を幾ら整備しても、やっぱり人のにぎわいがないとだ

めだという話されましたけど、やはり宇奈月温泉なんかにも人のにぎわいがほんとうに少

なくなってきているというのは皆さんご存じだと思いますが、やはり歩きたい町並みとい

うことですよね。もう一息なんですけれども、その辺はうちの部会ではなくて、これは第

２部会……。

【部会長】

観光振興ですよね。でも、こういった機会にご意見をいただければ、それは伝えるよう

には。
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【Ｅ委員】

でも、うちの部会の花と緑の銀行のほうにも関係あるんですけれども、実際宇奈月温泉

の公園のほうは後退しているんですよね、緑とか花とかという点では。商工会女性部が担

当して公園のほうをやっていましたけれども、何か予算の関係でできなくなって、また別

のボランティアグループが立ち上げて、公園を愛する会とかってやっていらっしゃいます

けど、花の色合いが重なってきて、何かサザンカとかそういうのを植えている、維持しや

すいものを植えているというイメージを持っています。やっぱり歩きたい町並みというの

は、旅館としても一生懸命お客さんに歩いてもらおうと思って、送迎時間を決めて、歩い

てくださいというのを推進しています。結構歩かれますね、皆さん、旅館から駅ぐらいま

で。ただ、町並みというとどういう状況なんでしょうか、今、整備の内容とかそういうの

をお聞きできればと思いますが。

【部会長】

宇奈月温泉の町並み整備について、今どういう市が考え方を持っているかというところ

でしょうか。いかがですか。

【Ｅ委員】

どういう計画があるんでしょうか。

【事務局】

まず一つは、交通公害といったものを規制して、なるべく整備しましょうと。これは１

つは規制の方法での考え方です。もう一つ、地区の住民の皆さんが率先して沿道等の植樹

を活用いただきたいということで花と緑の銀行等が活動をいただいておるということで、

この辺になってきますと、市が主体的にどうこうというよりも、やはり官民協働といいま

すか、協働の作業になってくるであろうということで、やはりその辺は、こういったハー

ド部分だけではかなり無理があると思います。そういった分野のところとの協働というこ

とは大事な話かなというふうに思っておりまして、具体的なそういった組織づくりという

のはどこでどうするんだろうというのは、確かにいわれるところかなというふうに考えて

おります。
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【部会長】

組織づくり、インフラ整備、維持管理そのものを行政が今後やっていくという時代では

なくなりつつあるのかもしれないけれども、民間のほうでやるような後押しというのか、

そうするのは行政もお手伝いしながらということと、これはご存じのとおり、スイスあた

りは各家に花を飾ってありますけれども、これはそれぞれが何か補助があってじゃなくて、

自分たちでそういうルール作りをしてやっていく的なこと、やっぱり住民等が主体的に、

それをいろんな周りのスタッフとするという形というのが１つの形ではないかと思います。

町並み整備については、今も言われたように、規制の問題と規制のかけ方も、あるいはや

っぱり公共インフラとして整備をしていく、その両方はあるかと思います。

ほか、いかがでしょうか。

【Ｅ委員】

何か具体的にはまだ、こうだ、とかそういうものはないということですね。

【部会長】

具体的に何かこうであるというものはない。

【事務局】

宇奈月温泉街はいろいろと今、特に、さまざまな課題やいろいろな考え方もあります。

一方では、宇奈月温泉そのものは、ご存じのように、かつては桃源郷ということでありま

して、年代的にも、だから、記録によると１４８８年に既に桃源という言葉は出ていたと

いうことでありますけれども、１つは今、桃を生かした町並みもいいんじゃないかという

ことで、とりあえずは今年の春に５０鉢ほど桃の花が咲く町並みをつくってみようという

ことで、これは宇奈月温泉街で桃の郷研究会というのができておるわけです。それは○○

さんとか○○さんとかも入っていただきまして、それは何かというと、桃を活用した逸品

づくりという観点から入っていただいておるわけでありますけれども、とりあえずは５０

本を植えて、そして、いいようであればどんどん増やしていくというふうに思っておりま

す。

それと、今年の宇奈月温泉街の地区要望のほうで、駅前の整備というものも今回上がっ

ておりまして、これもある意味では市に投げかけられた課題かなというふうに思っており
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ます。

ということでありますけれども、答えになっていないかもしれませんけれども。

【Ｅ委員】

ありがとうございます。すみませんでした。

【部会長】

いろいろ考えているということであります。

【Ｅ委員】

ただ、やっぱり人口がこれだけ減ってきますと、人口を増やす、若い人に黒部にとどま

ってもらうということは大変難しいですよね。交流人口、そこのところをじゃんじゃんと

いうことになると、やはりいっぱい、民間、広域圏、観光圏など頑張っていらっしゃいま

すけれども、それですけれども、やはり大きな観光地としての宇奈月温泉というものの整

備を中心にやっていただければなと思います。

【Ｃ委員】

同じく、観光部会に伝えていただきたいんですけれども、まず、住民のアンケート調査

によりますと、観光の振興ということの重要度が２３位ということであまり高くないので、

これはやっぱり黒部市、観光で生きていこうとする黒部市としてはちょっと低いんじゃな

いかなという気がしますけれども、この辺の順位が低いからといって低く見ないで、進め

ていただきたいというのが１点です。

それからもう一つ、資料３と、こういうのがございまして、観光の振興というところを

見ますと、いろいろな改革的なものが書いてありまして、この辺のことについてはこれか

ら推進しようとしてなっていくのではないかなと思いますけれども、そうじゃないかもし

れませんが、こういうことをすべてのことについて、より、さらに黒部峡谷そのものの景

観をよくするということが最も重要なのかなと思うんです。いろいろ市の部長さんと調整

しながらやっておるんですけれども、そうだなというふうに言ってくれているんですけれ

ども、黒部峡谷がよくて、そこにお客さんが集まらないと、黒部市全体の集客力が落ちる

と思いますし、その辺にちょっと危機的なところが見えてきておりますので、それを大事
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にやるということを認識していただきたいということをお伝え願いたいと思いますが。

【部会長】

しっかり伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

ほかはいかがですか。人口の考え方って定住人口と交流人口がありますが、市の考え方

としても、定住人口だけじゃなくて交流人口も重要な人口だということですね。こちらの

ほうを増やすために取り組むという考え方で基本計画もということでよろしいんですよね。

ということで。

【事務局】

そのとおりです。

【部会長】

ということは、観光振興をしっかりしなきゃいけないということ 。

【Ｇ委員】

行政のほうで、業際というのか、あるいは一つの部の中でも課と課の関係というのは、

今回のこの計画を推進していく上で、それの見直しというようなことは出てきているんで

しょうか。

例えば、さっき公園・緑地のところがありましたけれども、純粋な公園という言い方は

あれですけれども、町中の公園とかというだけではなくて、黒部市の場合は、これは里山

の整備とかそういうところと関係するかと思うんですけれども、やはり自然そのものが１

つの公園というか、地域資源としては、特に宇奈月温泉のスキー場のグリーンシーズン化

であるとか、そうなると都市計画課であるとか、それこそ商工観光課であるとか、農林整

備課であるとか、これは海岸沿いのことも入っていますので、何かやはり業際というのは

いろんなところの、それは庁内の中の問題で解決できることなのかもしれませんけど、何

か縦割りみたいな、そういうことがたまにちょっと感じるということがないわけでもない

んですよね。そういう意味で、やっぱり事業を推進しているときに行政の見直し、見直し

というと、別に決して今が悪いとかと言っているわけじゃない。推進するための体制とい

うようなことで、行政のほうで何かそういうことを議論されたりしたようなことがあった
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のかどうなのか、ちょっとお伺いしたいと思って。

【部会長】

いかがでしょうか。縦割りの弊害をなくすとか……。

【Ｇ委員】

弊害は別に言っているわけじゃないんですけど。

【部会長】

あるいは、市民へのワンストップサービスといったもの、そういったものとか。いかが

ですか。

【事務局】

縦割りといいますか、そういう組織立てられたものの間をどういうふうに横断的に情報

を共有させて、単眼的な目線ではなくて、複眼的にものを見るようにするにはどうしたら

いいかという部分につきましては、行政組織が抱えている１つの課題ではないかと思いま

すが、例えば新幹線でありますとか、非常に黒部市にとっても大きなターニングポイント

を迎えるような戦略的なものを検討する場合には、そういう横断的な組織をつくって議論

するということは現実に行われております。これはどういうテーマ性を持って横断させる

かということが少し課題かと思いますが、重要課題については、基本的にはそういう組織

をつくって議論するということと、また、意思決定を市の組織全体でどういうふうに意思

決定するかという場は、それはそもそも行政組織の中でそういう会議を持っておりますの

で、そういう場面で情報共有するというようなことについては、できるだけそういうふう

な方法で努めておると。

【部会長】

よろしいですか。

ほか、何かありませんでしょうか。市の４つの重要項目というのが上げられておりまし

たけど、それについて、庁舎、病院、総合庁舎、北陸新幹線等について、何かご意見はあ

りますか。よろしいですか。
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では、特にないようでありますので、今後の日程につきまして、事務局のほうからご説

明をお願いします。

【事務局】

今後の日程についてでありますが、先の第１回の全体会のときに、来年の８月まで、延

べ６回予定をしているということでご説明申し上げておりました。全体会を３回、部会を

３回ということで、全部で６回で後期計画を策定したいと思っておったんですが、当部会

におきましては若干ご意見のほうは少なかったわけでありますが、他の部会におきまして

は、いろいろと活発なご意見、提案等が出ておりまして、量的にも大変大きな量になるよ

うな感じも見受けられたところでございます。

そうした関係から、大変恐縮ではございますが、３回の部会を１回増やしまして４回に

させていただけないかなと思っております。当初、第２回の部会を３月下旬と申しており

ましたが、これを２月下旬に少し早めまして、第３回の部会を４月下旬ぐらいに設けたい

と。それで、来年の９月までに延べ４回の部会を設けて進めていきたいと思っております

ので、この点、ご理解、ご了承のほうをよろしくお願いしたいと思います。また、部会の

開催日につきましては追ってご案内いたしますが、４回ということでひとつよろしくお願

いしたいと思います。

以上です。

【部会長】

今ほどの説明につきまして、何かご質問とか、あるいはご意見、ご要望、ありますでし

ょうか。よろしいでしょうか。

では、何もないようでございますので、本日の議事はすべて終了いたしました。これで

第３部会での慎重審議にご協力いただきましてありがとうございました。これで、事務局、

お願いします。

【事務局】

どうもありがとうございました。

以上で総合振興計画第１回第３部会を閉会させていただきます。本日はどうもありがと

うございました。
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―― 了 ――


