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黒部市総合振興計画審議会 第１回 第４部会（市民生活） 会議録

日 時 ： 平成２３年１１月２８日（月）１０：００～１２：０５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員９名（欠席無し）、専門委員２名（欠席無し）

幹事４名、計画主任１２名（欠席１名）、事務局４名

【部会長】

第１回目の部会に当たりましてごあいさつを申し上げます。委員の皆様にはお忙しい中

ご出席いただきましてありがとうございます。

先月の３１日に第１回の全体会が開かれまして、後期基本計画策定に係る諮問を市長か

ら受けまして、基本方針やスケジュール等について説明を受けました。それから１カ月間

たっておりますが、市のほうでは、基本方針に基づきまして、平成２０年度からの後期基

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、市民アンケートの結

果の把握など、基本計画、後期の分をどのように見直していくか検討されておりました。

また、２１日から明日２９日まで、三日市でもありますが、行われております基本計画

策定をテーマにした市長のタウンミーティングが開かれております。この中にも出席され

た方はおられるかもしれませんが、市民の皆様が多く出席されて、その声を反映させてい

くことが重要だと思います。

私ごとですが、先週の土曜日に第５回小地域福祉サミットというのが京都府の宇治市で

ございまして、私のかかわっているＮＰＯ法人がその１つの部会のパネラーとして招かれ

まして行ってきました。その中で、協働というのが、相手の強みと自分の弱みをマッチン

グすることであり、お互いを生かし合うことが協働の本質であるというふうに定義されて

おりました。まさにそのことが重要で、我々審議会と市の皆さんとが一緒になって知恵を

絞り出して議論を積極的にしていくことでいいものができ上がっていくかと思います。

本日は、事務局から事前に資料が配られていると思いますが、第４部会に該当する現況

と課題や市民の声を中心に協議していきたいと思います。委員の皆様には日ごろ感じられ

ていることや思われていることを積極的に出していただいて、活発な議論をしていただき

ますようお願い申し上げます。
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それでは、どうか宜しくお願いします。

【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、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という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】

わかりました。それでは、条例に従いまして座長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の

結果や目標指標に対する実績、主な重要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ご活躍されている委員の皆さんそれぞれの視点

からの意見をいただきたいと思っております。

それでは、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。よろしくお願いい

たします。

まずは報告事項ですね。事務局から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。

それでは、ただいまの報告事項についてご意見、ご質問等あれば伺いたいと思います。

特にございませんでしょうか。

それでは、報告事項につきましては以上にしたいと思います。

続きまして、協議事項に入らせていただきたいと思います。

では、事務局から説明のほうをお願いいたします。

【事務局】

それでは、協議事項に移らせていただきます。
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恐れ入りますが、黒部市総合振興計画、この冊子のほうをごらんになっていただきたい

と思います。

まず、最初のほうをめくっていただきたいんですが、まず市長のあいさつが入っており

まして、その次に目次が２枚ほどにわたっておりますが、その目次の次に、第１部総論と

いうことで、この策定に当たっての序論に始まりまして、市の概況、時代の潮流、そうい

ったものがあって、その次に、恐れ入りますが、１９ページの次を見ていただきたいと思

います。１９ページの次になりますとページが振ってございません。右手のほうに第２部

基本構想と大きく丸でくくって、市の目指すべき将来像ですとか、主要事業の見通し、第

５章の重点プロジェクト、こういったものをこのページに掲げておりますが、この基本構

想につきましては、第１回の全体会でも申しましたように、これは条例の議決を平成１９

年に受けておりますので、１０年間の計画の骨組みのところですので、ここについての見

直しはございません。

そこで、皆様方に見直しのお願いをしたいところが４９ページの次です。４９ページの

次をめくっていただきたいと思います。右手のほうに、ページが振ってございませんが、

第３部前期基本計画となっております。ここの前期基本計画のところから後半のページを

見直すということで、このところには第１章から第６章まで、６つの柱でくくってありま

すが、当部会につきましては、第４章の健やかに安全で安心して暮らせるまちづくりとい

うところが該当になります。

そこで、申しわけございません、５２ページをごらんいただきたいと思います。５２ペ

ージでは、前期基本計画の構成ということで、ちょっと読み上げますが、本計画は、基本

構想で定めた６つのまちづくり方針に沿って、その政策の実現のために３９の施策で構成

しています。また、施策ごとに現況と課題、市民の声、課題の整理、施策の展開方針、施

策の内容として基本事業や事業メニューを明らかにするとともに、主な指標とその目標値

を設定していますということで、現況と課題、市民の声、課題の整理、施策の展開方針、

施策の内容、こういった形でそれぞれ施策ごとに構成されておるわけでございます。

それでは、早速、申しわけございませんが、当部会の第４章の部分になります９７ペー

ジの次のページをごらんください。ここもページが振ってございませんが、ここからが第

４章健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり、当部会の皆様方に検討していただくこ

とになります。先ほど言いましたように、施策のほうは、３９あるうちの、ここでは１１

の施策があるわけです。１１の施策ごとにそれぞれあります現況と課題、市民の声、施策
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の展開方針、そういったものについて本日ご意見をいただきたいと思います。

ページをめくっていただきまして、１００ページから順次ページを追って現況と課題、

施策の展開方針について、ここに記載してあります内容を見直すということになりますの

で、ぱっと見て、文章の中で今現在使われていない言葉というものも出てきましょうし、

当時、平成１９年に策定した以後、社会情勢もいろいろ変わっておりますから、そういっ

たご意見、また、皆様方の各分野での精通したご意見などをいただいて、ここにある文章

を塗りかえていくということになりますので、要素的なことでも結構ですので、そういっ

たご意見等々をいただければと思います。

協議事項については以上でございます。

【部会長】

ありがとうございました。

それでは、これから協議事項に入りたいと思いますが、事務局から説明がありましたと

おり、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。委員の皆様には、それ

ぞれの各分野に精通されておりますので、そのような視点からご意見をいただきまして、

第２回目以降には、そのご意見で訂正された素案を提示して、見直していくことになりま

す。

それでは、そのためにこれから協議に入りますが、まずは、保健と医療の充実、１００

ページ、１０１ページのところから入っていきたいと思いますが、この２ページに関しま

して記載内容に対するご意見等を伺いたいと思います。ここに現況と課題、市民の声とか

施策の内容とかいろいろありますが、どれについてでも構いませんので、記載、記述の表

現の仕方等、内容についても、あればご意見を伺いたいと思います。

市民アンケートを見ましても、保健・医療の充実というのが一番関心が高くて、市民の

皆様が一番期待している部分であると思うんですが、Ｃ委員さん、何か、表現の仕方とか

内容について、つくったときから変わっていること等があれば、ご意見をいただきたいん

ですけど。

【Ｃ委員】

いや、別にないですね。
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【部会長】

大丈夫ですかね。

【Ｅ委員】

市民の声というのが記載されておりますよね。これは、今、施策の内容のところに、ど

ういうふうに生かされているのかですけど、例えば、市民病院では待ち時間が長いと、そ

のように書いてあるんですけれども、これの対策について、どう施策として、施策と関係

しているのか、ちょっと見えないんですけれども。こういうのはどうなんですか。

【部会長】

そうですね。市民の声に対しての施策の反映は、この施策の内容の中には盛り込まれて

おりませんが。

【Ｅ委員】

増改築の事業が今始まるところですよね。そうしたら、そういう面でこのような問題が

かなり、かなり今の状態から変わってくると思います。そういうことも明確にされるべき

じゃないかなと思うんですけれども。

【部会長】

増改築によってそこら辺が改善されるという指標とか何かってございますか。

【事務局】

今ほどご意見をいただきました、市民病院の待ち時間を短くしてほしいということにつ

きましては、今回のアンケートの中、市民の声の中に同じように出ております。このこと

につきましては、増改築の中でどうにかして解決できるというのとは、ハードの部分のも

のとはちょっと別になりますので、ソフトの中で、今現在、当院のほうでは予約制だとか

そういうものを順次やはり取り入れております。今現在、医師数がだんだん少なくなって

おる中で、患者の皆様方に待っていただくというような、非常にご迷惑をおかけしている

わけですが、病院とすれば、そういう予約制、それとか、あと、病診連携の中で、かかり

つけ医を先に受診していただいて紹介状を持ってきてもらうとか、あと、もう一つ、同じ
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診療待ちの時間の中でも、患者様が自由にその待ち時間を使えるような方策、例えば、受

け付けをしていただいて、順番が来たころに、例えばメール登録をしていただけば、メー

ルでお返しするとかというような、ちょっと実験みたいなことも始めております。これら

につきましては順次改善をしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただ

ければと思います。

【Ｅ委員】

今おっしゃられたことは、十分、わかることでございましたけれども、せっかくこうい

うふうに表現されているわけですから、これを指標化するというふうなことで、今までに

は、こんなことをして、何％満足率を上げているんだよ、ということを指標で出るように

されればいかがかなと、そういうように思いますけど、事務局としてはどんなふうに思わ

れますか。

【事務局】

指標につきましては、ここにあります指標というものは、さまざまな目線から指標の設

定ということが可能だとは思うんですけれども、代表的な指標、それも、ある程度継続的

に推移を評価していくための指標ということで設定されたものであります。

今ご指摘のありました、改善がどのような推移で改善されていくのかといったようなと

ころについて、どういうふうに数値化すればいいのか。基本的には数値化という話になり

ますので、どういうふうな整理の仕方で数値化ができるのかということについては、一応

研究はさせていただきますが、その場合は新たな指標をここで１つ設けるというふうな形

になろうかと思いますけれども、そこらあたりは継続性のある指標ということが条件にな

るものですから、そこらあたりは少し整理をして研究させていただきたいというふうに思

います。

【部会長】

ほかにご意見はございませんでしょうか。

【Ｉ委員】

市民病院を建設するための一応計画書は見たんですけれども、周辺の道路整備等は市民
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病院に直接関係ないかと思うんですが、市当局として市民病院との体系、裏手のほうには、

駐車場のほうにも新しく建てる、カリエールを移動して建てるという計画があるんですが、

その周辺の道路の整備についてはどういうふうに考えておられるんですか。

【事務局】

道路の整備ということでございますけれども、住民の皆様方への説明会の中で、道路の

ほうの側溝について、暗渠化だとか消雪装置の設置等々のご意見もいただいております。

今現在、病院内部はもちろん、市の担当課といいますか、関係する課と鋭意協議させてい

ただいております。

【Ｉ委員】

例えば、側溝の暗渠化というか、ふたをかぶせるといったぐらいで、それだけ程度ぐら

いでいいんですか。

【事務局】

前向きに検討しております。

【部会長】

あとはございませんか。

よろしければ、次のところに行きたいと思います。

次のページをめくっていただきまして、１０２ページから３ページの４―２、地域福祉

の充実というところに入りたいと思います。これも同じように皆さんのご意見を伺いたい

と思います。

Ｄ委員さん、何か、表現がおかしかったとか。

【Ｄ委員】

基本的に、継続的にという形でこれでいいと思うんですが、最近ちょっと思うのが、地

域福祉ということで、私たちもケアネット事業で地区に出向くことが多くなっているんで

すけれども、行政の立場でご意見をいただくという機会をぜひもっと増やしていただけた

らいいなと思います。保健と医療と福祉が連携して、同時に集まるという機会も、今後も
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っと増えたらいいなと思って感じているので、そのあたりをぜひ。今もしていただいてい

るんですけれども、もっともっと住民のためにそうなったらいいなと思っています。そう

いうふうなことをもっと強調して挙げていただけたらいいなと思います。

【部会長】

Ｊ委員さん、何か表現のところとか、福祉のことに関してですけれども、ございますか。

【Ｊ専門委員】

この目標値そのものも見直しの対象になるんですかね。この目標値を設定されるときに、

最初の設定をされるときにいろいろとあったんでしょうけれど、例えばの話、こういう表

現の仕方をしたらほんとうに申しわけなくて、県のほうの計画もそのままなのであれなん

ですけど、がん検診が全部５０％というのは、申しわけないけど、県も一緒ですからあれ

なんですが、ちょっと厳しい数字だろうなと。

あと、例えば、健診受診率も、来年６５％目標ですけど、現時点で４８％ということで、

一応丸印はついていますけれど、かなり厳しい率ですねということがありますし。

それはちょっとかなりあれですけど、例えばの話、高齢者の福祉サービス事業のほうで、

目標値１万７,８００というのは目標値ですけど、２２年度で、おちたのは、介護保険の今

度見直し等で情勢が変わった部分というのがあるのかなと。そのかわり、介護予防のほう

にかなり数が増えてシフトしたような、こちらのほうは多分介護保険そのものの見直しの

影響等があったのかなというところがあるんですけれど、そこら辺をもう一遍今の介護保

険、総合計画のほうと、その下にまたいろんな各個別の計画等もあって、そこら辺との整

合性というのもあるので、一概にここだけでどうのこうのと言えるものではないんですけ

れど、情勢が変わったものもあって、ここら辺の目標数値の見直しというのが一度必要な

のではないかなという気持ちです。

【部会長】

わかりました。その辺も含めまして、また検討させていただきたいと思います。

ほかに、地域福祉のことに関してご意見はございませんでしょうか。

【Ｇ委員】
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ただ、受診率なんか、目標が２４年度は幾らと書いてありますけど、この検査の実施主

体は、結果の検証というのはどの機関でやるのか。例えば、受ける率が非常に低いと。こ

の要因は何かということの検証というのは、福祉課がやるのか、社会福祉協議会がやるの

か、病院がやるのか、どういう見地に立てばいいのか。ある程度検証しないと目標の設定

値が非常に困難じゃないかなというふうに思うんですが、事務局ではどういう判断をして

いますか。

【事務局】

今のような胃がんの検診率でありますとか、そういう検診受診率、こういうふうな目標

値を設定しましたら、所管課が、これは計画期間が基本計画は５年間で一応ありますけれ

ども、毎年この目標値についての確認、検証といいますか、数値を把握することになって

います。それを毎年報告書として実施報告という形で報告することが義務づけられており

ますので、それを毎年繰り返すことになります。

【部会長】

よろしいでしょうか。それでは、地域福祉の充実のところまで、１０３ページまでは、

ここまではよろしいということで、次に進みます。

１０４ページ、１０５ページの高齢者福祉の充実の部分に入りたいと思いますが、この

内容についてはいかがでしょう。事前に配られましたアンケートの自由回答においても、

高齢者福祉の充実に関しては、件数を見ていますと、パーセンテージ１５％の自由回答が

ありまして、関心の高い部門ではありますので、内容等変化があるとか表現とかあれば提

案いただきたいんですが。

【Ｇ委員】

例えば、施策の展開方針と書いてありますね。例えば高齢者が健康で生きがいを持って

暮らせるまちと。具体的にどういう指標を持って生きがいあるいは健康で元気な高齢者づ

くりをするのかという指標というのを明確にすべきじゃないかなというふうに思っている

んですがね。ただ単に高齢者の交流促進とか、あるいはスポーツ制度の拡充とか、そんな

ことをお出しになっていますけれど、具体的にですよ、生きがいを持たせるために具体的

指標というのは何をやるべきか、どうすべきかという、ある程度の物差しを出すべきじゃ
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ないかなというふうに思うんですが、それは当局の考えもあるでしょうけれども、若干修

正してもいいのかなというふうに思います。

【部会長】

老人クラブさんとしては、何かこういうようなことを表に出して、高齢者のためのまち

づくり、何か交流の場とか、生きがいを持って暮らせるまちに、高齢者の方々がこういう

ことをしていますということは何かありますか。

【Ｇ委員】

具体的に、相談は細かいことはやっておりませんけど、１つ、これも全体で福祉の分野

にもかかわりますけれども、市全体として、あくまで医療費の削減も１つの目標ですよ。

その医療費を削減する手段として、あくまで元気な高齢者づくりをしなければならない。

そのことによって一石二鳥で医療費も削減できる。そのためには、高齢者の生きがい、元

気な高齢者づくりをするため、どんな指標をしておくか。例えばスポーツ制度の問題、あ

るいは例えば、具体的に申し上げますと、黒部市パークゴルフ場が大島にありますね。あ

れは今ＮＰＯ法人に管理されておりますけど、あそこにおきましても、県内、地元であろ

うと、別に料金の設定は一緒なんですよね。もし高齢者に生きがいを与え、そして健康づ

くりを促進するならば、少なくとも料金そのものにも若干の差をつけてもいいんじゃない

かと。例えば高齢者の場合は３００円を２５０円にするとか、そういう指標も当然しかる

べきじゃないかと。ただ、その均一化することによってパーク場そのものの経営が赤字に

なれば、市が負担するということになって財政的な問題が生じてくるかもしれないけれど

も、今、どこの市町村へ行っても、高齢者の生きがいをつくるためには、例えば７５歳以

上の方に対しては若干の割引制をとるとか、そういう手法も当然これからも考えるべきじ

ゃないかなと、具体的に言うならばね。そういうふうに思っています。

【部会長】

ありがとうございます。

パークゴルフ場はＮＰＯ法人の管理のもとなので、料金云々はここではお話できません

が、市内の高齢者、高齢者に限らず市内の方が利用するために少しでも利用しやすい状況

をつくるということですね。
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【Ｇ委員】

ここで一言言うと、例えば、大島のパーク場は年会費１万５,０００円の会費制をとって

いるんですね。ゴルフ場の場合は。それが、当初は１万５,０００円でも結構高齢者の方々

は加入されたんですよ。ところが、１年たったら、これだけ、例えば年間５０回行かない

と、１万５,０００円が元をとれないんですね。ほんとうに興味のある者としては年間６０

回か７０回は行かれます。ところが、その実績を見て、今まで５００人おったものが、黒

部市内の方々は３５０人に減った。このデータも出ているはずなんです。そういう分野か

ら検討すると、福祉対策あるいは健康づくりということになれば、当然そういう分野も考

えるべきかなというふうに私は思うんです。以上です。

【部会長】

わかりました。ありがとうございます。

ほかにご意見はございませんか。

【Ｄ委員】

現在の高齢者のご意見はもちろん貴重で大事なんですが、５０代だったり４０代の高齢

福祉に対する思いというのもどこかに取り入れていただいたら、今後のことを考える中で

とても参考になるのかなという思いがありまして、福祉センターも利用者さんがだんだん

減ったりということも心配しつつ、この後どうしていくかということを考えたときに、や

っぱり７０代、８０代の方のご意見はもちろん参考にはなるんですが、ほんとうにこの後

高齢者になっていく人たちの意見を反映していってもらえたらいいなという思いがありま

して、そういうのも組み入れていったらいいのかなと個人的に思うんですが。

【部会長】

何かございませんか。

次に行きます。次のページ、１０６ページ、１０７ページ、４―４、障害者福祉の充実

のところに入りたいと思います。

これに関しましては、なかなか表に出てくることが少ないのか、自由回答のアンケート

でも件数が少なかったんですね。続けてですけど、Ｄさん、障害者のほうのことについて、
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○○さんの立場として。

【Ｄ委員】

黒部市は、隣の魚津だったり入善と比べたところ、やはりグループホームがないですと

か、若干障害者というところでクローズアップされる場面が少ないような気がして見てい

るんですが、なるべく障害者の方も表に出てこれるような環境をぜひ黒部でもつくり続け

てほしいという思いです。今もあるんですが、確かにあって、一生懸命しておられる方も

あるんですが、その方たちをもっともっと出やすい環境になればいいなという思いでいま

す。細かく言えばいろいろあるんですが、大まかに。

【部会長】

現状としまして、障害者が社会参加できる場というのはどれぐらいあるんですか。

【Ｄ委員】

イベントにも出ていただいたり、その中で、日常生活でやっぱり不自由に感じておられ

る方たちをフォローアップしないといけないので、ＮＰＯの○○さんですとか、いろいろ

活動しておられる団体さんはあるんですが、行政としてもぜひもう少し目を向けていただ

ける機会が多いといいなという思いです。

【部会長】

ほかにどうでしょう。障害者福祉、必ずしも万全の体制ではないと思いますが、自立促

進、社会参加、その他表現に関してご意見等があれば。よろしいですか。この辺は一番市

民の方々に見えにくい部分なので、表現方法をまた事務局と検討させていただきまして、

もうちょっとＰＲしていただきたいなと思います。

続けて、１０８ページ、９ページのところに参ります。４―５、介護保険への対応です

ね。これに関してはどうでしょう。Ｊ委員さん、これは介護保険制度が年々変わってくる

と思うんですが、サービス事業の内容とかはこんなもので、見直しとかはどういうもので

しょう。

【Ｊ専門委員】
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介護保険のほうに関しましては、ここは１市２町で介護保険組合をつくっていらっしゃ

いますので、そちらのほうの今計画改定ということもあって動いておると。正直言いまし

て、要はそちらのほうとの整合性という話になってくると思うんですけれども、こういっ

た中で、こちらのほうの介護保険等の特徴としては、基本的には、介護保険料が今県内で

一番安く多分なっているのかな。介護保険についての運営としては、それなりに多分軌道

にのっているんだと思うんですけど、ただ、今日、それで気になるのが、介護保険料が安

いということがほんとうにいいことなのかどうなのかというのがちょっとひっかかるとこ

ろで。いろんな方々にとって、当然、それは医療保険は安いのがいいんでしょうけれど、

ただ、それが実際ほんとうにサービス量が十分足りていてそうなのか。サービスがないか

ら、利用できないから利用料が安いのか。そこら辺の要因というか、いろんなそういった

ものがどうなっているのかというのがいま一つわからないというところなんです。アンケ

ート等をとると、充実してくださいといったようなアンケート結果が出てくる。そういう

ところを見ると、そういった面では、先ほどの話じゃないですけど、サービス量はほんと

うに足りているんでしょうか。そういうところがちょっと疑問というか、ちょっと気にか

かるところではあるんですけれども、そういった面で、それをどうやって調査して、ピッ

クアップして、どういうふうに……。黒部市だけの問題なのか、ほかのところもあるのか

わかりませんけれども、そういったようなことも解明していっていただければいいのかな

というところであります。

この指標だけからすると、１つには、介護予防のほうでかなり伸びているというところ

はあるんですけれど、実際のデイサービスとかホームヘルプの利用は下がっているという

ところが、先ほどちらっと、そういった介護保険制度そのものの見直し等もありましたの

で、その影響だけなのか、そのほかにも要因があるのか、そういうところが、そうですね。

この資料だけでは何とも言えないところなんですが。

【Ｇ委員】

私も、今度、介護保険制度の改正に、３年毎に改正するということで委員として出てい

るんですが、やっぱりそこの介護保険の改正の基本方向というのを今検討しておるんです

けど、この構想が出たものが、イコール、例えばこれは新川介護だから１市２町でやって

いるんですけど、ところが、その結果の構想が出たものの反映を介護保険の対応の福祉の

全体構想の中に組み込んでいったらどうかというふうに思っています。そういうことで、
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介護保険の改正原案がようやく検討されておりますので、その構想をまたお伺いしてご判

断されたらどうですかね。

【部会長】

事務局のほうでそういう介護保険の会合の結果とかをこの書類の中に反映させることは

可能ですか。

【事務局】

そのあたりはまた調整させていただきますけれども、可能かどうかも含めてですね。今

ご指摘のありました、料金が県内では月額が一番安いということであるけれども、安いこ

とが果たしていいことかどうかというご指摘がありましたが、そのサービスの内容と保険

料の内容とのバランスということが、これはタウンミーティングの中で市長もその部分に

触れておられますので、そういうことも含めて調整をしていきたいと思います。

【部会長】

ほかに介護保険の部分でございませんか。

【Ｉ委員】

サービスというのは、ほかの地域と黒部市とのサービスの内容というのは一緒なんです

か。内容はどうなんでしょう。黒部のほうは安いから対応が悪いとか、今言われたとおり

に。ほかの地区から見るとどういうものですか。それから、施設によってはまた違うんで

すか。

【事務局】

具体的にはあれですけれども、例えば、待機者の数がどうであるかとか、施設充実度で

ありますとか、そういった部分の話があろうかというふうに思います。そこらあたりが充

実すれば充実するほど料金は月額を上げざるを得ないというようなことにも反映されてく

るという話がありますけど、そういう部分の……。

【Ｉ委員】
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黒部市が一番安いというのはいいことだと思うんですが、サービス内容から見て、ほか

の地区から見て、安かろう悪かろうということではだめだろうし……。

【Ｇ委員】

委員会でもそういう議論があったんだけど、サービスが悪いから単価が低いとかそうい

うことじゃないんです。先に新川広域圏の介護保険事業の方々のお話をすれば、何も劣っ

ておるような状態は全くない。ただ、努力で単価が県域よりも安いんだという評価をされ

ております。私はいいことだと。Ｃ先生は座長をやっておられますので。

【Ｃ委員】

では、私からちょっといいですか。

魚津のある先生方から、認知症に対する認定調査がえらい厳しいんですよ、新川は。だ

から当然安くなるんですよ。ところが、魚津から向こうは結構甘いんです。というのは、

やはり認知症に対する皆様の対応が大変だということで、先生方が、あるいは調査委員会

が甘く見られている。甘くというのは言葉は悪いですけど、黒部、入善、朝日は厳しいん

です。魚津市の患者さんと黒部の患者さんが同じ認知症なのに、こっちは要介護２、こっ

ちは要支援になってしまう。そのぐらいの差があるんです。そうすると、サービスしたく

てもできない場合がある。これは決していいことじゃないんです。決して甘くしろとは言

いません。だけど、やはり認知症を抱えている家族はどういう思いでやっていらっしゃる

か。差がはっきり出過ぎるんですよね。それは、ケアマネジャーの研修会でやはりそれを

一生懸命、同じような目で見られるように勉強してもらわないと困るんですよね。なぜそ

ういうふうになっているのかよくわからない。魚津のある精神科の先生からそう言われて、

黒部は厳しくてたまらんと言われています、はっきり。だから、果たして保険料が安いか

らいいか悪いかは別にして、認知症の患者さんを抱えている家族の方の気持ちを思えば、

もうちょっと対応を考えてもいいんじゃないかなというふうに私らは思っています。特に

私は○○をやっていまして、認知症の患者さんが８割から９割です。でも、認知症に対し

ては看護師やスタッフはみんな慣れていますから問題ないんですが、対応が魚津の患者さ

んと黒部の患者さんが同じ認知症なのに違ってくるんですよね。これでやると、病院にい

る限りはその差別はありませんが、いざ退院となると、サービス内容が変わってきちゃう

んですよね。そこで家族の不平不満が出てくる可能性があるんです。魚津は十分に何でも
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できるんですよね、要介護が高いから。黒部は要介護が低いから、サービスしたくてもで

きないんですよ。これは不公平なんです、本来は。これは私らが言っても、結局調査委員

会がそういうふうに決めちゃうものだから、あるいはケアマネジャーが多分認定調査に行

かれますよね。その方々の見る目がちょっと日本全国一律じゃないものですから、どうし

ても差が出るのは仕方ないんですよね。でも、それは、今はいろんな研修会があると思い

ますので、そこでしっかりと、同じ目線で見てもらえるように教育してもらいたいなとい

うふうに常々思っています。以上です。

【部会長】

ここで内容については書けませんけど、ケアマネジャーさんとかの養成に力を注いでい

ただくということをまた提案していただくことにして、続いて、次のページに参りますね。

駆け足ですみませんが、４―６で１１０、１１１ページの子育て支援の充実に入ります。

○○のＨ委員さん、この辺に関して何か。

【Ｈ委員】

重点事業となっております子育てに関する支援、相談の充実というのは、引き続きこの

ままやっていただければ、こういうふうにしていただければなと思います。

あと、市民の声とか課題の整理のあたりにも書いてございますけれども、市民のほうか

らは、職業の生活と家庭生活の両立ができるような支援を望まれているような気がいたし

ます。それで、そのあたりでは、１１０、１１１ページにも書いてございますけれども、

保育所の特別保育の充実、それから、放課後児童クラブ、要は学童保育ですが、そのあた

りの充実、それから、あと、市内企業への働きかけなども必要じゃないかなと思います。

この３つが大きなポイントじゃないかなと思います。

あとは、放課後児童クラブ、学童保育のことでは、地域のほうが主体で、市から委託さ

れているものではあるんですが、順番に各地区で生まれてきて、今は全地域にあるという

状況の中で、例えば最低なほうでいいんですが、市の、こうしてほしいというガイドライ

ンあたりを示していただく必要がある時期に来ているんじゃないかなと思います。

あと、最後に言いました、市内企業への働きかけか何かということで、事業主の皆様へ

ということで、育児休業制度などの子育て支援に努めましょうということは、一文書いて

ございますが、具体的に市としてどんなことをやっていらっしゃるのかなというようなこ
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とを思います。平成１５年あたりに国のほうから、次世代育成支援対策推進法の中に、３

００名を超える企業に、産み育てやすい環境づくりの行動計画をつくるように言われてい

ます。県でもいろいろやっていらっしゃるようなんですが、最近では、富山県のほうでは、

５０名を超える企業に行動計画をつくるように示されているかと思います。そういうよう

なことも踏まえて、市として何か企業のほうへの働きかけができれば、例えば、男性の育

児休暇がとりやすくなったりというふうなことも考えられると思いますので、そのような

働きかけが必要じゃないかなということと、あと、私は○○におりますが、親の育児不安

の解消とか、子供への虐待予防ということの中で、現在、宇奈月小学校と三日市小学校で

行われているんですが、いのちの授業というのが、これは県の事業で行われているという

ふうに聞いているんですけれども、そういうようなこと、具体的には、小学校の授業の中

で、助産師さんが講師になったり、あと、乳幼児の親子が何組か来られて、授業の中で赤

ちゃんをだっこさせてもらうとか、自分の、男性、女性という性を知って、命の大切さを

知って、命をつなぐということのすばらしさを学ぶというような内容だというふうにお聞

きしているんですが、そういうようなものが黒部市全体の学校で授業の中で取り入れてや

ってもらえるようなことがもしもできれば、施策の展開方法の中の２番目に、子育ての喜

びや生きがい、生命の尊さを若い世代に伝える環境づくりを推進しますという、そういう

言葉で、具体的にはどういうようなことをしてこられているかちょっとわからないもので

すからこんなところをお話しするんですが、そんなことが私が感じるところです。

【部会長】

現在、市としまして、企業に対する子育て支援に関することで何か働きかけというのは

されていますか。

【事務局】

どこかのという、なかなか個々具体的には申し上げられませんが、企業というよりも、

働く方々への支援という形で、どの企業ということではなくて、働かれる保護者への支援

という形で、可能な限り保育所の開所時間等を弾力的に運用させていただいておりますし、

また、特別保育を実施しているところでございます。今ほど部会長さんがおっしゃられた

のは、富山県の少子化対策の計画では、商工労働部、それから、子供の保育担当部が一括

して、教育委員会も含めてなんですが、総体的に今展開していこうということにつきまし
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て、現在、黒部市では、結果、総体的に具体的な企業への働きかけが、黒部市としては若

干、少し遅れているかなという気はしております。今ほど委員さんがご指摘のことにつき

ましては、これからも次世代育成支援行動計画の中の展開の中できちっと検討してまいり

たいというふうに考えております。

【部会長】

ほかに、この内容について、子育てについてはございませんか。

【Ｃ委員】

今、少子高齢化なんですが、子供さんたちに対する保育所あるいは幼稚園とかは十分に

補充されているんですか。足りないとかということはないんですか。今働く女性が多いみ

たいですから、やはり子供さんを預ける保育所、幼稚園等が、今黒部全体で見た場合に十

分に補充されているんですか。ちょっとその辺が気になったもので。

【事務局】

今、委員さんのご質問でございますが、現在、富山県、また、黒部市におきまして、子

供さんを保育所に入れたいという申請が出されましたら、お断りする状況ではないという

ことで、現在は足りているというところでございます。

【Ｅ委員】

関連して１つお伺いします。

若い夫婦からの意見なんですけれども、２歳、３歳児の幼児を預けたいと思うんだけれ

ども、どうも一緒に預けると預け賃が高い。夫婦共稼ぎするのは生活がかかっているから

共稼ぎしたいんだけれども、預けると高い金を取られるのでなかなか預けにくいという話

も聞いたんですが、実態としてどうなっているんでしょうね。私も、周辺市町村との比較

も知りませんし、その辺は。

【事務局】

保育料の関係でございます。当然、働かれる方々の所得にも関係するわけでございます

が、県内の自治体で設定をしております保育料を比較しますと、黒部市のほうは若干低い
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傾向にあろうかというふうに言われていますが、ただ、おっしゃられました、小さな子供

さんを持たれる方々は保護者の方も年齢が低いという形で、それほど所得も大きくないん

だと。その辺は負担感の話だと思いますので、それらにつきましても、現在、子ども手当

とかいろんなもので、全体で施策の展開をしておりますが、大変な状況ではないかという

ように考えていますが、これからも一層気をつけて支援をしてまいりたいというふうに考

えております。

【部会長】

よろしいですか。ほかにご意見はございませんか。

よろしかったら、次のページ、１１２、１１３ページの消費者支援の充実のところに入

ります。この辺は自由回答のアンケートでは意見が少なかったんですが、内容、表現の仕

方等いかがでございましょうか。

Ｂ委員さん、女性の立場から消費に関して。

【Ｂ委員】

特別ないんですが、ちょっとアンケート見ましたら、黒部でまかなえないというか、黒

部でなくて、やっぱりよそのところに行くという人も結構いらっしゃるものですから、黒

部の中で消費をまかなえるものなら、そういう方向に、これはすべて、お店で、お店とい

うこともあると思いますけれども、商店とかとやっぱりいろいろな事を考えながらやって

くことなんだなと思います。

【Ｇ委員】

ただ、消費者相談というのはこんなに少ないものかね。

【部会長】

実態としてここに数字が入っておりますが、隠れている部分がどれだけあるかですね。

市では、この数字、１７年、１８年、苦情、問合わせ４１件、４２件と上がっていますが、

これは、１７年の前、１９年以降、数字の変動ってどんなものでしょう。増えていますか、

減っていますか。
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【事務局】

黒部市におきましては、実際、市に対する消費者相談というのは、２２年度で３７件で

あります。それから、県の消費者センターというところがあるんですけれども、そこには

１３件ということで、黒部市に関する相談件数は５０件というふうになっております。た

だ、あと問い合わせとかそういったような形もありますので、それらを総合的に合わせま

すと、２２年度総計で２４１件という数字にはなっております。真に相談というのは５０

件だというふうに思っていただければ結構だというふうに思います。

【Ｇ委員】

ここの土地柄もあって、黒部市の場合はそういう相談をする方もおられないし、満足だ

ということかね。

【部会長】

ここに書いてある窓口の開設というのは、具体的には何年までに開設されるというのは。

【事務局】

今ほど委員さんのほうから、消費生活がこれだけ新聞等々をにぎわせているため、詐欺

行為とかいろんなことで全国的なものでありますので、そういうところから見ると件数は

少ないんじゃないかという話でございます。この件数の受け付け云々につきましてはこの

ような状況ではございますが、多分に私らが少し心配しますのは、適切に相談する場とい

うのがわからないんじゃないかという、逆に言えば私たちの窓口を設置しておりますＰＲ

不足もあるのかというふうに反省する面もございます。以前から、黒部市のほうではこの

ような研修を受けた職員を配置しておりますが、昨年度、２２年度から、黒部庁舎におき

まして、これは市民環境課の窓口でございますが、そちらのほうに随時専門員を配置して

おりますので、そこらあたりのＰＲを含めまして適切な相談窓口の運用を図ってまいりた

いというように考えております。決して、黒部市内におきましても、事件、いろんな被害

に遭われた方が皆無ということではございませんので、窓口の充実も図ってまいりたいと

いうふうに考えています。

【Ｃ委員】
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これって、むしろ厚生センターのほうに何かそういう苦情とか、そういうのはないので

しょうか。

【Ｊ専門委員】

中身によりけりなので、うちのほうは、要は食品関係だとか、そちらのほうの苦情、相

談等は入ってきています。件数がどの程度と言われるとちょっとあれなんですけど、もう

一つ、いろんなそちらのほうとの問題なんかは必ずしも……。おっしゃってくるのは、そ

れもそれぞれなんですけど、黒部市の方の場合と、黒部市で物を買った人の場合と、居住

地はどこどこだと、いろいろとパターンがあるものですから、一概にどこまでが黒部市の

ことというのはちょっとなかなか難しいかなとは思います。

【部会長】

相談する先も市であったり、厚生センターであったり、警察署であったり、いろいろ分

割はされていると思うんですけれども、警察のほうでそういう件数というのは毎年上がっ

てきて……。

【Ｋ専門委員】

私どもの相談件数からいえば、年間３００件から４００件あり、今年でもかなり出てき

ています。ただ、その中で、消費者関係のものが何割を占めて、ちょっとパーセンテージ

は言えませんけれども、多いのは、物を送りつけられてきたというのが今結構ありますね。

その中で、そちらの消費センターの紹介を受けたというのがちょくちょくありますね。

【Ｇ委員】

市民環境課に窓口をつくったのはいつからつくったって。

【事務局】

２２年度でございます。それまで宇奈月庁舎にございましたが、いろいろ利便性等も考

えまして、現在は市民環境課のほうに窓口を設置させていただきまして、何人かの職員に

勉強させてありますので、日々、充実してまいりたいと。これからも相談はなくならない

状況にもございますので。
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【Ｇ委員】

一般市民の方々はご存じないんじゃないか、市民環境課にあるということを。

【事務局】

先ほど申しました、私たちのＰＲ不足だということも含めております。

【Ｇ委員】

例えば、女性団体の連絡協議会なんかもありますよね、組織ね。ああいう方達にもそう

いう窓口を設置してあるよと、よくＰＲもすべきじゃないかなと。

【事務局】

わかりました。

【部会長】

今の委員の意見にもありましたように、もうちょっとＰＲをしていただきたいというこ

とでよろしくお願いいたします。

ほかの内容は大丈夫ですかね。

時間も迫っていますので、１１４、１１５ページ、消防・防災体制の充実のところに入

りたいと思います。

震災以降、皆さん、市民の方々もいろいろ関心が高いと思いますので、この内容も結構

いろいろと注目されるとは思うんですが、Ｉ委員さん、何か。

【Ｉ委員】

いろいろと３･１１以来、国民の目線というか、市民の目線が防災意識に目覚めたという

か、視点が、見る目が違うという、そういうところから始まっておるんですが、特に海岸

線の住民の方々は、高潮、高波、もちろん津波と地震、だから、生地、石田地区に関して

は、特に逃げ場がない。避難する場所がない、津波が来た場合。果たして津波がどこまで

来るのか、どれだけの高さが来るのかという想定もできない。想定外って国が大変なこと

を言いまして、想定外という言葉にみんな敏感になりまして、想定外といってしまったら
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想定できなくなりますよ。どこまで想定すればいいのか。だから、今度も市長さんが生地

のほうでタウンミーティングされたときには、県の指針が近いうちに出るだろうというこ

とで、事務局の、そこに出席した職員さんもおられるんですが、聞いておられたと思いま

す。１０メーターぐらいじゃないだろうかというような想定をしておりますと。そうした

場合には、生地地区に関しては、生地小学校にみんな逃げるのか、高志野中学校へみんな

避難できるのか、ＹＫＫの建物のほうへ避難できるのか、そういうものの高いところが、

まず地盤の標高が３、４メーターぐらいが精いっぱいで、あとはみんな平地なんです。だ

から、私も東北のほうへ視察に行きましたけども、一番死亡者の多いところはみんな平場

の建物のあるところ、平地の開けたところがほとんど、たくさん亡くなったんです。だか

ら、山間地、リアス式ですぐ山手にある人たちは、相当数が助かった。だから、逃げ場が

ないという、そういうものに対してものすごく地域住民の方がえらい敏感になっておられ

る。

それから、いろんなアンケートがありまして、いろんな洪水関係に関しての、雨量関係、

そういうものに関してのハザードマップが皆さんに配られておるんですが、そのハザード

マップというのは、黒四ダムが決壊した場合はどうなるんだ。それから、集中豪雨という

か、今、ゲリラ豪雨がしょっちゅう起きるんですが、それに対してどれだけどこへ逃げれ

ばいいのか。というのは、そのハザードマップが、黒部川だけが決壊するという想定なの

か、それとも、ゲリラ豪雨になったときには黒部市全体が豪雨なんですよ。小さい小河川

もみんな氾濫しておるという、そういう想定の中に果たしてどこに逃げる場所がどうして

あるのか。逃げる確保はできるのかということを皆さんは大変心配しておられます。そう

いう心配したって切りのない話なので、ずっと。延々と話をするんですが、そうなると、

ちょっとその話はそれだけにしまして、一番私の今気になっておるのは、皆さんが、アン

ケートでは、あそこのほうでよく地震がありますので、果たして黒四ダムはどれぐらいの

地震に耐えられるのかというのを皆さん心配しておられるというのは、アンケートから見

てもわかるとおり、私らがどこかへ行っていても、消防のほうからでも、どれぐらいなの

かということを言われても私もはっきり言えないし、関電の方に言わせると、例えば震度

６ぐらいの地震では大丈夫ですよと。震度７だったらどうなのかというような話にもなっ

てくるという。だから、そういうものに関して大変心配しているということは、黒部市一

円の人たちはみんな心配しておられるということと、今度は現実の話をいたします。

布施川、土砂の堆積。あれは、もし雨が降ってそうなったときに、あの布施川はもつの
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か。土砂の堆積が、もう何遍も私ども○○のところから市ないし県のほうへ申請はしてお

るんですが、なかなか対応していただけない。どこか、下流のほうは少しはやってきたん

ですが、俗に言う旧、田家道路の新川高校へ行く、今はみどり野高校ですか、あそこへ行

く間の上下、それから、犬山橋の上下、ものすごく中州に土砂がたまっている。布施川ダ

ムができて以来、土砂の堆積がすごい。あれを速やかに流れを解消できるような土砂の排

出をお願いしたいと思う。防災面からお願いしたいと思うことは、私は消防のほうからも

お願いしたいということであります。

それと、今度また話は変わりますが、消火栓もいろいろとつくられているんですが、消

火栓、その施設はつくられているんですが、それに伴う器具が備えつけていないですね、

どこへ行っても。石田、生地に関しては昔からつけられて、もう大分老朽化しておる。年

間５０万つけて、黒部市の１６の町のところに５０万円の助成金がつくんですが、５０万

円の奪い合い合戦ということで、１６に分けると幾らになりますか。そういう年間５０万

円を訓練をよくしているところへ配付しますよと。訓練されてもいいんですが、消火栓の

訓練をするにしても器具がないんですよ。初期消火とか何かするときに、消火栓をつけて

いても、そのホースなり、管鎗なり、バルブをひねる金具とかそういうものは一切備えつ

けていない。消防自動車が来ないと消火栓が使えないという状況が、黒部市の消火栓はほ

とんどなんですよ。東三日市地区に関しては、防災何とか協会か何かがあるもので、それ

で支援いただけますし、東三日市地区にはついておるそうですね。

あとは、三日市に関しては椚町ですか、椚町は、水道組合が解体するときの予算が余っ

たら、当時椚町地区では火事が何遍か続いたら、そのお金を消火栓のほうへ、器具に使っ

たということで、市とすれば、消火栓の対応をするんですが、あとのフォローがないとい

う。だから、防災組織をつくっていても、防災組織の人たちが消火訓練しようと思ってい

てもできない。だから、ちょっとそれは片手落ちかなという思いがしております。すみま

せん、また違う話します。

今、新たな消防庁舎が、来年の今時分は引っ越しを完了して機能するような時期になる。

それに関しては大変皆さんにご協力いただきまして感謝を申し上げます。以上であります。

【部会長】

ありがとうございます。

そのほかでここではないですかね。
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【Ｇ委員】

自主防災組織というのは黒部市は幾つあるかね、今。

【Ｉ委員】

あるけれども、機能しているところはどうなのかというのははっきり私らも把握してい

ません。大体、地区地区で訓練はしておるんですが、どういう訓練をされておるのかとい

うのは、私らのほうでは、消防署のほうでは把握しておられると思うんですが、私らのほ

うは、地区地区に関しては、どういうふうに訓練されて、どういうふうになっておるか、

その訓練内容とか、それから、防災組織があって、いろんなものがあって、備蓄されてい

るものはどこにあってどうなっておるのかというのは、果たして皆さん周知徹底しておる

のかということをお願いしたいと思います。

それから、今度生地で秋の消防の防災訓練があったんですが、生地の地区の人たちは大

変感謝しておるんですけれども、振興会長さんが想定していた人数の４、５倍出てこられ

たそうです。ということは、それだけ皆さんが、地震、３･１１以来、自分たちのところは

自分たちで守ろうということと、自助ということで自分の命をまず守ろうと。自分が健全

な体でないと人を助けられないんですよ。そういう観点から見て、まず自分が助かろうと。

自分が助かるにはどうすればいいかということを皆さんが真剣に考えられた訓練だったと

私は思っております。生地の人たちに大変感謝しておりますので。

それから、消火栓の件に関しては、ホースとか管鎗とかというのは、来年どうにかつけ

ていただきたいなという思いが私らのほうではあります。当局のほうはどう思っておられ

ますか。

【事務局】

この件についてはよく分団長会議でもお話ししております。Ｉ委員さんは、この場で、

お金が少ないんじゃないかという提案でおっしゃっているのかなと、そのように理解して

おります。しかし、基本は、自分たちのまちは自分たちの手で守るんだという基本姿勢、

それと、できれば皆さんで、市役所に全部お金があるわけじゃないですから、２分の１補

助で対応していただければどうかということで、７年計画で全体が入れかわるというふう

な形で取り組ませていただいております。この部分は、急いでやれという話と、それは大
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変、私も難しい判断ですが、その点を市部局と協議した結果でありましたので、ご理解い

ただきたいと思います。しかし、今日はＩ委員さんがこのようにご提案されたのは、少な

くとも消防に対して、消防団に対して、少し自主防災に対して配慮が足りないかなという

ことで、このたびの全体の中の発言かなと私は理解しております。以上です。

【Ｇ委員】

確認だけどね、案文で、防災組織、意識の高揚と自主防災の組織云々をうたっているん

ですが、私は、昔は自治振興会って言わなかったんです。最近、合併してから自治振興会

って今言っていますがね、従来は単なる振興会だったんです。今度は、自治振興会という

名称をつくった限りは、自治振興会が中心になって自主防衛組織を確立するという方針を

展開せざるを得ないんじゃないかと。それは消防団と協力してという形じゃないと、自治

振興会の協力をもって云々じゃなくて、自治振興会を表に出そうじゃないかというふうに

私なりに思います。これは案文の若干の修正になるかもしれないけれども、そういう方向

づけをしなければならないのではないかというふうに思います。

【部会長】

ほかにはよろしいですか。

時間も迫っていますので、次のページ、１１６、１１７の防犯体制の充実に参ります。

この内容につきまして、Ｋ委員さん。

【Ｋ専門委員】

大変、黒部市の防犯対策は充実されておりまして、色々と取り組んでおられるところで

ございますが、私は、先ほど申し上げておりますように設備の関係で防犯灯の関係も、本

年事業としてやっていただいてありがたく思っています。防犯ビデオの関係、これも１つ、

設置のご検討をまたお願いしたいということもあります。これは、皆さんご存じのとおり、

防犯ビデオというのは、人々の地域を守るための設備という意味において、事件発生時に

どうしてもそれが必要不可欠なところだと思います。黒部市の管内につきましては、縦貫

で８４キロですか。東西で、８号線でいきますと６.５キロ、海岸線で８キロ足らず。管内

で発生しますと、すぐにぱっとほかのところへ逃げていってしまう、地形上のところがあ

りまして、平穏というものの、過去には強盗事件あるいは、放火事件、あるいは、たてこ
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もり事件などもあったようでございます。新幹線の駅も道路も整備されて、同様に他の地

域のように変わってきますと、観光地もあると、ほかの県外からというのはたくさん入っ

てくる状況があることから、近々に犯罪が増える可能性があるかと思います。そういうこ

とから、犯罪がおきにくいまちづくりということで、防犯ビデオの設置の関係もご検討い

ただければ、本地域としては大変ありがたいというふうに思っております。

【部会長】

その他ございませんか。

市民アンケート調査、前回との比較で、防犯体制の充実がマイナス４.２％になっている

んですけれども、これは市としてどういう点がマイナス４.２％になってきているというふ

うに判断されていますでしょうか。

【事務局】

アンケートの分析についてはまだまだこれからの話だと思いますが、いろんなことがあ

りまして、世の中にいろいろ事象、事件がございまして、防犯関係のほうの若干意識が薄

れたのかなと思いますし、また、ほかの理由には、先ほどＫ委員がおっしゃられましたが、

一部やはり防犯灯設置が不足しているという市民からのご意見もございますので、そこら

あたりが少し押し下げたという部分はあります。

【部会長】

わかりました。ありがとうございます。防犯灯と同時にカメラの設置のほうも進めてい

ただきたいと思います。

そうしたら、続けて、次のページ、１１８、１１９、交通安全の推進のところに参りた

いと思います。

Ｆ委員、何か。

【Ｆ委員】

交通安全協会のほうから申し上げたいと思いますが、交通事故につきましては、資料２、

平成２０年度から２２年度実績ということで、５ページです。交通事故の発生件数という

ことでデータに出ておりますけれども、交通事故件数というのは大体横ばいでございます。
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決して減ってはおりません。それで、人身事故につきましては、総合計画のほうで先ほど

の１１８ページの下にグラフがありますけど、一番下に青い折れ線グラフがあります。こ

れが黒部市の人身事故の数を言っているんですけれども、平成１８年まで書いてあります。

平成１８年は２２４件と書いてありますが、これから、ちょっと調べましたら、平成２２

年度では１３４件ということで人身事故は減ってきておるんです。しかしながら事故全体

では減っていないんですね。そこでの話ですけれども、実は、ここの市民アンケート調査

にもありますが、黒部市の道路整備とはどんなのだというと、不満足だというんです。先

ほどの資料もありますが、不満足だと。あるいはいいか悪いかということでマイナスなん

ですね。実は、交通事故でどういうのが多いのかというと、やっぱり追突事故が多いそう

です。追突事故ってどうしてですかというと、やっぱり道路事情が悪いから追突事故があ

るんですね。事情が悪いというのは具体的にはどんなことをいうかというと、まず、道路

の車の走っておる路線の数が少ないということなんです。ということで、今も黒部ではバ

イパス道路を建設中です。このバイパス道路が完成すれば、要は道路の路線が増えるわけ

ですから、渋滞も減るということ。渋滞が減れば、追突事故も減るだろうというような期

待はしております。それにしても、このアンケートにありましたように、黒部の道路事情

というのはまだまだだという、現在は不満を持っておられるもので、どうかひとつ整備に

つきましては十分お願いしたいというところでございます。

それと、もう一つアンケート調査というのがありますけれども、公共交通機関の充実は

どうですかという、これも、不満なり、マイナスの視点にございますね。交通事故でどう

いうふうですかというと、やっぱり高齢者あるいは交通弱者の方々の事故というのも、こ

れも減っていないんです。それの対策というのは、やっぱり公共交通をしっかり利用して

いただくということでの事故の削減につながるんだろうと、そういうふうに思っておるわ

けでございます。

それで、もう一つ、事故の減っていないのが、今言いました高齢者と、あと、自転車の

事故なんですね。これが実は減っていないんです。そこで、今も黒部のほうで新設の道路

をどんどんやっておられますけれども、特に背骨道路ですか、ああいうものもできており

ますけれども、ああいう中に自転車の通行ができる路線といいますか、確保してもらえれ

ばいいんじゃないかなと思うことと、実は、私は、交通安全協会の役員をしながら、今ま

でずっと知らなかったんですけど、多分皆さんも、いや、それは知っているよという人と、

へえ～という人があると思いますが、それは何かといいますと、自転車というのは車両だ
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よということで、道路の左側を通りなさいと皆さんは常識的に知っておられますよね。し

かしながら、歩道を通ってもいいんです。というのは、７０歳以上あるいは児童、幼児が

自転車で通行するときは、歩道を通ってもいいという、そういう規則になっておるらしい

ですよ。これはいつからできたのかといったら、平成２０年にこういう決まりができたそ

うです。ですから、ほんとうに２、３年前ですね。ですから、そういうことがしっかり皆

さんに周知できておるのかなということなんです。

もう一つ、７０歳以上だとか、あるいは児童だとか幼児にかかわらず、車道においてで

も、要は自転車が車の交通に支障を来す、そういうときには歩道を自転車が利用してもい

いよと、そういうことになっておる。そういう交通法規だそうです。それを、じゃ、皆さ

んはよく理解しておられますかということなんですね。それで、実は、黒部署の交通課長

ともそんな話をしておりましたが、実は、要は、自転車というのは車両で、車道を走れと

いうことは、都会のところの通行事情と我々の田舎とはそれぞれ違うだろうということを

言っておられました。私たちの田舎のほうでは、歩道といいながら、そんなに自転車で歩

行者に迷惑をかけるというのは、都会から見たら少ないんじゃないのというような、そう

いう話もしておられましたけれども、そういうことを自転車事故を少なくするために皆さ

んに知らせるというようなことも、市民みんなでお互い知るようにして進めればいいんじ

ゃないかなというようなことでございます。

それと、もう一つ、こういう話も出ておりました。高齢者で有効免許証を持っておられ

る方が返納するってありますよね。返納すると、タクシーを利用するときに１割ぐらい優

遇されるよという話があるんですが、黒部市のほうにまたそういうふうな助成なんかの、

タクシーもあるでしょうし、公共交通を利用される方に何割か助成しますよと、そういう

ふうなことをしてあげることによって、高齢者のいわば事故の減少にもつながるのかなと

いうようなことを最近話しておりましたということでございます。

【部会長】

自転車に関しては都会のほうでかなり問題になっているとテレビでも報道していますし、

免許証の返納に関しても、市のほうでまた検討していただきたいと思います。

続けて、急ぎ足ですみません。次のページ、１２０、１２１ページのごみの減量化、リ

サイクルの推進のほうに入ります。

Ｅ委員さん、何か。
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【Ｅ委員】

ごみの減量化につきましては、市当局でもいろいろとＰＲを重ねておられて、それで、

市民の間には意識の浸透が見えるんですけれども、そういう状況だろうと思います。

リサイクルあたりの地域の取り組みにつきましては、それぞれの地域の担当者が指導を

して、やっていくということで結構よいほうに進んでいる気がします。

ただ、不法投棄につきまして、やはり私どもの協議会でも年に１度見回りをするわけで

ございますけれども、やはり海辺、山間地、隘路等人の目につかないところに、結構古タ

イヤとか電化製品でも大型のものが投棄されております。いろんなことが委員会の中でも

よく話題になって話したんですけれども、要するに廃棄物の有料化が国のほうで決定され

たと。有料化につきましても、結構高価な値段がかかるということで、これが一番ネック

になっておるんじゃなかろうかと、原因をつくっているのではなかろうかと。もっとやは

りメーカーあたり等への働きかけというのは、これは一つ黒部市だけの問題ではないんで

すけれども、メーカーのほうに働きかけて、メーカーが新製品をつくったときに、リサイ

クル料も含んだもので原価を考えるような働きかけをしてもらえばどうやろうというよう

な意見もでております。やっぱりこのあたりは、我々がどれだけ年に１回や２回見て回っ

ても減るものではございませんし、ぜひこういうふうな制度にしてほしいなと思っていま

す。以上です。

【部会長】

何か、ほかの委員の方で。

【Ｂ委員】

リサイクルは地域によっていろんな収集の仕方があると思うんです。地域によっては、

公民館のほうにきちんとおさめるところがあるところで、結構いつでもいいですよという

ところがありますし、あるいは、順番に担当が決まっていて、回ってくると。高齢者のい

る方でも順番に出なくちゃいけないというような、町内によってはいろいろなところがあ

りますので、隣の市町も見ましたら、やっぱり地域地域できちんとした何か大きな箱物が

ありまして、そして、いつでもたまったときに持っていけるようなところもあるというの

をまた見ておりますし、聞いてもおります。また、冬季になると収集はしないというのが
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黒部市はわりと多いものですから、そういうときにやっぱりお店に持っていくしかないし、

家にたまっていくということで、どうすればいいのかという声もちょっと聞いております。

週３回というのも聞いていますし、アンケートにもありましたけど、それと、プラスチッ

クが週３回で１回が瓶とか缶になりますと、次の週のプラスチックのところがすごく盛り

上がっていまして、カラスとかがつついて大変な状況になっている地域もあるんですよね。

やっぱりプラスチック製品というのは、私たちが今生活している上でほんとうに避けて通

れない問題なものですから、週４回とかは普通にしていただいたほうがいいのかなという

ことをいつも思っています。

それと、資源回収業者というのは、自分でお金を出せば回収していただける業者がわり

と安くて、トラック１台で要らないものを持っていってくれたら、お年寄りの方がすごく

助かったと。自分で運べないものも持っていっていただけるということで、お金を出すか

出さないかというのはその方にもよりけりなんですけれども、またそういう方についても

いろいろと、市でもよく考えていただいたりして、今困っている方も結構いらっしゃいま

すので、そういうことをちょっと市としても考えていただけたらなと思います。よろしく

お願いします。

【部会長】

ほかに意見はございませんでしょうか。

【Ｇ委員】

不法投棄って、そんなにまだ依然として山間部に多いんですか。警察ざたになった件が

あるんですか、不法投棄したという。不法投棄の摘発なんかがあったんですか。

【Ｋ専門委員】

直接に今のところはないですけれどもね。

【Ｃ委員】

それは処理するんですか、不法投棄されたものは。

【Ｅ委員】
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処理するときもありますし、我々で処理できないものですから、市当局にお願いして処

理してもらっております。

【部会長】

よろしいですかね。

ないようでしたら、協議のほうは以上で終了させていただきたいと思います。

次第に行きまして、次はその他のほうに移ります。

事務局のほうからお願いします。

【事務局】

それでは、５番のその他、（１）の所属部会以外に対する意見等についてということで

ございます。

資料３のほうを見ていただきたいんですが、Ａ３の１枚物ですね。これは、今現在、基

本計画、３つの柱、まちづくり方針に基づくそれぞれの施策ですとか基本事業、事業メニ

ュー、こういったものを一覧にあらわしたものでございますが、そこで、皆様方には、第

４部会のことについて、いまほどそれぞれご意見、ご提言等いただいたわけですが、この

当部会以外のことにつきましても、また皆様方のご意見を聞かせていただきまして、その

ご意見は、それぞれ所管する所属部会へ報告したいというふうに思っております。ですの

で、いろいろ他に興味を持っておいでのところもあるかと思いますので、ご意見のほうを

聞かせていただければというふうに思っております。

【部会長】

これに関してご意見等をいただきたいと思うんですが、もう時間が来ましたので、お手

元に配られていますプリントを見て、またその他の部会につきまして、今日の部会のこと

についてご意見があれば、また出していただきたいと思います。

今後の日程について事務局のほうから説明をお願いします。

【事務局】

今後の日程でございますが、第１回の全体会で、スケジュールでは、来年の８月まで、

延べ全体会、部会合わせて６回の会議を開催して、後期基本計画を策定するというふうに
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申しておったわけでございますが、本日も大変早足の中でゆっくりとした時間はとれませ

んでした。当部会が１１施策ということで、大変一番大きいところでしたが、金曜日に第

６部会、行財政部会のほうを開催いたしまして、こちらにつきましても、５施策ではあっ

たわけでありますが、議論のほうが結構多く出されておりまして、時間不足になっておる

状況でございます。そうしたこともございまして、大変恐縮ではございますが、予定して

おりました部会の３回を４回にさせていただけないかなと。それで、３月下旬に第２回の

部会を計画しておりましたが、この部会を少し早めさせていただきたいと思っております。

２月の下旬ぐらいに１回、それと、１回増えた分といいますのは、あと、４月の下旬ごろ、

それぞれまだ日は設定しておりませんが、部会をこのように４回にさせていただきたいと

いうふうに思いますので、ご了承のほうをよろしくお願いしたいと思います。

そこで、第２回の部会には、皆様方から本日いただきましたご意見と私どもの市の内部

のほうで作成しておりますそれぞれ現況と課題、市民の声、先ほどの展開方針等、そうい

ったものを組み合わせた形で今度の第２回では素案を提示させていただいて、ご確認なり、

またご意見をいただくということになると思いますので、ご了承願いたいと思います。

以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

今後の日程について多少変更はありましたが、素案の内容も、慎重審議するために、１

回増やしましたので、皆さんのご理解のほど、お願いいたしたいと思います。

これで本日の議事はすべて終了いたしましたので、座長の役目を終わらせていただきま

す。慎重審議ありがとうございました。

【Ｅ委員】

事務局、１つお願いしていいですか。

こんな厚い資料を、配布されてもいいんですけれども、穴をあけて配ってもらえないで

すか。うちには、次の会合からでいいんですけれども、穴あけできないものですから、お

願いしたいなと思います。

それと、資料３があるんですけれども、あまりにも字が細かくて判読できないんです。

せめて一般の資料ほどの字の大きさにしていただいて、枚数は増えてもいいですから、そ
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うしていただけないでしょうか。お願いします。

【事務局】

そのように対応させていただきます。

それでは、本日の第４部会のほうは、これにて閉めさせていただきたいと思います。ど

うもお忙しいところありがとうございました。

―― 了 ――


