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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第11回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 7月 28日 

日 平成 28年 7月 19日(火) 時間 13:30～15:50 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次糸魚川市総合計画修正案について 

・その他 

 (1)次回の会議日程について 

 (2)その他 

出 

席 

者 

【委員出席者 17人】 

飯田芳之、仲林正之、瀬下忠彦、古畑伸一、加藤政人、串橋静江、神喰正秀、 

黒坂アイ子、水島喜代一、渡邉文恵、山田卓也、鈴木秀城、岡崎忠雄、 

中嶋千代子、綱島喜代子、渡辺文夫、磯野幸枝 

【委員欠席者 ６人】 

渡邉秀幸、渡辺秀彦、朝日仁美、龍見和弦、松本利恵、横澤富士子 

【事務局出席者 15人】 

金子総務部長、斉藤産業部長、岩崎市民部長 

総務課渡辺補佐、健康増進課伊藤補佐、商工農林水産課池田補佐 

こども課磯野補佐 

定住促進課 斉藤課長、小林補佐、杉野係長 

企画財政課 藤田課長、有水補佐、嶋田係長、小杉主査、池亀主査 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 １人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:30） 

・企画財政課嶋田係長により進行。 

     

２ 会長あいさつ 

  皆さんごめんください。中間答申から２か月以上経ちました。この間、市議会、住民説

明会、地域審議会、パブリックコメント等が行われ、素案に対するご意見・ご質問をいた

だき、それらを踏まえた修正案について、審議を進めさせていただきたいと思います。 

  今回と次回と残すところ２回となりました。皆さん、最後までよろしくお願いいたしま

す。 

 

３ 審議事項 

・以降、総合計画条例第６条第１項の規定に従い、中嶋会長に議長をお願いし進行。 

 

（１）第２次糸魚川市総合計画修正案について 

・企画財政課小杉主査から、資料№１に基づき、提出のあった意見や庁内での検討を踏まえ、

修正した内容について説明。 

 

○基本構想案について 

【質疑】 
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（委員） 

 ５ページの将来指標のところに関して、国勢調査の詳しい数値は教えてもらえるのか。 

（事務局） 

 平成 27年国勢調査の全体人口は、速報値として44,161人という数字が出ている。その内

訳の年少人口、生産年齢人口、老年人口別の数字は公表されていない。 

 来年の２月頃には、５歳刻みの細かいデータが公表されると思うので、その時点ではある

程度正確な将来人口の推計が可能である。 

（委員） 

 前文の文章を見たときに、何か言い訳っぽいような表現と感じる。「公表されていないこ

と」とか「予測は極めて困難な状況」といった表現は、市民の方からみてどうなのかと思う。 

結果がまだ分からないという部分もあるかと思うが、表現の仕方を見直したほうがよいので

はないか。 

（会長） 

 ありがとうございます。ご意見ということで、事務局のほうで見直しをお願いする。 

（事務局） 

 委員の意見に関連して、6 月 29 日に総務省が国勢調査の１パーセント抽出による集計に

より、全数調査に近い数値として年齢３区分別の数値を公表しているが、あくまでも１パー

セント抽出であり、市町村別には公表されていない。もし近いとすれば、そういった数値も

参考にはなるが、計画の中に盛り込めるかといえば難しいと思う。表現については見直しさ

せていただく。 

 

○基本計画（第１章 子育て支援・教育分野） 

【質疑】 

（委員） 

36ページに20代・30代の未婚者数の状況が載っているが、40代・50代の未婚の方も大

勢おり、そういう方への婚活などのアイデアはないか。 

（事務局） 

若い方の婚活に一生懸命取り組んでいるが、言われるように、若干遅れた方への婚活支援

も必要だと思う。そういう方はそれなりの理由があるとは思うが、これから計画しているの

は、年齢が高くなってしまった男性のセミナーを開催し、婚活に結び付けていく。また、親

御さんに対するセミナーなども合わせて開いて婚活に結び付けていきたい。 

（会長） 

 表を 30歳代までとした意図はあるか。今、言われたように、40代の未婚の方も多い状況

であるが。 

（事務局） 

 当初、若者への婚活支援としていたため、トピックのデータもそうなっている。やはり、

子育て世代をメインに考えており、この年代としている。今でいくと、希望する男女として

いることもあり、年齢層を増やして考えたほうがよいのかもしれない。記載するデータにつ

いては検討させてください。 

（委員） 

 聞き逃したのかもしれないが、32ページ、34ページのところに、写真がない。また、54

ページからの３項目についても同様である。あえて写真がないのは、何か意図があるのか。

できれば、全部入れて統一したほうがよいのではないか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。手ごろな写真がないため、このような状態であるが、できれば入

れたいと考えている。また、住民説明会で、写真には状況がわかる解説（キャプション）を
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入れたほうがよいとのご意見をいただいておりますので、そういう形で統一をさせていただ

きたい。 

（委員） 

 序章が新たに追加されたということで、どういう意味合いで作られているのかわからない

が、25 ページの３行目に、ここだけ「コミュニティバスなどで結んだり」と具体的な手段

が入ってきている。序章というものの意味合いが、「など」という表現もあるので良いのか

もしれないが、もう少し抽象的な表現としたほうが、後半に具体的なものが出てくると思う

ので、ここでは縛られない表現にしたほうが良いのではないか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。こちらの序章については、１章から６章までの施策を取り組む上

で基本となる考え方をまとめている。地方創生、人口減少対策の取組を進めていく一方で、

人口減少していくことを事実として捉えて、そちらへの対応もしていく、相反する取組をバ

ランスよくやる必要があるというところで、１章から６章までの取組においても、そういっ

た視点を踏まえながら、施策を展開していくこととしている。 

 また、公共施設のあり方とかも各章に関連するものであり、どこかの章で触れて終わりと

するのではなく、全章に関わる分野については、序章という形でまとめたものである。 

 今ほど、ご意見をいただいたとおり、あまり具体的になりすぎて施策が縛られるような表

現になってしまうと、基本計画において支障があることも考えられるので、言葉の部分につ

いては見直しをさせていただく。 

（事務局） 

 若干補足すると、前までの１章から６章まではどちらかというと縦系列の施策になるが、

その他に、糸魚川市の喫緊の課題である「人口減少対策」と「人口減少に対応したまちづく

り」を当面重要な課題として捉えている。それが横系列の施策ということで、縦と横が組み

合わさる形で、今後の施策を進めていきたいという思いを序章という形で入れたものであ

る。 

 

○基本計画（第２章 健康福祉分野） 

【質疑】 

（副会長） 

 47 ページの③に「プールの整備に向けて調整します」とあるが、意味合いがよく分から

ない。プールが利用されていないので利用調整をするということなのか、あるいはこれから

プールをどんどん作っていくという意味なのか。 

（事務局） 

 青海のハピネスに、以前から健康づくりのためのプール構想があるが、いろんなところに

プールがあるということで整備していない。実際、サンドリーム青海では、水泳教室の参加

者が年々増えているし、アネックスの水中運動教室も利用者が増えている。特に、サンドリ

ーム青海については、30 年以上経ち老朽化も激しいことから、新たに整備が必要ではない

かということで、水泳教室だけでなく水中運動教室もできるような形で、具体的にはハピネ

スの辺りで整備できないかということで記載しているものである。表現が分かりにくいとい

う点については検討させていただく。 

（会長） 

 そのようにお願いします。 

（委員） 

 49 ページをお願いします。安心できる医療体制の充実の具体的な施策のところで、２点

挙がっているが、この会議でも再三お願いしていたことだと思うが、地域医療の体制づくり

は非常に厳しい状況であって、｢充実｣は大変なのではないかという話もさせていただいてき
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たが、ここでは「充実」としていくのか。 

 地域医療体制は、市民への働きかけの施策がとても大事で、市民自身が地域医療について

どのように考えているか、地域に出向いて、地域医療の現状を知ってもらうというような活

動を具体的にどのように進めていくのか。 

（事務局） 

 ご意見のとおり、医師の偏在とか医師の確保が大変な中で、まずは維持をしなければなら

ないが、それを補うという点で、医療器具等の施設整備を図ることで充実も進めている。も

う一点提案のとおり、特に、救急医療体制の維持については、市民の皆様からご理解いただ

く中で、かかりつけ医を持っていただき、適正な救急医療の受診をしていただく必要がある。

それについては、地域医療フォーラムや出前講座を行う中で、周知していきたい。 

（委員） 

 分かりました。糸魚川地域の医師会の中では、この糸魚川地域の医療体制について、各地

域の医師会では、いろんな健康課題とか医療問題についての細かい分野で検討されてきてい

るかと思うが、例えば在宅介護についても、訪問診療してくれる医師がいなくなっていると

いうような大きな問題がある。在宅への移行という話もあるが、実際に医師の確保ができて

いなければ、在宅介護はできないので、そういった問題を解決するために、地域医師会と行

政とで何ができるか、検討がなされている地域も多くあるが、糸魚川市はなかなか受入れが

消極的というか、なかなかできにくい状況を感じているがいかがか。 

（事務局） 

 今後、在宅福祉、在宅医療への移行をしていかなければならない中では、糸魚川市の医師

会と福祉関係者が連携を取りながら学習会等をする中で、在宅医療に向けていろいろと取り

組んでいる。安藤先生とかが中心となりながら、在宅医療に向けて勉強会をする中で、医師

を増やす取組を進めている。言われるように、課題としては、高齢になると訪問診療が大変

になるので、特に糸病関係には若い医師もいることから連携していくことが必要だと考えて

いる。 

（委員） 

 魚沼地域でも、地域の医師が６名体制でチームを組んで、訪問診療の体制を作っている。

偏在する先生方で、例えば、青海の地域でも先生が高齢化して、往診できないと言われてい

る患者も実際おられる。そうなると、入院を余儀なくされるという状況になり、医療費の高

騰につながってしまうと思うので、ぜひお願いしたい。 

（会長） 

 この会で、そういった意見が出たということで、福祉のほうなどでもっと掘り下げた回答

があるかと思うので、そちらのほうで十分に対応していただけたらと思う。 

 

○基本計画（第３章 産業分野） 

【質疑】 

（委員） 

 68 ページ。現状と課題で、地魚の市内消費量は１割程度とあるが、活力ある産業の振興

という意味では、もっと外に出したほうが良いようにも感じられる。その１割程度が、市内

の人口のどのくらいにあたるのか、もっと消費したほうがよいのかが分からないが、この文

章自体が、課題としてそれを解決する具体的施策になったときに整合性がとれなくなるよう

な感じがするので、検討していただければと思う。 

（事務局） 

 文章の表現については持ち帰って検討したい。多くが外へ出て行ってしまうというひとつ

の課題としましては、地元で取れた魚は、地元の市民から召し上がっていただきたいし、ま

た、それを楽しみに外から糸魚川へ観光においでになって、魚を食べていただくことも必要
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だと考えている。ご意見はうけたまわり、表現については検討させていただく。 

（委員） 

 60 ページの女性の就業率についてだが、高等学校が中心になっていて、その他進学もと

書いてあるが、男性についても女性についても、大学を出た後の就職率について全然書かれ

ていない。糸魚川市は高校の就職率だけで考えているのか。 

（事務局） 

 このトピックには高校生の数字しか載せておりません。大学や専門学校を卒業した後、ど

ちらへ就職されたとか、また、一旦東京なり都会で就職されて、その後どういう形で戻って

こられているのかなどについては、まだ実のところ、詳細につかめていない部分がある。今

後、就職先、またどの程度戻ってきているのかの把握に努めたい。 

（委員） 

 Ｕターンというよりも、就職の門を広げてほしい。男性にしても、女性にしても、それが

人口が減らないということに一番つながると思う。 

（事務局） 

 雇用の場の確保ということかと思うが、それについては努力をしておりますが、なかなか、

大学なり専門学校を出て、就職をしていただく、またそれに見合う就職先がない現状である

が、市としては雇用の確保に努めていきたい。 

（委員） 

 よろしくお願いします。 

（委員） 

 先日、長野のほうへ集会に行ったとき、長野県の人たちが糸魚川にホタルイカをすくいに

来たがなかなか上がらなかったそうだが、帰ろうとしたらホタルイカが少し捕れて大変良か

ったという話を聞いた。糸魚川によく来ますかと聞いたら、魚を買いに行くと聞いた。ホタ

ルイカは糸魚川の漁協関係では漁をしている人がいない、定置網もやっていない。漁業関係

者はタラとかエビはやっているけど、ホタルイカはやっていなくて、ホタルイカは糸魚川が

北限で、姫川港から直江津のほうへは行かないと言われており、そういう特産品を生かす方

法はないのかと思う。遊漁の方たちは小さい船で、時期になると堤防の先まで出て捕ってい

るが、漁業関係者は捕っていない。遊漁の方たちが捕った魚は市場に出してはいけないとい

うことになっていて、皆さん近所に配って終わりになって、流通しない。ところが、長野県

から来た人たちは、車にいっぱい捕って、長野県へ行って旅館等へ卸して流通している。そ

ういう点を考えたら、糸魚川でも漁協関係者も規制するだけなく、捕れたものはどんどん市

場へ持ってくる、自分たちで加工して売れるような形をとっていただく（ことができるとよ

い）。農協関係は、山菜でも何でも自分で採ってきたものは、出せばいくらでも受けて売っ

てくれるが、漁協関係はそういうものがない。長野県から来て、今日はホタルイカが捕れな

かったというときも、加工したホタルイカを買って帰るかというくらいになればよいが、そ

ういうのがなくて、来たらゴミだけ置いて帰っていくという状況では具合が悪い。その辺り、

これからどういうふうに水産業の発展を目指していくとしたら、何か活用していただけたら

と思う。 

（事務局） 

 いただいたご意見については、正直考えたことはなかったが、言われてみれば確かにそう

だなという感じがしている。ホタルイカ一つとってみても、確かに糸魚川の漁師については

ホタルイカ漁をしていないし、個人での楽しみの範囲でしかないと承知をしている。いただ

いた貴重な意見につきましては、水産業の振興に生かしていきたいと思う。 

（副会長） 

 65 ページの農業のことだが、具体的な施策の方向で、担い手の育成と経営の安定という

ことで、「次世代を担う若い担い手を育成するため」ということで、この中には、効率化と
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か共同機械化という部分が上がっているが、農業収入を上げていかなければ、実際に農業に

就いていく人はなかなかいないだろうと思う。実際に周りを見ると、今の担い手は相当高齢

化している。その人たちがやめれば、ほとんど農地は荒れる、農業をやっていかないという

ことになる。その農地は１～２年経てばもう、茅が生えたり、すごい景観になってしまう。

今、あちこちで農業を守っていこうということで取り組んでいるが、なかなか担い手さん自

身が高齢化していて、実はこの間、糸魚川市の支援センターで農業懇談会がそれぞれの地区

で行われて、話し合いがされている。自分は別の機会があって参加できなかったが、聞くと

ころによると、今後の農業についての話は何もなくて、向こうからの一方的な伝達事項が中

心だったということであった。この辺りは、協働のとりくみの中に「地域の話し合いを支援

します」と、ここをものすごく大事にして、本当にみんなで考えていかないと、農業自体と

いうか、自然環境自体が守られなくなる、地域が成り立たなくなるというような危機感を覚

える。今やってくださっている人たちが、そのまま続けられればよいが、高齢化してなかな

かできなくなってくるという部分を、会社組織でやっているところもあり、根知の小田島建

設さんだとか、谷村の農業公社さんであるとか。農業公社さんに聞くと、早く収益を上げな

いとということで、もう撤退していきたいというような話もちらちら聞く。そうすると、地

域で組織を作って守っていくというようなことを今後考えていかなければならない。そうい

う部分で、市としてどういうふうに取りまとめて、話し合いをみんなでしていく、話し合う

ための支援をしていただきたい。中身については、大変いいことを書いてあるが、具体的に

そういう部分を充実してやっていく必要がないのかなと思う。 

（事務局） 

 ありがとうございました。古畑副会長のおっしゃるとおりだと思う。地域農業懇談会につ

いては、春と秋に市内 14箇所で開催しており、だんだん集まる人も少なくなり、内容もこ

ちらからの伝達事項になっていることも承知をしている。本来の目的はそうではなくて、地

域の人的資源、農地の条件がありますので、それを地域でどの農地をどういう風な形で残し

て、どの担い手がその農地を預かるのかというところまで踏み込んだ内容につながる、そん

な地域農業懇談会にしたいと考えているが、ご指摘のような内容である。また、平成 26～

27年度に始まりました日本型直接支払制度についても、多くの面積を対象としているので、

例えば、中山間の直払いであれば自由にお金を使える。地域でまとまりさえすればそのお金

を有効に農業に使えるということである。その辺りについては、市のほうからも早め早めに

地元のほうへ投げかけて具体的な行動に移るようにしていきたい。 

（副会長） 

 今の話で、だんだん参加者が少なくなったのは、毎回同じ話の伝達事項だということで、

行ってもしょうがない、また今回もこんな話だったというようなことも聞いたので、ぜひ今

言われた内容の部分を、農業に危機を持っている方も結構いらっしゃって、本当に話し合わ

なければならないと感じている方もいらっしゃるので、そこを掘り起こしてやっていく必要

があるのかなと感じている。 

（委員） 

 71ページの企業の競争力の強化で、「産学官金労言連携など」が分かりにくい。 

（事務局） 

 今、全国をあげて地方創生という取組を進めている。その中では、今まで産学官連携とい

う言葉しか使われていなかったところ、金融機関であったり、また労働団体であったり、ま

た言論等マスメディア、マスコミ等も連携して地方創生に取り組む必要があるということ

で、国のほうでも今のところ産官学金労言という言葉を使っている。確かに一般的な市民の

皆様が使う表現かどうかというところをもう少し踏まえる中で、適切な表現があるか、また

別の表現ができるようであれば考えたいが、今のところ、地方創生の取組の中ではこういっ

た言葉もだんだん使われてきているということもご理解いただきたい。 
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（委員） 

 先程、委員もお話になったが、私も何が課題か、例えば定住人口とか人口問題にしても、

今ここで高校の卒業生を地元で受け入れるというのは、ある程度希望者についてはほぼ充足

されている。もちろん、個人の自由があるから県内へ出たい、東京で働きたいと思う高校生

がいても良いと思う。一番は、地元で働きたいと思っているのに、地元で働けないというこ

とは無くすべきだと思う。人口が減っていく中で、専門学校、短大、大学へ出ていって、本

当は戻りたいんだけど、就職口がないというのが多分大きな課題の１つではないかと思う。

その辺の認識をやっぱり持っているのか、持っていないのか、私はそうではないかなと思っ

ているが、自分で企業をやっていて、自分たちの責任もあると思うが、地域全体としてその

辺を課題として取り上げていかないと、例えば、大学へ行って外へ何人行っているとか、何

人帰ってきているかわからないというのは言い訳みたいで、やろうと思えばある程度、協議

会とか、卒業生の数とかを見れば推計はできると思う。その辺をやっていくことが、やはり

人口問題で 22歳のときにボコっと減るというのは、それまでは住民票を地元に持っている

んだけれど、働いたとたんに職場のところに住民票を持っていくということだから、そうい

うところをどこかに書いてあればよいのだが、その辺の課題が書いてあるのでしょうか。 

そういう大学生、専門学生、短大生を雇用の場なり、人口問題のところでもよいが、取り組

んでいかなければならないということを書いているか。 

（事務局） 

 問題なのは、地元に戻りたいのに戻れないのが一番気の毒な状況だと思う。そういう認識

は持っているが、内容をもう一度精査した上で、そのあたりを十分伝わるようにしていきた

いと考えている。 

（会長） 

 もう一点、高校を卒業して大学へ行って、その後どのくらいの人が戻ってきたのか、そう

いった数字についても委員が聞かれたと思うがどうか。 

（委員） 

 そういった数字も調べれば調べられないことはないのでないかと思うので、まずそういう

ところから、何人行って何人戻ってきているのか、戻りたいのに戻れない人が何人いるのか

をデータとして押さえられると、今後の施策の上で有効ではないかと思う。そこは努力して

もよいのではないかと思う。高校の先生がたの協力を得ないとできないかも知れませんが。 

（事務局） 

 委員が言われたことは、地方創生、人口減対策としても非常に重要な視点であると我々も

捉えている。これまでなかなか、大学、専門学校等進学したいということで、そういったと

ころで学びをされて、その上で地元へ戻って就職をしたいという方が必ずおられるわけだ

が、その辺が行政だけの取組というわけではないが、行政側もそういった部分にもっと地元

情報、就職情報を提供して、学生時代の就職活動において地元の情報をもってみていただい

て、選択肢を広げてもらう、できれば糸魚川へ帰ってきてもらいたいという思いも込めて、

若者求人情報発信事業に取り組んでいる。これらを、高校の段階で、高校との連携も必要に

なるが、親御さんにもご理解をいただいて、大学なり、専門学校を卒業した段階でどういう

ところに就職されたか、市内に帰ってきていただける方、残念ながら希望の職種がないため

に東京に就職されるということも、100％ではなくても傾向として行政も把握しておく必要

があるのではないかと思う。どういうものが足りないのか、どういう業種が希望されている

のか把握しておく必要があり、職安との連携にもなるが、新たな方向へ展開してみたいとい

うことも、この中で考えている。Ｕターン、Ｉターンを含めて、ぜひ地元の方、出身の方か

ら、地元へ戻っていただくということも非常に大事な取組だと思っているので、少し角度を

変えて取組をしてみたい。 
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（委員） 

 決して行政だけでなくて、一番は、魅力ある企業になっているかが大事なことであると思

うので、我々もそういう指標を真摯に受け止めてやらなければならないところは大いにある

と思う。 

（委員） 

 77 ページをお願いします。この中に入れるかどうかはともかく、以前から、観光客をお

もてなしするにあたって、ほかのいろんな観光分野については記載されていると思うが、特

に、糸魚川に初めて来られて、まず食べたり、飲んだりという飲食のお店のサービスがなか

なか良くないと感じている。そのあたり、明らかに観光客だと思われる方がお店に入っても、

いらっしゃいませもなく、お水も自分で持ってくるのもそのご案内がなく、注文においでに

なるでもなく、そういった状況のお店も何店舗かある。そういったところのお客様への基本

的なサービスがもうちょっと何とかならないかと思っている。そのあたりは、糸魚川市のお

店の協会の中で、交流人口にかかわらず、基本的なサービスの向上なのではないかと思う。

私たち素人でももうちょっと丁寧に接客するかなと感じる。そのあたりは数年経っても改善

していないなと感じていて、その辺はとても難しい分野なんだよとお聞きしましたが、それ

でよいのかなと思う。折角糸魚川へ降り立った方が、食事の内容ももちろんであるが、手厚

いおもてなしがあれば、同じ食事も美味しくなったりとか、来てよかったかなと思えるよう

なことがあるのではないかと思う。そういう改善ができる方向にはならないか。 

（事務局） 

 委員の言うとおりだと思う。もちろん食べるところだけではないと思っている。例えばタ

クシー業界にしても、乗っていただくお客さんに一声かけるだけでもずいぶん違ってくると

思われる。77ページの協働のとりくみの中に、委員の言われたことを記載しておりますが、

まさにそのとおりであり、もともと糸魚川は観光地というイメージが薄いところでもあり、

そういった観光慣れという部分では、意識としてどちらかと言えば低いと思う。上手でない

ということであり、観光協会でもおもてなし講座を開いたりしているが、なかなかまだまだ

浸透していない状態である。食べるものも美味しいので、そういったおもてなしがプラスα

されれば、糸魚川に対するイメージがあがるのだろうと思うし、リピーターにもつながって

いくと思うので、これは、ここまで何回、10 回講座を開いたからよいという問題ではなく

て、継続的なそういった啓発、研修する場を作りながらやっていく以外にないと思うので、

いただいたご意見については観光協会とも十分連携していきたい。 

（会長） 

 今日、委員がいないので、来ていただければよかったなと思うが、私たちも商業関係をや

らせていただいていて、大変難しいところだと思う。でも、美味しいと気持ちがいいという

その部分というのは、ほんとにイコールなくらい大切な部分だと思う。この会でそういった

意見が出たことを、観光協会とか実際にやっていく部署があるかと思うので、行政がどうこ

うするということだけでもないかと思うが、伝えていただきたい。 

（副会長） 

 私も聞いていて、先程の農業と同じように、いかにやっている人たちが危機意識を感じる

かという部分なんだろうなと思う。そこを私たちはどうしていかなければならないのかとい

う、折角お客さんの目標値を挙げているので、この目標値を達成するためにはみんなで、そ

うすると自分のところにも利益が入ってくるわけで、好循環になるわけである。そのあたり

を皆で考えて、少しでもよい方法に取り組んでいく意識になっていかないとダメである。い

くら上から観光協会で皆さんやりましょうと言ったって、なかなかできない。みんなで危機

意識を持って、取り組んでいこうということで何かやっていけないかなと思う。 

（会長） 

 個店の意識を上げていくということだと思う。 
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（委員） 

 そういう問題が商店街で問題となったときに、お金をかけずにおもてなしやサービスの向

上ができないかということで考えたのが、お店のキャッチフレーズで、うちのお店は笑顔で

お迎えしますとか、プレートに従業員の絵を描いたりするとか、そういうＰＲをすると、そ

れじゃあ、うちの店では何をしようかと考えていただけるし、笑顔で迎えてくれるお店なん

だと思って入ってくれる人もいるかもしれない。大げさにしなくても、ちょっと考えれば、

もうちょっと前に進めるのかなと思えるところもあるので、折角皆さん交流人口の拡大に向

けて頑張っているので、迎える糸魚川市民全体がおもてなしの心を持ってもらえるようにな

るといいなと思う。 

（事務局） 

 新幹線が開通して、市内のサービス業とか商業とか含めて、景況調査というものを商工会

議所が実施した数字がある。回答率が低いので、これが全てではないが、新幹線が開業して

新しいお客さんが増えたところも全体の１割程度、店舗数にして 13店舗あった。もう一つ

は、なかなかお客さんが増えないという数字も出ているが、その中に、接客対応の強化とい

う項目がアンケートにある。今、危機感という言葉が出ているが、新幹線という好条件があ

るのになかなかお客さんがきてくれないということから、危機感を持って接客強化をしてい

かなければならないとしている企業も 13企業ある。委員の言われるような取組をしている

企業・店舗については、営業を伸ばしているという事実がある。そういうことを全体で共有

していかないと、全部が全部ダメということではなく、頑張っているところはちゃんと数字

が出ているということも、このアンケート結果をみてわかる。何もしないところも一方では

あるが、単なる待ち、待ち受けではなくて、前へ一歩踏み出すことも、おもてなしも含めて

大事なところではないかと思っているので、新幹線がもちろん全てではないが、そういった

良い点をみんなで共有して伸ばすというところでは、まだまだ糸魚川においてはその取組の

余地があると思うので、商業だけでなく話を行政から仕掛けてみたいと思う。 

（委員） 

 関連して、私の親戚で美味しいものを食べに 20人くらいで糸魚川へ遊びに来た。評判の

店に入ったら１時間くらい待たされたが、店員さん必死になって準備をしてくれたし、美味

しかったので許すわというようなことがあった。大勢のお客さんを呼ぶということは大事だ

が、その店で満足してもらえるように受入体制を整えることが大切である。今はインターネ

ットであそこが良いとなればお客さんが殺到するので、糸魚川全体でレベルをあげないと大

変だと思う。 

 

○基本計画（第４章 土地利用・公共インフラ分野） 

【質疑】 

（委員） 

 地域公共交通の確保（82ページ、83ページ）の具体的施策で、「押上地区、今村新田地区

への新駅整備に取り組みます」と載せていただいてあるが、できれば何年何月に開設すると

いう目標を立てていただいたほうが、その地域の人達も含めて、それまでに、こうしよう、

ああしようという地域づくりができるのではないか。行政の皆さんはこのように取り組んで

いるのだけれども、地域の人たちにとっては目標が無いような感じなので、できるだけ、県

やトキめき鉄道と早急に整理して、何年何月にというように明確にしていければ、地域の取

組が盛り上がっていくのではないか。その辺り、開業日を早く決めていただければと思う。 

（事務局） 

 トキめき鉄道の新しい駅を造るという計画を、今回初めて総合計画に計上している。気持

ちはよく分かるが、例えば、建物、公民館を造りかえる場合と性質を異にするものであるが、

この総合計画にはどうしても位置づけて、市の主要施策として取り組まなければならない大
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きな事業であるということは、ここで表記させていただいている。この後、この計画ができ

ると、毎年３か年の繰り返しの実施計画の中で、個別の事業の３か年計画をそれぞれ作って

いくことになる。今の段階では、結論から言うと、まだ具体的に何年開業という形には至っ

ていないため、ここには表記できないが、ただ突然できるわけでもないので、まず総合計画

に位置づけされて、次は実施計画の中に年次を示して計画に位置づけていきたいと思ってい

るので、順を追って進めさせていただきたいことをご理解いただきたい。 

 

○基本計画（第５章 環境・防災・防犯分野） 

【質疑】 

（委員） 

109ページの消防力の強化で、消防団の拠点化を推進するという項目があるが、第２次総

合計画期間内で、拠点化が完了すると理解してよいか。この辺の考え方をお聞かせいただき

たい。 

（事務局） 

 消防団の拠点化については、現状では、格納庫の老朽化とも併せて、順次進めている。今、

消防署のほうで考えている拠点化が最終的に終わる年次というのは、実は20年も 30年も先

という状況であり、かなり年数をかけて進めていくという考え方である。拠点化に限らず、

消防団の組織のあり方というのは、見直ししていく必要がある。 

（委員） 

 20 年も先ということになると、一番最初に拠点化したところが、また検討しなければな

らない状況になりかねないことになる。 

（事務局） 

 拠点化自体は、消防の格納庫を今個別にあるものを、２台３台まとめて施設整備をすると

いうのが主な内容であり、それと併せて消防団の組織のあり方というものを見直していくと

ころである。どうしても、消防団の組織の見直しとなると、各自治会の考え方も非常に絡ん

でくるので、一挙に変えていくというのもなかなか難しいという状況である。 

（委員） 

 消防車の格納庫もそうだし、消防車を入れ替える、新車にするには金のかかる問題だから、

予算的にも短期間にはできないとは思うが、緊急の防火対策をするとすれば、今の消防ポン

プ小屋というのは、消防車がある、消防団が集まる一戸建てで、駐車場も何もないというと

ころがそこら中にあり非常に不便なので、立て替えるとすれば、当然にして、駐車場も必要

だろうし、これによるとポンプ数もまとめるとなれば、今１台のところも２台３台集めたり

するのだろうから、それだけ広い土地が必要になる。予算をちゃんと決めて、何年にいくつ

ときちっと進めていく計画がないと、20 年の間に取り組むといっても難しいのではないか

と思う。中山間地や限界集落では、消防団員もいないだろうし、そういうところは、どんど

んまとまるしかないだろうと思うが、逆にいうと、市街地などでは土地を確保すること、金

と場所が大変になってくるだろうから、計画的に進めないと難しいのではないか。 

（事務局） 

 補足して説明すると、消防団の拠点化については、今現在、順次進めている。消防団の各

部、地区ごとに、消防の格納庫、消防団の車、ポンプが配置されているのだが、消防団員の

確保が非常に難しくなってきているという地区もあり、２台３台と部の活動を拠点化するこ

とによって、集まった人から出動できる、機動性が高まるということで、拠点化を順次進め

ている。建物の建て替え、老朽化の時期等も踏まえながら、そういう計画を進めており、全

てが終わるのにはかなり時間がかかるということであるが、年次計画を持って、施設の更新、

消防団員の確保と併せて進めている。土地の問題も当然あり、部が統合すると駐車場の場所

の確保も広い場所が必要となる。そういう場所を検討しながら、対応できる地区から、順次
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計画的に進めているところである。概ねでは、能生地域はほとんど拠点化が終了、糸魚川地

域が途上、青海地域がこれからという状況である。全体的には年次計画で進めているところ

であるが、委員が言われる部分も十分認識しながら進めていきたいと思うのでよろしくお願

いしたい。 

 

○基本計画（第６章 地域づくり・市民活動・移住定住分野） 

【質疑】 

なし 

 

○総合計画推進に向けた行財政運営 

【質疑】 

（委員） 

 128ページ、トピックの地方債残高について、平成 30年、31年に上がっているが、何か

特別な事情があるか。 

（事務局） 

 その年には、ごみの焼却施設の建設が30年、31年の２年間にあるので、そこだけ増えて

いる。 

（委員） 

 一人当たりの地方債現在高について、１円単位まで出してあるが、推計を推計で割ってい

る有効数字としては違和感がある。上（実質公債費比率）も３桁なら、これも３桁くらいで

丸めたりしたらどうか。 

（事務局） 

 検討させていただく。 

（会長） 

 それでは、他にご質疑が無いようですので、全体を通してお気づきの点がございましたら

お願いします。 

（委員） 

 なし。 

（会長） 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、第２次糸魚川市総合計画修正案ついて

の審議を終了いたします。本日いただいたご意見を踏まえ、事務局では修正案の最終調整を

よろしくお願いいたします。 

 

 

４ その他 

（１）次回の会議日程について 

・第 12回の審議会の日程について、企画財政課小杉主査より説明。 

 

（２）その他 

 ・次回の最終確認いただいた内容をもって、最終答申とする。８月２日(火)午後１時から、

正副会長からご出席いただき、市長への最終答申を行う予定。次回の審議会の際には、最

終答申の文案についてもご確認いただく予定。 

 

 

５ 閉会あいさつ(15:50) 

（副会長） 

 委員の皆さん、事務局の皆さん、長い間本当にありがとうございました。もう１回で終
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わりになるということで、なんだか肩の荷が下りたような気がします。次回は、会議の後に

慰労会があるということで、皆さん万難を排していただいて、審議会には出席できなが、慰

労会には参加できるというのもありかと思いますので、体調を整えられて出席をお願いいた

します。 

 本日は、長い時間本当にありがとうございました。８月２日には、最終答申ということ

で、市長へ答申することになっておりますので、よろしくお願いいたします。本日はありが

とうございました。 

 

以上 

 


