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黒部市総合振興計画審議会 第２回 第６部会（行財政） 会議録

日 時 ： 平成２４年２月２３日（木）１０：００～１１：５５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席１名）、専門委員０名（欠席１名）

幹事５名、計画主任７名（欠席１名）、事務局４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

６部会を開催したいと思います。

開会に当たりまして、部会長のからごあいさつをいただきます。

【部会長】

皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。年が明けて２カ

月過ぎようとしていますが、今年は後期基本計画を策定する極めて重要な年であります。

また、前回の１回目の部会から３カ月がたとうとしておりますが、その期間、アンケー

ト調査やタウンミーティングなどの意見、また、前回、皆さんに出していただいた意見を

参考にしながら素案をつくらせていただき、皆さんのお手元に送らせていただいたかと思

います。それと、もう一部送らせていただいたと思いますが、施策の内容や事業メニュー、

これは今回初めての審議になりますが、それについても今日話し合いたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

また、６月には中間報告も予定されております。今日の部会と３回目の部会で、２枚の

資料１になりますけれども、それを検討して報告のほうに持っていきたいと思いますので、

皆様には忌憚のない意見をたくさんいただきまして、ちゃんとした成果を出したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、今日もよろしくお願いします。

【事務局】

ありがとうございました。
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それでは、早速議事に入りたいと思います。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、これからの進行につきましても部会長さ

んにお願いしたいと思います。

【部会長】

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。

早速、次第に基づきながら議事を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

まず、報告事項の１、前回部会以降の経過について、事務局から説明をお願いいたしま

す。

（ 説 明 ）

【部会長】

ただいまの報告事項につきまして、何かご質問はございませんでしょうか。

ないようでしたら、報告事項につきましては以上にさせていただきます。

次に、協議事項に入りたいと思います。

初めに、（１）現況と課題から施策の展開方針までを事務局からご説明いただきます。

（ 説 明 ）

【部会長】

ありがとうございます。

この項目の中で赤字のほうでいろんな、前から見ながら、今後のことを考えるとか、修

正があるんですが、まず初めに、この内容で特に質問等があればお聞きしたいなというふ

うに思いますが。特に質問等はないと思いますが、ぜひ、皆さんのご意見をこの中に反映

していきたいと思っておりますので、いろんな修正点とかでご提案があればよろしくお願

いしたいというふうに思います。

それでは、まず、６―１から順番にいきたいと思いますので、この議題のほうの以前の

資料と、今回の赤字のほうで、皆さんの中でまたご意見等がございましたら、修正したり
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追加したりしながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、まず、第６章の１番、市内外との連携・交流の促進というところなんですが、

上に変更の視点のキーワード等もございますので、それを踏まえながら、ぜひ皆さんのご

意見をここでお願いしたいなと思います。

【Ｄ委員】

前回の会議でも言っていたんですけど、交流人口を増やそうということと、結局、市外

からの永住というか、空き家とかのほうの情報等を話していたと思うんですけど、あちら

のほうで、私もいろいろ黒部市を回っていて、結構空き家というのもあるので、商工会議

所と商工会さんで空き家等をやっているという話も聞いているんですけれども、今後、新

幹線も来るということで、いろいろと需要のほうは増えてくると思うので、そういうのを

リストアップとかというのをまたできて、なるべく県外の方々にもできやすい感じ、もち

ろん、土地とかのほうもあると思うんですけれども、なるべく県外の方とか市外の方々が

来て、なるべく情報がとれるような環境にしてもらったほうが、県外か市外から来られた

方でも、ここに来ようというようなきっかけというか、情報公開の１つになるんじゃない

かなということは思っているので、前回のほうでも出たと思うんですけど、それをより強

く、最近いろいろとよく思ってきたので、特に新幹線の駅周辺とかには前は家とかという

のもありましたけど、逆に、土地とかのほうも、またそういうのを行政が把握するのもあ

れですけれども、商工会議所さんとかである程度ピックアップしておいて、なるべく県外

の方々も降りやすい環境をつくったらいいんじゃないかなと思います。

【Ｆ委員】

空き家の件ですけれども、持ち主が県内にいない、もう県外におられて、空き家がこの

たびの雪などによって自分の家がどうなっているのか心配だと、それを行政でちょっと見

てくれんかという、そういうご意見のお電話も実際ありましたけれども、行政としてはそ

こまで踏み込んでよそ様のおうちを管理するということはできませんので、それはご親戚

がいればご親戚の方にとかとにお願いして何とかそこを見てくるようにということなんで

すが、全くそういう方もいらっしゃらない、そういう場合、どうしたらいいんですかとい

うご質問もあったりするんですが、そこが崩れてきたりですとか、近隣の方にちょっとご

迷惑がかかったりとか、そういうことがある場合、行政に言われてもなかなかタッチでき
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ない部分というのはあるんですね。そういう場合、空き家を利用するのもいいですけど、

その空き家の保全というんですか、もし、そういうことになった場合、行政としてどこま

で、援助と言ったら変ですけど、かかわっていけるのかという、そういう部分もあります

ので、空き家を利用していただくとか、そういうこともあるんですけど、そういうほんと

うに古くなったとか危険な物件もございますので、そういうときにどうやるかということ

もちょっと考えていただきたいなと思います。

【部会長】

ありがとうございます。

【Ｃ委員】

関連していいですか。今のＦ委員のお話に続けてなんですけれども、この市民の声の中

に空き家が目立つので対策を進めてほしいというこの結果は、おそらく後半のほうの有効

利用ではなくて、防犯、防災のほうではないかなと思うのですが、ここの市内外の連携・

交流の促進のところでも関係のあることなんですが、この項目は地域コミュニティの第４

ですか。

【部会長】

６―４ですね。

【Ｃ委員】

コミュニティの活性化がありますよね、そこら辺でも関連づけられることですし、他部

会の、防災部会は何部会になりますかね。というのは、私は行政相談委員をしているんで

すが、近隣の方がこの空き家に対していろいろ手を尽くしたい、助けてあげたいと思って

も、今おっしゃったように、持ち主がわからない、親戚が遠くて連絡がとれないために危

険な状態のまま、手出しができないまま町内会が苦慮をしているという現実があるわけで

すね。そういうので相談をよく受けていることがあるんですけれども、なかなか実際問題、

手が出せないんですよね。ですけど、危ないというのも事実。それと、市内外との交流を

促進していくときに、やっぱりまち全体を安全なまちにしていくときの１つのネックにな

っていると思うのです。そういう意味で、どう表現していいか、私はちょっとわからない
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んですけれども、連携した表現ができないかと思うんです。

【部会長】

いろんな視点の連携をこの中に反映するような文章という意味だと思うんですが、特に、

市民活用の支援とか、こういう後から出てくるような内容もこの中に含まれていると思い

ますので。

その辺、事務局のほうで何かありますかね。

【事務局】

おっしゃられたように、６―３の市民活動支援の取り組みの部分で、地域コミュニティ

活動の推進、こういったところにも関連性があるんじゃないかというご指摘、また、防災

というようなお話もありましたが、こちらは第４部会、市民生活の４―８の部分、あと、

ちょっと聞いたりするのは、防犯上でもちょっと不安だなというような、空き家のことで、

そんな話もありましたので、４―９の防犯対策の充実と、ここにも関連してくるかなと思

いますので、第４部会につきましては、この後といいますか、来週開かれる予定になって

おりますので、またそういったご意見があったということもお伝えしたいと思いますし、

事務局でも検討をしていきたいと思います。

【部会長】

確かに、やっぱり雪で家がつぶれたりというのが、昨年とか、そういうときもありまし

たし、そういうふうなことでいいますと、やっぱり安全性とか防災ですね。今これだけ、

都会で住んでいる人は、よくニュースで３メーター、４メーター降っているというような

話がありますので、かなり心配されておられますね。私の知っている人でも、どれだけ雪

が積もったか見てきてくれというふうに電話がかかってくるんですよ。見に行ったら大し

たことはないよと言うんだけど、そういうことも手だてがある人はいいけれども、じゃ、

それを全体的にどうするかというのも、コミュニティの中でどうするかってやっぱり大き

な問題かもしれないので、それも、ぜひ今の中でどういうふうなところの視点、ほんとう

にそういうことがないようにどうするかということをぜひ考えていただきたいと思います。

また、さっきの住宅の取得といいますか、今の震災関係では、それこそ商工会議所もい

ろいろ全国から、仕事先も探しながらプラス住宅も用意しながらやっているんですが、か
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なりの数を用意したんですが、実は４０家族ぐらいまでできるんじゃないのと。もっとた

くさん目指していたんですが、なかなか実際は、過去では最大で９家族ぐらいしか来てお

られないので、意外に全国にＰＲしても、今の災害についてはかなり遠いという、距離感

がちょっとあるのと、どうしても住みなれたところからあまり遠くに出ると精神的な距離

があるのと、いろんな助成金の判断の中でもなかなか移動できないとか、そういう多面的

なことがありまして、やはり、そういう全体的なものの中でも、交流人口なんかも含めて、

これは長期的な課題とすれば当然またさらに出てくる問題かなと思います。非常に連携・

交流ということで大事なんですが、その辺のところの反映をどう印象的につくるか。

もしなければ、最終的にまた戻って来られますので、それでは、その次の段に行きたい

と思いますのでお願いします。

６―２、２ページの部分に参りたいと思いますが、開かれた行政への取り組みというこ

となんですが、これにつきましては。

Ｄ委員。

【Ｄ委員】

この行政情報とか議会情報の発信というのがあるんですけれども、こちらのほうは、結

局、情報の発信というふうな言葉が、伝達とかでも多くなっていますけれども、伝達だけ

ではなく、受信というか、聞くということに対してもちょっとは反映しなくてはいけない

のではないのかなと思います。議会のほうに対しても、要望とかということ、ホームペー

ジでも言っているんですけれども、要望というところを書く欄とか、広報にアンケートか

何かというふうにしたほうがいいのかはわかりませんけれども、今いろいろな要望等もあ

ると思うんですけれども、それを言える場、そして、どこかの町長か市だったか忘れたん

ですけど、そういうものに対して簡単な質問に対しての答えとかもホームページ上で、具

体的な質問に対してのみでいいと思うんですけど、そういうようにやれば非常にいいんじ

ゃないかなと思いますね。

私もよく行くんですけど、居酒屋とかお店屋さんとかに、何かこうして変えてほしいと

ころと書いて、それに対しての改善点はこうしましたとかってよく書いてあるものとかが

ございますよね。ああいうのを結構私たちは目にするということもあって、そして、どう

いう質問があって、どういうふうに改善したかというのを見ている人は結構多いと思うん

ですよね。そういうのをホームページあるいは広報くろべ等にでも入れてもらえれば市民
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に対してもいい判断というか、情報提供もできるんじゃないかなというのは思っています。

【部会長】

事務局どうぞ。

【事務局】

今ほど、Ｄ委員からご提案というか、ご意見をいただきました。

それで、現在、市がやっている状況のことだけ簡単に説明させていただきます。

これはパソコンを持っていらっしゃる方に限ってしまうということになりますが、市に

対する行政への要望、質問、そういったものはホームページを見ていただきますと、ご意

見なり、情報収集をすることは可能であります。当然、入力をいただいた方に対しては回

答をお返ししているという手段はしています。

それと、もう一つ、すべての方はパソコンを持っていらっしゃいませんので、アナログ

といいますか、よくスーパーでも書いて意見できるというふうに、市役所の玄関のほうに

もそういった市民に提言していただく用紙を備えつけております。宇奈月庁舎にも同様に

備えつけています。

それで、提言していただいた内容、ご意見、そういったことに対してはご本人さんの希

望により、中には、今まで見ていますと、自分の名前、住所をしっかり書いて答えも下さ

いという方もおられれば、ご意見だけ、身元は書いておられないということがあります。

また、それをホームページにも載せてくれというご意見の方もあります。それは、その記

載された方のご要望に応じて、郵送で返送してくれという方には郵送で返送します。それ

と、ホームページには全件、こういった要望がありました、それに対する回答をホームペ

ージでも公開しています。それと、玄関のほうに紙ベースで張り出しもしているという状

況ですので、ただ、中身は、やはり市政に対する建設的な意見、これは当然公表できるわ

けですが、中には誹謗中傷するような、そういうような内容の意見もございますので、そ

ういった場合はちょっと控えさせていただいておりますという状況でございます。

今の、市政を少しでも皆さんに知っていただくという施策は今後もしていかなきゃいけ

ないと思っています。

【部会長】
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わかりました。Ｈ委員どうぞ。

【Ｈ委員】

今の説明なんですけど、私は市の情報って、そんなに閉じられていないと思うんですよ。

かなり開かれていますし、前回いただいたアンケートの内容を見ていても、意見を述べる

場がないとか、そういう意見とか、情報が公開されていないとかって、そういう意見が結

構あったんですけど、私はこれは市民の努力も必要じゃないかなと思うんですよ。今説明

があったように、市への提言もする場所はいっぱいあるんですね。タウンミーティングも

ありますし、ネットでも提言できますし、それと、情報だって市のホームページで結構見

られますし、ほんとうに情報が欲しければ市役所へ行って聞けば、多分、提供してくれる

と思うんですよ。そんなに情報は閉じられていないと思うので、あと、市民の意識、それ

を啓発することも結構大事じゃないかなと思います。行政に参加しようという意識とか、

いろんな施策がありますけど、それに対して、いかに市民が関心を持つか、行政に参加し

ていくか、自分の市をどれだけよくするのに各自が努力するかって、そういう啓発とか意

識を高めてもらうと、そういう努力もされれば、そういう間違った市民の考え方とか、行

政は何もしてくれないとか、そういう考え方も是正されるような気がするんですけど。私

は情報とかそういうことに関してはかなり公開されているとは思っています。

【部会長】

ありがとうございます。

【Ｄ委員】

ただ、確かに今パソコンとか、私もやっていますけれども、やっぱり、先ほど言われた

広く市民に知ってもらうためには、これは広報くろべは非常にすばらしいと、やっぱりい

ろいろ見ていると思うんですけれども、あそこにでも、結局、毎月でもいいんですけど、

これに対してこういう質問がありました、こういうふうに答えましたとか改善しましたっ

て、もちろん議会だよりも一緒ですけれども、議会に対してのこういう質問がありました、

こういうふうにやりましたということであれば、もちろんさっきも言った市民の方々の努

力も必要ということで、今度はうちも、じゃ、こういうのはどうなんかなというふうに聞

いていこうという場がより広がればいいんじゃないかなと。
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もちろん、私もホームページ等も見まして、タウンミーティングも行ったことがあるん

ですけれども、やっぱり、そこに来られる方はごく限られた方であって、タウンミーティ

ングに行けない人も多いと思うんですけれども、こういう質問があったということだけを、

市民の人たち皆さんによく見える場所が広報くろべなんじゃないかなと思われるので、紙

１枚でもいいと思うんですけれども、これから、何かそういうのでもつくっていただけれ

ば、じゃ、次はこういうのを聞いてみようかなという、もちろん先ほど言った質問のレベ

ルにもあるとは思うんですけれども、そういうのもやれば、今度は市民の方々もじゃとい

うふうに、さっきも言った支援の取り組み方も変わってくるんじゃないかなと。特に私た

ちの世代はそう感じます。

年齢によってどういうふうにすればいいのかって、あんまり関係がないというふうな感

じでいますから、結婚とかして子供を産んでからやっと自分の市の周りを調べることが多

いと思うんですよね。子供に対しての、例えば、医療補助とか、いろいろと住宅の何とか

ってかあると思うんですけれども、そこら辺もありますし、もちろん高齢者の方もそうな

んですけれども、広くできるのはインターネットとは思うんですけれども、その辺は広報

くろべとか、ああいうので見てもらったほうがいいのかなという、紙ベースも今なかなか

大事になると思うんですけれども。

【Ｈ委員】

ただ、情報提供とか情報公開って、それは確かにいいんですけど、情報面が多過ぎると、

今度はそれを全部見られない、目を通せなくなるのがあるんですよ。だから、情報提供を

するにしても、ある程度整理して提供しないと、見る側に対してのサービスが低下する可

能性もあるんですよ。だから、何を公開すればいいのか、何でも市民に伝えればいいとい

うんじゃなくて、必要度に応じて公開するべきものと公開しないものと。

【Ｄ委員】

そういうことを、部長がこう答えましたというだけでも、それをやっていくだけでも、

だから財政部署の課長が答えましたというふうな感じをやっていくだけでも市民は結構楽

しみになると思いますけどね。

【Ｂ委員】



-10-

先ほど、Ｈ委員が言われましたように、いつも市長さんは協働によるまちづくりという

ことをよく言っておられます。私らは市から、行政のほうから提供されることばっかり望

んでいるような気がするんですよね。でも、市民の皆さんがいかに一歩踏み出して自分た

ちも仲間に入るかって、自分たちのまちをつくるのであれば自分たちでつくろうって、そ

ういう気持ちが出るように、例えば、例を挙げると、お互いに歩み寄らなければいけない

と思うので、タウンミーティングなんかでもとてもいいとは思うんですよ。ここにもタウ

ンミーティングの開催方法とか、パブリックコメントとかって書いてあるけど、ほとんど

パブリックコメントなんかでもあんまり来ないんですよね、数も。タウンミーティングな

んかでも、何回か、去年も今年も行ったけど、開催場所は同じで何カ所かまとめてやって

あって、そういうところで女の人に手を挙げて意見を言えって言われても、一歩足を踏み

出してしようとは思うんだけど、言えるような勇気が出ない、そういうふうな環境なんで

すよ。だから、市役所のほうも、時間とか、回数とかも大変だろうけど、立派にこういう

ふうにして市民に開かれたってどれを見ても書いてあるので、やっぱりもう一歩踏み込ん

でいただいて、きめ細かくなるようにしてほしいなと。

それと、あと、やっぱりいろんな市民の団体がありますので、私らやったら女性団体な

んですよね。男性がみんないるタウンミーティングでは発言できないかもしれないけど、

女性だけ集まると、市長さんの話を聞いて、聞きたいことを手を挙げて言えるって、そう

いうきめ細かいサービスをしてほしいなと思います。

【部会長】

じゃ、Ｇ委員、どうぞ。

【Ｇ委員】

まず、何といっても、市民の人たちの意識を高めてもらうこと、これは大変大切なこと

なので、それはもうありきなんですが、高めるために市のほうでも一生懸命ご努力をして

おられると。広報だとか、そういったタウンミーティングとかをやっておられるわけなの

で、問題なのは、最近思うのは、何か質問ないですかという質問がわからない、市民の人

たち。要するに、自分はわからないことだらけなんだけど、よくあるじゃないですか、わ

からないことを何でも言ってくださいと言われても、わからないことが多くて何がわから

ないのかわからない。ですから、Ｄ委員の言われるとおりなので、私は、なかなかタウン
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ミーティングも回数は限りありますよね、インターネットにしても、これはやっている人

にしかわからないわけなので、やっぱり一番いいのは、一生懸命配っておられる活字ベー

スの広報、これが一番きき目があると思うんですね。

そういう中で、例えば、こういう質問がありましたといってそちらのほうを書くことに

よって、みんなやっぱりこんな関心があるんだよねというのがわかると思うんですね。そ

れに対してこのような答えをされていると。そういった意味では、何もそれに手間暇をこ

れ以上かけられる必要はないとは思うんですけど、何か１枚、もう一枚だけそういうコー

ナーをつくりましょうといったような形で住民の質問のコーナーみたいなものを大々的に

やって情宣活動をすると、そういうほうが、私はあの広報についてのみんな関心がより身

近になるんじゃないかなという気はいたします。

【部会長】

そうですね。

【Ｂ委員】

やっぱり、広報も限りがあるし、今、Ｄ委員が言われている、こういう雑用紙でいいの

で、何かそんなようでちょろちょろと書いたのがたまに１枚、部課長便りみたいな感じで

も何でもいいので、また全然違うのをやったらいいかもしれないですね。

【Ｇ委員】

最終的に１枚入っていて、これは何だろうなというほうが関心あるかもしれませんね。

【部会長】

そうですね。広報が双方向になるんでしょうね。つまり、市が提供するんじゃなくて、

双方向になっているという１つの例というか、何か小さな紙が入って、そういうふうな機

能になりますから大変いいことになるんじゃないかという気はしますね、確かに。

かなりこの視点につきまして、皆さんからいろんなご意見が出ましたので、ぜひ、これ

も内容を反映していただきたいと思います。

それでは、次の６―３のほうに行きたいと思いますので、３ページ、市民活動支援への

取り組みということで、これも右はかなり赤い字でたくさんのことが書いてありまして、
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実は、今、コミュニティ活動というのは非常に、特に昨年の３．１１以降さらに非常に注

目されております。その辺のことを踏まえまして、ＮＰＯとか、ボランティアとか、そう

いうことも踏まえまして、ぜひ皆さんのご意見をお願いしたいというふうに思います。

【Ｄ委員】

自治公民館などコミュニティ施設の整備・充実というのがあるんですけど、こちらのほ

うに、新築・改修・修繕や備品整備などに対すると新しく修正になって、助成のさらなる

拡充とありますけど、これはどういうことになるんでしょうね。

【部会長】

じゃ、事務局のほうでお願いします。

【事務局】

この備品の中には幅広いものがありますが、例えば、防災関係、地域の行事の運営を行

っていくための、例えば、１つはお祭り、今までの例ですと、獅子頭ですとか、伝統行事、

そういったものに今まで充てられてきております。

【Ｄ委員】

昨今、予算の問題で、私もいろんな自治体とかで施設を見るんですけど、なかなか予算

を上げても難しいという話を聞いている中で、この備品整備という話が出てきたので、今

後、これに随分と力を入れていかれるのかなと、ましてや、備品整備ということで、備品

の有価資産とか、そういうふうな感じで、そういうふうにしていくものなのかなと思って。

そういう意味で、今後、予算とかで上げていって求められたら通りやすいというふうなこ

とになるのかなというのが質問の意味なんです。

【事務局】

コミュニティ助成制度、特に宝くじの助成制度を黒部市の場合は非常によく活用させて

いただいております。それが認められる背景にはそれなりの地域活動の背景としてしっか

りしたものがあるかと思います。そういうものをより広く使って活用していただくという

ことを想定しながらということで思っています。
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【Ｄ委員】

そういう助成金があるというのは自治会の皆さんたちは知っておられる、公民館でも知

っておられますか。

【事務局】

これはかなり歴史のある話でありまして、皆さんご存じだと思います。自治公民館の、

特に改築、そういったものについての要望はたくさん来ております。

【部会長】

私は、備品整備の中には、例えば、テレビとか、情報機器とか、そういうことも対象に

入るのかなとは、イメージ的なものですね。つまり、コミュニケーションをとるための道

具も備品に入るのかとか、そういうふうなものをこういう中で、皆さんがコミュニティ施

設はコミュニティをいろいろつくるためにやっているんだから、いわゆるハード的にいう

と、建物とかじゃなくて、内部的なそういうコミュニケーションをとるためのいろんな仕

掛けづくりの備品も対象にしますというメッセージでここに書いてあるのかなというのは

思ったんですけど、その辺はどうなんですか。

【事務局】

現実的な助成の状況を申しますと、基本的にはコミュニティをどういうふうにつくって

いくかという話になりますから、伝統文化をどういうふうに継承するかだとか。獅子舞で

あるとか、そういったものを保存するためにかなり高額なお金もかかりますし、例えば、

テレビでありますとか、そういったものについては、自治公民館ですから、地域から寄附

とか、皆さんで備えましょうというふうなことで備えられるケースが自治公民館の場合は

多分多いと思います。そういう中でもコミュニティをつくるためには、持続させていくた

めに必要なものということで、非常に多いのが伝統芸能を保存するというところで、助成

制度を使われるんです。

【部会長】

そういうふうな、実は、お祭りをあえてこれからつくることによってコミュニティが非
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常によくなるという考えも最近どんどん出てきましたので、そういうふうに思えば、せっ

かくある伝統芸能を子供たちがずっと継続していくというのも非常に大事なことでしょう

から、そういう中で、ある意味のいろんな整備を備品というような形で考えていくのも１

つでしょうね。

実は、このコミュニティというのは非常に大事なキーワードですので、この辺のところ、

皆さんのご意見がさらにあればというふうに思います。

【Ｃ委員】

ちっちゃいことですけどよろしいですか。

【部会長】

どうぞ。

【Ｃ委員】

これは素案ですけれども、でき上がった段階には市に全部公開されますよね。そして、

ぱっと読んだときにやっぱり一番身近なところはこの６―３だろうと思って読んでいくと、

ちょっと細かいことなんですけど、表現なんですが、「地域コミュニティの醸成により」

といったような表現を、例えば、地域コミュニティの再構築、あるいは活性化といったよ

うなわかりやすい言葉でしたほうがいいんじゃないかという気がします。地域コミュニテ

ィがかつて非常にきちっとしていた市だと思うのですね。それが各家族化あるいは社会現

象の変化で希薄化してきていることから再生をしようという流れでずっと来ていることを

考えると、活性化か、再構築かというのでどうでしょうかと思うんです。

【部会長】

醸成によりという。

【Ｃ委員】

とても小さいことなんですけど、それが具体的に伝わっていくためには、そのほうがい

いかなという気がします。
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【Ｇ委員】

そうですね。ないわけじゃなかったですものね。

【Ｃ委員】

あったのが希薄化してきたって。

【部会長】

昔のほうがさらに強かったでしょうから、それをつくるというよりはそれを守っていく

ということですかね。

【Ｄ委員】

あと、このＮＰＯボランティア団体への活動支援とかってよく、活動支援に努めますと

かっていって、支援方法というのはどういった感じなんでしょうか。

【部会長】

具体的なＮＰＯとか、ボランティア活動への支援の具体的な内容ですね。

【事務局】

支援の方法につきましては、いろんな形態がもちろんあるんですけれども、もちろん、

具体的に補助金というのもありますし、国・県なりの支援制度も、いろんな形態がありま

す。

【Ｄ委員】

助成金というのは主に活動に対してですか。

【事務局】

基本的には活動。 。

【Ｄ委員】

活動に維持していくためのということですね。
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【事務局】

そうです。

【Ｄ委員】

わかりました。

【部会長】

それでは、次の６―４に行きたいと思います。

男女共同参画社会の推進につきましてご意見をお願いいたします。

【Ｂ委員】

私も、さっき先生とお話ししていたんですけど、自分ではすごくいいふうに書いていた

だいたなと思って喜んでいるところです。

それで、全然違うことを言うんですけど、例えば、ワーク・ライフ・バランスであると

か、新しい言葉が出てきたら、その下のところに説明書きがまず欲しいなと思います。

【事務局】

今、Ｂ委員がおっしゃるとおり、こういった新しい用語ですとか、ぱっと見てイメージ

的にはわかるんだけど、ちょっと理解しがたいというものは下の欄に注記を書く予定でご

ざいます。

【Ｂ委員】

私たちも、都市宣言をするときに「平等」がいいのか、「対等」がいいのかとか、いろ

いろやっていたのがそのまま反映されていて、うれしく思って見ていました。

【部会長】

確かに、今のワーク・ライフ・バランスという言葉が３回出ますからね。やっぱり、非

常にキーワードみたいな形になっていますから、ぜひ、そういうものは、最近、横文字は

なかなか知っているようでわからん文字もたくさんありますので、そういうことを踏まえ
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て注記もお願いしたいなと思います。

それでは、次へ行きましょうか。６―５、市民と一体となった計画的行政運営の推進と

いうところで、これもかなり大きな形で変化しております。当然、市庁舎がすぐに建築が

開始されるということもありますので、場所も決まりましたので、そういうことを踏まえ

た中で記載されていると思いますが、何かこの辺につきましても、皆さん、いろんなご意

見お願いします。

【Ｃ委員】

ちょっとお聞きしたいんですが、よろしいですか。

教えていただきたいんですけど、効率的な行政運営の推進の項目であるＰＤＣＡサイク

ルに基づく経営管理のことなんですが、大分前に、平成２０年ぐらいにやられたのについ

てはホームページに公開されていたんですけど、大体２年に１回やられるんですか。それ

とも、毎年といったらちょっと無理だろうと思うんですが、２年に１回なのか、３年に１

回なのか、このＰＤＣＡの評価を公表するのはどういう期間でやっておられるんでしょう

か。

【事務局】

このＰＤＣＡという行政評価の件なんですが、今、公表というのはうちのほうはまだし

ておりません。内部的にはやっております。

【Ｃ委員】

そうしたら、これを推進し、見直しや行政に取り入れていくってありますけれども、そ

れは内部で、あるいは何か審議会をつくってということになるわけですか。

【事務局】

そういうＰＤＣＡの視点に立った形で内部事務の行政評価的なものをやっています。そ

れで、そういった視点でマネジメントを推進していきましょうということです。

【Ｃ委員】

結局、これへの記載が評価結果の一番見やすい結果ということになるんでしょうか。こ
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れもある意味ではマネジメント評価ですよね。

【事務局】

総合振興計画の進行管理、毎年、実施計画と実績は、公表しています。多分、総合振興

計画のローリング、実績をごらんになられてご発言なされたのかなというように思います

が、それには、ここにありますような、目標数値を掲げていたけど、今年はこういった数

字でしたよということは、総合振興計画の実施計画に基づきつつ、結果を公表しながらし

ております。

【Ｃ委員】

ありがとうございます。

【Ｈ委員】

毎年と言われましたけど、そうしたら、前回も話が出ていますけれども、人口とか、あ

れは５年にならないとはっきりした数字は出ないでしょう。なのに、それは毎年チェック

できるわけですか。例えば、国勢調査で人口がはっきりするということがあって、あれは

最短で５年ごとにやりますから、毎年はできないわけですね。それは市役所で集めたその

数字によってチェックしているのですか

【事務局】

この後の資料２のほうでもまた入ってくると思うんですが、前回、Ｈ委員から言われま

した流入・流出人口の、これを調査するときには５年に一度の国勢調査をもとにやってい

ます。これは、実は、残念ながら、目標２９年度までの段階では出るんですが、その中間

なかなか、これでは出ないんですね。

【Ｈ委員】

だから、ほかの項目に関しても、１年ごとの目標数値というのは出ていました？ 出て

いなかったんじゃないですかな。

【事務局】
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それぞれの主な指標で毎年数字として出せるものは、これはできます。ただ、流入、流

出人口という指標と目標というようなところは５年に１回の国勢調査の数字を利用してい

るものですから、これに関してはまだ今中間、今回の国勢調査の結果がここの後の発表に

なりますので、まだちょっとしばらく出ないという問題があります。

【Ｈ委員】

次の話になりますけど、資料２のところを見ると、全部、いつチェックされるかわから

ないような状況で計画が立てられるんですね。前の前期のときもそういう疑問があったん

ですけど、だれがチェックして、だれがそれを再構築していくか、新たに計画するのか、

そういうのがわからなかったんですね。それを市役所内部でやるんだったら、別に今まで

と何も変わらないような気がしていたので。ＰＤＣＡのそれを取り入れるという、前回の

これが、それならすごいいいことだなと思っていたんですけど、それが実際にどういうふ

うにして実施されているのかわからないわけですね。多分、やられているとは思うんだけ

ど。

【事務局】

総合振興計画につきましては、総合振興計画の仕組みとしましては、１０年のスパンで

まず計画を立てて、５年で一たん見直しをかけるんですが、ローリングと申しまして、毎

年、３年分の見直しをかけて微調整を図っていくということを毎年繰り返すわけです。そ

のときに実績報告というのを毎年出すことになります。そのときに今ほどの指標がありま

して、目標値につながるものについては、これは確かに国勢調査等々、どうしてもそれに

縛られるものはやむを得ないんですが、出せるものはすべてその目標値をカウントして議

会に報告するという手続を毎年やっておりますので、その際にＰＤＣＡという考え方を評

価手法の中に取り入れて、事務ベースにもそういう考え方を取り入れてやっていこうとい

うことで、そういう手続をとりながら、手順を踏みながら実績を出して、それを議会に報

告するということを繰り返していると、そういう意味であります。

【Ｈ委員】

それじゃ、この書いてある目標値というのはその中間の数値もあるけど、一応、５年計

画で精査されていると、そういう理解でいいですか。例えば、この数値なんか１９年の現
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状と２４年と２９年、目標数値が全項目そういう形が出てきますけど、中間の目標値もあ

るということですね。

【事務局】

目標値は２年、平成１９年、この計画をつくったときは現状を１９としてとらえて、中

間目標の２４年、２９年という目標を掲げています。そこで毎年この年度に指標の目標値

が実績としてどうなのかというのは毎年公表しているということで、目標値は特に２４と

２９では、よっぽど変更理由がない限りは変えておりません。今回、後期の計画をつくる

に当たりましては、この視点としましては、今まで、当初立てた目標指標はまずこれでよ

かったかどうか、それと、目標の数値がそれでよかったかということに関しては、この後

資料の２のほうで変更がかかったものが出てきますので、ここら辺を、今、後期５カ年に

向けてもう一度再設定しようということです。ただ、実績については今まで立てた目標数

値の２４、２９に向かってこれまでやってきた単年度ごとの実績については、これはロー

リングの段階で公表をしていますということです。

【部会長】

後ほど資料２にも参りますので、そのときに逆に１と２との関連性がわかりますので、

それのことについては資料２の中でまた皆さんのご意見を聞いたらいいかと思います。

その次に行きたいと思います。それでは、６―６、健全財政の推進、これにつきまして

皆さんのご意見お願いします。

専門部会というか、大型事業が続く中でほんとうに実質公債費比率は悪化しないのか、

詳細な説明をすべきじゃないかというご意見があったんですが、この辺についてはどこに

反映されているという、事務局のほうでは考えておられます？

【事務局】

前回のご意見で確かにそういったご意見があったんですが、ここの文章には直接影響は

して、目に見える形ではちょっとやってございません。ただ、そういった視点というのは、

実際の事業メニュー、下にぶら下がる個別事業というのはいずれ皆さんにお示ししますが、

そういった今度は具体的な取り組みとしては言われるようなご意見は反映させた形で取り

組んでいくということになります。
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【部会長】

この辺は資料２の中で反映されているんですか。そういうこともないですか。

【事務局】

資料２のほうでもちょっとまだそういったところは見えませんが、ただ、今、そういっ

たものに関しては後期５カ年計画を策定する中で財政見通しを見た上で、そういった事業

をきちっと後期の中でみていくということになります。

【事務局】

その話につきましては、今おっしゃっておられるのは、この大型事業が続くので財政状

況について心配だから、そのあたりをよく説明してほしいという、そういう話もあるので、

その点についてどうかという話だと思いますです。

きのうでしたか、２４年度の予算が案として確定しましたと報道されたところで、２７

年までは大型事業がもちろん続くわけで、そういう状況下の中で５年間の財政的な見通し

をどのように描くのかという話については、現在、いろいろな事業の中に大型に準ずるよ

うなものもありますし、当初に前期で描いたものを１０年間の中でどのように位置づけす

るかということの課題もありますので、そういったことを踏まえて現在精査をしておると

ころであります。第３回の部会のときに、財政見通しという形で皆さんにお示しする資料

を提供したいというふうには思っております。現在、そういう部分を精査しているという

ことであります。

【部会長】

わかりました。じゃ、次回の第３回目にその辺の実際的な数字みたいなものが出てくる

よということでよろしいですね。

【事務局】

はい。

【部会長】
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この前は実質公債費比率の低下はどうなのという、実は市長さんみずから答弁しておら

れましたけど、結局、ああいういろんな借入金の中でも、ある部分は実質公債費比率に入

れなくてもいいよというのが結構たくさんあって、それによって低下するとか、そういう

ようなことも多分次回に出てくるんじゃないかと思いますので、そういうことも含めなが

ら、じゃ、次回には報告をしていただきたいというふうに思います。

それでは、資料１から、次、資料２のほうに参りたいと思います。

資料の２のほうにつきまして事務局から説明を、まず、お願いします。

（ 説 明 ）

【部会長】

それでは、資料１を参照しながら資料２のほうを見ていきたいと思いますので、皆さん

のご意見を、まず、６―１、市内外との連携・交流の促進、これにつきまして、さっきも

いろんな空き家情報とか、防災、防犯ということの関連性もあるんじゃないかとかという

中でご意見なんですがどうでしょうか。

【Ｄ委員】

この役割のところに「来訪者には温かい」何やらとありますけど、これは入れていいん

ですけど、この前期のところの交流人口のを、これは省かれたということですよね。この

文言がこの「来訪者に温かい」何やらって変わっていますけれども、これから新幹線がで

きるので、これがこれから一番強化というか、逆であってもよかったと思うんですけれど

も、これからがこの交流人口の何やらをさらに強化していかなくちゃいけないんじゃない

かなと思っているんですけど、「みなさまへ」のところに、ここに入れなくていいものな

のか、これは省かれたみたいなんですけど。

【Ｃ委員】

そのほうが大事だということですよね。この前の、拡大に向け、空き家・空き地情報の

提供と。

【Ｄ委員】
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そうですけど、後期にも入れてもいいんじゃないかなと思っていますけど。

【部会長】

なるほどね。削除しないで、それはそのまま入れておいてもいいということですね。

【Ｄ委員】

スライドという形で、この来訪者の方に温かいというのももちろんわかるんですけれど

も、今から新幹線の来るところにあって、やっぱりメッセージというのは入れておくべき

なんじゃないかなと思います。

【部会長】

そうですね。こういう抽象的な文言よりも、反対に具体的なほうがよりわかりやすいん

じゃないかなということでしょうね。

【Ｄ委員】

そうですね。そのほうがいいと思うんですけど。

【Ｈ委員】

例えば、前期にあった、今削除されたというものは、このメッセージは空き家と空き地

情報の提供に協力しましょうというのが書いてあるんですけど、交流人口云々じゃなく、

それも理由だけど、空き家、空き地情報の提供ってそんなに頻繁にあるものですかね。

【Ｄ委員】

だけど、やっぱり人口は今変動していっているわけで、今、空き家とかは常にやっぱり

出ておるわけですね。空き家に入ったりとか、空き地になったりとかありますよね。入れ

ていくべきなのかなと思います。

【部会長】

確かに、この交流人口や定住・半定住人口などの拡大に向けて空き家、空き地情報があ

ることによって有効にそういう空き家とかそういうことがうまく旅行とかそういうふうな
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人の交流と結びついていかないかということの１つのデータになると思えば、やっぱりこ

れは特にあえて削除する必要がないじゃないかというふうには思いますよね。

【Ｄ委員】

この情報を常に最新の情報にしておく場が必要という感じですね。

【Ｈ委員】

結局、これは市民やＮＰＯや事業者へのメッセージでしょう。

【Ｄ委員】

常にそれはしておくべきなのかなと思いますけど。

【Ｈ委員】

その事業者等がどこへ出すわけですか。全国的に情報提供をするわけですか。

【Ｄ委員】

例えば、やっぱり土地を探されている方もおられると思うんですよね。今、新幹線もで

きますから。やっぱり企業誘致というか、企業で進出する方もあると思うんですけれども、

その人たちも情報が欲しいと思うので、もちろん、会社とかでも、住宅の不動産なんかの

にも載っておるとは思うんですけれども、それとは別にもっと個人レベルの方の情報とか

のほうも受け付けられる場が必要なんじゃないかと思うんです。

【部会長】

逆に言うと、この前の文章を削除したというのはどういう意味があったかってことです

よね。

【事務局】

事務局の案として削除という形にはさせていただいたんですけれども、情報をいただき

たいというのはもちろんなんですが、私どもの取り組み、いただいたものを管理していく、

そういったものもしっかりしていかなきゃいけないということもあったものですから、こ
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こには提供はいただきたいというのもありますが、それを実際どこまでいただけるかいう

こともあったもので、こちらは削除させていただいて、ほかにというわけではないんです

が、おもてなしの心というようなことで載せたということであります。

今、Ｄ委員のご指摘のとおり、ほんとうなら継続して取り組むべきもので、行政サービ

スとしてはほんとうに管理していかなきゃならないものでしょうけど、一方では、常にそ

ういった情報は集めていかなければならないというようなご指摘も当然あろうかと思いま

すので、それをそのまま削除していて、それでいいという話には当然なりませんので、戻

すなりというのは全然構わないかなと思います。

【部会長】

わかりました。

【部会長】

提供に協力しようということであれば、この文言をそのまま残したほうがいいんじゃな

いですか。そのほうがいいと思います。

あとにつきましては、観光協会が観光局になったということ、これは事実ですから当然

なると思いますので、あと転入・転出人口も補完指標というのは、これは１年間の人数で

すか。上は日当たりの人数で。これは何か計算方法はどんな感じなんですか。

【事務局】

こちらにつきましては、先ほどもお話が出たように、もともと流入・流出人口が５年に

１回の国勢調査をもとにしていると。そうすると、計画の進捗管理上どうかというような

ご指摘も前回いただいたということで、ほかにかわる指標はないかと考えていたんですが、

例えば、一番大きな指標の人口ですとか、交流人口はもともと総論というか、基本構想部

分でありますし、あと観光客の見込み数なんかも施策区分というか、第２分野のところで

見込み数がありますので、やはり流入・流出人口というのは残しておいたほうがいいんじ

ゃないかなと考えております。ただ、それを補完するといいますか、何かないかというこ

とで、前回のときに住基上の転入・転出というようなお話もあったものですから、こちら

に項目を載せさせていただいているということであります。

参考までに、単位を年度としたのは、３月ないし４月が人の出入りが激しいということ
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もありまして、こういった単位がいいのかなと思っているんですが、年度とした場合に平

成２１年度の数字ですと、転入が１,１０６人、一方、転出が１,２４３人という結果で、

転出のほうが１３７人と、若干多く出ていました。２２年度につきましては、転入が１,

１１１人、転出が１,１８７人ということで、２２年度については７６人、転出のほうが多

かったというような数値になっております。

そういったものを補完指標として、目標値を設けて位置づけできればいいのかなとも思

っているんですが、まだ検討することがありまして、今は案として指標だけ書いているだ

けにさせていただいているというふうなことであります。

【Ｂ委員】

流入・流出というのはどうやってこの数字を出すんでしょうかね。

【事務局】

国勢調査の中で、日中の移動といいますか、通勤、通学とか、そういった質問項目があ

りまして、そちらから出てきているものであります。

それで、この冊子、皆さんにお配りしている総合振興計画の冊子の、１４５ページ、こ

ちらの右下のところに注意書きがありまして、流入・流出人口というのは１５歳以上の通

勤・通学者について市内に入ってくる人数と市外に出ていく人数の差のことということに

なっておりまして、それは国勢調査で把握しています。それは５年に１回ということだも

のですから、さきほどのようなご指摘があったということであります。

【Ｂ委員】

ありがとうございました。

【部会長】

それでは、次、６―２のほうに参りましょう。

今度は開かれた行政への取り組みというところで、さっきのいろんなタウンミーティン

グ等、いろんな内容のものですね。

【Ｃ委員】
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１つ教えてください。

情報公開に関して、なかなかタウンミーティングへの参加率が低い、それから、いろん

な出前講座をやっても低いけれども、やっぱり市長さんのお話、タウンミーティングの中

にお話がありましたね、今年からかわからないですが、新しい事業として、タウンミーテ

ィングの出前講座のような形のものをやっていくとおっしゃっておられましたけれども、

それが上から３番目の情報公開の推進のところに入るとすれば、協力をしてくれる、共に

やっていく団体というのは町内会とか自治振興会になるんでしょうかね。それとも、例え

ば、これはどんな団体でもいい、手を挙げた団体に来ていただくという形になるんでしょ

うか。

【事務局】

協働体制につきましては、おっしゃるように、出前講座ということになりますと、市が

前面に出る形になります。この出前講座の制度というものは、皆さんからこういったこと

で話が聞きたいということで、皆さんのほうからご要望いただいて、それに対して出てい

くという形になりますので、そのときに協働体制という形とはちょっと質が違うというか、

要望に対してこっちが出ていくということになります。

【Ｃ委員】

要望のあったところという意味なんですね。

【事務局】

そうですね。ある一定の人数なり、そういう団体の方からの要望に応じて出ていくとい

うことになりますので、特に皆さん方に協働の体制をとってもらうというものではないわ

けであります。

【Ｃ委員】

わかりました。ありがとうございます。

【部会長】

タウンミーティングなどに積極的に参加しましょうというところがプラスされてという



-28-

形ですね。

【事務局】

また、こちらのほうで、指標でタウンミーティング参加延べ人数というふうに位置づけ

ておるんですが、年度のところ、平成２４年度は３１４人というふうに数字が出ておりま

す。こちらは２２年度の実績の数字を入れておりまして、これは計画ができる段になりま

すと、２３年度の実績が出てきているとなりますので、その数字が置きかわっていくと。

こちらは後期の基本計画になりますので、２５年度以降ということになりますので、目標

値は２９年度の分だけ記載をしております。

現状につきましては、今申しましたように、２４年度は直近の実績ということで２３年

の数値が入るということになりますし、平成１９年度分はもとからもう数字が入っている

というようなことになりますので、２４年度の欄については改めてまた数字が置きかわっ

ていくというふうにご理解いただければと思います。

【部会長】

わかりました。

では、次に参ります。６―３、市民活動支援への取り組みにつきまして、ここにつきま

して皆さんどうでしょうか。

【Ｄ委員】

よろしいんじゃないかと思いますけどね。

【部会長】

それでは、次、６―４、男女共同参画社会の推進というところで、赤字のほうなんです

が、この辺はどうですか。

【Ｃ委員】

これも１つ教えていただきたかったんですが、地域全体が連携した推進体制の確立とい

う２番目の項目の赤字、男女共同参画プランの市民会議というのがありますね。参画プラ

ンについては、これは１９年度に出されたんですか、適宜見直しをしていくということで
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すが、一応、５年単位になるんじゃないかなと思うんですけれども、一回それが出されて、

また市民会議が新しくつくられて、今推進されているということなんでしょうか。

【事務局】

第２次共同参画プランを平成１９年に作成しております。それで、５年たって、今、２

４年度にこのプランの見直しをする予定にしております。前期の計画の中ではプラン策定

委員会ということで、策定するときに策定委員会をつくっておりました。それで、今度は

見直しなものですから、策定委員会とかはなくて、男女共同参画プラン市民会議というこ

とで２４年度にそういう構成で進める予定にしております。

【Ｃ委員】

わかりました。そうすると、この市民会議の中には幅広く意見を求める形で参加を求め

られるわけですね。

【事務局】

はい。今まだその市民会議の構成は、まだこれから今メンバー等を検討していく予定で

ありますけれども、当初の策定委員会のメンバーを見ながら、今度の市民会議のメンバー

等を検討していきたいということです。

【Ｃ委員】

プランの中には大変若い世代にかかわる具体施策がたくさん出ておりますね。そうなる

と、各種団体の長さんも含めて、若いママの世代から意見を求める、そういう方に入って

もらう工夫ってないものでしょうかしらね。年配の人も大事なんですが、そういうことを

希望します。

【事務局】

人選等につきましては、またこれから検討して、そういうような方向に進めていきたい

と思います。

【部会長】
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市民会議の構成メンバーのお話ですね。

【Ｆ委員】

この右下に事業者等の皆様というところがありまして、いわゆる、これはワーク・ライ

フ・バランスのことだと思うんですが、就労条件の改善に努めましょうとか、ちょっとや

わらかいというか、そういう表現にはなっているんですが、行政と市民のこういう努力だ

けではなかなかこういう男女共同参画というのは進まないと思いますね。そういうときに

企業さんの体制とか意識の改革というのはとても大切だと思うんですね。そういう場合に、

こういう項目に努めましょうとここに書いてあるのはわかるんですが、もうちょっと突っ

込んだ表現がないかなと思っていたんですが、結局、行政がそこまでなかなか企業のこと

に踏み込めることでもないですし、市民がこういうふうに思っても、やはり勤め人とかで

あれば企業の体制にも合わせていかなければならないんですけれども、企業さんの努力な

しに男女共同参画社会というのは成り立たないと思いますので、できればもうちょっと突

っ込んだというか、何か表現がないかなって。具体的に言えないんですけど、そういうの

を希望します。行政から企業とか事業者にお願いするというか、そういう提案のようなも

のがないかなというのは感じます。

【部会長】

いろんな、そういうふうな就業の条件の改善というものが結構大きなテーマになってい

ますし、実際、いろんな労働関係の中で、会社の規模にもよるんでしょうけれども、そう

いう制度もかなり増えてきましたので、だんだん自然に認知度は変わってきていると思う

んですが、それにさらにこういう中でもう一歩進んだような表現ができたらどうでしょう

かというふうな感じですか。

【Ｆ委員】

そうですね。

【部会長】

ただ、具体的な文言がどういうふうなやつがいいのか、非常に微妙な形ですよね。
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【Ｆ委員】

ここにはなかなか事業者等の皆様へということで、ストレートには書けないとして、こ

ちらの資料１のほうで、行政としてはこういうことをするんだけれども、市民の声もあり

ますね、育児に積極的にかかわるよう支援してほしいとか、いろいろあるんですが、企業

さんに対しても何か努力をちょっとしていただけるようなそういう具体的なことがちょっ

とあればなと思っています。

【部会長】

確かに、前の資料１の中では、課題というところで、男女共同参画社会の構築の中に事

業者というところで、最終的にはワーク・ライフ・バランスを推進していくことが求めら

れているという表現の中に入ってきている感じですよね。

【Ｆ委員】

そうですね。そこのところに注釈を入れていただけるということなので、ちょっと何か、

工夫していただければと。

【部会長】

そういうことで大筋の理解は皆さんしたと思うんですが。

次の項目、よろしいですか。次は６―５、市民と一体となった計画的行政運営の推進で

すが、これにつきましては幾つか検討がされています。

新庁舎のことは当然出ますし、この現在の庁舎もどういうふうな形になるかという検討

もしようよということがここに反映されていることであります。あと、行政改革について

は、これは継続して行政改革推進市民懇話会でやっていくというふうな文言で書かれてい

ます。

もし、ご質問とか、特になければこれで、次のところに参りたいと思います。

それでは、６―６ですね。健全財政の推進というところです。この辺のところでさっき

ちょっと負債の話が出ましたが、一般的に言われている実質公債費比率が現在からどうな

るのという目標値、２９年という形で書いてあります。特に、メッセージ等については変

化しないということなので、ここに書いてある数字そのものについてちょっと説明をして

もらったほうがいいんじゃないですかね。
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【事務局】

現状の実質公債費比率ですけれども、これは２３年度２１.２ということなんですが、昨

日の新聞報道にもありましたけれども、今後下がっていく予定だということであります。

目標値に掲げておりますけれども、１６.０といいますのは、実は、起債をする際に、こ

の数値をもとに、もともとは市が独自で起債を、要は借金できるわけですけれども、これ

が１６を超えますと県で協議する必要があります。さらに、１８％を超えますと許可が要

ると、そういう数字であります。前回も少し申し上げたんですけれども、実質公債費比率

といいますのは、市の標準的財政規模というんですけれども、要するに、市の税収ですと

か、あるいは国の制度でもらうような交付税あたりが分母になって、市の実力に果たして

どれだけ実質的な公債費を支出する必要があるかという、その比率であります。

そこで、分子に入ってきますのは、もともとの公債費といいますか、元利償還金、それ

から、一般財源だけではなくて、特別会計、事業会計あたりへの公債費として支出する分、

それから、債務負担金といいまして、他の団体に対する補助を実質的に、具体的にいいま

すと、土地改良区ですとか、そういったところが、そういう事業に対して市が補助する、

そういう財政状況を広くとらえるようにしようということでありまして、そういったもの

を分子に持ってくる、その数字でありまして、それがここにありますように、最初に申し

上げた１６を切る数字といいますか、それを目標にしたいということであります。

【部会長】

わかりました。

もし、特になければ。Ｈ委員どうぞ。

【Ｈ委員】

これは一般会計の市債残高を併記したらまずいというか、併記してもいいんじゃないで

すか。これは公債費比率にかかわっているわけでしょう、残高が。だから、前のもともと

の計画どおり、指標も、残高も。

【部会長】

市債の残高も併記すればという意味ですね。
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【Ｈ委員】

それは必要じゃないんですか。

【部会長】

この辺の判断は、市債残高を実質公債費比率にかえたという理由を説明してもらったら

いいのかな。

【事務局】

複雑な説明をしてわかりづらくなっても、簡単過ぎても困るかもしれませんが、要する

に、市債というのは市の借金ということになりますが、借金の仕方によっては借金とみな

す必要のない場合もあります。例えば、交付税措置で国が後年、元利償還、元金部分と利

息部分を国が後から出してあげるという借金の仕方があります。交付税率が１００％とい

うのもあるわけですね。そうなると、何年間で国が全部払ってあげますということになっ

た場合に、表上、借金の残高には乗りますけれども、実質的には、借金していないという

言い方は適切ではありませんが、借金にはならないという、そういう性格の公債というの

もございまして、ストレートにこの数字を出しますと少しわかりにくいということもあり

ましたので、実質公債費比率というのは、ここの言葉にもありますように、実質公債です

から、実質的な借金、それの比率がどうかという数値ということの意味もありまして、こ

の際、実質公債費比率ということで財政状況を理解していただいたほうが本質的な部分で

理解していただけるのかなということで指標を変えてはどうかというお話で、こうさせて

いただいたという背景がございます。

【事務局】

少し具体的に申し上げますと、要するに、国の制度として地方が借りるということで、

借金ですけれども、これが５年前はほとんどなかったものなんですけれども、制度改正に

なりまして、実際、ここ３年間は１０億程度ずつそれを借り入れしている、これは後から

交付税という形ですべてできるわけだけれども、そういうことで借金をする制度ができた

ということがあります。正直、残高だけでいいますと、この目標値というのは達成できな

いという状況になっている、制度的な理由であるということであります。
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【Ｆ委員】

よく、タウンミーティングなどでもそうなんですけれども、市民の方というのは、とか

く、市は幾ら借金があるのってよくおっしゃいますよね。そういう場合に、今まででした

ら市の借金というのはこんなぐらいあると、何百何十億円とかあるというふうに言ってき

たのを、今後こういうふうに変えるとなると、実質公債費比率は大体こんなぐらいなんで

すよみたいな、そういうニュアンスに変えていかれるのかなという、市民のレベルからし

ても、市の市債残高がどれくらいあるという考え方ではなくて、この実質公債費比率がど

れだけあるというふうに、いろんなところで講演をされるときでも、そういうふうに変え

ていかれるのかどうなのかなというふうなこと。

【部会長】

その辺につきましては、この主な指標と目標値というのは、やはり、それは何か非常に

わかりやすいほうがいいですよね。今後、確かに、今、新聞等を見ても実質公債費比率と

いうのは非常に大きく取り上げるようになったので、１つそういうことを使おうというこ

とは非常にいいと思うんですが、今後やっぱりこういう指標を、いろんな広報とか、そう

いう中でよく使っていかれるかどうかというご質問ですよね。皆さんが共通の認識になる

ように、それに変えていくということでしょう。

【Ｆ委員】

そうですね。ここでこういうふうにわざわざ変えておられるわけですから、市の方針と

して今後どういうふうにされるのかなって、今、私は思ったんだけど。

【事務局】

おっしゃるように、こういうふうに大きく変わる印象を与えるということはあるかもし

れませんが、新聞報道であれ、マスコミの取り上げるニュースをごらんになっていてもわ

かるように、実質公債費比率ということがかなり頻繁に出てきております。あまり聞き慣

れないということがあるかもしれませんが、今後、おそらく一般的に使われて、比較対象

の指標としてかなり重要な指標としての位置づけになるものと思われますので、そういう

意味ではかなり精度の高いと申しますか、財政状況を示すという数値でもありますので、
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こういうものを使っていくと、これでごらんになってくださいと、見てくださいというふ

うな言い方にしていきたいというのが私どもの考え方であります。

【部会長】

さっき、ちょっとありました１６.０という目標にしている意味は、市債が黒部市の判断

でできる数字が１６だというお話があったので、もし、目標値として考えるときには、残

高が幾らあるかじゃなくて、実は、この１６というのが非常に大事な数字であるという意

味であれば、たくさんの指標があると全部達成というふうじゃなくて、やっぱり一番代表

的なものを達成するということがもし一番いいのであれば、この変化を逆に皆さんにＰＲ

しながら、必ず１６は達成しますよというぐらいのメッセージまでしながら、できるとい

うことを踏まえてぜひお願いしたいなと思います。

【Ｄ委員】

この中で多分一番詳しいのはＧ委員だと思うんですけど、なかなか説明が理解できる人

とできない人が、結構難しいんじゃないかなと。もちろん専門家の方々は一番ですけれど

も、どういうふうに表現したら皆さん、市民の人がよくわかるかなということをちょっと

もうちょっとレベルを下げてもいいんじゃないかなと思います。もうちょっと説明を少し

はしたほうがやっぱり、正直、危機感と言ったらおかしいんですけれども、大変金融用語

では非常に、今の銀行さんとかもいろいろとわかりやすく説明とかもいっぱいするので、

努めておるので、１６％、１６％と言われるけど、じゃ、何でと言われてもなかなか難し

いのかなと思います。

【Ｇ委員】

何はともあれ、私は思うんですけど、マスコミ等の発表は、今おっしゃったように、あ

れは実質で発表していますよね。とにかくそれと整合性を合わせないと、新聞で見ている

のと実際に市で聞いているのとは違うじゃないかと、これは一体どういうことよという不

信感を与えてはならないという意味では、まさしくマスコミのほうの、それに合わせた形

でまずやらなきゃならないですねということになると思いますね。

問題なのは、ここが微妙なんですけど、なら、黒部市の借入金が、例えば、２２０億あ

りますと、へえっというので不信感を与えて、あるいは、２２０億でそれはどうなのと、
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多いの少ないのと、そういうふうになってもあれだし。とにかく、目標数値としては一番

私らが見るならばパーセンテージのほうへ行っちゃうんですね。何でといったら、今いう

許可が要るとかなんとかというのがやっぱりそのパーセンテージで縛られているものです

から、その数値を見ているのは事実ですよね。でも、何もなくて、これは何の意味の１６％

と言われても市民はわかるかなと。要は、これだけ借り入れがありますと、それに対して

これだけのパーセンテージになっていますと。それは今、これをこうしてこれだけの借金

を減らしてこれだけのパーセンテージへ持っていくんです、逆に、それはすぱっと出され

たほうが、それでいいんじゃないですかと思います。

【事務局】

今ほどの議論、大変市の財政状況というのは皆さん大変関心のあるところだろうという

ふうに思っております。ちょっとこの議論も今聞いておりまして、１つは、やはり今事務

局のほうからも説明しましたが、やはり、残高じゃなくてどうして目標値をパーセンテー

ジに変えたのかというような説明も、多分スペースはあると思いますので、これでしてい

けばどうかなというふうには思います。

併せて、この市債の残高の中で、どういうものがあるかと、例えば、交付税措置のある

もの、そうじゃないものもあると思うんですね。そういうものも少しわかりやすく、でき

れば、ここに、大変関心のある部分でありますから、少しスペースがあるようですし、少

し注釈をできればというふうに考えています。

それから、市の財政状況につきましては、今２１日に平成２４年度予算を発表しました

けれども、毎年４月号の広報で４ページを割いて予算の概要を説明しておりますが、やは

り、こういう実質公債費比率とか、財政の状況の記載の状況とか、借金の状況、そんなと

ころにつきましては、やはり、もう少し丁寧に説明する必要があるというふうに思ってお

ります。その辺を少し工夫してみたいなというふうに思いますし、それから、やはりホー

ムページ等においても、もう少し詳しく説明するような何か工夫をしていきたいというふ

うに思っています。

【部会長】

ありがとうございます。
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【Ｂ委員】

やっぱり、全然背景のこととかわからない普通の皆さん、市民からすると、庁舎が建つ

んや、消防署が建つんやって、今、桜井中学校も、とか、やっぱり不安だけになるので、

でも、タウンミーティングとかに行くと、そういうのもしながらやっていく、市長さんは

公債費比率も下がってきているんですよって、それだけ聞くと、私らは詳しいことはわか

りませんけど、そういうふうにしながらでもちゃんとバランスよくして少しずついい方向

へ行くんだって、それだけしかわからないんです。その答えだけを聞いて、ああ、じゃ、

安心してていいのねって。細かいことはわからないので、やっぱりそんな感じで市民が安

心できるというか、いっぱいいろんなものが建つんだけど安心だよというのがわかるよう

にさえしていただければいいと思います。

【部会長】

今回、実質公債費比率に替えた、さっき言われたように、いわゆる、マスコミっていい

ますか、世の中がこの指標を非常に目標といいますか、判断基準にしていますので、それ

は合わせていこうよと。ただ、現状の把握を、もっと説明を丁寧にするような形で今回は

してもらって、ここに付記してもらって全体をつくるということでよろしいんじゃないで

すかね。

そういう内容で、資料１と資料２につきましては一応説明は終わったんですが、まだ、

ちょっとこの辺に特にもしさらに何かあれば指摘をしていただきたいと思います。

特に何かということでなければ、大体今の内容にて、これで今回の議事を終了したいと

いうふうに思います。

皆さん、どうもありがとうございました。

（ 説 明 ）

【事務局】

長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。貴重なご意見をいただきまし

た。今後調整をして、また反映して、また３回目を開きたいと考えております。

それでは、以上で総合振興計画審議会第２回６部会を閉会させていただきます。どうも

お疲れさまでした。
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―― 了 ――


