
-1-

黒部市総合振興計画審議会 第４回 第４部会（市民生活） 会議録

日 時 ： 平成２４年５月２８日（月）１０：００～１１：１５

場 所 ： 市役所黒部庁舎３０１会議室

出席者 ： 委員７名（欠席２名）、専門委員（欠席無し）

幹事５名、計画主任１２名（欠席２名）、事務局４名

【事務局】

それでは、ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第４回第４部会を開催いたします。

本日は、部会長から、やむを得ぬ事情でご欠席される旨報告を受けておりますので、審

議会条例の規定に基づきまして、副部会長に会議の進行をお願いしたいと存じます。

また、Ｃ委員からご欠席される旨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、はじめに、副部会長よりごあいさつをお願いいたします。

【副部会長】

おはようございます。委員の皆さんには何かとお忙しい中お集まりいただきまして、心

より感謝申し上げます。本日は、部会長がやむを得ぬ事情でおいでになれないので、規定

に基づきまして、私がかわりに進行させていただきます。

さて、前回の部会開催後、現況と課題から施策の内容、そして、市民、ＮＰＯ、事業者

などへのメッセージ等につきまして、委員の皆様からいただきましたご意見をもとに事務

局で調整、見直しがなされ、提示されておりますので、委員の皆様方にご検討、ご確認を

お願いいたしたいと存じます。

本日は、さらに、本市を取り巻く社会状況の変化、アンケートを通した市民ニーズの変

化、そして、素案の見直しを踏まえ、後期基本計画はどのような視点で見直しがなされ、

施策に反映されているかを整理した資料が提示されております。これらについてもご確認、

ご検討いただきたいと思います。

来月６日には節目となる中間報告が予定されておりますので、本日は部会として最後の

協議の場となります。委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、
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開会に当たってのごあいさつといたします。どうか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、これからの進行を副部会長にお願いしたいと存じます。

【副部会長】

それでは、規定に従いまして、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１の前回部会以降の経過について事務局から説明願います。

【 説 明 】

【副部会長】

ただいまの報告事項の前回部会以降の経過につきまして、何かご質問はございませんで

しょうか。何かございましたら。皆さん、どうでしょうか。Ｅ委員、いかがでしょうか。

【Ｅ委員】

特にありません。

【副部会長】

特にないですか。ほかにございませんか。

ないようでありますので、報告事項につきましては以上とさせていただきます。

次に、協議事項に入りたいと思います。

初めに、１、分野別基本計画素案について、事務局から説明願います。

【 説 明 】

【副部会長】

事務局から、分野別基本計画についての説明がありましたが、これにつきまして皆様の
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ご意見などをいただきたいと思います。いかがでしょうか。何かご意見はございませんで

しょうか。Ｉ委員、いかがですか。

【Ｉ委員】

空き家の把握って、皆さんはどの程度把握しておられるんですか。どのようにして。

【事務局】

今年の３月ですが、消防団が主になって調査したんですが、住宅火災警報器の設置状況

を把握するためにあわせて空き家を調べた結果、３月の時点で５１９軒、黒部市内に空き

家がございました。それ以降は、はっきりした数字はまだ。数字は変わっていくと思うん

ですが、その時点では５１９軒あったという状況です。

【Ｇ委員】

関連してなんだけど、何十年も空き家になって屋根が崩れかかっているような、そうい

う状態が三日市のまちの中に若干ありますね。防災の面からしても非常に危険性が高いわ

けです。火事のおそれもあるしね。これは、解体工事というのは市がやれないのかね、法

律で。同意がないと解体できないのかね、空き家になって何十年も放置してあるものは。

その見解はどうなんですか。

【事務局】

今、全国的にもそういうような問題が発生しておりまして、確かに、地域の住民の方に

とっては切実な問題として関心を市民も示しております。ただ、今おっしゃられるように、

あくまでも個人の財産という性質から、なかなか行政で一方的に、今の法律のもとではで

きないという状況でありますが、現在、その辺の改正も含めて検討されているということ

でありまして、なかなか手だてがないというところであろうかと思います。

もう一つネックになっているのは、個人情報ということで、その家がだれの持ち物なの

か、どうなるのかというところもなかなか、プライバシーの問題もあって、そういうよう

なところもクリアすべき課題かなというふうなところで、今後、市でも、行政としてどう

いうような対応ができるのか検討する予定としております。
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【Ｇ委員】

市の単独でそういう退去命令とか、住所が全くね、近くにあるならともかく、遠距離の

方々ね、連絡のとりようがないですね。これらについて市単独の行政指導で解体すると。

後から連絡するという方法を打ち出せないのかね。あくまでも所有者の了解が必要なのか

ね。それも行政判断でやれないのかね。危ないから解体してしまうと。問題であることが

ここに書いてあるのに、例えば三日市のとあるところでも非常に危ないよ。いつ火事が起

きるかわからないような状態ですよ、崩れ落ちていてね。

【事務局】

私も、前の職場にいるときにはそういう事案がありまして、町内会長さんと、たまたま

所有者の親戚の方が近くにおられたものですから、その方に話をしまして壊していただい

たケースはありましたけど、今言われたように、所有者が遠方の方になると、なかなかお

話もできないし、会って話をしないとなかなか先に進まないと思いますので、市のほうと

しましては、そういう事案にありましては、文書のほうで市から何とか管理を徹底しても

らえないかということでお願いの文書は出している状況であります。そういう案件がこれ

からも増えると予想をされますので、空き家について今後どう行政がかかわっていけるの

か検討を進めている最中でございます。ただ、言われたように、行政が代執行みたいな形

で取り壊すというのは、現実にそういうことを考えておられる自治体もありますが、先ほ

どの個人の財産の問題もありますので、なかなかその辺はちょっと難しいのかなというこ

とでありまして、その辺についても今後検討していきたいというふうに考えておる次第で

ございます。

【Ｇ委員】

住所は全部確認してあるんですか。所有者の住所は。

【事務局】

それは、固定資産税の関係がありまして、それは確認はできます。

【Ｇ委員】

何回とお願いしても返答のないものは、例えば道路は強制撤去をやる法律がある。高速
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道路にしてもですよ。そのようにできないものか。何遍督促してもどうにもならないと、

返答がないという悪質というか、そういう所有者に、何回も案内したけど音沙汰ないとい

うものに対しては強制的に解決しますよと、そういう方法を出してもいいんじゃないかな

と思うんですが。

【事務局】

今、文書での指導という形で、市民生活部のほうでは、防犯とか、それから、長年空き

家にしますと害虫の発生等でそのような相談もまいりますので、文書でお願いしておりま

す。中には、速やかに、近くに親戚があれば対応していただける方もおられますが、個人

の財産ということでもございますし、それから、今Ｇ委員がおっしゃられました土地収用

法というそういう正式なもので、何かの利用で公共性のあるものというのであれば、それ

は法律での定めがあろうかと思いますが、ただただ、何の目的もなく、そこが危険家屋だ

ということになりますと、個人の財産、また、じゃ、解体費用をだれが出すのかというこ

とであります。当然、いろんなところへお願いをしておるわけなんですが、解体費用の関

係が市民の税金からということになれば、それはまた違うということで、先ほどの説明で

もありましたが、なかなか難しいものがありまして、調査研究中ということで、これは黒

部市としても課題だというふうには認識はしております。

【Ｅ委員】

同じ意見なんですけれども、私も、町内を預かって５年目になるわけですけれども、空

き家がどんどん増えてくるわけですね。冬になると、空き家の屋根から、狭い道路に落雪

があったり、それの始末も町内でしなければならないというような状況がありまして、町

内としても、ぜひ行政のほうに、このうちとこのうちについて、親戚縁者とか息子たちが

どこかにいるわけですから、そのほうにアプローチしてくれということをしてほしいなと

いう思いは強く持っているわけなんですね。そういうことを我々が町内の総意だというこ

とで行政のほうへ上げたら、行政のほうは動いていただけるのか、先ほどの話ですと、す

でに動いているというような説明なんですが、そのようにほんとうに動いておられるのか、

私らは全然把握していないわけですね。ですから、そのあたり、一遍どこかへ相談に行け

ばいいですかね。例えば市民生活のほうへ、どうなっているものでしょうかということで

行ったら、状況を教えてもらえるものですかね。
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【事務局】

調査研究というのは、本来、これは縦割り、横割りの話で、そんなことを聞いているん

じゃないというふうにおっしゃられますが、役所のほうも、例えば市民生活部でしたら防

犯とか衛生とかそういう分野が動きます。それから、じゃ、建築物というのはどこなんだ

となってくると、やはり建築確認申請、要するに建築基準法などのそういうものもござい

ます。それから、防災という面から見れば、それぞれのいろんなものがございまして、そ

れで、先ほど言いました、ここはああでもないこうでもないではなく、どういうふうにし

て黒部市としてまとめていくのかということになりますので、今、Ｅ委員がおっしゃられ

ましたが、これまでも課題でありましたが、その課題がもう目前になりましたので、少し

今市民がよっぽど困っておられると。そういうのをどうしていくのかというのはしっかり

と方針を、黒部市としてどうしていくのかというのを決めることが喫緊の課題だろうとい

うことであります。

ですから、それぞれの部署では、自分の所管の事務については、答えが不十分というこ

とがあった場合、実際はわかりませんが、それが先延ばしということだと思いますので、

そのようなことがこれから許されないであろうという、当然防災関係もあります。防災で

したら、いつ倒壊するかわからないという、不安だということでもありますので、大きな

まちづくりという視点からもしっかりと対応していく時期に来ているというふうには認識

しております。

ですから、そういういろんな声を市のほうに届けられても困るということではございま

せん。やっぱりどういう分野で困っておられるのか、市のほうに述べていただくことも重

要なことだと思います。

【Ｉ委員】

これから空き家というのは、夫婦単位で生活する時代になってきたものだから、最後に

は夫婦２人の生活となってくると、最後には１人欠ける、２人欠けるということで空き家

ということになる可能性が、これから人口がだんだんだんだん減っていく中で増えてくる

課題ですからね、これは早急に何か対策を市としても、皆さんで何か対策を練らなければ

ならない時期にもう来てしまっているので、何かひとつ皆さんでいい知恵を出して、いい

ような方向に向かいたいなと思いますので、よろしくお願いします。
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【Ｇ委員】

言われることはわかるんだけど、全く、何か動くにしても、大変なことで、こういう空

き家は当然掃除もしていない。こういう状態があるところは、まちの景観からしても全く

好ましくない。それでは、空き家をだれが掃除するんだ、清掃とか。それは、市役所、や

ることできますか。

【事務局】

無理ですね。

【Ｇ委員】

無理でしょう。だから、対策と言ったって、市長の権限で、これはやるぞってやれば、

特権でやろうと思えばやれるんだからね、市長は。それぐらいの度胸を持ってやるべきじ

ゃないですか。法律や何かが怖くて、何もかも、「はい、もうしばらく検討します」では

だめなんだね。市長の権限でやりましょうと言ったら市長はやれるんじゃないのかな。市

長の考え、やっぱり検討、検討でいくんでしょうか。

【事務局】

個人の財産を守るという、また別立てのものもございますので、Ｇ委員の歯がゆい思い

は私もそう思っていますので、こういう機会に、皆さん、何人もの委員さんからもご意見

があるとおりだと思います。ですから、そういう時期に、今さらまだそんなことをやって

おるのかと思われるかわかりませんが、そこは、これだけの意見があるということは我々

は重く受けとめて、総合振興計画、それ以外にも、別にしても、喫緊の課題というふうに

考えています。

【副部会長】

ほかにございませんか。

ないようでありますので、今ほどの委員からのご意見につきまして、また検討のほうを

お願いいたします。

次に、２、後期基本計画策定にあたってについて事務局から説明をお願いいたします。
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【Ｅ委員】

ちょっと待って。１１ページがちょっと気になっているんですけど。

【副部会長】

失礼いたしました。

【Ｅ委員】

１１ページ、４章の左側、一番下のほうに、交通弱者に配慮した交通環境の改善という

見出しの中に、通学路の歩道整備や交通安全対策など、交通環境の改善が求められていま

すというふうにここできちっとうたってあるわけなんですが、課題の整理以降に、学校周

辺の交通、歩道整備などの対策のことが全然述べられてないんですが、このあたりについ

て、これでいいものかどうか。今ごろになってから何を言っておるという話になるかもし

れませんが、私も学校周辺を見ておりまして、孫たちの通学路に歩道がないのが大変気に

なっておるわけなんですけれども、このあたり、黒部市一円、どこでもにある課題かなと

いうふうに思っているんですが、全然対策のほうになると見えてきていないんです。何か

見える形で示されなければならないのではないでしょうかね。

【副部会長】

今のご意見について、どなたか。

【事務局】

右のほうの施策の展開というところで、交通弱者に配慮した交通環境の改善というとこ

ろを記載しております。その中で、施策の内容ということで、交通安全施設の整備推進と

いうのがその中に入ってくるのではないかというふうに考えております。今いわゆる委員

さんの言われるのは、歩道の整備とかそういったような形のものだろうと思いますけれど

も、そういった整備につきましては、第３部会ですか、そこらあたりのほうでご検討され

ていると思いますので、ここではソフト的なことで書かれているというふうに認識をして

いただければ。
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【Ｅ委員】

わかりました。この部会ではソフト的な話だというとらえ方で、確認していただきたい

んですけれども、ハード的なものが他の部会で進んでおるのかどうか確認していただきた

いというふうに思います。

【副部会長】

よろしいでしょうか。

【Ｇ委員】

関連だけどね、交通弱者に配慮した交通環境の改善ということで課題を投げかけて、免

許証の自主返納を促す制度の導入を検討していく必要があると、課題だけがあるんだけど、

対処の具体的な方法は考えていないのかね。例えば、免許証を返納した者に対してどうす

るとか、富山県や各市町村でさまざまな援助体制をとられておるわけだけど、黒部市の場

合は全くやっていない。今後どうするのか。検討だけじゃしようがないので、具体的にこ

うするよという方法を出してもいいんじゃないでしょうか。

【事務局】

今ほどＧ委員が、私たちに対するおしかりだと思います。今のご発言のとおりでござい

まして、富山県内１５市町村でございますが、取り組みが一番おくれているのが黒部市だ

というふうには、残念ながら理解をしてございます。そういうふうな関係で、この３月の

定例会で２４年度当初予算の中に、やっと、おくれたんですが、高齢者の運転免許証の自

主返納者に対する、それ以降の交通手段の確保対策といたしまして、市の単独事業で起こ

したいというふうに考えております。それで、現在、そうはいうもののいろんな手段の方

法がございますので、要するにこういう交通事業者との調整が必要でありまして、可能な

限り、７月１日ぐらいからこれをきちっと打ち出しまして、高齢者の交通事故防止対策の

一環といたしたいと思いますし、また、それ以降の交通手段の確保という思いもございま

す。

それと、先ほど通学路の話をされましたが、まさしくこれも何かがなかったら考えない

のかという反省も含めてではありますが、京都府のほうで痛ましい事故がございました。

５月１０日でございますが、交通対策協議会の、市長の名前で各小学校のほうに一斉点検
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をお願いしたところでございます。その中には、先ほど事務局が述べましたが、やはり道

路をきちっとしなきゃならないハード部門と、それから、日頃の交通安全の啓蒙という部

分を分けながらそれぞれやらなきゃならない。また規制については、Ｋ専門委員が来てい

らっしゃいますが、そういうことも踏まえてきちっとすべての課題を出しましょうと。す

ぐに解決できなければ、年次的に解決していかなきゃならんだろうという思いでございま

して、Ｅ委員、ここにはちょっと見えにくいという話なんですが、役所も、先ほど申しま

した、それぞれの部署部署が、啓蒙とか、俗に言うソフト部門を担う部署でございますの

で、そこらあたりはご理解をいただきたいというふうに考えております。以上でございま

す。

【Ｅ委員】

わかりました。

【副部会長】

ありがとうございました。

ほかにございませんか。先ほどのご意見、検討をまたお願いいたします。

次、２、後期基本計画の策定にあたってについて、事務局からお願いいたします。

【 説 明 】

【副部会長】

ありがとうございます。

事務局から、後期基本計画の策定にあたってについて説明がありましたが、これにつき

ましても記載内容についてご意見などをいただきたいと思います。何かございませんでし

ょうか。

【Ｇ委員】

あえて質問しますと、少子高齢化がますます進行する。これはだれしもが感じているん

ですが、ただ、市として、少子高齢化に伴う人口減ね、その歯どめ対策が何か、具体的に

こうする、ああすると。具体例も当然あったと思うんだけど、それに対してこの文言では
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あまり触れていないんですが、どこかに書いてあったかな。人口減少の歯どめ対策ね。

【事務局】

直接的な対策といいますか、施策といいますか、それにつきましては、先ほど、資料の

１になりますが、４―６の子育て支援の充実、今後の少子化対策への取り組みといったと

ころがございます。また、これは間接的な取り組みということにはなりますが、資料２の

５ページでございます。④の少子高齢化、水色で色づけさせていただいておりますが、そ

の中でのいわゆるそういった社会状況にも安心して生活できるような状況、対策といった

もの、その中へ入ってくるかと思います。直接的な少子化よりは、もっと子供を産むとい

いますか、増やすということそのものにつきましては、記載のあるところは子育て支援の

ところが中心になるかなというふうには思っております。

【Ｇ委員】

少子高齢化対策だから、当然、子供を増やそうと。そのためにどういう手法をとるとい

うのがあってしかるべきじゃないかね。具体的に、例えばこうするああするというね。

【事務局】

Ｇ委員はいろいろご存じの中での話だと思いますが、まず、社会全体で子育てを手伝お

うというのはあります。今の、これはだれもすべてなんですが、核家族化の進行によりま

して、なかなか、昔ありました３世代等でしたら、おじいちゃん、おばあちゃんの力をか

りながらいろんな技術、また、やり方が後世に伝わっていたと思うんですが、核家族で若

いお母さんがいきなり子育てをしなければならない、それから、経済上も仕事にも行かな

ければならない。そういうことを踏まえながら、そこらあたりに課題があるのかなと思っ

ております。

そういう中で元気な子供を産んでいただくためには、やはり母子手帳交付から妊婦さん

の健診等、これは国の力をかりながら、健診の数を増やしながら、母子ともに健全な形で

の出生に努めたいと。出生が成り立ちましたら、市民に、わずかでございますが、出生お

祝い金を市としては提供いたしております。金額はそれだけかという話がございますが、

やっております。それと、富山県も子育て支援の応援券というものをやっております。そ

れから、いろいろ母子推進委員さんの力をかりながら、なかなか子育てに慣れない若いご
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夫婦へのご支援を、家庭への訪問等を行いながら実施いたしておりますし、職業に復帰す

るためには、保育所の充実という形で、可能な限り保育所の整備等を進めているというこ

とでございます。ご存じのとおり、富山県並びに黒部市には待機児童というものはおりま

せんので、それはそれだけの評価をいたして、それなりのレベルがあるのかなというふう

に考えております。さらに充実を図ってまいりたいと。

それから、これは社会全体でという形で、今、国会のほうで子ども手当、今は名前が変

わりました、児童手当に戻りましたが、そのような形で社会全体としてサポートしている

ということであります。

これからも、何が足りないのかなというのは、やはり、先ほど言いました、核家族化で

おのおのの世帯のほうも、若ければやはり経済的に苦しいと思います。その中で、いろん

な苦しみを持っておられますので、そこらあたりの経済的な支援、それから、精神的なサ

ポート、それらを行政だけではやれません。それで、こちらのほうに記載してございます

のは、皆様方を含めて、社会全体で、うちの子じゃないからでなくて、地域の子だという

形で支援していただければというふうに考えております。完全に何かできるということは

ないですが、少しでも出生率を上げたいという努力はしているつもりでございますし、ま

た、個々具体的なものについては後期計画で、個別の事業につきましては、市民の声を聞

きながら充実を図ってまいりたいというふうに考えています。

【Ｇ委員】

関連だけど、今、政府が打ち出しております総合こども園というのかな、これは、今さ

らに国会で議論されていますけど、これは黒部市としてもそういう構想に準じて、いわゆ

る計画性があるのかないのか。

【事務局】

国がそのようにしなさいと言えば、黒部市もする方向になるとは思うんですけれども、

今、総合こども園法案というのについて黒部市としてどのように向かっていけばいいか、

情報を集めているところです。実際に法案が通れば、補助金等についても、こども園に変

えないと補助金等がおりないようになっていますので、その方向に変えていくということ

ではないかと思っていますが、今は情報集めというところです。
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【Ｇ委員】

ただ、私が思うのは、何も国がやったから補助金をもらってそれに追従してやるのでは

なくて、市単独で、将来の子供のことを考えると、総合こども園というものを単独でやる

気があるのかないのか、そういう姿勢があるのかないのかということを確認したかった。

【事務局】

やっております。石田こども園と生地こども園がございますとおり、保育と幼稚園が一

体的な事業で市単独で進めております。

【Ｇ委員】

わかりました。それをまた拡大する構想はあるんですね。

【事務局】

当然、総合こども園の趣旨は、すべからくどの子にも、そういうことを必要な方には、

子供の保育も、また、教育もすべきだろうというのがこの法案の趣旨でございます。です

ので、今は保育所は何もしていないのかという話ですが、保育所につきましても幼稚園と

同様な教育もやっておりますので、ただ、若干何が違うのかというのは、現在の法律では、

保育所には保育に欠ける子、これは、お父さん、お母さんが就労のために日中保育する人

がいないんだということを前提としておりますが、これからは、保育を希望する者、これ

に対応しなさいということでありますので、そのあたり、担当の事務局が、先ほどお答え

いたしましたが、なかなか物の考え方がございまして、そのあたりを調査しておりまして、

黒部市にとってよりよい方向で、もし決定すれば進めてまいりたいというふうに考えてい

ます。

【副部会長】

ほかにございませんか。

【Ｅ委員】

第４部会には直接関係はないんだろうけれども、市民アンケートの結果、環境に優しい

新エネルギーというのは前回と比べて２４％も増えてきたという中で、再生可能エネルギ
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ーの活用ですけれども、ここの取り組むべき重要プロジェクトですか、ここに、行政がで

きるような小水力、風力の再生ということを書いてあるわけですけれども、市民が一番関

心があるのは、私は太陽光だというふうに思っております。個人でできる発電ですね。富

山県なりがいろいろ、各市町村も補助を出しておるわけですけれども、黒部市行政として、

この辺の個人に対する支援というのはどのようになっておるのか、ここにやっぱり書いて

支援を強化していくべきではないだろうかと私は思うんですが、いかがなものでしょうか

ね。

【事務局】

個人向けの太陽光発電につきましては、国が今現在実際にやっております。それを受け

て富山県もある程度の補助率をやっております。市は、１キロワット３万５,０００円、３

キロワットまでということで、最高１０万５,０００円までの補助ということで現在進めて

おります。今現在では件数もかなり増えてきておりまして、かなりの方が太陽光発電に対

して興味を持たれて、つけてよかったというふうな話も聞いております。今後、そういっ

たようなものがどんどん増えるのではないかということで、市のほうの予算としても、補

助に対する金額も計上してアップをしているところでございます。

【Ｅ委員】

黒部市における３万５,０００円というのは、３キロが限度という話も１つのネックかな

と思いますけれども、他の市町村に比べて多いのか少ないのか、この辺もお聞かせ願いた

いと思いますし、先ほども言いましたように、ここに支援していくということを表記すべ

きでないかなと私は思うんですが、やはり、先ほども言いましたように、市民が一番関心

を持っているのは、小水力とか風力というよりも太陽光だと私は思っておりますし、皆さ

んそう思っておられるのではないだろうかというふうに思います。その辺がここに表記さ

れていないのは、ちょっといかがなものでしょうかなと思いまして。

【事務局】

事務局から、ちょっと補足して説明させていただきます。

今、資料２におきましては、ごらんのとおり、小水力、風力等の再生可能エネルギーの

調査研究及び利活用といった大きなくくりになってございます。現実に、これは前回の部
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会でお示しさせていただいております事業の取り組みですね、一覧表がございました。そ

の中で、第１分野におきまして、そのさらに個別の取り組みといたしまして、太陽光エネ

ルギー利活用事業ということで、その補助金の交付については記載をさせていただいてお

ります。

【Ｅ委員】

わかりました。

【副部会長】

ほかに何かございませんか。Ｈ委員、何かございませんか。

【Ｈ委員】

ございません。

【事務局】

質問ではございません。今ほどのＥ委員の言われたように他の部会関係のお話ですが、

先週の木曜日なんですが、第５部会の教育文化関係の部会が開催されまして、そこの議論

の中で、第４部会所管事項であります市民病院の整備に関してのご意見がありました。ど

ういう内容かと申しますと、現在進められています市民病院整備事業に大変期待するもの

であるということであります。当然、医療施設、設備が充実されるものというふうに考え

るけれど、それとともに、医療技術、医療スタッフの向上とか充実もお願いしたいという

ご意見でございますので、部会の委員さんにも、こういう機会でございますのでご報告さ

せていただきたいと思います。

【副部会長】

ありがとうございました。

ほかに。Ｄ委員。

【Ｄ委員】

１ついいですか。先ほど、新幹線の映像を見せていただいたんですけど、新幹線の駅の
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周りの映像なんですが、特にバリアフリーというのはもともとある障害をなくすという言

葉ですけど、ユニバーサルデザインとかみんなに優しいみたいな、そういう段差のないそ

ういう敷地内というような取り組みをどこかに書かれたらいいのかなとちょっと思ったん

ですけど、もしかしたら書かれてあるんですかね。

【事務局】

既に第３部会の素案の中にユニバーサルデザインの取り組みについては記載いただいて

おります。

【Ｄ委員】

ハードのほうで。ありがとうございます。

【副部会長】

ほかにございませんか。

皆さん意見が出尽くしたようなので。今ほどの委員からのご意見につきまして、また検

討のほうをお願いいたします。

次に、その他につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。

【 説 明 】

【副部会長】

今ほどの説明について、何かご質問はございませんか。

ないようですので、これで本日の議事はすべて終了いたしました。

議長の役目を終わらせていただきます。慎重ご審議、どうもありがとうございました。

【事務局】

どうもありがとうございました。

それでは、これをもちまして黒部市総合振興計画審議会第４回第４部会を終了させてい

ただきます。ありがとうございました。



-17-

―― 了 ――


