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黒部市総合振興計画審議会 第３回 第６部会（行財政） 会議録

日 時 ： 平成２４年４月２５日（水）１０：００～１１：５０

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１名（欠席無し）

幹事６名、計画主任９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３回第６

部会を開催いたします。

初めに、このたびの異動等によりまして河村幹治委員が退任され、長岡丈道委員へとお

かわりになっておられます。本日は所用につきご欠席でございますけれども、新しく委員

になられた長岡様には、どうぞ、黒部市の総合振興計画の策定に向けて、ご指導とご協力

を賜りますようお願い申し上げるものでございます。

ご欠席の長岡委員の代理といたしまして、富山県観光・地域振興局の地域振興課、大村

様に本日はお見えいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

【大村審議会委員】

大村です。よろしくお願いします。

【事務局】

本日は、Ｅ委員からご欠席される旨のご報告を受けておりますので、会議に先立ちまし

てご報告申し上げます。

それでは、部会長よりご挨拶をお願いいたします。

【部会長】

皆さん、どうも、おはようございます。

今回は第３回ということで、第６部会を始めたいと思います。

今回は大変たくさんの資料もありまして、我々の部会だけじゃなく、その他の部会のこ
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ともこの中でいろいろ皆さんにご意見もいただきながら進めていこうということでありま

す。資料的にもたくさんの資料がございまして、特に、今回は素案をほぼ皆さんの中で承

認をしてもらうということまで、ぜひ、いろんなご意見をいただきたいと思っております。

また、個別の重点事業につきましても進めてまいりますので、今日は、皆さん、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、議事に入りたいと思いますが、審議会条例の定めによりまして、部会長が会

議の運営に当たることになっていますので、これからの進行を部会長にお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

【部会長】

それでは、議事に入り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、まず、報告事項から、前回の部会以降の経過につきまして、事務局より説明

をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございました。

それでは、早速ですが、協議事項のほうに移りたいというふうに思っております。

それでは、１番の現況と課題から、市民・ＮＰＯ・事業者等へのメッセージ、役割です

ね、展開方針につきまして、資料１をもとにしまして事務局より説明をお願いします。

【 説 明 】

【部会長】

ありがとうございます。

それでは、まず初めに、今ご説明いただいた内容につきまして、皆さんのほうで、ご質
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問とか、またご意見等があると思いますので、よろしくお願いします。

【Ｂ委員】

５ページの男女共同参画社会の推進のところでですけれども、事業者等の皆様へという

ところで、育児休業制度の取得支援って書いてありますけど、ここを、できましたら、昔

は育児休業法、そして看護休業法というふうに分かれていたと思うんですけど、近ごろは

育児・介護休業法というように一くくりになっていることが多いということと、それと、

介護休業の中には子供の介護ということも入るということで、育児をすごく強調したいの

はわかるんですけど、「育児・介護休業制度の取得支援などにより」って直してもらえな

いでしょうか、お願いです。

【事務局】

済みません。事務局からもう一つ追加説明させていただきます。

全般的なことでありますけれども、実を言いますと、ほかの部会におきまして、後期基

本計画のとらえ方といいますか、どのような点に重点を置いて後期計画を策定したかとい

うことが理解できて、その取り組みが盛り込まれているような表現を何とか検討すべきで

はないかというご指摘をいただいております。今回の部会では、その説明資料がちょっと

間に合いませんでしたけれども、次回、今度は５月に予定いたしております部会におきま

して、そういった後期計画の重点整理の課題という視点で資料を作成して、皆さん方にま

たお示ししたいというふうに思っております。ひとつ、よろしくお願いいたします。

【部会長】

その他もいろいろあると思うんですが、どうでしょうか。

１つあるのは、実は、宇奈月の商工会が今度解散というか、なくなっていますので、こ

の１ページとかに入っているところから商工会という名前は、これからについては外した

ほうが適切かなと思いますので、この辺もちょっと配慮をしていただけますか。

【事務局】

わかりました。実は、昨日、第２分野の部会がございまして、そこでも同じ商工会とい

う言葉が出てきていますので、それも含めて、今回、それを削除、修正させていただきた
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いと思っています。

【部会長】

そのほうがいいと思います。

その他、もし、どうしても入れなきゃいけない団体等もあれば、この席でぜひ皆さんの

ほうで、抜けていることがあったり、また、加える必要がありましたら、ぜひご意見をい

ただきたいというふうに思います。

【Ｈ委員】

４ページ目の指標なんですけど、これは前回のときに気づかなきゃならなかったのかも

しれませんけど、ＮＰＯの数が指標となっていますけど、数を増やすということですね。

ただ、先日、舟橋村でしたかね、あそこでも何か問題になりました、いろんな団体が数多

くあるけどあんまり活発化していないと。それから、ダブって同じようなことをやる団体

が幾つもあって、結局、力が分散化して、あんまり活発化していないということで、全体

がまとまって何か協議会を開いたという報道がありましたけど、ＮＰＯの数だけで指標と

して成り立つのかなというちょっと疑問が出たんですけど。数を増やせばいいってものじ

ゃなく、やっぱりＮＰＯのやっている活動とか、そういうことのほうが重要じゃないかな

という気がするんですけど、どういうものでしょうか。

【部会長】

それがうまく表現できる指標とかがあれば一番いいんでしょうが。結構、福祉関係のＮ

ＰＯがたくさんあるんですよね、多分。

【Ｃ委員】

細かくね。

【部会長】

細かくね、たくさんありますね。それにつきまして、皆さん、ご意見がもしあれば。ど

うですか。
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【Ｄ委員】

ＮＰＯさんは、やっぱり１つの会社として認められるということがあると思いますし、

それなりの一つ一つの個性もあると思うので、なかなか一くくりというのは難しいのかな

というふうに思いますし、部門に分けると言ったらおかしいんですけど、どういうふうに

すればいいかなと、私も確かにもう……。

【部会長】

活動が活発だったということを何かうまく資料的にできれば。

【Ｄ委員】

１つにというのはなかなか、１つずつのＮＰＯ同士の、いろいろとありますので難しい

んじゃないかなというふうに。

【Ｈ委員】

それは確かに各ＮＰＯは個性を持って新しくつくられると思うんですよ。今までやって

いたそれじゃなくて、こういうところに力を入れるということで新しくつくられるのかも

しれないですけど、それで果たして……。かえって小さくなっていく、活動力が弱まるよ

うな気も、それもちょっとあるので、数だけを指標にしていいかどうかという。それがち

ょっと気になったので聞いてみたんですけど。

【Ｃ委員】

同じことを思ったのは６―５の指定管理施設の割合ですね、２５％ですか、これは。や

はり、活性化で、自治体の大きな目標ではあるんですけど、この前もちらっと話が出てい

ましたけど、量より質ということもあるので、多ければそれなりの手当をして数を増やす

ということで、この数値だけを目標にするのはちょっと危険だなと同じように思いました。

これはこの数字としていいと思うんですが、やっぱり多ければいいというものじゃないの

で、歯止めというか、質的な向上を目指す支援とかもあわせて事業の中に入っていくこと

が求められるんじゃないかなと同じように思ったんです、この数値を見てね。

【部会長】
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背景的に見ますと、指定管理施設に対する考え方はこの左のほうのページのどこかに載

っていなきゃいけないということになるとして、そうしたら、これはどこに載っていると

考えるんですかね。この割合というか、指定管理者制度そのものをここで評価している部

分というのはどこにあるのかなとわかりづらいところがちょっとあります。効率的な行政

運営の推進という位置づけにあるのか、行政サービスの充実にあるのか、どこにあるのか

がちょっとわかっていないんですね。だから、これがちょっと、この割合を言っても意味

が伝わっていない部分になっちゃったんです。これはどこに書いてあるんでしたっけ。

【事務局】

まず、私どもが意図しておりますのは、２番、まず、おっしゃるとおり、効率的な行政

運営の推進といったところの最初のくだりでありますが、市民との協働による自治の仕組

みづくりと効率的な行政運営が求められているといったところの一環として指定管理者制

度という、そういったものの導入を進めたいというふうな数値であります。

【事務局】

直接的な文言ではないわけですけれども、今おっしゃられた質的な向上を目指すとか、

そういうものはなかなか数値的に難しいところがあるというような意味で、質的な向上と

いうことであれば、指定管理者制度というのは幾つもほかのやり方があるわけですけれど

も、ここの指標で意図したのは、その中でも、公募によるということで、いわゆる民間の

活力もそこに含めて、住民のサービスを向上させようという趣旨で、指定管理施設の中で

も公募によるものの割合を高めようという趣旨で、質的な向上を図るという考えをここに

盛り込めないかというふうな指標にいたしたということでございます。

【部会長】

指定管理の割合という以外に公募によるというところですね。じゃ、この辺がうまく伝

わるようにすべきかもしれないですね。

また、この指定管理者制度というのは、左側を見ますと、「スリムで効率的な行政体制

と行政サービスの充実したまち」というか、実は、限られた人材であって、予算であって、

そういう中でこの制度というのは運用されるんでしょうから、この中にもうちょっと何か

表現がされればさらにいいのではないですかね。
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それでは、まだほかのところ等もいろいろあると思いますので。そのほかのところはよ

ろしいでしょうか。

確かに、指標とか、ある程度、数字であらわせないものは非常にまた難しいところがあ

りますので、その辺ですよね、やはり。

それでは、特にないようなので、また１番に返ることもできますので、２番の個別事業・

重点事業等について、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した。

先ほどの資料１をさらに具体化したのが資料２に書いてございます。という流れ自体は

皆さんもおわかりになるかと思うんですが、資料１からこの資料２の中で具体化されてい

るところで、皆さんのほうで特にこの辺についてはどうなのかとか、そういうご意見等が

ございましたらお聞きしたいと思います。

事業の裏づけとして、先ほどありましたように、もっとほんとうは参考資料の実施計画

のようにさらに細かく実際はつけないという形ですが、これは最終年度ですが、今度は３

カ年計画ですか、そのようなところをつくられるということになると思いますが、その財

源とすれば資料５にあるような形で、資料１の中にもありましたとおりに、この前もたし

か財政はどうかという話がこの会議で出たんですが、実質公債費比率もさっきの平成２９

年度目標値１６ですか、１６というのをこの資料５の中のちょうど２９年度の１６という

数字とちょうど合っているという、そういうふうな１つの指標になっているよということ

だと思います。

そうしたら、この資料２につきまして、この中で、いろんな疑問点とか、こういうとこ

ろはどうなのかというところを、ちょっと皆さんのご意見をいただきたいというふうに思

います。

【Ｈ委員】

細かいところですけど、この表の中に何回も重複って出てくるんですね。いろんなほか

の事業と重複して計画が立てられると、そういう意味だと思うんですけど、例えば、最初
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の都市間交流のところだったら、５番目ですかね、福井県大野市のところに括弧して４―

８のこれと重複していると、こういう書き方がいっぱいしてあるんですね。ただ、重複と

いうと、イメージ的に無駄なものという感じがするんですけど、そうしたら、並行してと

書いたほうが、だから、ほかの事業と一緒にこの事業もやるという、そういう聞こえ方が

するからいいんじゃないかな。重複と言われると、何か無駄なような感じがして、そうい

うところを形としては改めてほしいなと思う。こっちの参考資料にいっぱい出てくるんで

すね。ほかの事業と重複って出てくるんですよ。重複というと何か、まだ並行して行うと

いうほうがすんなり受け入れられるような、ちょっと細かい話ですけど、そういう気がし

たんですけど、どうですかね、皆さん。

【Ｃ委員】

同じような観点で、例えば、男女共同参画のところにある子育て支援は生涯学習スポー

ツ課担当になっているんですね。ここで子育て支援事業としてあるわけですけれども、４

部会の６のところにも子育て支援の充実があって、担当課がこども支援課となっているわ

けですね。そうすると、こども支援課と生涯学習課でやられるには、それなりに切り口が

違うわけですから、やられる趣旨もまた違うんだろうと思うんですが、外側から見ただけ

ではよくわからないので、このローリング版を見ると、今度、子育て支援事業のところに、

おっしゃるように、事業メニュー１８８と重複と書いてあるわけなんです。それを見ると、

今度、家庭教育ですか、訪問事業のような形になって、訪問型家庭教育相談体制充実事業

ですか、これとなっていて、それと同じようなことがまた子供家庭相談事業が子育て支援

のほうにも書かれているわけで、かなり、やっぱり重複しているんですが、実質、重複で

あると思うんです。全部別々に枝葉に分かれてやっていたんじゃ、とてもじゃない、お金

も人ももたないと思うので、この書き方は仕方がないんですが、外から見ると非常にわか

りにくいんですが。

一本化は難しいとは思うのですけど、相乗りした形であるということは十分行われるこ

とですよね。趣旨を生かし、趣旨が一緒ならば同一方法で、どこかにまとめるというのは

やっぱり無理なんでしょうか。

【部会長】

その辺はどうですか。
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【事務局】

分野にまとめるというのはちょっと今は、少し検討の必要もございますけれども、おっ

しゃるとおり、重複という言葉についてはもう少し私どもも検討する必要があるかなと。

やはり、同じ事業としてやっても、これは６つの分野に一応切り分けてはおりますけど、

やっておることはこういったことにもこういったことにもつながるといったところを表現

としてどういうふうに盛り込んでいくかというところを、実施計画を策定する際には少し

検討させていただきたいというふうに思います。

【部会長】

ほかにご意見はどうですか。

【Ｈ委員】

参考資料５のほうに書いてある財政見通しと、もらった参考っていう資料の、これの３

ページ目にある財政見通しと数字がかなり違うんですけど、これはどういうことで。

【部会長】

参考のほうの３ページですか。

【Ｈ委員】

そうです。これは２４年度の見込み額ですね。２４年だけを見ても、この合計金額だけ

を見ても、歳入合計と歳出合計もかなり違うんですけど、これはどういうことで違ってく

るか。

【部会長】

この財政の見通しについて、２つの同じ年度で数字が違うというのは何か基準が違うの

か、時期が違うのか。

【事務局】

参考資料の５につきましては、つまり、一般財源ベースでの数字でありまして、実施計
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画、資料の３ページ目の財政見通しの一般財源の小計、ここで１３６億８,６００万、この

数字と一致するわけです。

【部会長】

財政の方から説明してもらってもいいんじゃないでしょうか。

【事務局】

今、事務局からありましたように、この３ページで言いますと、一般財源の小計欄に１

３６８６と、この数値が数字の……。

【Ｈ委員】

特定財源が入っているわけだ。失礼しました。どうも済みません、お騒がせしました。

【部会長】

じゃ、一応、それで合っていると考えていいですね。

【Ｈ委員】

そうしますと、この税収のところも２０年から２９年まで税収のほうがかなり減ってい

っていますけど、２０年度は８３億ですか、それで２９年は６８億ですか。これは実は特

定財源が入ってくるのでそんなに減らないということですか。それとも、税収自体がこれ

だけ減っていくということですかね。違うのか、よくわからんけど。

【事務局】

税収自体はすべて一般財源でありまして、２０年度から２２年度までの決算ということ

でやっているわけで、実際にあった額です。ただ、将来の見込みに当たりましては、そこ

にもありますように、制度改正もあったということもありますけれども、固定資産税につ

いては評価替えで下がるということですとか、景気についてもそうそう好転しないという

前提で試算したものですから、少しずつ下がるというふうな試算にはなっています。

【部会長】
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資料２、さっき言われましたが、重複という文字ですとか、あと、結構ほかの部会とも

関連しているんじゃないかと、２つのお話があったと思うんですが、当然、実は、そうい

う１つのものもいろんな部会との調整といいますか、両方とも並行してやられるんだと思

うんですが、そういうことも当然あると思いますし、また、こうやって見ると、北海道根

室市との姉妹交流についても、やっぱり企画政策課というのと生涯学習スポーツ課がちょ

っとやり方といいますか、ニュアンスが違うという、多分、実質的に内容が違うというこ

とを反映しておられると思うんですけど、こういうのも、普通だと、どこかにまとめるべ

きかなと思ってみたりとか、トータルのプロデュースをどうするのというのはだれが考え

るのとか、いろんなことが多分出てくるのかなというふうに感じられますね。

そういうふうなことで、反対に言いますと、逆に重複しているんだけど、それだけ手厚

く皆さんで考えるというふうに考えれば、それも１つの方法論かなというふうに思います

ね。

特に、この重点分野が幾つかあるんですが、資料１のダイヤの黒くなっている部分が同

じようにして資料２の重点分野の黒い丸ですね、ここに当てはまっていくんですが、この

辺を含めて、特に、これも以前に決定されていることなんですが、これにつきましても、

もうちょっと、例えば、さっきの空き家などの効果的なというのは、資料１には反映され

たんだけど、そのことは資料２に反映されているかどうかとか、そういうところについて

は、それの考え方はどうなっていますかね、事務局は。

【事務局】

まず、空き家についての施策といいますか、取り組みについては、例えば、資料２の１

ページ目、黒丸が打っております、交流人口、定住・半定住人口の拡大といったところで、

ホームページでの空き家・空き地情報の提供といったところで反映はされております。ま

た、それだけでは、多分、今後の取り組みとしてはもう少し充実させていく必要があると

は思います。

個別事業については、実施計画におきまして、各年度ということで取り組みを反映させ

ていく予定でございます。必ずしもこのまま５年間ということではございません。

【部会長】

まず、資料１がある程度確定したことによって資料２は変わってくると考えてよろしい
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という意味はありますか。これはどうなんですか。

【事務局】

資料２の取り組みの内容は変わってくるという。

【部会長】

内容は変わってくるって考えてよろしいんですか。

【Ｄ委員】

ちょっとわからないんですけど。この資料２に書いてあるこの交流人口というものは２

４年度から、２５年度から２５、６、７、８、９として重点にしていくと。２４年は入っ

ていないということですか。

【事務局】

前期から既に、実は、重点としては位置づけてはおります。基本的に重点事業は基本、

前期・後期という以前に基本構想という前提のもとで重点事業としての位置づけをさせて

いただいております。

【Ｄ委員】

この実施計画の表でも見ていて、予算化も見ていたら、金額的にあまりにも少ないもの

だったから、これで大丈夫なのかなというふうに思っていたので、ほかの金額のパーセン

トから見たら６０万ぐらいしかなかったので、これでやっていけるのかなと思ったので、

そのわりには重点何やらって書いてありますし、どこの部分でも重点というふうに書いて

あるんですけど、大丈夫なのかなという。

【事務局】

先ほど申し上げたように、内容の中で、もちろん、それは内容を充実させるということ

であれば、金額的なものにも反映していくというふうになります。

【Ｄ委員】
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来年度から上がっていくということなんですね。

【事務局】

というか、事業費については、要は、市の負担分というか、そういうことなので、必ず

しも行政がすべてやるということではないということなので、市の負担とすれば、予算と

すればこんなものですけれども……。

【Ｄ委員】

団体にもお願いするというような。

【事務局】

それぞれ民間の活動とか、いろいろあると思うので。あるいは、人の配置、そういった

ようなものも踏まえてということで、お金は１つの指標ではありますけれども、そういう

ようなことで、ソフト事業であればなかなかお金もかからないと言ったらおかしい言い方

ですけど、物を建てるとか、何かをつくるといったようなハード的なものからすると、必

然的に事業費は下がっていくというふうな、そんな感じです。

【Ｄ委員】

それで、ついでにもう一つお聞きしたいんですけど、この計画表を見ていたんですけど、

先ほどＨ委員が言っていたＮＰＯに対する支援なんですけれども、ここのほうにはまち協

とくろべ餃子まつりに対しての補助金とあるんですけど、ほかのＮＰＯには補助金は出し

ていないということ。

【部会長】

どこの部分ですか。

【Ｄ委員】

済みません、先走って。この計画表を見ていたんですけど、２４年の計画。

【部会長】
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参考の何ページになります？ それ。

【Ｄ委員】

６１ページになりますか。ＮＰＯをこれから支援していこうというときに、実質、今支

援しているのはまち協とこのくろべ餃子まつりだけなのかなというところ。

【事務局】

市が直接的に支援しているという意味ではそういうふうなところだと思います。

【Ｄ委員】

この２つということですね。

【事務局】

ただ、まちづくり協議会におきましても、それぞれワークショップとか、プロジェクト

とか、いろいろやっておられますので、活動しておられる分野については幅広い分野で活

動しておられるというふうに……。

【Ｄ委員】

だけど、カウントとすれば１つということなんですね。

【事務局】

そうです。

【Ｄ委員】

ＮＰＯ団体としてはまちづくり……。

【事務局】

助成金という意味ではそうでありますけれども、例えば、そういうＮＰＯを設立したい

けどどうすればいいのかというふうな相談業務から、そういったようなさまざまな支援が

あると思うので、お金で言われるとそういうことなんです。
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【Ｄ委員】

じゃ、さっきＨ委員が言ったように、これから小さいＮＰＯ法人とか、いろいろと介護

とかもあるというのであれば、そういう方々もここに補助金申請をしたら取れるというふ

うに思ったらまずいということなんですかね。そういうふうな窓口になっているんじゃな

いのかなと思って。

【事務局】

ＮＰＯをつくったら補助をするという制度はないんですね、市の仕組みとしてはありま

せん。ただ、そういう活動の内容とか、いろんな行政との連携があるわけですけれども。

【Ｄ委員】

連携して行っていくということ。

【事務局】

やっておられるということなので、非常に、ＮＰＯについては税制面での優遇措置等も

ありますので、むしろ、自主自立的な活動のための、そもそもそういうためにする団体だ

というふうに思っておりますので、そういう意味では……。

【Ｄ委員】

だから、活動によっては助成金は例年どおりできるということなんですね。

【事務局】

その設立団体がどういった内容で活動するかということについては、それぞれの活動の

内容によって、年度年度ごとに、補助が必要だということであれば、そういったような活

動に助成していくということも可能だというふうに。

【事務局】

活動と、１つ見ましても、例えば、市と協働で事業としてやっていくと。例えば、子育

て支援ですとか、そういったものについて、市が必要とする事業に対してこういったこと
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をやると、そのために、市としてそれを委託として、お願いしますよという事業をお任せ

するという形で、お仕事として、同じ仕事をするパートナーとして事業費を委託するとい

う形では、それはやることはございます。そういった形でＮＰＯ団体なんかに事業をやっ

ていっていただきたいなというふうなこともございます。

【Ｄ委員】

それを活用されれば、もっと福祉のほうと連携をするとか、今の発言を言うのであれば、

もっといけるんじゃないですかね。活用できるという、委託してやっていくというのは。

私もほかの市町村の話を聞くと、ＮＰＯ法人さんはいろんな福祉の事業を委託してやって、

まちからもらっているとかという話を聞きますので、黒部市はまだそういうのもなかなか

ないのかなというふうに思いますけれども。そのあたり、私も予算を見てぱっと、まちづ

くり協議会さんのお金がなかなか大きいものだから。先ほど言ったＮＰＯ法人を増やして

いく話もあったので、これはちょっと目についたなというふうに思っただけなので。

それで、今から市としてバックアップしていくのであれば、そういうような使い方もで

きますよということを今からＮＰＯ法人をつくられる方々に教えていくというのはいいん

じゃないかなと思います。実質、いろいろなことで、福祉のことで、今やっていることで、

多分、ＮＰＯさんでやっていることも多いと思いますから、そういうのであれば、また、

小さいけれどもやっていけるというふうな感じだから。その窓口がなかなかまだ書類関係

で難しいんですよね。だからといって、ここで言えばいいのかわからないですけれども。

もうちょっとわかりやすくできる、多分、ＮＰＯ法人さんはやってもなかなかやめられな

いんですよね、あれは法人ですから。やめるときに、書類とかの手続きをしなくちゃいけ

ないので。だから、長く細くって、ずっとほんとうにやっているか、やっていないか、ず

っと続いていくので。だから、数を増やすことは確かに可能かもしれませんけど、先ほど、

Ｈ委員が言った内容を充実するというときにはかなりの労力が必要なので、多ければいい

というんじゃなしに、それをサポートするためにもそういう補助金の、補助金と言ったら

おかしいんですけど、どうしたらいけるということをわかりやすくしていただければいい

んじゃないかなという。

【Ｃ委員】

結局、県とか市の補助事業をどう取り込むかですよね、ＮＰＯのそのものが。
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【Ｄ委員】

もちろん、市だけじゃなくてです。

【Ｃ委員】

県もいろいろありますしね。

【Ｄ委員】

済みません、ちょっと先走って。もうずらっと読んでしまったので。

【Ｃ委員】

難しいですよね。難しくて読めないですよね。

【部会長】

やっぱりこういう指定管理者制度の公募のときに、ＮＰＯの方も申請されることもある

と思いますし、そういう中でいろんな全体的な活動ができるって、だんだんＮＰＯという

のが増えていくと思いますので、そういう中で当然財源的なもの、そういうこともこれか

らいろいろ考えなきゃいけない分野になっていくでしょうね。

【Ｄ委員】

私が聞きたいんですけど、今、参考資料５って書かれているんですけど、なかなか資料

がわかりにくいということで多分つくっていただいた、前回の会議のときにもつくってい

ただいたと思うんですけど、私、これで大丈夫なものかなと思っているけど、これでも…

…。

【部会長】

難しいきらいがあるというか。

【Ｄ委員】

これの見方で、皆さん、わかるものなのかなというふうに。なかなか専門用語が多いの
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で。

【Ｈ委員】

言っている意味がわからなかった。実際、私はわからなかった。

【Ｄ委員】

わからなかったという人が多いので、わかりやすいやつをつくってくださいというふう

になっていたと思うんですよね。それで多分この資料５をつくられたと思うんですけど、

実際、金融関係のプロの方が見られて、これで大丈夫なのかな。

いや、私は、正直、なかなかこれを見てもよくわからなかったことがあるので、それで、

Ｇ委員の意見も聞きたいなと思っていたんですけど、どういうものかなと思って。

【Ｇ委員】

これは一般企業さんでいう資金繰り的なものですから、私らは毎日見ていますので非常

に違和感なく拝見しておったんですけど、ただ、はっきり言いまして、ほんとうを言うと、

このオレンジで囲んである分の充当可能一般財源額が２５年から２９年累計で２５億あり

ますよと、そう言いますが、単年度でそれぞれ見ると、７億とか５億、４億、３億という

ことで、この数字を見ると何か非常に寂しいねと、それだけの余裕しかないのかと、こう

いうような話になってくる、最初、一瞬見たときですよ。

ただ、そういったときに、先ほども話が出ていましたけど、７億円の歳入のほうで、税

収のほうで、先ほどから、ダウンされる数字も聞いたんですけど、これだけのこういう落

ち込み、これは何か特殊要因みたいなのがあるんですかという話になると思うんですよね、

ほんとうは。固定資産税の評価替えで固定資産税が落ちますとか、当然そういうものもあ

るでしょう。ほかに何か特殊要因があるんですか。

【事務局】

特に特殊要因というのはないので、これからの傾向として、就業者数がそんなに増えな

いと、そうすると所得が増えないというような形で、少なくとも市民税とか、そういう所

得にかかるものも増えていかないという予想がある、今言った固定資産税がピーク、家屋

とか償却資産につきましてもなかなか、償却資産のほうは景気が回復しない限りなかなか
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伸びないという、そういったような見通しが基となって書いたものでありまして、現状か

ら推定される今後の経済情勢等を把握しながら書いておるということであって、特に下が

るとか、そういった特殊要因というのは今のところはないと思います。

【Ｇ委員】

ということで、書き方としてはこういう書き方、これがもうベストなんでしょうね。

【Ｃ委員】

そうすると、現役世代が減ることにより、就業人口が減ることによる税収の低下がここ

へあらわれているというわけですよね。

【事務局】

それも一部です。

【Ｃ委員】

そうすると、どこの市町村も一緒なわけですよね。大体似たようなものなんでしょう。

【事務局】

と思いますね。ただ、都市の周辺とか、そういう住宅が増えてきているような、そうい

うところはまた違うと思いますけど。

【Ｃ委員】

富山県内は似たような。

【事務局】

富山市周辺はちょっと何ともわかりませんけど、そういった離れたところは同じだと思

います。

【Ｃ委員】

そうなると、若い世代を取り込むということがすごい重要課題になるということなんで
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すね。

【Ｆ委員】

こういう数字であらわしていただくと、こちらとしては、まあ、そうだろうなと、現実

的で、これで仕方がないんだろうなとは思いますけれども、私どもの第６部会のテーマと

かをやっていると、この数字を見ると、大変に私たちのやっているのが何か逆行していく

ような、この税制とか税収を上げるために、いろいろ豊かにするために、この第６部会で

開かれた行政の取り組みということをこうやって何回も話し合ってやっていく中で、もう、

こうやって税収が減るのは当然でしょうとか、固定資産が減るのは当然でしょうみたいな、

こういうふうな見通しというのはどうなのということですよね。

これからそれでいいのかという話になって、定住とかそういうのを期待して、今度新幹

線もできるし、若栗の前のところにも県外の人を呼んで新築してもらったりして、少しで

も固定資産を、税収を上げるとかという、そういう取り組みを今からしようとしているん

だけれども、この税収が減る、その分をどうやって活動していくかという、何かちょっと

暗いなと、相対的に暗いなと、何か逆行しているなというのがあって、ちょっと残念だな

と思って、じゃ、そうならないためにどうするかという、ここの指標も先ほどから、出て

いますけれども、主な指標と目標値というのが完璧に目標値として平成２９年度には上が

っているにもかかわらず、財政的にも減る、こういうマイナス面、何かリンクするのかど

うかというのがちょっと不安になってきますよね。

こういうふうに目標値を達成するためにどうしなきゃいけないのかというのを、ここの

現状と課題のほうにもう少し具体的に書いていただけるとちょっといいのかなと。先ほど

の一番最初にあった公募による指定管理施設も、なぜ公募にしなきゃいけないかという、

そういう理由づけというのかな、もうちょっと具体的に現状と課題のところに書いてある

とか、どうして女性の登用率をなぜ上げなければいけないのかとか、タウンミーティング

の延べ人数をなぜ上げなきゃいけないのかというのをもう少しここの現状と課題のところ

に書いていただいて、それで、とても寂しいような見通しを少しでもよくしていただくと

いう、そういう何かがないと、この振興計画は下がっていく計画なのかという感じにとら

えたくもなりますので、その辺をもうちょっと何かならないかなという。

見通しとして、もうこういうふうに財源が減るというのは、もうこういうふうになるん

だということはわかるんですけれども、少しでもそうならないためにどうしたらいいのか
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というのがここのやっぱり計画の素案であるので、もう少し具体的なことが書かれていて

いいんじゃないかなと思いました。

【部会長】

事務局は今のお話、いかがですか。

【事務局】

まず、数値的にどうなるのかというのは、やはり、ちょっと厳しい見方もあるのかもし

れませんけれども、こういうことだということでご理解いただければということで、寂し

いとか、そういうことではなくて、市の財源といったらこうですけれども、じゃ、エリア

全体の振興とか活性化をどう図っていくのかというのが総合計画になるのかなというふう

なことで、財源的に言うとこうなんですけれども、それぞれやる、先ほどの話ともダブる

わけですけれども、お金は市だけの話ですので、エリア全体としてどうかかわっていくの

かということで、ここで、人々が豊かに暮らせる、そういう地域社会をつくっていくのか

という、そういう視点で総合計画がまとめられているかなという。

だから、暗くなる必要は全く私はないと思いますし、今言う、この財政見通しについて

も、今現在で５年間を見通すということなので、それがひょっとしたら経済も上向くかも

しれませんし、いろんな投資が行われるかもしれませんし、その辺のところに向けて財源

は、市の財源としては減少していくというような数字というのは、それぞれの地域の話な

のかなということもありますので。

一応、計画を考えるときに、こういうふうなベースでありますよという、つまり、５年

間で２５億の自分のお金しかありませんよと、そういうようなところを腹に据えて、少し

今後の実施計画とか、そういうものも見ていくという必要があるのかなというふうに考え

ていますけど。

【Ｇ委員】

私もこれでいいのかなと先ほど申しましたけど、それはなぜかといいましたら、これは

みんなそうですよね、もうこれからどんどんどんどんこういうスタイルになっていきます

よと。これが逆にもっと夢を与えるバラ色の数字を出されると、これはほんとうなのとい

う話になりますよね。そういった面では、これは市のほうではこういう形になるであろう
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と、これをもっともっと活性化するためにこういうのを検討しないといけませんねという

話、ベースになるわけですから、これは慎重に見られてこういうものが出ている、これは

もうこれでとらえるしかないと私は思いますね。

先ほどから、特殊要因は何かありますかと言ったら、それはないというのであれば、こ

ういう形で推移するから、それよりも地盤沈下しないために、我々のこういう計画、考え

ているものをもっと遂行していきましょうねと、こういう話になるわけですよね。バラ色

の数字を書かれたほうがなおさら市のことを、私らは行政を疑わしくなってしまいます。

【部会長】

少子高齢化社会に向かっては、その流れ自体は間違いないので。

【Ｇ委員】

その流れは、経済情勢を考えても、やっぱり致し方ないんじゃないですかね。

【部会長】

でも、逆の見方をしますと、２０年の歳入がここに書いてある金額であれば１３６億２,

８００万、２５年でもほぼ同じような金額になっているんですから、こういうふうなとこ

ろも、結局、その他は一体何かとか、財政のことを一望するとそういうふうになっていた

り、他の市町村との比較論もまず出てくる可能性もあると思います。

そういう中でいくと、今、結構、実質公債費比率も、これもやっぱり１８％という目標

ですか、それをさらに上回るというか、そういう中でいかないと、国全体もありますし、

そのために設備投資ができるのはここにある２５億４,２００万ですか、これが設備投資で

きるよということをこの計画の中にまず盛り込もうとしながらやっていくと。

サービスって難しいですね。市のサービスなんて、別にもうけるためにやっておるわけ

ではないですからね。ですから、いかに効率的にどうするかの中に、先ほど言われました

ように、ＮＰＯとか、公募するとか、そういうこととか、いろんなこういう指標のところ

にちょっとした経済的なとか、いろんなサービスが非常によくなるとか、それから、どう

いうふうな位置づけがあるかというのがちょっと足りないかなというようなご意見だった

ように感じています。

あと、新幹線についても、どこか別のところで取り上げておられるかもしれませんが、
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新幹線が来ることによってどういうような効果があるかというのは、この我々の資料の中

ではちょっと見えていないようですね。

【Ｂ委員】

もう一つ。この財政見通しを見て私が感じたのは、歳出はどうしても固定費、かかるも

のはかかる、何年後かに学校を建てるとか、いろいろ予算も立つ、歳出は大体確実に出る

と思うんですよ。歳入は、私、こうやって見ておったら、先ほどから２０年決算を見て、

あまり変わらないんですよね、２９年度まで。あれって、税収が減るのも少子化だからわ

かる、また、逆に言ったら、ほんとうかなと、ごろ合わせしたんじゃないかなと思ったぐ

らいで、ほんとうにそこが堅実なのかなと。まだかえって逆に、私は、不安っておかしい

けど、ちょっと疑問に思ったんですけど、ほんとうかなと、ほんとうにこれだけお金が入

ってくるんだろうかと。その辺はどうでしょうか。

【Ｇ委員】

でも、それをもっとシビアに見られたら、それは２９年度のときに３億８,９００万も吹

っ飛んでしまいますよ。そうしたら、何もできないのかと、こういうふうになっちゃいま

すから。

【Ｂ委員】

だから、それこそ、いつも市長さんたちが言われるように、無い袖は振れないので、や

っぱりある範囲で堅実に、ほんとうに大きく大きく出て、甘く甘く書いたら夢がいっぱい

出てくるだろうけど、でも、ある範囲でいかにして市民が潤って安心安全な生活ができる

かを考えいくのも私らの役目かもしれないですね。

【事務局】

確実にこれだけ入ってくるのかというふうな話ですけれども、あくまでも現時点での見

通しということでありますから、もう確実とはもちろん言えないわけですけれども、たま

たま２０年度決算は１３６億と、２９年度もほぼその水準ということで、税収はもう下が

りますけれども、真ん中の譲与税、交付税、このあたりは逆にいわゆる臨時財政対策債と

か、いろいろ交付税措置の分が、あるいは合併特例債あたりの分で増えてくると。
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【部会長】

特例債はここに含まれているんですか、一応。

【事務局】

その分に伴う、交付税が増えるという分で出ているわけです。

【部会長】

入れてあるんですね。

【事務局】

あと、その他につきましても、備考にありますように、臨時財政対策債、これは過去３

年ぐらいは１０億レベルでということでありますので、現行通りということで１０億円余

りを見込んだというようなことで、話がいろいろありましたけれども、財政的には、堅実

に財政がよくなるという観点で試算したものであります。

【部会長】

じゃ、辛目に試算したというお言葉なんだと思いますので、よろしいですかね。

【事務局】

あと、この投資的経費の２５億は事業費ではないわけでして、先ほど、何か暗くなると

いうお話でありましたけど、裏面のこの黄色い部分は５年間で２５億ということなので、

例えば、いろんな学校の耐震大規模改造事業というふうなことで、１７％のお金があれば、

これの１億の事業ができるということですので。例えば、この２５億が、いろんな国とか

の財源があって３割ぐらい市の負担だよと、３分の１ぐらい負担だよということであれば、

事業費とすれば、この３倍の事業費ができるということなので、決して２５億で全部、駅

から、何から、学校からつくりましょうという、そういうことではないということだけ。

念のために。

【部会長】
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これが３分の１で、あとの３分の２は違うところから出る可能性もあるよということで

すかね。

【事務局】

前の部会で、いわゆる財政の、例えば、臨時財政特例債とか、そういった借金の様子、

そういったことについて広報とかホームページでまたお知らせしますというふうなことを

私は申し上げたんですが、４月の広報で予算の４ページの中の１ページを使って、その辺

のところを載せさせていただきました。さらに、ホームページでももう少し詳しくアップ

してありますので、ぜひごらんいただきたいというふうに思いますが、それと、もう一点、

今、どうもこの財政見通しの中で、投資的経費の充当一般財源のところが大変議論となっ

ているようですけれども、実は、総合振興計画の、いわゆるいろいろな事業のほとんどの

部分が投資的経費以外の部分が結構ございまして、その辺のとろころは、今後５年間に多

分要るであろうという財源はきっちりそこで充当といいますか、見ているわけであります。

その結果、最終的にさらに投資的経費にどれぐらいの財源が割かれるのかというふうな話

になっておりますので、私たちとすれば、ほとんどの事業が投資的経費以外のところでき

っちり見てあるというふうには思っております。

さらに、先ほどちょっと部会長がおっしゃいましたが、市において、普通、建設事業と

いう位置づけですが、民間企業におけるいわゆる設備投資とは若干ニュアンスが違うので

はないかなというふうには思っております。しかしながら、大変施策の重要な部分を占め

るという意味では非常に重要な部分ではありますが、そんなようにちょっと思った次第で

あります。

【部会長】

ホームページにもさらに詳しい内容が載っているということなので、ぜひ、それを参照

しながらというふうに考えています。

もう一つも、実は、他の分野の素案についてもという非常に大きな分野のものもありま

す。さっき重複しているとかということもありましたので、一度、ほかの部会のほうで、

皆さんが見られた中で特にこの辺についてということがございましたら。ただ、これだけ

のものを全部どうこうするのは非常に大変な話なので、特に自分が関心あるところにつき

ましてでよろしいんですが、もし、ご意見等がございましたら。
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ただ、ここの意見というのはどういうふうに反映されるのかというのはちょっと事務局

から説明したほうがいいんじゃないかな。

【事務局】

まず、ほかの部会のところの記載、書きぶりとか、そういったところをごらんいただい

て、例えば、当部会について、ちょっとこういったところについてどうなのかなというご

意見等をいただきたいと思います。また、ほかの部会についても何かご意見等があれば、

今度は次の部会ということになりますが、その中で、またそういったものについては紹介

をしていくことはできます。

【部会長】

次回でも、この中のいろんな、もしあれば、それはできるんですか。

【事務局】

そういったご意見があったよということは。それが担当部会のところで修正という形に

なるかどうかはわかりませんけれども、ご意見はご紹介をさせていただきたいと考えてい

ます。

【事務局】

次の部会で言われても難しいので、だから、本日のこの部会でいただいた意見を他部会

で、５月のそれぞれのところで整理して。

【部会長】

次の部会のときにやると。

【事務局】

ということですね。そういう形で、できれば、お気づきの点があれば、本日。

【事務局】

それで、今日は非常にいっぱい、膨大な量ですので、今日、仮に、ここはどうだったか
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なということがもしあれば、今日、お手元のところにご意見等をいただく用紙と封筒をご

用意させていただいております。郵送でお送りいただくか、ファクスで、連休明けの５月

７日まで事務局あてにお送りいただければ幸いだと思います。

【Ｃ委員】

１つよろしいですか。

今日は空き家情報の提供がいろいろ言われたんですが、この部会でやっていく空き家情

報というのは、やはり活用のほうの空き家情報だと思うのですね。前回、４部会との関連

で見ていくということだったんですけど、４部会で関連を見ていくとなれば４―８の消

防・防災体制の充実と関連していくかなと思って見ていたんですが、そこで空き家対策と

なると、やはり防災とか雪害、あるいは台風時の危険、それから、防犯上の危険対策だろ

うと思うのですけれども、そういったことは、この後、ここ５年間の間にどんどん古い老

朽化した空き家が増えていくことを考えると、やっぱり市民の不安材料であることには変

わりはない。それに対する有効活用と、いわゆる安全対策と、両面からいくとなれば、こ

の４―８の中にどのように盛り込まれているのかなと、私、ちょっと読んでいたんですけ

れども読み取れなかったのです。この次に出てくるのかもしれませんけれども、どこのま

ちでも避けて通れない問題だろうと思うので、防災体制の整備・充実と避難場所の確保、

あるいは防犯ですね、４―９の地域防犯活動の推進の中に市内全域において自主防犯パト

ロール隊という項目がありますね、こういったところに、いわゆる危険空き家の点検等も

含めていくことは可能じゃないかと思って読んでおりました。

以上です。

【事務局】

それについては、またちょっと検討させていただきたいと思います。

【部会長】

この防犯パトロール隊というのは具体的にはどういう組織を指しているんですか。結構、

最近、消防団は大変忙しいのは、例のぼやというか、火事があったとか、あと防犯など、

結構たくさん出ておられるんですけど、この防犯パトロール隊という組織というのはどう

いう組織なのかなと、ちょっと思ったんですが。
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【事務局】

パトロールカーも持っておられまして、一定程度、例えば、子供の通学とか、そういう

ようなところを、危険箇所、あるいはそういうようなものをパトロールしたりしておられ

るんですが、そういうようなことを自主的にやっておられる団体というか、そういった意

味で、いろんな活動とかを支援したり、あるいはいろんなワークショップとか、そういう

ようなものも支援しながら活動していただくという部分についてはあります。

【事務局】

私のほうから、ちょっと所管でもありますので。

よく、不審者情報とかが県教委を通じて各市町村の教育委員会に参ります。それで、そ

ういうものを瞬時に各小中学校に案内して、そういうことを含めて、この前、富山で１つ、

大きい事件がございました、結果的には自殺ということでございましたけれども、ああい

ういときに、即時にそういう情報が入ってまいりまして、各学校に案内いたして、そこで、

学校の体制もそうでありますけれども、地区の防犯パトロール隊がそういう子供の登下校

の際に地域を回って防犯パトカー、青パトというものを使いながら地域を回って、そうい

う不審者情報とか、いろいろなものがないかということを、子供のための安全確認という

のが主な職務内容というか、やっておられる内容ということで考えております。

【部会長】

いろんな教育的なそういうパトロールもあれば、地域のそういうことというのは当然出

てきますね。

さっき言われたお話は実はすみ分けの問題もあって、空き家対策には２つあると。いわ

ゆるそういう振興という面があるのと、もう一つは、やっぱり防犯があると。その辺の防

犯関係は逆に４部会のほうにもうちょっとという希望というか、そこにすべきかなという

ことでよろしいですかね。

【Ｆ委員】

今の空き家の件ですけれども、結局、この間、４月の初めの大分強い風のときに、空き

家が壊れたとか、隣の家を傷つけたとかなんとか、飛んでいって危険だとかいうと、やは
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り、市役所ですと市民環境課と、あと消防、警察というふうに出るんですね。

でも、その反面、空き家のそういう家はちょっと無理だけれども、人が住めるような空

き家とか、そういうのを見分けるというか、そういうのも大変な作業ですし、多分、労力

もお金もいろいろかかると思うんですね。

ですので、空き家イコール防犯上よくないとかという、そういうのもあるんですけど、

そのことと、ここの部会の空き家の効果的な活用というのがどういうふうに有効的に、今

の空き家というと、やっぱり、活用の面まではとてもじゃないけどまだまだ、空き家も増

えてきて、その空き家の持ち主がご高齢でいないとか、すごいいろんな問題があって、そ

ういう問題と、今度、それを活用しましょうというのと大分隔たりがあるんですけれども、

そういうところも、結局、この空き家対策ですと、ここですと企画政策課になるんですか

ね、うちの部会ですと、担当課というのは。そういうところはやっぱりちょっと隔たりが

あるので、その部分は少し、これは黄色いマーカーで書いてありますけど、ちょっと難し

い問題かなというのが、こちらには空き家などの効果的な活用、空き家が目立ってきてい

ますで、それを防犯の観点から対策というのも、総合的に考えられればいいんですけれど

も、やはり、ここの部会でできる問題ではなくて、やはり、ちょっと４部会のほうできっ

ちりやっていただいてという感じになると思いますけど。

そういう意味で、先ほどの重複じゃないですけど、どちらが主としてやるのかというこ

ともありますし、そういうのもあるのかなというのはありますね。ここは一遍に書いてあ

りますけど、中身は随分いろいろ、第４部会とここの第６部会の空き家の中身は随分違う

のかなというのは思います。

【部会長】

この文章の中には、防災面や防犯面も考慮し、必要な対応を進めてほしいという表現に

なっているんですけれどもね。実際については、やっぱり４部会のほうでもうちょっと詳

しい審議をしてもらうということが。これはやっぱり重複というか、両方ともで考える内

容になりますね。

【Ｆ委員】

先ほどの防犯パトロールとかのこともありましたけれども、そういう市民と行政が一体

となったまちづくりという点ではそうなのかもしれないんですけれども。
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【部会長】

じゃ、ほかの部会のほうで、新幹線のさっき言ったものについては第３部会ですとか、

一応書いてある、もちろん並行在来線も結構書いてありますのでより詳しい、交流人口と

いうことで言えば、これも併用するような内容になっていると思います。

【Ｈ委員】

かなり個人的な意見で、個人的な思考もあるけど、第２部会で、これでいいますと２０

ページになりますかね、世界文化遺産登録に関しての事業が挙がっているんですけど、県

でもかなり推進されていますけど、私はこの事業に関してかなり批判的な意見を持ってい

ますので、これはやっぱりどうしても推進しなければならない事業かなという気がするん

です。といいますのも、よく聞くのは、いろんな世界文化遺産に登録されたところが荒れ

てしまってだめになっているとか、そういう話が結構ありますし、黒部も人間がこれ以上

増えた場合、かえって悪い印象、黒部峡谷へ行く輸送量って、もうかなり限界、もういっ

ぱいいっぱいなので、これ以上、お客さんが増えたとしても、お客さんにとってあんまり

いい印象が残らないと思うんです。待たされるわ、行ってもそんなに見るところもないと

なって。見るところはいっぱいあるんですけど、そういう観光客の方がいっぱい来られる

ので。それで果たして世界遺産登録というのは……。

【部会長】

今の内容はどの部分になりますか。

【Ｈ委員】

第２部会の広域観光ルートの開発ですね。かなり個人的なあれがあるのでなんですけど、

そういう考え方をする人もいるということをちょっと。今、世界文化遺産登録はかなり、

私に言わせればブームなんですね。

【部会長】

たくさん、そういう……。
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【Ｈ委員】

例えば、熊野のほうのあそこがかなり荒れて、いたずらをする人が多くてだめになった

り、結局、黒部峡谷もあんまり人が来ると、キャパ以上の人間が来ると、かえって変なこ

とになったりするような気がするので、それが一概にいいものかどうかということも考え

てほしいなという気はするので、あんまり積極的に推進されたら困るなというのは私のか

なり個人的な意見ですので、済みません。

【部会長】

特に震災以降といいますか、いろんな、今年も結構電気的な、エネルギー的な部分があ

りますので、そういうふうなところも多分どこかに、分野に入れてあると思うんですけれ

ども。

ほかのご意見も、ほかの部会にも何かこういうところが特にというのがあれば、また、

言ってください。

【Ｇ委員】

それでしたら、ちょっと私もお聞きしたいんですけど、今の第２部会のところの、地域

特性を活かした産業育成のまちづくりというのは第２部会さんですよね。それの今の２０

ページに、世界文化遺産の問題もあるんですが、関心があるのは、黒部ルート一般開放の

促進とか、こうありますよね。このあたりが、先ほどから出ていますが、新幹線ができて、

その後、黒部ルート、そういうルートに対してどうしていくのか。この予算取りを見てい

る限りは、あくまで民間の推進、促進への支援をしますということなんですが、やっぱり、

二次交通といいますか、どうしてもそういったものがポイントにはなってくると思うんで

すね。

やはり、これだけ黒部のブランドになっている、例えば、黒部とか、こういうことにな

ってくると、それをしないことにはストロー現象が起きる可能性のほうが高いと思われま

すので、どうやって都会の人をこっちへ呼び込んで自然に触れてもらうか。しかも、自然

も中途半端でないダイナミックな、せっかく当地の黒四とか、こういうものがあるわけで

すから、そのあたりのルート、それはあくまでも民間さんでどうぞやってくださいと、行

政としてはそれの何かしらの支援というのは、例えば、アシスト支援とか、あるいは、頭

の支援、要するに、一緒に考えてあげましょうという支援のことを指しておられるのか、



-32-

このあたりは一体踏み込んで第２部会さんあたりは話が出ているんでしょうかね。

【部会長】

第２部会のほうは、この資料を見ると、ほんとうは反映されているんですかね。

【事務局】

第２部会につきましては、昨日、今のこちらの分科会と同じような分科会が終了したと

ころであります。

当然、今おっしゃられる黒部ルートの一般開放につきましては、課題としては大変大き

な課題であるということなので、すぐには解決できないということではありますが、少し

長い目で、でも、黒部ルートの開放はあきらめないというか、そういうふうな決意のもと

でこの項目が盛り込まれているというふうに理解しておりますし、今おっしゃいました今

の新幹線開業に伴います観光エリアの結びつきについての活性化につきましては、ここを

拠点として、いわゆる北陸の玄関口というふうな中で、二次交通の整備、あるいは観光バ

スの発着、あるいは立山ルート、遠くは飛騨高山、こちら側でいうと松本もにらみながら、

当然、バスの二次交通の手配も考えておりますし、この地ならではということで、今は着

地型旅行商品といいますか、いわゆる昨年４月に発足いたしました黒部・宇奈月温泉観光

局、こちらは旅行業の二種の免許も持っておられますので、そういった方に対しての旅行

商品の造成やら、あるいはいろんな形での旅行企画をする、そういうようなことまでやっ

ていくということなので、それぞれのエリアの魅力を引き出しながら、この地域にある資

源をうまく有効に結びつけるというような、そんな取り組みを、当然、主眼として検討し

ておられますということでございますので、第２分科会ではそういったものが検討されて

いるということであります。

【事務局】

もう一点、同じことは第３分科会のところでも、北陸新幹線新駅周辺整備も含めました

公共の施設の現況と課題といったところでも検討されております。その中で、今おっしゃ

ったような、いわゆるストロー現象といいますか、通過型にさせないような施策といった

ものをこの第３部会のほうででも検討されていることであります。今おっしゃったように、

公共交通のネットワークの整備、推進といったところも第３分科会で検討はされておりま
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す。

【部会長】

黒部ルートという、私もいつも、黒部に全国から来られた人は黒部川から黒四ダムまで

行けるというふうに皆さん思っておられまして、説明するのが非常に難しくて、立山まで

行って、そこから入っていくんだよということ、あと、県の抽せんに当たれば２,０００人

は行けるよとか、そういうことを言いながら、実はあって、ほんとうはさらに、実は、欅

平、上のほうも今通行止めになっているんですかね。前はもっと行きやすかった、逆に行

きづらくなってしまっているという現状もありますよね。だから、そういうこともやはり

大きな、さっき言われましたけど、ほんとうは一番重要なテーマなので、どこか予算が５

万円しかないのはちょっと寂しいなと思ってもおかしくはないですね、確かに。と思いま

すね。

新幹線、それから、いろんなそういうふうなところも、ストロー現象という、せっかく

駅ができるので、それをどううまく市民の中に伝えるかというところも後で出てくると思

います。

あと、そのほかの部会につきましても、もし何かございましたら。

結構、今、実は黒部はたくさん、ハード的に言いますと、ちょうど今消防署ももうかな

りできつつありますね、それから新市役所ですね、あと病院もありますので、そういうこ

とでいうと、結構いろんな皆さんの希望があったり、そういうこともこの中に反映されて

いかなきゃいけないでしょうし、使いやすさとか、そういうことも含めてちょっと、他の

部会ですが、いろいろとあると思います。

ほかの部会についてはそういうことなんですが、あと、これを全編見ながら、最後に、

うちの第６部会としてもし何か漏れがあるとあれなので、その辺を最後にちょっと皆さん

のご意見を、もしあればいただいてというふうに思っております。

【Ｆ委員】

この４月から、黒部市のホームページがリニューアルされまして、大変きれいになった

んですけれども、やはり一つ一つを見ていますと、まだまだ情報が足りなかったり、大変

古い情報がそのまま載っていたり、ときには完璧に入力ミスだなと思うようなところもあ

ったりして、皆様が活用できるようにもう少し内容を充実させていただきたいのと、それ
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と、あと、市民のいろんな団体の人とか、そういう方がホームページに載せてくださいと

か、もう少しそういう何かを受け付けるような、何かあったらお知らせくださいみたいな、

そういう問いかけみたいなのがあったら、また、そういうのはどこどこの課までとか、そ

ういう情報を、市のほうから情報を吸い上げるのはなかなか大変だと思いますので、例え

ば、こういうことがあるので載せてくださいとか、そういうのがもうちょっと簡単にでき

るようなというか、常にホームページにも載せていただけるような、何かそういう仕組み

づくりみたいなのとかがあってもいいかなと思う。広告とかはいっぱい募集していますと

かってすごくあるんですけど、そういう団体さんの声とか、そういうのがちょっと、中身

にもよるんでしょうけれども、もうちょっとこういうのもありますというふうに宣伝じゃ

ないですけど、そういうのに活用させていただければいいかなと思います。

【部会長】

市のホームページって、わりとたくさん見られますから、そういうところに各種団体の

いろんな行事の予定とかがもしできれば、わりとＰＲ効果が高まる可能性があるというご

意見だと思うんですけど。

【Ｆ委員】

ただというか、ただですけど。

【部会長】

その辺のところって、どういう趣旨で許可して、だれがどう載せるかという幾つかハー

ドルが多分あるんでしょうけどね。そういう例ってあるんですかね。いわゆる、普通の市

のホームページに各種団体、それは事前に登録制にすべきだとかいろいろあるけど、そう

いう人たちがＰＲできるようなものって可能性はあるんですかね。

【事務局】

団体のＰＲというよりも、その団体が行う活動についてのＰＲというか、イベントとか、

そういうものは原課を通していつでも載せるような体制で、所管課がわからなければ私ど

も企画政策課に言っていただければ調整いたしますし、そういうような対応については載

せられる体制ではあると。そういったことを載せられますよということについてのＰＲが
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足りないというご意見だったのかなということです。それにつきましては少しこちらのほ

うで対応を検討いたします。

【部会長】

行事の予定であったり、自分たちがやるような催し物のそういうようなＰＲをそこでで

きるということであればいいんですがね。ただ、自由に書き込みができるようではまたや

やこしくなるんですよ。

【Ｆ委員】

そうなんですよ。そこのところが難しいかなと思うんですけれども、例えば、私どもだ

と、男女共同参画ですと、生涯学習スポーツ課の方と協働でやることも多いので、そうい

う場合は載せていただいてはいるんですけれども。それを言う所管課がわかればいいんで

すけど、例えば、ちょっと何かご相談できる課があればいいかなと思います。

【部会長】

窓口もどこか、自分の担当があればわかりやすいんでしょうけどね。広報についても結

局は事前に協議しながら記事を載せているので、それがホームページに載るというふうに

考えれば同じ部分ですね。開かれた行政の取り組みの一端という中ですね。

６―５の中に、住民票などの発行施設を増やしてほしいというわりと具体的な、今現在、

何カ所できるんですか。宇奈月もできるの？

【事務局】

宇奈月は中央公民館で。

【Ｂ委員】

宇奈月庁舎もできる。

【部会長】

分庁舎もできるんですか。
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【事務局】

できます。

【部会長】

あと、生地もどこか。

【Ｂ委員】

生地のコミュニティセンター。

あと図書館も。

【部会長】

図書館もできる。結構たくさんあります、実は、知らないだけかもしれないというのが

ちょっとあって、そういうことも、逆に言うと、ＰＲしておいたほうがいいですね。

【Ｂ委員】

何か、ＰＲが足りない。

【部会長】

結構たくさんあるのかなと思って逆に聞いてみたんですけど、そういう窓口的なものと

いうのをもうちょっとうまくできればいいんですけどね。

【Ｂ委員】

魚津市なんかだったら日曜日に印鑑証明が欲しいなと思ってもあれなんですけど、私ら

だったら図書館へ行けばさっともらえるからすごく便利なんですよ。だから、そういうの

をやっぱり、せっかくいいのに知らない人が多いというのもありますよね。

【部会長】

じゃ、仮に住民票というのは日曜日でももらえるんですか、逆に言うと。

【事務局】
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大丈夫です。

【部会長】

印鑑証明は大丈夫？

【Ｂ委員】

印鑑証明も大丈夫です。

【事務局】

届け出はだめなんですけれども、発行業務は。

【部会長】

発行業務ができるということなんですね。わかりました。

もし、ほかにないようでしたら、一応、協議事項につきましてはこれで終了したいと思

いますので。

それでは、ないようなので、協議機構につきましてはこれで終了いたします。皆さん、

どうもありがとうございます。

それでは、その他の分野がございましたら、お願いします。

【事務局】

その他につきまして、私どものほうから今後の協議日程について、口頭でちょっとご説

明したいと思います。

今回の部会を行いまして、来月５月の下旬に第４回の部会の開催を予定しています。次

回の開催が部会としては最後の部会というふうになります。

今回、皆様方からいただいたご意見等を踏まえまして、次回の部会にて最終案を提示さ

せていただきたいというふうに思っております。次回部会でそのご確認をお願いするとい

うことになろうかと思います。この部会につきましては５月２３日から３０日の間で現在

部会長さん方と調整中でございまして、部会長さんの日にちをまず優先させていただきた

いというふうに事務局は思っております。

この５月の部会を踏まえまして、その後、６月上旬に各部会長さんと審議会の会長、副
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会長合わせまして８人の委員さんの方、それから市の審議会の委員、部長クラスでありま

すが、この方々で審議会の全体会を６月上旬に開催いたしまして、そこで審議会としての

中間報告案を取りまとめる予定でございます。この中間報告案は、その後、市民の方に公

表いたしまして、一定期間、いわゆるパブリックコメント、市民の皆様方のご意見をちょ

うだいいたしまして、それを調整の上で８月中に委員の皆様全員にお集まりいただきまし

て全体会を開催し、市長に答申するという段取りでおります。そこまでは皆様方にひとつ

よろしくお願いしたいと思います。これからまた来月すぐ部会を開催するということで、

非常にタイトな日程になっておりますが、皆様にはひとつご協力をお願いしたいというふ

うに思っています。

以上でございます。

【部会長】

あと、事務局でお願いします。

【事務局】

これでご意見もないようでございます。本日の第６部会の審議会を終了させていただき

たいと思います。どうもありがとうございました。

―― 了 ――


