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黒部市総合振興計画審議会 第３回 全体会 会議録

日 時 ： 平成２４年８月２７日（月）１０：００～１１：１５

場 所 ： 黒部市民会館１０１会議室

出席者 ： 委員４３名（欠席７名）、専門委員９名（欠席３名）

幹事１４名（欠席１名）、事務局２名

※市長：答申時出席

【事務局】

皆様、本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。

ただいまから、黒部市総合振興計画審議会第３回全体会を開催いたします。

本日は、７人の委員の皆様からご欠席される旨、報告をいただいておりますので、会議

に先立ちましてご報告申し上げます。

それでは、始めに、川端審議会会長にごあいさつをちょうだいいたします。

【川端会長】

おはようございます。

本日は、各委員の皆様には何かとお忙しい中、また、大変残暑が厳しい中、お集まりを

いただきましてまことにありがとうございます。

この審議会は、昨年の１０月に、黒部市総合振興計画後期基本計画の策定ということで

市長より諮問をいただきましてスタートいたしました。それ以来、１０カ月をかけて本日

を迎えたわけでございます。

申し上げるまでもなく、本計画は平成２０年度から平成２９年度までの黒部市総合振興

計画基本構想を受けまして、６つのまちづくり方針に基づき、前期基本計画を引き継ぎな

がら、平成２５年度から平成２９年度までの５年間の基本計画を策定するものでございま

す。基本構想及び前期基本計画が策定され、今進んでおるわけでございますけれども、そ

の後の状況を見ておりますと、東日本大震災のような大きな災害をはじめとしまして、人

口の高齢化、人口減少と、大きな問題もありますし、本市におきましても、北陸新幹線開

業が間近に迫るなど、我が国におきましても、北陸におきましても、大きく状況が変化し
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てきているというふうに思います。

その辺を踏まえまして、委員各位には、後期基本計画の策定のために自然共生から行財

政と、６つの部会に分かれていただきまして、それぞれ４回の部会を開催していただいて

おります。各部会長の皆様をはじめとしまして委員の皆様におかれましては、鋭意、ご審

議、ご提案をいただきましてまことにありがとうございます。心より感謝を申し上げます。

また、事務当局におかれましても、策定委員会を開催し、部会開催の都度、審議委員の

皆さんのご意見を踏まえながら計画を修正、追加をいただきまして、提案をいただいてお

ります。

そのような過程を繰り返しながら本日を迎えたわけでございます。

本日は、協議事項としまして、委員の皆様に黒部市総合振興計画後期基本計画案をご確

認していただいた後、堀内黒部市長に答申をさせていただきたいというふうに思っており

ます。どうぞ、その辺をご考慮の上、審議がスムーズに進みますようにご協力のほどをよ

ろしくお願いしまして、開会のあいさつといたします。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、会長が会議

の運営に当たることになっておりますので、これからの進行を川端会長にお願いいたした

いと思います。

【川端会長】

それでは、規定に従いまして議長の役を務めてさせていただきたいというふうに思いま

す。

早速ですが、次第に基づきながら議事を進めていきたいというふうに思います。

まず、報告事項の１番目、第４回部会以降の経緯につきまして、事務局から説明を願い

ます。

【 説 明 】

【川端会長】
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どうもありがとうございました。

ただいま事務局から第４回部会以降の経緯につきまして説明がありましたが、何かご質

問があればお願いいたします。

よろしいでしょうか。

経過の報告ですので、ないようでありますので、報告事項の１番目につきましては、以

上とさせていただきたいと思います。

続きまして、報告事項の２番目であります。

先ほども紹介申し上げましたように、委員の皆様には６つの部会に分かれていただきま

して、それぞれ４回の審議をいただいております。各部会の審議結果につきまして、各部

会長から報告をいただきたいというふうに思います。

まず、第１部会長の澤田部会長からお願いします。

【澤田部会長】

第１部会の自然共生のほうの報告をさせていただきます。

第１部会の審議経過についてご報告申し上げます。

第１部会では、総合振興計画まちづくり方針の第１章に位置づけられております、「自

然と共生し水と緑の文化を創造するまちづくり」をテーマとして、自然環境の保全から再

生可能エネルギーの利活用に至る５項目の施策について協議してまいりました。

部会協議では、後期基本計画においては、新幹線開業を機に黒部市の認知度アップ、ま

た、人の交流が増えることを見越し、水を活かしたまちづくりの一環として、まずは黒部

の名水の認知度を高めることの必要について意見が集まりました。普段、私たちが何げな

く生活の中で取り入れている豊富な水が、外部の方から見るとすばらしい資産なのだとい

うことを十分に認識しなければなりません。

部会では、水環境の保全に関する取り組みと市民意識の高揚を図ること、また、企業誘

致の際には名水のイメージを十分に活かしたＰＲに努めるなど、積極的に情報発信してい

く必要があることを課題として提示しております。その取り組みの一環として、フィール

ドミュージアムの玄関口として「（仮称）地域観光ギャラリー」を位置づけておりますが、

現地の整備やフィールドに出かける仕組みづくりなど、地域全体にその取り組みが一層広

がることが求められているところであります。

このすばらしい資産と環境は、黒部川水系の豊かな自然が私たちに与えてくれた副産物
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でありますが、近年、ダム下流の河床低下や海岸線の後退などが顕在化しております。今

後とも、災害を防ぎつつ土砂の連続性を維持し、もともと黒部川が持っていた河川として

の機能を回復していくための総合的な取り組みを、国、県などとともに取り組んでいく必

要があります。河川・海岸環境の保全に関しては、そういった黒部川の土砂管理及び防災

の面だけでなく、清冽な水質や流量の管理など、自然環境にも配慮した河川管理のあり方

についてさらに検討していく必要があるとの意見も多く出されておりました。

次に、再生可能エネルギーの利活用についてであります。

東日本大震災を教訓として、持続可能なエネルギーの重要性について全国的にも大きな

関心が持たれております。本市では、小水力発電や下水道汚泥を利用したバイオマスエネ

ルギーの活用に取り組んできた実績があり、今後、さらなる普及促進が望まれるものであ

ります。

部会においては、食品廃棄物、河川の流木、畜産堆肥など、さまざまな資源の循環活用

の可能性について言及がありました。また、これら資源活用については、行政の取り組み

だけでなく、でんき宇奈月プロジェクトなど、市全体で取り組むための協働体制の見直し

を指摘したところであります。後期基本計画においては、この分野における取り組みにつ

いてさらに力点をおいて取り組んでいただきたいと思います。

他の分野においても、黒部峡谷の自然景観保全に関して、来訪者みずからが保全活動を

意識し実践するための取り組みの指標としてナチュラリストの解説回数を取り入れたとこ

ろであります。また、黒部峡谷と立山については、現在、世界文化遺産の登録に向けた調

査活動が続いておりますが、近年、注目されております地球活動の遺産を見どころとする

公園として、ジオパークの認定についても検討してみてはどうかといった意見もありまし

た。

森林環境の保全についても、近年、野生動物と人間の生活エリアのすみ分けのために良

好な里山景観の整備が必要でありますが、その取り組みのために協働体制を見直し、関連

団体を加えたところであります。

市当局におかれましては、今後、総合振興計画基本構想のまちづくり方針第１章に基づ

き、北アルプスから富山湾まで一体となった本市固有の自然環境を次代に引き継ぎながら、

地域をはぐくんできた水を活かした水と緑の文化を創造するまちづくりの推進に向け、後

期基本計画に位置づけられた施策を展開することを期待するものであります。

第１部会については以上でございます。
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【川端会長】

どうもありがとうございました。

続きまして、第２部会長、松野部会長、お願いします。

【松野部会長】

それでは、第２部会の審議経過についてご報告申し上げます。

第２部会では、総合振興計画まちづくり方針の第２章に位置づけられております、「地

域特性を活かした産業育成のまちづくり」をテーマとして、農林水産業の振興から工業、

商業、観光の振興に至る４つの施策について協議してまいりました。

部会協議では、産業の分野を問わず、担い手の育成が共通の課題であることで認識が一

致したところでございます。特に、農林水産業の振興については、後継者の確保と育成、

担い手の経営改善などを通じ、若い人に十分な収入が確保できる環境が必要とのご意見が

ございました。また、雇用と所得を確保し、若者や子供も集落に定住できる社会の構築の

ために、農林漁業生産と加工、販売の一体化という、いわゆる農山漁村の６次産業化につ

いて、女性がより力を発揮できるような仕組みづくりなど、起業支援への環境整備を一層

活発にしていくべきとのご意見がございました。

農業政策自体は、従来から国の政策に振り回されてきたこともあり、本市における施策

の方向性や位置づけといったものを定めていくことには難しいものがございます。しかし、

農業を取り巻く情勢の急激な変化が今後とも予想される中、国や県の施策の方向性に十分

留意しながら、市の独自性を活かしていくことが必要との認識で一致したところでござい

ます。

また、新幹線の開業を契機といたしまして、食べることを目的とした交流人口の増加が

図られるよう、地域資源を活用した食の魅力づくりが図られるべきであるというご意見も

ございました。

水を活かしたまちづくりという視点で、今もございましたが、主に第１部会で取り組ま

れたこととは存じますが、当部会においても、工業の振興の面で、黒部が有する豊富でき

れいな名水のイメージを前面に押し出して、さらなるＰＲと活用を図るべきであるという

ご意見が多数ございました。特に、きれいな水をイメージした環境整備を図り、知識集約

型企業の誘致を積極的に行うべきとのご意見もございました。水は本市が持つ魅力ある地



-6-

域資源であります。多方面で活用されることを望むものであります。

次に、商業の振興については、中心商店街のあり方について多くの議論がございました。

中心商店街にはそこに人を歩かせる仕掛けづくりが必要であります。振興策として、空き

店舗対策などより、もっと根本的な視点からの総合的な施策、対策が必要ではないかとい

うご意見がございました。

観光の振興についてでありますが、きれいな町並みの景観は観光にとって大事な要素で

あります。部会ではその具体的な対応策まで踏み込めませんでしたが、行政が主体となっ

て取り組むというより、そこに住む人々が自分たちの地域の景観をどう活かしていくかを

主体的に考え、取り組むことができるような仕掛けづくりと、その支援体制が必要と考え

ます。本市最大の観光資源であります黒部峡谷の自然景観保全とあわせ、その必要性を具

体的に位置づける必要があると思います。

また、観光分野ではありませんが、中山間地域の景観保全についても、若者や子供も集

落に定住できる社会の構築のために必要であるとのご意見がございました。

そのほか、他分野と関連いたしますが、産業の種別を問わず、地元企業を知ってもらう

ことは黒部の未来を担う地元の子供たちにとって大事なことであります。伝統技術の伝承

もあわせ、教育の分野において地元企業を知ることの大切さを位置づける必要があるので

はないかというご意見を踏まえ、他部会へ提言させていただいたところでございます。

市当局におかれましては、今後、第２章に掲げております総合振興計画基本構想のまち

づくり方針に基づき、分野の垣根を超えて地域産業を活性化し、働く場を確保しながら、

にぎわいと活力あるまちづくりの推進に向け、後期基本計画に位置づけられた施策を展開

されることを期待するものでございます。

以上であります。

【川端会長】

どうもありがとうございました。

続きまして、第３部会、大橋部会長のほうからお願いいたします。

【大橋部会長】

それでは、第３部会の審議経過についてご報告を申し上げます。

第３部会では、総合振興計画まちづくり方針の第３章に位置づけられております、「快
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適な暮らしを支える都市基盤の充実したまちづくり」をテーマとして、北陸新幹線の整備

から情報・通信の整備に至る７項目の施策について論議してまいりました。

部会協議で比較的関心が高かったのは、北陸新幹線の整備と市街地住宅の整備でござい

ました。

新幹線の整備では、「交流プラザ」や「地域観光ギャラリー」など、新駅周辺施設の機

能をもっとわかりやすく周知する必要があるのではないかといったご意見がありました。

新幹線新駅は交通と交流の接点となるもので、通常のハード整備とは違う意味合いを持っ

ております。新駅周辺ならではの意味や役割をはっきりと打ち出す必要があると考えてお

ります。

また、新幹線開通を契機として、交流人口の増を図っていくことが活力あるまちづくり

に必要であることを考えると、観光の振興にもっと力点をおくべきであり、いかにスムー

ズに観光客を誘導できるようにするか、ハード整備ばかりではなく、ソフト面での検討が

もっとなされるべきではないかというご意見もありました。

これは新駅と公共交通のネットワークの結節についても同様でございまして、新幹線新

駅の機能を十分に発揮させることは、観光面はもちろん、出張客の利便性の確保といった

経済活動の面でも大変重要なことであります。バス交通や鉄道、レンタカーといった交通

手段の多角的な検討も含めまして、この公共交通のネットワークのあり方についてはもっ

と議論を深めていく必要があるのではないかと思います。

次に、市街地・住宅の整備についてでございます。

中心市街地といいますと、どうしても商業の活性化という視点で議論が集まりがちにな

りますが、市街地での商店と住居スペースの快適な共同空間を検討して、積極的にまち中

に居住空間を設けることを図ってもいいのではないかというご意見がありました。

また、新庁舎建設に伴います市街地整備に対するインパクトや、市街地の公共施設の再

配置などについて、全体のグラウンドデザインとして何がしかわかるような記載が必要で、

新幹線新駅や道路整備と違い、新庁舎の建設については今後の市街地形成に向けた影響が

見えてこないことが気になるとの意見がありました。

コンパクトなまちづくりのためには、市街地の無秩序な拡大、いわゆる空洞化を防ぐた

めの土地利用策とともに、中心市街地の活性化はぜひとも必要であります。ユニバーサル

デザインに配慮し、生活しやすく、住みたくなる市街地を形成するに当たり、今後、この

ことが重要な課題になるのではないかと思われます。
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また、市街地におきましても空き家が目立ってきており、関係機関との連携により、そ

の対策が市街地の活性化のために必要となってくるのではないかといったご意見もありま

した。

また、高齢化に優しいまち、若者が戻ってくるまちという視点が、他の部会であったか

もしれませんが、当部会の都市基盤の分野においても、その取り組み、考え方があるべき

ではないかというご意見もございました。各部会ではそれぞれ各論で協議されており、必

ずしも共通の視点でつながった施策展開になっていないことが問題であるとの指摘があり

ました。

そのほかにも、安全・安心のために、安定した水道水の供給と災害に強い水道のための

対策の推進、市管理型の浄化槽設置による下水道整備率の向上など、都市基盤の整備にお

いて今後とも取り組んでいくべき課題が多々ございます。

市当局におかれましては、今後、第３章に掲げております総合振興計画基本構想のまち

づくり方針に基づき、市民一人ひとりが生活のゆとりや豊かさを実感できるまちづくりの

推進に向け、後期基本計画に位置づけられた施策を展開されることを期待するものであり

ます。さらに、全体を通しての大きなとらえ方を少し補足的に話させていただきますと、

後期基本計画５カ年を審議するとはいえ、やっぱり、これは２０年後、３０年後を見据え

た、長い時間軸の中からこの５年間を考えるべきだということ、また、我々は６部会の中

の１部会を担っているわけでありますが、これも、全体に関して横断的な、やっぱり意見

が言えるような、そういったものが必要で、どうしても近視眼的な見方にならざるを得な

いと、これはひとえに、部会長の力量不足が招いたことなんですけれども、次回の総合振

興計画の中では、こういったことも次に活かしていただきながら実現していただければと

思います。

以上です。

【川端会長】

どうもありがとうございました。

それでは、第４部会、森丘部会長、お願いいたします。

【森丘部会長】

それでは、第４部会の審議経過についてご報告申し上げます。
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第４部会では、総合振興計画まちづくり方針の第４章に位置づけられております、「健

やかに安全で安心して暮らせるまちづくり」をテーマとして、保健・医療の充実からごみ

の減量化・リサイクルの推進までの１１項目について協議してまいりました。

部会協議では、広範な分野で意見が交わされましたが、特に、近年、我が国において一

番大きなインパクトを与えた東日本大震災を教訓としまして、総合防災体制の充実や、地

域福祉の充実における地域コミュニティに関心が集まりました。

まず、自主防災対策のあり方について、今後は自主防災組織の連合組織化や、住民主体

による防災訓練が重要になってまいりますが、町内会等、一番小さな組織単位の現場では、

役員が年々かわることもあり、組織や活動を維持するための方策が必要であるといったご

意見がありました。万が一、大規模災害が発生した場合には、地域防災組織の活動が住民

にとって一番身近で頼りになるものであります。行政当局には今以上の活動支援を期待す

るものであります。

また、一般市民の防災意識は非常に高まっておりますが、身障者、高齢者といった援護

を必要とする方々への対応方法については、さらに検討が必要であります。災害時には要

援護者の現状把握が困難になることも想定しておかなければなりません。また、個人情報

保護の課題もありますが、地区消防団等、実際に救護に当たる組織が要援護者を把握する

体制が確立されていることが必要ではないかとのご意見もございました。

また、市内でも発生しております空き家対策に対する防犯、防災上の取り組みについて

も今後課題となってくるのではないかという意見がありました。行政としての取り組み方

を整理する必要があるかと思います。

地域福祉の充実の分野では、地域コミュニティー今後のあり方に関連して、民生委員、

児童委員について、現状の委員の配置数では、地区によっては、それぞれの家庭状況を把

握することが難しくなってきているというご意見がありました。国からの委嘱ということ

もあり、増員は難しいとのことでありましたが、社会福祉協議会等と連携してコミュニテ

ィを維持する体制について今後もご検討いただきたいと思います。

高齢者福祉の充実では、現在４０代から５０代のこれから高齢世代になっていく人の視

点を施策に取り入れていくべきではないかといった意見や、他分野との関連で、今後増え

るであろう買い物弱者への対応を、商業の振興だけではなく、この第４分野においても取

り入れて、協働体制の構築を課題として検討していくべきとの意見もありました。

ほかにも、少子高齢化が進行する中で、家庭と仕事の両立で悩んでいる子育て世代に対
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する支援として、育児不安の解消や、虐待防止のための育児相談や、情報提供の重要性に

ついて取り上げられ、子育て支援センターにおける相談事業に力を入れていくべきとのご

意見がありました。

そのほかにも、交通弱者に配慮した交通環境改善の視点から、通学路の歩道整備につい

てや、また悪質な不法投棄をなくすためのパトロールと監視について等々、多くの意見、

ご指摘があったところでございます。

市当局におかれましては、今後、第４章に掲げております総合振興計画基本構想のまち

づくり方針に基づき、安全で安心して暮らせるまちづくりを基本として、市民ニーズにも

十分配慮され、後期基本計画に位置づけられた施策を展開されますよう、期待するもので

あります。

以上です。

【川端会長】

どうもありがとうございました。

続きまして、第５部会、小島部会長、お願いいたします。

【小島部会長】

それでは、第５部会の審議経過報告をさせていただきます。

第５部会では、総合振興計画まちづくり方針の第５章に位置づけられております、「個

性と創造性を伸ばし豊かな心を育むまちづくり」をテーマとして、家庭教育の充実から国

際化への対応まで、６つの施策について協議してまいりました。

部会協議では、家庭教育の充実について、比較的多く意見が出されておりました。子供

に対する支援という面ではありますが、それだけではなく、親学び等、親に対する支援と

いう側面も重視していく必要があるのではないかという趣旨であります。

家庭教育の必要性が高まってきた理由として、核家族世代の増加や、地域活動で実施さ

れてきた親や３世代交流がだんだん縮小し、家庭や地域のつながりが希薄になっているこ

とがあると思います。子供の教育を担う家庭教育の充実や、相談体制の整備が今後求めら

れると思いますし、その課題への取り組みにあたっては、学校行事やＰＴＡ活動への親の

参加支援が、企業をはじめとして社会的に認められる必要があると思います。

次に、学校教育の充実については、部会においても、英語教育に力を入れている本市の
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特徴が評価されております。今後は、ただ伸ばしていくだけでなく、国際化への対応へつ

なげていくため、子供たち自身が英語の必要性を実感し、機会を増やして国際交流を実施

していく環境をつくっていくべきとの意見がありました。例えば、国際文化センター「コ

ラーレ」においても、そのような場が設けられております。子供たちに対して何らかの活

用ができればと思います。

また、現在、小中学校施設の耐震大規模改造が計画的に実施されておりますが、特に老

朽化が進む桜井中学校については、生徒が安全・安心に学べる教育環境を早期に実現する

ために、着実な整備が期待されています。

文化・スポーツの振興においても、美術館やコラーレ、そして、総合体育センターなど

の利用を増やす施策をもっと積極的に推進すること、施設利用の利便性を向上させること

により文化、スポーツに携わる人々を増やし、活動の推進を図っていくとの意見が出され

ています。

次に、国際化への対応では、近年、多文化共生という言葉があるように、今までのお互

いの国と国の違いを知ろうという意識から、同じ地域で一緒に住む上で、それぞれの文化

の違いを受け入れようという意識に変わってきています。本市におきましても、イベント

に参加するだけでなく、日常生活の中で交流があってもよいのではないかと思います。そ

のような趣旨のもと、国際交流の促進を図られることを期待します。

また、他分野からのご意見もいただき、地元企業のもっとすぐれた技術や伝統産業など

を市民や子供たちに理解していただくために、教育の面での位置づけから学校教育の充実

に記載させていただきました。

人々の価値観やライフスタイルが変化する中で、市民一人ひとりが心豊かな人生を送る

ために、個性と創造性を持った人材をはぐくむ環境が必要であります。

市当局におかれましては、今後、第５章に挙げております総合振興計画基本構想まちづ

くり方針に基づき、後期基本計画に位置づけられました施策を展開されますことを期待す

るものであります。

以上で終わります。

【川端会長】

どうもありがとうございました。

それでは、最後に、第６部会の長谷川部会長、お願いいたします。
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【長谷川部会長】

それでは、第６部会審議経過についてご報告申し上げます。

第６部会では、総合振興計画、まちづくり方針の第６章に位置づけられております、「地

域と行政が一体となったまちづくり」をテーマとして、市内外との連携・交流の促進から

健全財政の推進まで、６つの施策につきまして協議してまいりました。

部会協議では、さまざまなご意見が出ましたが、比較的多かった事項について申し上げ

たいと思います。

まず、市内外との連携・交流の促進についてであります。

北陸新幹線の開業を控え、交流人口の増加が期待される中、定住、半定住の促進を図る

ために、市内の空き家情報の提供と発信が必要であり、交流推進に向けた活用のための環

境づくりが必要であるとの意見がございました。しかしながら、全国的には、防犯、防災

の面から空き家対策の必要性がクローズアップされております。今後、どのような対応が

必要か、検討する段階にあると思います。

次に、開かれた行政への取り組みとして、タウンミーティングのあり方についての意見

も出ておりました。毎回同じ参加者で、女性が発言しづらい雰囲気があることや、開催回

数や各種団体向けの開催など、もう一工夫していただき、きめの細かい開催方法を検討す

る必要があると思います。

また、情報公開の推進について、市の情報自体は必ずしも閉じられているものではなく、

みずから得ようと思えば集められる状況にあり、むしろ、行政に参加しようとする意識や、

いろんな施策についていかに関心を持ち、自分のまちをよくすることに対する意識の啓発

を図ることが大事ではないかというご意見がありました。その意識の啓発のために、イン

ターネットやタウンミーティング以外にも、市の広報を市と市民の双方向のやりとりの手

段として活用することを検討してみてもいいのではないかというご意見もありました。市

民の意向の反映方法については、より工夫、検討くださることを期待するものであります。

次に、男女共同参画の推進についてであります。

本市におきましては、男女共同参画推進員の活動や、男女共同参画都市宣言の普及、啓

発等によりまして、共同参画の趣旨が徐々に浸透しつつあるのではないかと思います。今

後は、地域全体が連携した共同参画社会を構築するために、仕事と生活の調和を図ること、

いわゆるワーク・ライフ・バランスを推進していくことが重要であります。部会では、育
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児休業制度の取得支援について働きかけが必要との意見があり、事業者の方々に対するメ

ッセージとして盛り込んだところであります。

また、計画的行財政の推進については、指定管理者施設の割合を増やすことについて、

効率的な行政運営の推進のためだけではなく、行政サービスの質的な向上の支援について

あわせて行ってほしい旨のご意見がありました。

次に、健全財政の推進について、指標とする実質公債費比率についての議論がありまし

た。今後、大型事業が続く中で、市債残高は市民にとって関心が高いところであります。

臨時財政対策債など、国の財源措置の振りかえとして発行される市債もあり、確かに、市

債残高だけを見て、多い、少ないと判断することは難しいことは理解できますが、新たな

指標とする実質公債費比率については、計画書や広報の掲載などを通じ、市民に対し丁寧

な説明に努め、理解を得ていく必要があると思います。

本市の行政を取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少の進行のもと、市民ニーズの多様

化、高度化に対応した透明で質の高い行政サービスが求められております。市当局におか

れましては、今後、第６章に掲げております総合振興計画基本構想のまちづくり方針に基

づき、市民と行政が一体となったまちづくりを基本とされ、後期基本計画に位置づけられ

た施策を展開されることを期待するものであります。

以上でございます。

【川端会長】

どうもありがとうございました。

ただいま、各部会長さんから各部会の審議過程につきましてご報告をいただきました。

委員の方々には大変ご熱心に協議をいただきまして、いろんな提案を出していただいた

ことに感謝を申し上げます。

そういった中で、松野部会長、大橋部会長からも話がありましたように、やっぱり部会

横断的な、そういう考え方といいますか、６つの部会に分かれてはおりますけれども、そ

れぞれ関連したものがたくさんありまして、私も部会に参加して話をさせていただきまし

たが、その１つの部会だけではなかなか判断といいますか、いろいろと調整が難しいもの

も出てきたように思いました。その辺は少し工夫が必要かなというふうにも思いましたけ

れども、そのあたりは策定委員の皆さんのほうで考慮いただきながら、いろんな提案をま

とめていただいたというふうに考えております。
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ただいま報告をいただきましたけれども、今の報告につきまして、委員の皆さんから何

かご意見がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。

ないようでありますので、報告事項第２番目の各部会の審議経過については以上とさせ

ていただきます。

続きまして、報告事項３番目、パブリックコメントの結果について、事務局より説明願

います。

【 説 明 】

【川端会長】

どうもありがとうございました。

ただいま、パブリックコメントの結果と、それに対応する形での説明をいただきました。

パブリックコメントの件数が少なかったようでございますけれども、提出された意見につ

いてはしっかりと受けとめて進めていくということでございます。

今のパブコメの結果についてご質問があれば、お願いいたします。

よろしいでしょうか。

それでは、報告事項３番目のパブリックコメントの結果については以上とさせていただ

きます。

続きまして、協議事項１番、後期基本計画答申（案）についてでございます。

事務局のほうに説明を願います。

【 説 明 】

【川端会長】

どうもありがとうございました。

ただいま、事務局から、後期基本計画答申（案）について説明がありましたが、これに

つきまして、皆さんのご意見をいただきたいというふうに思います。

いかがでしょうか。

なければ、皆様に配付してあります黒部市総合振興計画後期基本計画（案）をもちまし
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て市長に答申するということにして、その答申文について、委員の皆様方にご確認を願い

たいというふうに思います。

それでは、確認のため、事務局のほうで案文の朗読をお願いいたします。

【 朗 読 】

【川端会長】

ありがとうございました。

ただいま、事務局から答申文について朗読をいただきましたが、この内容でよろしいで

しょうか。

異議がなければ、拍手により承認をお願いします。

（ 拍 手 ）

【川端会長】

ありがとうございます。

それでは、この内容で、この後、市長に答申をしたいというふうに思います。

それでは、以上で協議事項のほうは終了いたしました。

事務局から、その他について、何かありましたらお願いいたします。

【 説 明 】

【川端会長】

どうもありがとうございました。

ただいま、説明がありましたその他の項目について、ご質問があればお伺いします。

よろしいでしょうか。

ないようですので、以上をもちまして、本日の議事は終了させていただきたいというふ

うに思います。

議長の役目も終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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【事務局】

川端会長、どうもありがとうございました。

それでは、ここで一旦休憩をとらせていただきます。その後、後期基本計画（案）の答

申を行います。川端会長から市長に対しまして、計画案の答申をお願いしたいと存じます

ので、会場におられる皆様方におかれては、１１時ちょうどに再びご参集くださるよう、

お願い申し上げます。

以上でございます。

（ 休 憩 ）

【事務局】

委員の皆様方には、休憩前に引き続き、ご出席ありがとうございます。

それでは、先ほどの審議会全体会でご確認いただきました黒部市総合振興計画後期基本

計画（案）につきまして、審議会委員を代表いたしまして、川端会長から堀内黒部市長に

答申いただきたいと存じます。

川端会長と堀内市長は正面後ろのスタンドマイクの前にお進みください。よろしくお願

いいたします。

【川端会長】

昨年１０月に市長から諮問されました総合振興計画後期基本計画の策定について付託さ

れ、以来、約１０カ月かけまして各委員の皆さんが真剣に討論、協議されまして、今回、

答申がまとまりました。朗読させてもらいまして、答申とさせていただきます。

黒部市長、堀内康男様。

黒部市総合振興計画審議会、会長、川端康夫。

第１次黒部市総合振興計画後期基本計画（案）の策定について。

答申でございます。

平成２３年１０月３１日付け黒企第２３８号で貴職より当審議会に諮問がありました第

１次黒部市総合振興計画のうち後期基本計画につきまして、慎重審議の結果、別添のとお

り答申します。

なお、貴職におかれましては、本計画の推進にあたり、特に下記の事項に配意されます
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よう申し添えます。

記。

本市の目指すべき将来像「大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部」の実現の

ために、エネルギーの有効活用、北陸新幹線開業と新庁舎建設を契機とした活力あるまち

づくり、防災体制の整備・充実、少子高齢化（人口減少）への対応といった視点から、後

期基本計画の着実な推進を図り、社会情勢の変化や市民ニーズを的確にとらえ、時宜にか

なった施策の遂行に努められたい。

【堀内市長】

ありがとうございます。

【事務局】

それでは、堀内黒部市長より審議会委員の皆様へごあいさつ申し上げます。

【堀内市長】

皆様、大変お疲れさまでございます。

今ほど、川端審議会長から黒部市総合振興計画後期基本計画（案）の答申をいただきま

した。

今ほど、会長のほうからお話がありましたとおり、皆さん方には、昨年１０月から約１

０カ月間にわたって熱心にご議論いただき、後期基本計画をまとめていただきましたこと

に対して大変うれしく思っておりますし、お集まりの皆様方すべてに対して心から敬意と

感謝を申し上げたいというふうに思っております。

黒部市が宇奈月町と合併して７年目に入っております。私たちは、合併当初から、この

合併という大きな変化と、そしてまた、北陸新幹線開業に向けたこのビッグチャンスをど

う活かしていくかということで、新しい黒部市のまちづくりの総合振興計画をしっかりと

まとめていきたいというふうに考えておりまして、平成１９年９月に基本構想をまとめて

いただき、そして、その基本構想に基づいて１２月には前期基本計画をまとめていただき

まして、それの実現に向けて鋭意努力をし、約５年がたったところでございます。

その後の振興計画をまとめるにあたって、私も幾つかの点について注意しなければなら

ないというふうに考えておりまして、１つは、この総合振興計画は、地方自治法の中で基
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本構想をまとめるということは法律で決められていた計画でありまして、全国のすべての

市町村はこういう計画を立てていたわけであります。ただ、一方では、立てることが義務

づけられていたわけでありますから、どちらかというと、総花的といいますか、いろいろ

な専門家の方に計画をまとめていただいて、どこの市町村も似通った計画を立てていたと

いうのが現実でありました。

そういう中で、先ほど言いました、大きなチャンスを活かしていくためには、やはり、

この総合振興計画というものは大変大事だというふうに考えておりまして、やはり、その

ためには皆さん方のそれぞれの考えに基づいて、手づくりでできるだけ計画をまとめたい

ということと、もう一つは、実効性を重視したいと。

この実効性を重視するというのは、その当時は、平成２０年度から平成２９年度までの

１０年間の財政見通しを踏まえた上で、この１０年間、何をしなければいけないのか、何

をしたいのか、そして、それを前期、後期に分けて５年間の基本計画、そしてまた、実施

計画を策定して、できるだけ年度において平準化しながら、財政見通しというのは、当然、

そんなにでこぼこ、山や谷があるわけではありませんので、できるだけ平準化しながら、

円滑にさまざまな事業、課題を進めていきたいということを考えておりました。

もう一つは、やはり、新幹線の開業に基づいて、黒部市は大変大きな事業を幾つも計画

しなければならないということもわかっておりましたので、その大きな課題の実現と、そ

して、もう一つは、財政の健全化というものの両立をどうしたらできるのかというような

ことを考えておりまして、最重点課題あるいは重点課題、それぞれは皆さん方、よくご理

解いただいておりますが、それはおおむね順調に、これまで５年間、進めてくることがで

きたのではないかなというふうに思います。

一方、財政の健全化はどうなっているかといいますと、やはり、平成２０年度にこの総

合振興計画がスタートした年度においては、実質公債費比率がよく言われるわけでありま

すが、３年平均で２２.０％でありました。それが、平成２３年度決算におきまして、今現

在、１９.５％まで逓減といいますか、改善が進んでまいりました。２.５％ほどの減とな

ります。平成２３年度単年度では１８を切りました。おそらく、このまま事業の実現と財

政の健全化の両立に注視しながら進めていければ、平成２６年度ぐらいには、３カ年平均、

国の指針は３カ年平均となりますので、３カ年平均でも、１８％を切ることができるので

はないかというふうに思っております。

そういう意味では、新幹線新駅周辺都市整備、あるいは新庁舎の建設などなど、たくさ
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んの大きな事業が山積し、それの実現に向けて今は鋭意努力しているわけでありますが、

そういう意味では、皆さん方にまとめていただいた計画というものは着実に実現すること

が可能ではないかというふうに思っているところであります。

ただ、一方で、今、昨年度の東日本大震災による影響などで防災意識をどうするのか、

防災体制をどう整えるのかと、あるいは、エネルギー問題をどう考えていくのかというこ

とを、あるいは、少子高齢化がこれだけ現実のものになってきて人口減少の社会という状

況で、やはり、私たちの家族とか家庭、そして、この地域のコミュニティーなどが大きく

変わっていく、これからもますます変わっていくだろうというふうに思います。そういう

意味では、自分たちの地域のあり方そのものが見直されなければならなくなってまいりま

すし、また、それぞれのライフスタイルといいますか、生活の仕方というものをこれから

やはり見直していかなければならない、そんな大きな変化のときを迎えたのではないかな

というふうに思っております。

そういう中で、本日は後期基本計画の答申をいただきました。今ほど、何点かご意見も

ありましたが、当然、そういうことにも十分注意をしながら、ただ、一方では、この合併

という大きな転換期、そしてまた、新幹線開業が２年半先に迫ってまいりましたので、こ

の新幹線の開業をどうやってこの地域の活性化に活かしていくかということも大変大きな

課題でございますので、そういうことをしっかりと踏まえながら、このビッグチャンスを

活かすということを、また、いろんな、やはり防災関係など、心配しなければならない点

もたくさんありますが、そういう地域の密着した問題などに対してもしっかりとお応えさ

せていただきながら、このチャンスを活かすビッグプロジェクトをしっかりと進めてまい

りたいというふうに考えているところでございます。

皆さん方には、ほんとうにこの黒部市の将来のまちづくりに向けた熱心な議論をしてい

ただきまして、大変心強く思っているところでございます。この後は、行政だけではこれ

らの計画を実現することは、それは不可能でございますので、地域の皆さん、あるいは企

業の皆さん方としっかりと連携をし、協働のまちづくりを進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、計画はつくっていただきましたが、皆さん方もこれで計画をまとめ

たので終わりということではなくて、引き続きのご理解、ご支援を賜りますことと、改め

て、この熱心な議論、ご苦労に対して心から感謝を申し上げて、お礼のごあいさつにさせ

ていただきたいというふうに思います。

ほんとうにありがとうございました。
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【事務局】

これをもちまして、黒部市総合振興計画審議会第３回全体会を閉会いたします。委員の

皆様には、長期間にわたりご審議を賜り、まことにありがとうございました。

―― 了 ――


