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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第３部会（都市基盤） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２８日（月）１３：３０～１５：００

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】

それでは、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２回第３

部会を開催いたしたいと思います。

本日は、Ｅ委員につきましては、欠席される旨、報告を受けております。

それでは、初めに、部会長よりごあいさつをいただきます。

【部会長】

黒部市総合振興計画審議会第２回部会、都市基盤を担当します第３部会の開会に当たり

まして、一言ごあいさつ申し上げます。

委員の皆様方には大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。

昨年１１月２８日に開催されました第１回の部会から約３カ月間ぐらいが経過をしてお

ります。この間、第１回の部会で、現況と課題等につきまして皆様方からいただきました

意見をはじめ、アンケート調査やタウンミーティング等で市民の皆様方からもご意見をち

ょうだいし、そうしたものを取りまとめ庁内で協議をされた結果、今回、素案というのが

まとめられております。

また、施策の内容や事業メニューにつきましても素案が示され、本日は最終のご意見を

いただく場ということでございます。

６月には、節目となる中間報告も予定されておりますので、本日の部会と次回の部会で

しっかりと議論を深めて、当議会に与えられた使命をしっかりと果たしていきたいという

ふうに考えております。

その際、私見ではありますが、持つべき視点としまして、この後期計画は平成２５年か

ら２９年の間の計画を審議するわけですけれども、ゴールを平成２９年に置くのではなく、
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もっと時間軸を長くして、２０年後、３０年後を見た中から、逆算して、じゃ、この２５

年度から２９年度にどういうような計画を立案すべきかということを考えることが大事で

はないかというふうに思います。そのことによって大きく夢を描けるような事業も出てく

るでしょうし、また、逆に、数年で沈下してしまうような、そういった無駄なものも排除

できるんじゃないかなというふうに考えておりまして、そういう考え方も少し頭の隅に置

いていただきながら、今回の部会の中で忌憚のないご意見をちょうだいしたいと考えてお

りますので、どうぞ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となっておりますので、これからの進行につきましても部会

長にお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

【部会長】

それでは、座長役を務めさせていただきます。

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が、まず、報告事項の前回部会

以降の経過についてというところからご説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいまご報告がございました経過につきまして、何かご質問、ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

ないようでございますので、報告事項につきましては、以上とさせていただきまして、

協議事項に入りたいと思います。

はじめに、協議事項の１番目、現況と課題から施策の展開方針までにつきまして、事務

局からご説明をお願いします。

（ 説 明 ）
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【部会長】

それでは、事前に資料も配付してあるということで、順にご意見をいただきたいと思い

ます。

それでは、まず、３の１の北陸新幹線の整備につきまして、資料１の現況と課題、施策

の展開方針等につきましてご意見をいただきたい、あるいは、ご質問をいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

【Ｇ委員】

私、若栗の住民なものだから、ここのところはいろんなところで議題になったり、また、

市長はじめ、いろんな方々のお話を聞く機会も結構あるんですね。それから、青写真とい

うんですか、新しい駅舎等も含めた青写真も、駅のデザインなんかともあわせて、このこ

とも出ているんですけれども、もう一つ具体的なイメージが、ここに掲げてあります交流

プラザ、それから地域観光ギャラリー、仮称ですけれども、それから、この周辺に、この

周辺というのはどこら辺まで周辺と言っていいのかわかりませんが、ホテルの建設も計画

として出ているとかいうようなこともあるんですが、何かここのイメージがもう一つはっ

きり浮かんでこないというのか、今の段階でそれを言うのも少し拙速過ぎるのかもしれま

せんけれども、どういうあれがここにでき上がってくるのかというのが、もうちょっとイ

メージというか、具体的にはこれから設計とか、これからなのかどうかわかりませんが、

何かもう少しイメージがはっきりするような叙述があればいいなと。じゃ、具体的にはど

ういうことだと言われても私もわからないんですが、ちょっと印象としてはそんな感じを

受けました。

【部会長】

ありがとうございます。

例えばコンセプトであるとか、目指すべき姿であるとか、そこが担うべき機能であると

か、そういったものが見えてこないということでしょうか。事務局、いかがですか。

【事務局】

今のイメージをご説明すればよろしいんでしょうか。



-4-

【Ｇ委員】

というのか、果たしてここの周辺がどんな形ででき上がってくるのかなというのが、も

う一つ。青写真を見てもあくまでもあれは青写真で、ただ建物がぽんとあるだけなので。

何か、ちょっと、私も仮に逆に質問されたら答えようがないという感じもしないでもない

んですが。

【事務局】

森の中の駅というような基本的なコンセプトで駅舎があるわけなんですけれども、この

周辺の整備につきましては、新幹線と高速道路を除いて約５ヘクタールのエリアがござい

ます。

その中に、東側のほうには円型ロータリーというような形の中で、バス、タクシーが乗

り入れるような円型ロータリーのスペースがあります。そこを中心としまして、地域観光

ギャラリー、それから公園、それから黒部川扇状地をイメージした施設、それから、南側

のほうに行きますと、地鉄新駅の整備というようなことで、今現在、進めてきているとこ

ろでございます。

北側については、公園というような形で、今現在、進めてきているところです。

それと、高速道路と駅舎との狭間地につきましては、交流プラザというようなことで、

駅の西側の駐車場のほうから高速道路をくぐって、新幹線の駅舎のほうに入ってくるとい

うようなことで、交流プラザも雨にかからないようなというようなイメージの中で、そこ

を通って駅舎のほうに入っていただくということ。交流プラザは、地域のイベント、待合

機能なども備えたものとして、今現在、建築検討委員会というものを設置しまして、具体

的な流れについて今、策定をしてきているところでございます。今年度３月末までには、

基本計画、基本設計というものを完了させたいというふうには思っています。

駅西側につきましては、駐車場と西側の公園というようなことで考えています。その中

で、商業施設の誘致というようなことで、今現在、検討を進めてきているところでござい

ますが、このエリアの中で商業施設ということで、民間の資本による整備ができないかと

いうようなことで、今現在、公募に向けて準備を進めてきているところでございます。

【Ｇ委員】
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例えば駐車場であるとか、それから幹線道路とか、そういうインフラは当然、整備とい

うか、あるでしょうけれども、ここに書かれている交流プラザとか地域観光ギャラリーは、

ここにまちの顔となる都市施設というふうに書いてあるんですけれども、基本的な道路と

かのインフラとまた違う役割を担っているわけですよね、今のお話だと。周辺整備といい

ますから、インフラ同様のイメージで受けとめておけばもうそれで十分なのかもしれませ

んけれども、これが顔というからには、どういう役割とか、意味とかを持ってくるのかも

ちょっとわかればなおいいのかなという。今のお話で十分わかりますので。

【部会長】

ありがとうございます。

説明を聞けばわかるというものもそうなんでしょうけれども、やっぱり市民の方が見て、

ある程度イメージが持てるように少し、今のご意見を参考にしていただけたらなと思いま

す。

あとは、おそらく写真になったときにはイメージ図みたいなものは添付されるようにな

るんでしょうかね。前回の前期のときも、交流プラザの部分はイメージ図が入っていまし

たので。

ほか、何か。新幹線駅の整備につきましてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

後ほど、全体でまた、もう一度全体としてご意見をいただく場もありますけれども。

それでは、次の３の２、道路の整備につきまして、現況と課題、施策の展開方針につき

まして、ご意見、ご質問ございますか。

【Ｇ委員】

ずっと雪対策の推進ということですけれども、当然、大事なことだと思うんですが、私

どもの部会のテーマではないのかもしれませんけれども、除雪をはじめ、いろんな形の雪

の対策というのは、我々にとって大変重要ですけれども、あわせて雪国の魅力というのか、

逆に逆手にとる、対策だけじゃない、逆に雪国であることをアピールしていく。それは観

光とは別になるのか、どこか別の部会なのかもしれませんが、対策というと、どうしても

受けとめ方のイメージがあれなので、あわせて雪国の魅力みたいなことがこれとセットに

なって、世の人に伝わればいいのかなという感じがちょっとしました。
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【部会長】

雪国の魅力であるとか、雪を資源としてとらえるというような、ほかの部会でも何かそ

ういうご意見とかあればご紹介していただければと思いますが。

【事務局】

現段階では、具体的に雪を使ってという話の議論というのは出ておりませんけれども、

この部会での議論につきましては、日常生活でありますとか、経済活動でありますとか、

そういったような部分で道路網を維持していくということの議論になりますので、今、Ｇ

委員がおっしゃったようなことにつきましては、関係する観光であれ、商業活動であれ、

そういう部分で、そういうご意見があるということについてはお伝えするということにい

たしたいと思いますし、また、これから部会の議論を進める上で、最終的には、ほかの部

会に対してこの部会としての意見を整理していただくというような場面もございますので、

そのときにもう一度その点に触れていただければよろしいかなと思います。

【部会長】

よろしいでしょうか。

ほか、道路整備につきまして、ご意見はございますか。よろしいでしょうか。

では、続きまして、３の３、市街地・住宅の整備につきまして、ご意見をいただきたい

と思います。

【Ｇ委員】

住環境の整備のところになるかと思うんですけど、それとあわせて中心市街地の再生と

いうのか、再開発というのか、セットになっているわけですけれども、例えば富山市での

旧大和等の再開発で、いわばまちの真ん中にマンションというか、そういうのも例えば、

三日市のほう、今、非常に空き店舗が目立ったりとか、逆に住環境の整備という中に、何

か町なかにもっと居住環境をつくっていくとか、何かそういうのもイメージとしてはあっ

てもいいのかなという感じがちょっと。そういうのを進めるときのいろんなネックは多分

いっぱいあるのかもしれませんが。

やっぱり、結局、市街地の再生というときは、商店のイメージだけで今まで議論されて、

そこに住むということともう少しリンクさせたことをもっと打ち出してもいいのかなとい
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う感じもちょっとしました。

【部会長】

何か今のご意見に対してございますか。

【事務局】

住環境の整備と中心市街地の再生と、順番は逆ですけれども、今、この計画の中で、中

心市街地として位置づけされたところとして、ようやく三日市といったところが市役所と

して位置づけされたといったことが大前提にあると。その先に具体的な絵づらをかくかと

いうことになりますと、当然その中には、新庁舎も位置づけされて、そこに向かった道路

をどんどん整備されておるということが現実に起こっています。そこに少し具体的なもの

をかくというのは、まだ現段階で言える段階じゃないと考えます。

住環境の整備のところで、例えば高齢者を町なかにとか、いろんなキャッチフレーズが

あるのでありますけれども、それも今の段階でどこまで言えるかということになりますと、

これ以上踏み込むと具体的過ぎる内容になってしまうのかなということで、大変おぼろげ

な表現になってしまったところでありますけれども、これから先、目指すに当たって、ど

こまではっきり言えるかというところで明確にし切れないという部分がちょっと現場にあ

りましたものですから、こういう表現にさせていただきました。

【Ｃ委員】

この部会というのは、事務局の人が書かれた文章に、一応、これでいいとか言うだけの

話なんですか。部会の仕事というのは。

【部会長】

もっと俯瞰してものごとを。だから、冒頭のあいさつでも言いましたように。

【Ｃ委員】

文章、一応、こういうのが入っていますとか言われて、まあ、それでいいですというこ

とで終わりますよね。ざっと読んでも別におかしくないし、こんなことを議論してもしか

たないなという感じがするんですけれども。部会長が３０年先とかおっしゃったように。
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【部会長】

ですから、進めながら、切り分けながらやっているので。

【Ｃ委員】

この内容でいきましょうというんだったら、別に何も文句はないですけどね。ちょっと

戻らせていただいて、新幹線というのは、一番大事なのは、観光客を黒部に運ぶことです

よね。黒部峡谷に、宇奈月温泉に。そのための対策というのが何も、日ごろもあまり聞か

ないし、こういうところにも書いていないしね。結局、一番大事なのは、新幹線で来た、

東京から来たお客さんをいかにスムーズに宇奈月、黒部に運ぶかなんだけれども、そのた

めには地鉄電車が待っているとか。逆に、魚津あたりのほうから東京へ出張した人が帰る

ときに、地鉄を待っていたらそのまま行けるかとか。接続というか、乗りかえをもっと重

視して検討すべきだと思うんですけれども、何か箱物ばっかりつくる議論ばっかりをして

いるものですから、交流プラザができたりとか、観光ギャラリーができたといって、わざ

わざそれを見においでになるとは思えないですよね。だから、一番大事なことをちょっと

素通りして、あさってとは言いませんけれども、箱物をつくることばっかり書いてあるの

でね。

それとか、道路づくりのところなんかでも、新幹線ができたら、生地とか、ああいうと

ころにアクセスをもっと強化してほしいと書いてありますけど、関西のほうから来まして、

ここの道路というのはすばらしい道路ばっかりで、こんな新幹線ができたからといって、

生地へ行く道をもっと大きくしないといけないのかなと思いますし、そうだったら、そう

いうお金をもっと違うところに投入するというような議論があってもしかるべきだと思う

んですよね。

それと、もう一つは、前回、いろいろ意見を出しましたよね。Ｇ委員なんかでも、老人

に優しいまちづくりとか。私も言ったのは、若者が戻ってくるというか、住みついてくれ

るまちづくりとか、そういうコンセプトをつくって何かをしないといけないのと違います

かと言ったんですけれども、そういう意見が全く無視されているし、過去のワーキンググ

ループでどのような議論がされたのか教えてほしいですけどね。

【部会長】
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今のご質問について、事務局のほうから。

【事務局】

新幹線の開業というターニングポイントをどのように迎えるかという意味で、今、Ｃ委

員のほうからありますような、要するに、かなり現実的に外来者を受け入れていく方策等

について具体的にもう少し含めていく分があってしかるべきではないかというお話はもっ

ともなご意見であるかと思いますが、そこらあたりは、総合計画の位置づけの中で、観光

施策でありますとか、今ほどＧ委員がおっしゃいましたように、６つの基本的な考え方の

柱の中にどのようにそういう施策を織り込んでいくかという話になりますので、３の１の

この中だけですべてをという話にはもちろんならんわけですけれども、そういう議論は観

光施策部分でありますとか、そういう関連するところでその部分を押さえていくというふ

うな形にはなっているかと思います。

【Ｃ委員】

そもそも新幹線と駅前の話は別のところでやってらっしゃるんだと思いますので、ここ

で何かを決めたからといってそっちへ反映されないような気がするんですよね。

だから、観光の話でもそうですよね。それが一番大事だとわかっているけれども、また

それは別のところで検討するからここではいいじゃないかという感じだと思うんですね。

【事務局】

要するに、総合計画の体系の中にはそのような構造といいますか、そういう組み立て方

をするというのが。それで、ただ、先ほど申しましたように、じゃ、今、Ｃ委員がおっし

ゃったような話については、他の部会のどの部分で議論されているのかとか、どのように

反映されているのかということで、部会間の調整と申しますか、そういったものについて

のサインというものも後段で出てくることになります。

【Ｃ委員】

もう一つ言いたいんですけど、以前出てきた総合振興計画の章立てがありますね。３ペ

ージ、何々とか。それ、全然崩していないですね。この枠組みの中で文言を変えていこう

としているだけなんですよね。ということは、前回議論したような話は絶対入ってこない
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んですよね。ちょっと文章を修正する程度の話ですので。だから、そういうことを本気で

やるのかどうかということですね。老人に優しいとかの話もね。それから、ちょっと観点

を変えて、若者が住みつくまちにしようとかいった場合は、この章立てでいいとは限らな

いですよね。しかし、やっておられることは、前回の報告書の文言を変えているだけでし

ょう。それでいいのかということです。

【部会長】

いかがですか。

【事務局】

総合計画というのは、施策の基本の方針を決める部分でありますので、都市計画マスタ

ープランでありますとか、観光振興計画でありますとか、具体的な作成書と申しますか、

戦略書のようなものにつきましては、この方針に基づいて考えていくということは必要な

わけでありまして、そのようなものは、また、この総合計画にぶら下がってくるという話

になります。

また、総合計画のこの構成の中には、最終的に、後ほど、資料右のところで事業メニュ

ーとして議論する部分がありますが、この下にまた具体的な個別事業という体系を持って、

具体的に落とし込んでいくという構造にもなっておりますので、そういう総合計画の下位

にぶら下がる戦略書類のものと、その個別事業のようなものとは相互にかみ合いながら動

かしていくという形にはなりますので、ここであまりにも具体的なものにつきましては、

方向性としては打ち出していただきたいとは思うんですが、それぞれの作戦をどうするか

というふうな具体的なことまでは、この場での議論ということにはならないと思っていま

す。

【Ｃ委員】

そういう答えだと思います。

【部会長】

ただ、これは最上位計画であることは間違いないんですが、いろんな議論の中でできた

最上位計画でありますから、だから、個別具体的なものはおいといてというわけでもない。
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その中でやっぱり１つのコンセプト、最上位の考え方をつくるというのがこの役割だと思

いますね。

もう一つ、前回出ていた、高齢者に優しいまちづくりであるとか、若者が住みたいと思

われるまちづくりという意見に対しては、部内でどういう議論がされて、今回どこが反映

されているか、あるいは、反映しなかったのならばどういうことで反映しなかったのかと

いうことについては、ちょっとお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。

【Ｇ委員】

市のほうがお答えになる前に。トータルとしては、例えばコミュニティバスとか、やっ

ぱりそれは言ってみれば、高齢者が安心して住めるとか、そういうのにつながってくるで

しょうし、それから、住宅のところにも高齢者云々とは書いてあるんですけれども。だか

ら、さっきＣ委員がおっしゃったのは、個別にはどこかに多分入っているだろうと思うん

ですよね。ただ、トータルとして何かアピールするようなものが、さっき、新幹線駅前の

も、個々にいろいろ進められていることは、一つ一つはわかるんですけれども、一体、一

目で言うときに、どういう都市になるのかとか、あるいは、新幹線ができることでどうな

るのかという、何か太いものがもうちょっと見えてきたほうがいいんじゃないかと。その

ためには、もしかしたら章立てというのか、柱立ても思い切って変えてもいいんじゃない

かというのがＣ委員のご意見なのかなと。

【Ｃ委員】

そうです。

【Ｇ委員】

それは私も、個々には多分入っているとは思うんですよね、一つ一つは。それは、今、

部会がこうやって分かれていますから、確かにあれなんですけど。

あと、これから難しいのは、やっぱり市民に向かって、我々委員はいろいろ資料もいた

だくし、あと、お話も伺いますけれども、ほんとうに１冊の冊子としてでき上がったとき

に、市民に提供するときに、やはりどういう形でアピールしていくのかという視点は、特

に後期の場合はもう具体的に始まっているわけですので、そういう意味のアピール度が、

もう少しイメージがわき立つような、あるいは、ちょっと抽象的な言葉で申しわけありま
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せんけれども、そういう感じがちょっと私もします。

【部会長】

先ほどの質問ですが、担当部局のほうは。

【事務局】

先ほど言いましたように、総合計画の体系がそういうふうなことになっておりますので、

あと、今、先ほどおっしゃった若者が住みたくなるようなまちでありますとか、そういう

施策をどういうふうな名称にするかはちょっとあれですけれども、基本的には、教育の世

界で引き上げるのか、ソフト、ハードというふうに整理させていただければ、ソフト部分

を抱えるところで、その部分を織り込んでいくということになります。

この部会につきましては、都市基盤整備をどのように図るかという話が柱になりますの

で、基本的には将来のまちをつくり上げるための基盤をどのように方向づけるかというと

ころになるかというふうに思いますので、そこらあたりのすみ分けと申しますか、そうい

うことになろうかというふうに思います。

【事務局】

ちょっと補足させていただきます。第１回の全体会、この会を設置したときにもご説明

させていただいたんですが、この市の最上位計画というのは、基本構想という１０年のス

パンをもって、「大自然のシンフォニー文化・交流のまち黒部」という２９年度までの、

２９年度を目標としたまちづくりということで、また、その中には３つの基本目標、共生、

活力、安心で、その下にまた３つのまちづくり方針というふうに章立てをして、これは原

則、基本構想という議決を得た上での大きな１０年スパンというものがございますので、

これは踏襲していきたいと。

ただ、今、その中では、前期計画ということで５年間の部分の計画をやってきておるわ

けで、これを今度は２５年から２９年までの計画を見直そうということで、Ｃ委員がおっ

しゃるように、基本構想まで、章立てまで直すというのは、これはやはり議決で得た１０

年というスパンのものでございますから、これは踏襲させていただきたい。

ただ、前期を検討した上で、じゃ、後期をどうしていくかというところで、今、皆さん

方にご検討いただいているということを、まずひとつご理解いただきまして、今言われま
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した若者に優しいですとか、高齢に優しいですとかいうふうな視点からいきますと、この

当部会ではあくまで基盤整備という部分の中で、確かに若者に優しい基盤整備、高齢者に

優しいという視点というよりかは、福祉の世界においては福祉の世界でそういったような

個別的な事業というのも、例えば高齢者が住みやすいというような個別事業というのは福

祉の世界でまた個別として事業がございます。

そういうことで、今、ここの章のほうでは、ハード的な基盤整備の部分のところを中心

とした切り口でやっていくことをご理解いただけないかなというふうに思います。

【部会長】

ただ、最初に言いましたけれども、平成２９年までの１０年スパンでという範囲なんだ

けれども、まさに都市基盤というのは、その期間だけじゃなくて、もっと先を見据えた上

で、じゃ、この間はどうあるのか、人口はどうなるんだとか、社会構造はどうなるのか、

定住人口、交流人口についてはどうなるんだとか、そんなことを考えた上で項を上げてい

く、ここを議論すべきなので、やっぱり視点は、２０年後、３０年後を見据えながら、じ

ゃ、今、こういうふうにこの間は計画を立てるべきだというような議論に持っていかない

と、まさに目の前だけを見て議論するようなことになってしまうと思うんですね。

ですから、ご意見はほんとうに、都市基盤のハードと言われますけれども、それもいろ

んな俯瞰してご意見をいただきながら、その上で都市基盤はこういう切り口でやっていく

のは事務方で整理していただければいいと思うんですけれども。ですから、どうしても多

岐にわたるということは当然だと思っております。

【Ｃ委員】

章立てにつきましては、議会の決議を経ているから変えられないとおっしゃったから、

それはしかたないんですけれども、それでも重要なことってあるじゃないですか。若者が

住みつくまちにしようとか、老人に優しいまちにしようとかいう目線から見たときに、ど

んなことをしないとけないのかということを一遍真剣に議論して、その中の第３部会で必

要なものは落とし込むというような議論があってもね。そうだったら、何も章は変えてへ

んから、ええやないですか。

そういうことをやると面倒くさいから、もういやだと、こういうことでしょう、早い話

が。この枠の中だけでやるんだというんだったら、別にこんな大層な部会やとか、総合何
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やとか、やらんでもいいじゃないですか。

老人に優しいまちといったって、いろんなアイデアがあって、各市町村でいろいろ取り

組みをやっていますよね。ここにあるデマンドタクシーみたいなのもやっているし、ほか

にもやっていることがあるかもしれません。そんなのを調べ上げて、ここへ盛り込んでい

くとかね。今度の後期の振興計画はそういう観点からいろいろ課題を整理して盛り込みま

したといって、新聞発表ができるでしょう。それがＧ委員の言ってらっしゃる何かぱっと

訴えるところだと思いますけど。

【部会長】

方針としては、コンパクトシティのコンパクトに沿って進めるというのは大きいテーマ

ですので、例えば、市街地・住宅整備にあるんですが、その背景には何があってそういっ

たコンパクトが求められるのかということを、今、委員の皆様方がおっしゃっていただい

ていると思うんですね。そういったことを反映させながら落とし込んでいただければ、よ

り市民の方の理解がしやすいもので、ちゃんと俯瞰したものになるんじゃないかなと思い

ます。

そういった意見で、別に視点が少し広くなっても、これはもう都市基盤のことですから、

結構だと思いますので、ご意見をいただければと思いますが。

では、少しもともとのところに戻りますけれども、市街地・住宅整備のところで何かほ

かにご意見がありますでしょうか。

【Ｄ委員】

住環境の整備というのがありますけれども、民間社宅とかいろいろありますけれども、

今、部会長も言われたように、５年後、それ以降を考えていくと、まず考えられるのは高

齢化です。今、うちのほうも見守り隊もやっているけど、老老介護みたいなので、そうい

うような状況になってきております。これは１０年後に行くとどうなるのか。年寄り夫婦

のほかにだれか１人亡くなられれば、ひとり暮らしで、その次は空き家です。だんだんと

空き家が今から増えていきます。そういうような状態になっていくと、人口は減っていく。

高齢化率は上がっていく。とすると、ひとり暮らし、空き家があいてくるだろうと。そう

なってくると、村で空き家があるということは、防犯上も悪いし、また、近所にも迷惑な

んですよね。そういうこともありますもんで、そういう空き家の活用とか、何かそういう
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ような部分もここのところへ入れてもらって、少しでも村の活性化というか、何かにして

もらえれば。

先ほどから箱物というような話もありますけれども、そういうものはもう今さら要らな

いんじゃないかと。そういうようなところをもうちょっと上手に利用して活用していけば、

何かに運用できるんじゃないかなという気もしますので、何かそういう空き家の活用とか、

何かそういうのをやれたらいいんじゃないかなと思います。

【部会長】

ありがとうございます。

今の話には、相互扶助とか、お互いに見守るとか、コミュニティの機能の。

【Ｄ委員】

社会福祉のほうでやっているんですけれども、だんだんとやっておる者が高齢化でやっ

ているから。

【部会長】

そういった視点でも、市街地の住宅の整備のあり方ということを提起していただきたい

なと思います。

ほか、何かありますか。よろしいですか。

じゃ、続きまして、水道の整備についてお願いします。

【Ｇ委員】

さっきＣ委員がおっしゃった流れで意見がちょっと長くなって申しわけないんですが、

水道事業、ここに書かれていることは、当然進めてもらいたいということなんですね。あ

とは予算がつくかつかないかという。もちろん、安全・安心な水とか、それも当然といえ

ば当然なので、それで、これもそれこそここの部会にふさわしいのかどうかちょっとわか

らないんですけれども、やっぱりこれからの水道事業というとき、例えば、名水の里にふ

さわしい水道事業というのはどういう水道事業なのかとか、何かやっぱりそういう問いか

けも、ここに快適な暮らし、さっきおっしゃるように、確かにここの部会では基本的なイ

ンフラ、基盤整備だということは十分わかるんですけれども、基本的なインフラというの
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は、もうそれは議論するまでもなく当然推進しなきゃならない事業なわけで、それを、じ

ゃ、どういう方法の事業にするのかというのがやっぱりこの審議会に課せられてるんじゃ

ないかなと思うんです。

それで、今、進められている水道事業と、それから、一方で、名水の里ということもう

たっているんですけれども、それがリンクするものなのか、リンクしないものなのかもち

ょっとわかりませんけれども、やっぱり水というものが黒部にとって極めて大事なもので、

それを私ども、名水と言っているわけですけれども、それは水道事業も含めて、それから、

清水も含めて、それから、もしかしたら黒部峡谷の奥深くでとれる水であるとか、何かそ

ういうトータルの中での水道事業というふうに。枠に少しとらわれ過ぎた形がちょっとす

るもので、部会長もおっしゃったように、時間的なスパンだけじゃなくて、横の広がりも

もうちょっと、そういう形で全体。さっきの住宅というか、市街地の再生等も含めたあれ

ですけれども、確かにやや基本的なインフラがどうのこうのというところに少し今こだわ

り過ぎている感じがあるもので、何かもうちょっと、キャッチコピーだけすればいいとい

うものじゃないので、やっぱり裏づけがきちっと必要なためにこれがあるとは思いますけ

れども、それでも、なおかつ、今進めている事業に市民が新しい黒部を感じるような、そ

れから、未来を、夢を感じるような、やっぱりそういう問いかけがこの計画に、特に後期

は、前期は今でもう終わろうとしているわけですけれども、前期がある程度基盤が進んだ

上だったら、次はもう今度は内装じゃありませんけれども、もう少し別のタッチを後期に

は欲しいなというのが全体を通しての一読しての感想です。

【部会長】

ありがとうございます。

水は間違いなくますます重要な資源になってきて、その中でも黒部の水というのはほか

のどこにも負けない誇るべき資源ですから、そういったものを活かした、そのような重要

な資源だという関係から、今後のあり方というのも言っていただきたいとおっしゃってい

るのだと思いました。

ほか、水道のことで。

【Ｄ委員】

緊急時の水の確保とかというものはうまくいっているんですか。例えばどこかで地震か
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何かで管が破裂して使えなくなったと。その下は全部だめになるのか、迂回路がうまくな

っているのかとか、それをちょっとお聞きしたいですね。

【部会長】

いかがですか。

【事務局】

旧宇奈月町と旧黒部という中で、それぞれ簡易水道と上水道という中で水道事業を進め

ているわけでございますが、実際に、今、委員が言われたように、緊急的にある地域が地

震などで水が供給できなくなったよという場合には、給水タンクなりで応援給水という形

で迎えに行くと、そういう応急的なマニュアルは策定しているわけですけれども、実際、

今後の取り組みの中で、旧宇奈月と旧黒部の連絡管という形で、来年度あたりから少しつ

なぎ込みをするとか、一遍にはできませんが、そういうような流れで今進んでいるところ

でございます。

【事務局】

ちょっと補足で、実は、隣の魚津市さんと災害協定を結んでおりまして、ちょうど踏切

のあたり、魚津市との境界あたりでつないでおります。いざというときはお互いに融通し

ようということで一応は連絡はしてありますが、広域的な３．１１のようなものがあれば、

これは全く役には立たないと思うんですが、そういう場合は、隣の福井県の大野市さんで

すとか、そういったところとも災害協定を結んで対応をしているということでございます。

【部会長】

ありがとうございます。

ほか、何かございますか。よろしいですか。

そうしましたら、３の５の下水道の整備という部分に行きたいと思いますが、いかがで

しょうか。

ここ、私、ちょっと誤解を招くんじゃないかなと思って、表現を考えていただきたいな

と思ったところが下水道汚泥対策の推進のところの一番下のところに、販売ルートの確保

やバイオマスの安定的な量の確保に努める必要がありますとありますが、こういうふうに
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書いてしまうと、もうバイオマスの利活用の事業のために逆にバイオマスを確保しなきゃ

いけない。廃棄物みたいなものは少なくなれば少なくなったほうがいいのでありまして、

再生可能エネルギーというのはあるものを使うということで、無理して集めて使うという

ものではないと思うんですよね。この辺がもしかしたら誤解されるのではないかなと思い

ますので、この辺の表現をちょっと見直していただければと思います。

ほか、よろしいでしょうか。

続きまして、公園・緑地の整備についてでありますが、ご意見をお願いいたします。

【Ｇ委員】

これもどんどん進めてもらえればいいんですけれども、前の総理大臣、細川護煕さんが

熊本県知事時代に、大分前ですけれども、熊本空港に着いて、それで、熊本市街に行くと

きに、道路の両側がものすごい花で、何とかロードと言ってもいいのかもしれませんけれ

ども、だれかに聞いたら、あれは当時県知事だった細川さんが推進したものだと。

さっき新幹線の駅前整備のところで申しましたけれども、あそこがもし玄関だとすれば、

さっきＣ委員がおっしゃいましたけれども、どうやって我々は迎えるのかと。観光ギャラ

リーとか、そういうのも、もちろん迎え方の１つですけれども、それから、高さを制限し

て、北アルプスが見えるようにとか、もちろんそういうことも進めていらっしゃいますけ

れども、今、例えば、カーターマラソンのときの沿道は、両側が花いっぱいに思い切って

してみるとか、どこかで、カンナロードというのは前沢ですか、毎年子供たちがやったり

していますけれども、ああいうのを全市を挙げてやるというのか、スーパー農道、あれ、

何という花ですかね、夏、黄色いのもあるし、ピンクとか、いろんな色があるんですよね。

限られた期間ですけれども、やっぱり走っていて、ああ、こういうのを宇奈月へ行く人た

ちが見たら相当印象が違うだろうなと。

もちろん公園もあれですけれども、ほんとうに道路も随分印象が違いますし、我々、こ

こに住んでいる人間にとって、ちょっと私ごとを言ってあれですけど、うちの女房はここ

の生まれなんですけれども、黒部というのはみんな花を大事にするんですねとよく言うの

で、それはそれぞれのうちの、特に農村部へ行くと、どこのうちの庭にもいろんな花が咲

いたりしているので、こういうのはもっともっと誇りにしていいことだと思うので、例え

ばカーターマラソンの沿道は全部花で、５月に間に合うかどうかあれですけれども、一年

中咲ける花というのはそんなにないとは思いますけれども、何かやっぱり、水ともう一つ
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花でもって客を迎えるとか、宇奈月温泉じゃありませんけれども、おもてなしの精神をこ

ういうところでもっともっと出してほしいなという感じがちょっとします。

【部会長】

ありがとうございました。

ほか、何かありますでしょうか。よろしいですか。

続きまして、３の７、情報通信の整備につきましてご意見をいただきたいと思います。

【Ｇ委員】

携帯電話の不感地帯というのは、あれはメーカーによって大分違うんですか。よく私、

わからないんですが。

【事務局】

一部、エリアが変わる場合もあるというふうに聞いております。各自治体のほうでも対

応をそれぞれやっているものもあるんですが。

【部会長】

それでは、３の１から３の７までの現況と課題、先ほどの政策方針について、全般にわ

たりまして何かご意見はございますでしょうか。

【Ｇ委員】

あれは別な部会なんですかね。例えば津波とか、この間、高波被害が３年前ですか、入

善、生地もありましたけれども、あれはまたどこか別のところなんですか。

【事務局】

第４部会にあります。

【部会長】

そうしたら、またご意見を反映してもられれば。もしご意見があるということであれば。
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【Ｇ委員】

やっぱり快適な暮らしというときは、当然、安全・安心が含まれた上での快適な暮らし

だと思うので。第４部会で。わかりました。

【部会長】

ほか、ございますでしょうか。

ないようでありますので、今ここでいただいたご意見をぜひ反映していただけるように

お願いいたします。

それでは、続きまして、（２）施策の内容から、市民、ＮＰＯ、事業者へのメッセージ

までを事務局からご説明をお願いいたします。

（ 説 明 ）

【部会長】

ありがとうございます。

では、それぞれご意見をいただきたいと思いますが、まず、３の１の北陸新幹線の新駅

について施策の内容、市民、ＮＰＯ、事業所へのメッセージ、役割、これについてご意見

をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

【Ｃ委員】

メッセージってどういう意味なんですか。施策とメッセージの関係がわからんのですが。

【事務局】

施策の内容といいますのは、先ほど資料１のほうで施策の展開方針、このようにしてい

きましょうという、内容の施策の内容を具体的にメニュー立てにいたしまして、さらに少

し詳しくした取り組みの内容が事業メニューとして上がっております。そして、一番下の

ほうの市民、ＮＰＯ、事業者等へのメッセージというのは、それぞれ行政、市民の皆さん、

ＮＰＯ、事業者の方々との役割分担をしながらまちづくりをしていきましょうということ

で、市民、ＮＰＯ、事業者へのメッセージということで挙げております。
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【部会長】

以前は、そういったものはなくて、市はこれをやりますよということで出していた。今

は協働でやりましょうということで、そちらの部分を。

いかがでしょうか。

【Ｃ委員】

新幹線で行くなら、乗りかえの話ですね。

【部会長】

はい。

【Ｃ委員】

④に入っているという意味かな。

それはソフトやからここへ入っていないんですね。整備だけすれば、あとはソフトみた

いな。

【事務局】

この事業内容の中にはソフト的なもの、ハード的なものも入ってございます。今ほど言

われましたように、新幹線との結節ということになりますと、３の１の新幹線の整備の①

新駅周辺整備事業の中の、事業メニューとしましては、上から５段、新駅からの広域公共

交通ネットワークの推進ということで、これは先ほどからも出ておりますように、新幹線

駅を降りて、それから富山地方鉄道の電車を利用ですとか、また、あるいは、新たな公共

交通機関、バスなど、そういったものの取り組みがこの中として含まれているということ

でございます。

【部会長】

見にくいといえば見にくいですよね。ソフトの部分がここでどう入っているのか。ほか、

何かございますか。

【Ｂ委員】
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ここで以前もお話が出たのかもしれませんが、前期と後期で市内区間のＪＲ・地鉄駅の

年間利用者数ということで数字が出ておりますけれども、現状、平成１９年から平成２４

年ということで減っておりますが、目標値のほうが前期と後期で全く同じ数字を出されて

いる根拠というのは何かあるんでしょうか。前期から後期で見直さずにいくよということ

でしょうか。それとも、全く考慮していないのか、見直していないのか。お願いします。

【事務局】

２９年の目標でございますが、１４７万というようなことで、現実、実績から申し上げ

ますと、平成１９年の１４１万３,０００から落ちているという状況を踏まえて修正をかけ

るべきというようなことも考えてはおったんですが、新幹線の開業を見据え、公共交通ネ

ットワークの構築といったようなことで、少しでも利用者の利便性を図って、目標に達せ

られるようなということで、高いレベルのものをちょっと設定しておるわけなんですが、

これを下げると、それに向かっての意気込みというか、そういったようなものも低下しか

ねるということで、あえて高いレベルに設定させていただいておる部分もあります。

【Ｂ委員】

前期での目標値、平成２４年が１４４万人だったのが１２６万８,０００人ということで

なっている現状を踏まえても、目標値は変えないということなんですね。ある程度、後期

なので現実的な数字も必要なのかなと。夢を見るのもいいんですけれども。そこら辺はど

うなんでしょうか。

【事務局】

今ほど申し上げましたように、下げたら下げたで意気込みのほうも下がってくるんじゃ

ないかなという思いで、あえて変えなかったという、担当課とすればそういう思いであり

ます。

【部会長】

統一してもらいたいんですが、ここへ意気込みを書くのか、計画を書くのか、ですよね。

各部がばらばらだとなんですし、ここは根幹にかかる部分だと思うのでね。
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【Ｄ委員】

やはり対策事業をやって、これだけにしようとするんでしょう、目標は。

【事務局】

もちろん目標値そのものにつきましては、当初設定したものの設定の根拠というものは。

何とか達成するという意気込みはもちろん大事なことであります。今回の今、議論になっ

ております目標値の部分につきましては、課長が言いましたように、平成２６年度末の新

幹線開業という大きなターニングポイントの影響力というものをある程度配慮して、基本

的には下がってはいるけれども、巻き返しを図るということで設定は変えなかったと、そ

ういうことになるだろうと思います。

【Ｂ委員】

数字が変わっていなかったので、検証しているのかしていないかというのが、ちょっと

この数字だけだと見えなかったものですからご質問させていただきました。

【部会長】

そう言われても、巻き返すために、じゃ、新たに前期からどういうものがあるのという

話になっちゃう。ほかはよろしいでしょうか。

これも最後にもう一回、全体を見て振り返ってみますけれども、続きまして、３の２、

道路の整備というところでご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

【事務局】

それでは、目標値を変えるということで説明をさせていただきます。

緑化道路の延長ということでございますけれども、現在進めているものを５年後を見ま

して、若干修正をさせていただきました。幹線道路で、かつ植樹ます等があるということ

で、現在、県のほうで進めていただいております新駅へのアクセスと都市計画街路を前沢

植木線のものにさせていただきました。

あと、市道の整備率ということで、ちょっとわかりにくかったものですから、市道の整

備延長ということで、私ども、道路台帳という市道の台帳というものを持っております。

これに整備をしますと改良済みというようなことで整理をさせていただいております。そ
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れで、パーセントから延長に変わったものですから、現在で３２０キロ、それで、２９年

では３２５キロというふうに表示をさせていただいております。

あと、除雪のほうですけれども、道路除雪・消雪パイプの延長ということで、従前のも

のは消雪パイプだけなんですけれども、どれぐらい除雪、消雪をやっておるかということ

がなかなか一目で見づらかったものですから、除雪というものも加えさせていただきまし

た。それで、合わせまして、現在３５９キロをやっておりまして、２９年には消雪パイプ、

ちょっと延長するものですから、３６０キロと表現にさせていただいております。

以上です。

【部会長】

ありがとうございます。

目標値の指標を変えたということでありますが、今、ご説明にあったとおりであります。

何かご意見はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

続きまして、３の３、市街地・住宅の整備についてご意見をいただきたいというふうに

思います。

これはさっきの質問と同じになるんでしょうけれども、現状は前期と、平成２４年以前

と変わってきているのに対して、２９年は変えていないという、何かその理由を説明して

ください。

【事務局】

区画整理事業につきましては、平成２９年を完了目途としておりますので、目標数値の

平成２９年度の数値は変えてございません。それで、平成２４年度につきましては、前期

は目標でありましたけれども、２４年はほぼこれだけ達成できるだろうというものを数値

化しております。

【部会長】

ありがとうございます。

どなたかご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

じゃ、続きまして、３の４、水道の整備でございます。ご意見をいただきたいと思いま
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す。よろしいでしょうか。

続きまして、下水道の整備でございます。ご意見いただけますでしょうか。よろしいで

しょうか。

では、続きまして、３の６、公園・緑地の整備です。いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。

続きまして、３の７、情報通信の整備であります。いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。

１から３、全体を通してご意見をいただきたいと思いますが、全体を見て、何か。

【Ｃ委員】

この文言だけでいえば特に問題はないと思うんですけれども、先ほど、意見が出ており

ましたが、例えばフラワーロードにするとか、そういうことをやろうとするのかどうかで

すね。

【部会長】

それぞれの思い、考え方も見ていただいて、事務局に伝えていただいて検討していただ

くという形になりますので、それぞれお考えのところを述べていただければと思います。

【Ｃ委員】

次回はあるんですか。これの詳細版をやるとか。

【部会長】

ちょっと次回はどうなるんでしょうかね。もう一回やるんですけれども、本論はどのよ

うな感じに。

【事務局】

次回は、今ほどいただきましたご意見、もう一度、今度はご意見をいただいた内容と変

更した箇所を明示いたしましてご提示させていただきます。

【Ｃ委員】
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このレベルで。

【事務局】

まずは、資料１につきましてご意見をいただいた内容のところを修正を加えるというこ

とです。それと、資料２につきましても、ご意見をいただいた部分で訂正になったところ

は訂正します。それと、今、この後、もう一つ第３回の部会には、今度は、この事業メニ

ューにぶら下がっています個別の具体的な取り組みの一覧リスト、そういったものをお出

ししようと考えております。

【部会長】

まだご意見をいただいていない委員の方からもご意見をいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

協働体制のところなんですけれども、濃淡はあるんでしょうけれども、もう少し、例え

ば公共交通とか、観光局であるとかになるでしょうし、濃淡の話なんですけれども、ある

程度ラインを決めて、かかわりの深いところは変えていただくとか、そうじゃないところ

は省くとか、はっきりさせたほうがいいような気がしますけれども。観光局というのは結

構変わってきているんですかね。

【Ｇ委員】

よろしいですか。全体ですけれども、前期のときも同じ部会だったんですけれども、申

し上げたかもしれないんですけれども、要するに、ここの審議会で議論しなくても、特に

基盤整理に伴うものであれば、毎年やらざるを得ないというのもあれですけれども、もう

明らかにやるとわかっている事業があるわけですよね。これを見ますと、かなりの事業は

何も議論しなくたって、当然やらなきゃならないものがある。それは、あと、予算をつけ

るかつけないかということですけれども、この前期５年、後期５年の中で、さっき部会長

がおっしゃったように、もっと長いスパンでというふうにおっしゃったのは、何もこの審

議会で議論しなくても当然、市の行政としてやるべきことというのはあるわけで、ある程

度決まっているものは、ここに何も載せなくてもいいんじゃないかと、極端なことを言う

と。

それで、私どもは、言ってみれば、行政の素人ですので、確かに非常にたくさんの項目
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を書かれると、一つ一つとてもわからないことがいっぱいあるんですけれども、ですから、

むしろ逆に、さっき私、もっとイメージがわくようなあれとかというのは、実はそこにま

た戻るんですけれども、確かに後期、５年という中になると、もう正直言って、毎年、予

算も伴ってやるということは、もうおのずと大体決まってくるだろうと。すると、そうい

うのは、何もここに一々載せなくてもいいんじゃないかと。一応５年間とはいいながら、

完成するのは５年間じゃなくても、部会長がおっしゃるように、もっと長いスパンで、５

年間にまず取っかかりをつくるべき事業であるとか、それから、将来像、将来の黒部市の

市政、あるいは、本部会でいえば将来の都市の基盤、都市というのは、こういう都市を目

指そうとするんだとか、何かもうちょっとそういう彩りがないのかなと。彩りと言うとち

ょっと語弊がありますが。何かちょっと私、そこのところの疑問がずっと感じるんですよ

ね。

【部会長】

これからほんとうに重要な部分と、もう既定路線で、ある程度動くものと。

【Ｇ委員】

それもあるかと思うので。

【Ｃ委員】

一度、部会長と事務方とよく話していただいたらどうでしょうか。

僕もおっしゃっているとおりだと思うんだけど、やっぱり全体の枠を変えられないとか

言われたら、それまで変えろなんて言えませんしね。部会長の預かりで、思っておられる

ことをやろうと思ったら、どうしたらいいのか考えていただいたらどうかなと。

決して、後期だから前期のまま引っ張ってこないといけないとは思いませんし、そのぐ

らいのやる気を見せてもいいんじゃないかなと思います。

【部会長】

ありがとうございます。

今のご意見も踏まえて相談させていただきたいと思います。

ほか、何か全体を通して、ご意見ありますでしょうか。
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じゃ、その他、ございましたら、事務局からお願いしたいと思います。

（ 説 明 ）

【部会長】

ありがとうございました。そうしましたら、予定しておりました議事はすべて終了とい

うことで、座長の役目も終わらせていただきたいと思います。慎重審議いただきましてあ

りがとうございました。

事務局のほうにお返しいたします。

【事務局】

長時間にわたりましてご審議いただきまして、どうもありがとうございました。以上を

もちまして総合振興計画審議会第２回第３部会につきまして閉会させていただきたいとい

うふうに思います。どうもお疲れさまでした。

―― 了 ――


