
意見への反映状況 A　　提出された意見を計画に反映、または一部を反映することとしたもの

B　　提出された意見が既に計画に記述済みのもの又は織り込み済みのもの等、変更をしないこととしたもの

C　　今回の計画には修正又は記述しないが、今後実施又は検討課題とするもの

D　　今回の計画には反映しないこととするもの

№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

1
市議会
全員協議会

構想 2

１　総合計画とは
（１）計画策定の趣旨

この趣旨の中に、計画の目的をはっきり
謳ったほうが分かりやすいと思う。「（１）計
画と目的」とするなど。

総合計画の本来の意義については、（２）
の①から③で示しているが、文章的にもう
少しわかりやすくという中では見直しした
い。

Ａ

（修正） 全体の構成を調整する。

企画財政課

2
市議会
全員協議会

構想 2

１　総合計画とは
（１）計画策定の趣旨

目的と背景を頭に持ってくれば、そのあと
の計画から全てが流れていくと思うがどう
か。

議員が言われた部分というのが、８ページ
以降の「３　本市を取り巻く社会経済環境」
「４　まちづくりの主要課題」ということで、
それを受けて、「５　施策の大綱」へ進んで
いくつくりとなっている。（１）の文章の意味
合いについては少し見直ししてみたい。

Ａ

（修正） 全体の構成を調整する。

企画財政課

3
市議会
全員協議会

構想 2

１　総合計画とは
（２）計画の名称と意義

総合計画と市民の関係というものをわかり
やすく説明しておくべきではないか。

策定の趣旨という部分について、わかりに
くいという指摘をされているので、総合的
に判断し検討したい。 Ａ

（修正） 全体の構成を調整する。

企画財政課

4
市議会
全員協議会

構想 2

１　総合計画とは
（２）計画の名称と意義

市民との情報共有について、都合の悪い
情報も含めていかに市民と共有していくの
か。

総合計画は理念、方向性を示すもの。
細々としたものまで掲載すると膨大となる
ので、理念・方向性に留めるべきではない
か。

Ａ

（修正） 全体の構成を調整する。

企画財政課

5
市議会
全員協議会

構想 2

１　総合計画とは
（２）計画の名称と意義

計画をつくるプロセスが大事。行政改革、
情報発信、市民との情報共有というものが
反映されていなければいけないと思う。市
民と合意形成をするためには、そして協力
をもらうには、どうしたらいいか、もっと知
恵を使わなければ駄目だと思う。

住民説明会、パブリックコメント、市民アン
ケートや市民を代表する議員の皆さんか
らもこのような形で意見をいただくプロセス
を経ていく中で、より多くの市民の皆さん
からご理解いただき、意見を集約した形で
まとめていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

6
市議会
全員協議会

構想 3

１　総合計画とは 市長公約が総合計画に活かされていな
い。また、来年（H29）は市長改選であるが
大きな見直しが出たときには改訂があって
もよいのではないか。改訂できる旨も記載
すべきである。

一般論として、市長公約が大きく変わり、
基本構想、基本計画に変更の必要が生じ
た際には変える。いつでも改訂できること
をご理解いただきたい。
改訂できる旨を記載するかどうかは審議
会でも調整したい。

Ａ

（追加） また、社会経済情勢などの大
きな変化がある場合には、必
要に応じて改訂ができるもの
とします。 企画財政課

7
市議会
全員協議会

構想 3

１　総合計画とは
（２）計画の名称と意義
②市民と行政が共有する計画

情報の共有がきちんとした位置づけがさ
れていない。市民が主役であり、そういう
ものをもっと明確にこの基本構想なり、基
本計画の中で銘打つ必要があるのではな
いか。

この総合計画自体が市民との情報共有の
一つであり、行政がこれからどういう方向
に進もうとしているのか、そういったものを
市民に対して、一緒にまちづくりを進めて
行きましょうということで作っているのが総
合計画の一つの目的でもあると考えてい
る。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

計画への反映

第２次総合計画基本計画素案の意見・質問に対する回答【まとめ】 資料№２
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

8
市議会
全員協議会

構想 3

計画期間 これまでは10年という形でやってきた。今
度は７年で５年ごとに変えていくとしている
が、そのあたりは奥行きのあるやり方にし
ないといけない。

今まで10年の基本構想、5年毎の基本計
画という形でつくってきた。基本構想を定
めるには10年の計画期間は長すぎる、将
来の社会情勢を読みきれないということで
このような形にしている。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

9
市議会
全員協議会

構想 3

計画期間 隣の朝日町では10年間である。否定する
わけではないが、その辺りは大丈夫か。

以前は、地方自治法で定められていまし
たが、今は各自治体独自で定められるよ
うになっており、各市町村にあった総合計
画があってもいいのだと考えている。 Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

10
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

目標とする都市像「翠の交流都市」とする
より、「ジオパークのまち」などを使用した
方が良いのではないか。

広く皆さんの意見を聞きながら、都市像に
ついて方向付けをしていきたい。いただい
た意見については、総合計画審議会にお
いても、ご意見をお聞かせいただきなが
ら、最終のまとめのところで判断をしてい
きたい。

Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

11
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

グランドデザインとして、どういう糸魚川市
を目指しているのか、イメージできるという
ことが必要である。

目標とする都市像ですので、イメージ的に
皆で共有できるようなものが、より相応し
いと思う。皆さんのほうでも良案があれば
ご提言いただきたい。

Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

12
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

「翠」をはっきりとすべきである。

Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

13
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

「翠」はもともと分かりにくい。「翠」がジオ
パークを指すなら反対である。

なるべく多くの方がそれに向かっていける
ような方向に持っていきたい。 Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

14
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

前の総合計画では、言葉の意味が載って
いたが、説明は載せないのか。

そういった部分も含めて、全体的に見直し
をかけたい。 Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

15
市議会
全員協議会

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

ジオパークが都市像、シンボルになりうる
か。ジオパークは目標ではない。翠と自分
とを結び付けて都市像を考えてほしい。 Ａ

（修正） 最終調整を行う。

企画財政課

16
パブリックコメ
ント

構想 4

２　まちづくりの目標
「都市像」

目標とする都市像の他に、都市宣言して
いる内容があれば参考に記載ください。

　総合計画で掲げる都市像のほかに、本
市では、「平和都市宣言」「はつらつ健康
都市宣言」「生き生きスポーツ都市宣言」
をおこなっており、資料編に都市像との関
連項目として記載します。

Ａ

（追加） 平和都市宣言
はつらつ健康都市宣
生き生きスポーツ都市宣言
地酒で乾杯宣言
を資料編に追加

企画財政課

17
市議会
全員協議会

構想 8

３　本市を取り巻く社会経済環
境
②高齢化の進行

高齢者の皆さんからも社会貢献してもら
う、支える側にまわってもらうような項目も
入れていただいたほうが理解しやすいの
ではないか。

ご年配の方が支える側として、いろいろな
現場に出ていただくような形で今進んでい
るので、表現の内容について参考に見直
しさせていただきたい。

Ａ

一方では、健康寿命が伸び、
元気に活躍する場を求める高
齢者が増えています。70代前
半の要介護認定率は低く、働
けるうちはいつまでも働きたい
という高齢者も多くなってお
り、高齢者の方々にいかに力
を発揮していただくかが大き
な課題となっています。

一方では、健康寿命が伸び、
70代前半の要介護認定率は
低く、就労の継続や地域・団
体での活動、ボランティア等に
よる地域貢献など、元気に活
躍する場を求める高齢者が増
えています。今後は、高齢者
の方々にいかに力を発揮して
いただくかが大きな課題となっ
ています。

企画財政課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

18
青海
地域審議会

構想 8-10

本試を取り巻く社会経済環境 元号と西暦が混在している。統一した方が
よいのでは？

ご指摘のとおり、バラバラであり統一した
い。 Ａ

（修正） 全体を通して統一する。

企画財政課

19
市議会
全員協議会

構想 8

３　本市を取り巻く社会経済環
境
（１）
①急激な人口減少、少子化

民間機関がどういうものを出そうが勝手な
話だが、時代背景としてこういう出し方で
よいのか。

民間の日本創生会議でされた提言である
ことは事実である。それをこういう形で出
すことがいいのかどうかについては少し検
討してみたい。

Ｄ

修正なし （修正なし）国が作成する資料
でもこの提言は使われてお
り、問題ないと考える。 企画財政課

20
市議会
全員協議会

構想 9

３　本市を取り巻く社会経済環
境
（１）
⑤デフレ脱却と経済再生

事実に基づき冷静に判断してほしい。足
が地についていない表現である。計画期
間が７年でもあることから、例に挙げるとし
てもしっかりとしたものとしてほしい。作っ
ている時点を正確にして出してもらいた
い。

こういう計画を作る際は、作成した時点で
の状況が出ているので、時間が経過する
とじれてくる部分がある。

Ａ

（修正） 作成時点に基づき、前面見直
しを行う。

企画財政課

21
市議会
全員協議会

構想 9

３　本市を取り巻く社会経済環
境
（１）
⑥新興国の経済成長と国際
化の進展

地域の中小企業なり事業所なりを、基本
的にそこを重点的に伸ばしていくことが、
安定した雇用にもつながるという、そういう
考え方でこの記述をしているのか。

「３　本市を取り巻く社会経済環境」は、本
市の外部的な要因、あるいは経済の分野
で言えば、日本経済の状況というようなこ
とである。それを踏まえて、本市の取組、
施策の方向としてはどうなのかについて
は、その後のところに出てくる。そのような
構成、組み立てで書いていることをご理解
いただきたい。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

22
能生
地域審議会

構想 9

情報通信 能生地域の光回線を活用する考えはない
か。

糸魚川市内は人の住んでいるところはほ
ぼ光回線が敷かれており、移住者に対し
てはメリットとしてPRできる。ICTの活用と
しては、整備から利便性の向上に向けて
次の展開が必要である。

Ｃ

反映しない 反映しない

総務課

23
能生
地域審議会

構想 9

デフレ脱却 国の状況しか書かれていないのではない
か。TTPの問題も、７年後に関税０になる
し、がんの発症率が高い遺伝子組み換え
の品物が入ってくることなど影響が考えら
れる。マイナス金利も。

この項目は、本市を取り巻く社会経済環境
としての全国的な状況など、外的要因をま
とめている。作成した時点から時間が経過
しており、ご意見の点も含め、時点修正を
行う。

Ａ

（修正） 作成時点に基づき、前面見直
しを行う。

企画財政課
商工農林水産課

24
市議会
全員協議会

構想 12

４　まちづくりの主要課題 まちづくりの主要課題の一番最初に人口
問題を持ってきたのは素晴らしい。ただ、
表記として、人口バランスの問題の危機
感が薄い。「重要です」ではなく「急務で
す」はどうか。

表現については、いただいた意見を参考
に検討したい。

Ａ

年齢構成バランスの改善を行
うことが重要です。

年齢構成バランスの改善を行
うことが急務です。

企画財政課

25
市議会
全員協議会

構想 12

４　まちづくりの主要課題 目玉がない、物足りない総合計画になって
いる。どうもピンと来ない、しっくり来ない、
チャレンジ精神がない、無難、そのあたり
どう思うか。

総合計画ですので、いろいろな分野のこと
を書いているという中では、なかなか重点
的なものは見えないぞという部分はあるか
と思う。インパクトのある表現方法があれ
ば、加味したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

26
市議会
全員協議会

構想 12

4　まちづくりの主要課題
（３）健康づくりと地域医療体
制の充実

医療体制は市だけではできない。国の責
任も必要である。市民、行政が情報を共
有し一緒に考え、それぞれができることを
すべきだ。

市民との情報共有は大変重要なことだと
思う。記載には、かかりつけ医や救急時の
利用などを前提として書かせていただいて
おりますが、情報共有についても今後も継
続して努めていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

27
市議会
全員協議会

構想 12

４　まちづくりの主要課題
(２)中山間地域・高齢化集落
への対応

市街地で駅前でもないようなところにも
様々な課題があると思うが、主要課題に
は上がらないのか。

市全体を考える中、中山間地を重点的に
と考えている。高齢化集落（地区）につい
ては、中山間地域のみを言っているわけ
ではない。

Ａ

中山間地域・高齢化集落への
対応

中山間地域集落など高齢化
率が高い・・・

中山間地域や高齢化地区へ
の対応

中山間地域や市街地の高齢
化率が高い・・・

定住促進課
建設課

28
市議会
全員協議会

構想 12

４　まちづくりの主要課題
(２)中山間地域・高齢化集落
への対応

総合計画をつくる目的の大きなものに、市
民と共有して具体的に施策を進めていき
たいということがある。自分の地域が外れ
ているというような気持ちを抱かせない工
夫が必要ではないか。

まちづくりの主要課題として、市街地、中
山間地域、特にそういう区分けではなく、
今後進めていく上での課題として捕らえて
いる。地区ごとではなく、市全体の主要課
題として整理し、施策の大綱に結びつけて
いく考え方である。

Ａ

（修正） 同上

企画財政課

29
市議会
全員協議会

構想 13

４　まちづくりの主要課題 （6）にて「０歳から18歳までの子ども一貫
教育」の表現で「一貫」はこれまでの使用
してきたが、誤解を与える表記だと多くの
議員が指摘してきているが、あえて使って
いくのか。

学校が一環という意味ではなく、０歳から
18歳までの途切れのない教育を推進して
いきたい意味である。平成28年度からの
第2期子ども一貫教育基本計画でさらに進
めていきたい。

Ｄ

修正しない 修正しない

こども教育課

30
市議会
全員協議会

構想 13

４　まちづくりの主要課題
（６）子ども一貫教育の更なる
充実

目指すものとして、日本一の子どもを育む
システムづくりというのがあったほうが良い
のではないか。

日本一の子どもを育むシステムづくりは、
並行して進めており、文言として基本構想
に載ってきていないというところが、議員ご
指摘のところかと思うので、検討させても
らいたい。 Ａ

このため、保育園・幼稚園や
学校、家庭、地域、企業、行
政機関が連携し、それぞれの
教育力を高め、地域における
体験学習など地域全体で子ど
もを育む教育機会の充実が
必要です。

一貫した教育方針のもと、保
育園・幼稚園や学校、家庭、
地域、企業、行政機関が連携
し、「ひとみかがやく日本一の
子ども」を育むシステムを整え
るとともに、

こども教育課

31
市議会
全員協議会

構想 13

４　まちづくりの主要課題
（６）子ども一貫教育の更なる
充実

子ども教育、いじめ、学力低下、高校の統
廃合などの課題に対し、どういう風にして
いくかをしっかりと出してほしい。

今までの課題をしっかり踏まえて、足りな
かった部分について検証しながら、新しい
取組、今まで以上の力を結集し、担当する
者の意識を改善した形で取り組まなけれ
ばいけないと思う。

Ａ

文末に右の文章を付け加え
る。

人権感覚の育成や学力向上
への取組の一層の強化を図り
ます。

こども教育課

32
市議会
全員協議会

構想 13

４　まちづくりの主要課題
(４)協働による市民活動の推
進と地域コミュニティの活性化

地域づくりに市職員からも協力参加いただ
きたい。そのような指導はやっているの
か。

庁内研修あるいは職員と話をする中で
は、地域に帰れば一市民としての立場で
地域づくりに参加することが重要であるこ
とを啓発している。

Ｃ

反映しない 反映しない

総務課

33
市議会
全員協議会

構想 13

４　まちづくりの主要課題
(４)協働による市民活動の推
進と地域コミュニティの活性化

「まちづくりの原点は～取組が必要です」
の文章は２つの意味が含まれているの
で、「人材育成が重要であることから」を
「人材育成を進めるととともに」に修正した
ほうがよいのではないか。

そのとおりだと思うので、表現について検
討させていただく。

Ａ

人材育成が重要であることか
ら、

人材育成が重要であるととも
に、

定住促進課

34
市議会
全員協議会

構想 14

４　まちづくりの主要課題
（８）公共インフラの確保

公共施設総合管理指針もあり、公共施設
に関しては独立して記載すべきではない
か。

公共施設の適正配置と長寿命化は非常
に重要な部分になる。独立させるか、文章
の中でもう少しはっきりさせるか検討させ
ていただく。

Ａ

（追加） また、学校や公民館、体育館
などの公共施設については、
人口減少の状況にあっても安
心して暮らせるようなまちづく
りの拠点施設として、将来の
人口規模や地域の実情に応
じた複合化や有効活用などの
戦略的視点に立って、施設の
あり方の検討や維持管理が
求められています。

企画財政課
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35
市議会
全員協議会

構想 14

４　まちづくりの主要課題
(８)公共インフラの確保

公共施設は人口規模に合った適正配置、
長寿命化について、統廃合の問題など
近々の課題として基本構想の中にしっか
りと謳うべき。

どういう形で表現するとしっかりわかって
いただけるか、検討させていただきたい。

Ａ

（追加） 同上

企画財政課

36
パブリックコメ
ント

構想 14

（10）行財政運営の健全化 財政力指数の定義を注記してください（他
も同様です）。

財政力指数など、言葉の定義や数値の根
拠については、注釈など分かりやすい表
記を追加します。 Ａ

（追加） （注釈）財政運営の自主性の
大きさを示す指数で、１に近い
ほどあるいは１を超えるほど
財政力が強いことを示す。

企画財政課

37
市議会
全員協議会

構想 15

第１章　前文
「高い志を掲げ世界で活躍す
る人づくりを進めます」

それに向けて、教育機関を整備するとか、
生涯学習でこういうものをやるとか、具体
的なものを想定して記載しているのか。

ふるさと教育、キャリヤ教育によって、糸
魚川や県外や世界で活躍してもらう意味
である。目標あるいは理想として、こういう
人材を育てていきたいというものであり、
特別の教育機関を新たに設置するとか、
プロジェクト事業を行うことは考えていな
い。

Ｄ

修正なし 修正なし

こども課
こども教育課
生涯学習課
文化振興課

38
市議会
全員協議会

構想 15

第１章第２節
結婚を希望する若者への婚
活支援

晩婚化もあわせてこの支援策を挙げてい
く必要があると思うがどうか。
単純に、「若者」をとればいいのではない
か。

若い人だけでなく、そういう方の結婚支援
も当然必要かと思う。晩婚化の抑制だけ
みたいに受け取れるので、文章について
は見直したい。

Ａ

結婚を希望する若者への婚
活支援

結婚を希望する男女への婚
活支援

定住促進課

39
市議会
全員協議会

構想 17

第３章第３節
「交流人口の拡大」

基本計画の中には少し広域的な部分が触
れてあるが、構想の段階でも広域連携を
含めたほうがよいのではないか。

観光は一自治体の問題ではなく、観光イ
コール広域と言っていいくらいである。表
現としてわかりにくいとすれば修正を加え
たい。

Ａ

（修正） 広域観光連携の推進として項
目を追加する。

交流観光課

40
市議会
全員協議会

構想 17

第３章第３節
「交流人口の拡大」

交流人口の拡大は、昔の観光文化都市の
推進とイメージが似ていてあいまいであ
る。産業として誘客したいのだから、「観光
産業の振興と交流人口の拡大」としたらど
うか。

交流人口で観光以外としては産業関係の
ビジネスでの人の動きも考えられ、ここは
広く、特に観光にこだわらず見出しをつけ
たところであるが、文言については部内で
詰めたい。

Ｄ

基本構想のため、広い意味の
見出しが必要と考え、現行の
ままとする。

修正なし

交流観光課

41
市議会
全員協議会

構想 17

第３章第３節
「交流人口の拡大」

観光のキーワードに、新幹線と広域観光
が入らないといけない。国際交流とインバ
ウンドも同様であり、観光を産業として捉
えて交流人口を誘客と捉える考え方を述
べておく必要がある。

キーワードとして、新幹線、インバウンドは
外すことができない。大綱の中に盛り込む
かどうか、持ち帰り検討する。

Ａ

（修正） 基本計画の具体的な施策で
新幹線・インバウンドの記載を
行う。

交流観光課

42
市議会
全員協議会

構想 17

第３章第３節
「交流人口の拡大」

新たな商品開発、観光客のニーズにあっ
たサービスとあるが、そういうものを具体
的に活かすような仕組みが作れてこれな
かったのではないか。

そういう部分もあったというふうに受け止
め、今取組をしているところである。

Ｂ

糸魚川版ＤＭＯ（※1）をつく
り、糸魚川の強みを生かした
誘客活動を推進していきま
す。

原案の中で対応を行う。

交流観光課

- 5 -
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43
市議会
全員協議会

構想 17

第３章第３節
「交流人口の拡大」

どんなニーズがある、どういう商品がいい
かということは、スピード感をもって対応し
ないといけない。行政が中心となって、
リーダーになってやらないと、委託先にま
かせっきりではダメだと思う。

二次交通では、社会実験等を重ねる中
で、いくつかの二次交通を新幹線開業の
段階から実施している。利用する方のニー
ズ、満足度も調査しなければならないが、
新たな観点を取り入れていくためにも、広
域的な、各種団体も入ってもらった組織の
中で、しっかりとキャッチボールして商品造
成していくという取組は、今後もさらに強化
していく必要があると考えている。

Ｂ

糸魚川版ＤＭＯ（※1）をつく
り、糸魚川の強みを生かした
誘客活動を推進していきま
す。

地域資源を存分に生かすこと
のできる農林漁業体験、商工
業体験、ジオパーク体験等、
体験型観光のさらなる推進に
取り組みます。

原案の中で対応を行う。

交流観光課

44
市議会
全員協議会

構想 18

第４章第１節
「暮らしやすい生活圏の形成」

「豊かな森林や～土地利用を図ります」
も、理想的なことで、具体的なものが描か
れていないという捉え方でよいか。

基本構想の組み立てとしては、社会経済
環境、当市の主要課題を踏まえて、当市
の施策の方向性としてこういう方向で進み
たいという基本方向を示したのが基本構
想である。基本的な施策の方向として漏
れはないか、あるいは方向性として市全
体を考えたときに妥当かご意見をいただき
たい。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

45
市議会
全員協議会

構想 18

第４章第４節
「将来も安心して～快適な住
環境の整備を進めます」

方向性は非常に良いが、具体的なものに
なったときに、基本計画で出てくるのだろう
が、ただ方向性として理想だけで書いてあ
るとすると危険であり心配。基本構想はこ
ういう文言でよいのか。

市としての主要課題を踏まえて、進むべき
方向として、この施策の方向が妥当か、い
い方向かどうか、間違っていないかという
ことが基本構想の考え方である。 Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

46
青海
地域審議会

構想 18

施策の大綱
第４章-第２節

長岡・新潟方面への利便性が悪くなった。
何らかの対策をお願いしたい。

北陸新幹線開通以降、県都への交通の便
が悪くなった。何らかの対策も考えていき
たい。 Ｃ

修正なし 修正なし

建設課

47
青海
地域審議会

構想 18

施策の大綱
第４章-第３節

「地域高規格道路」という表現があるが
「松本糸魚川」の言葉を入れなくてもよい
か？

「地域高規格道路」といえば「松本糸魚川」
のことを指すが、明文化するか検討した
い。基本計画では「松本糸魚川」という言
葉は使用している。 Ｄ

施策指標、具体的な施策、主
要事業一覧に「松本糸魚川」
と示している
タイトル部分は、国県道に対
する用語として記述したもの

修正なし

建設課

48
青海
地域審議会

構想 18

施策の大綱
第４章-第２節

えちごトキめき鉄道日本海ヒスイラインの
利用促進とある。青海地域審議会として、
新駅設置として須沢か今村新田の名称を
入れられないものか？

えちごトキめき鉄道の妙高はねうまライン
では新駅設置の要望は出されておらず、
日本海ヒスイライン糸魚川市内での要望
がある。このため、新駅設置は新潟県と話
を詰めており、整備計画を立てている。基
本計画Ｐ81の主要事業一覧のとおり、新
駅設置という表現に留まっている。駅名は
トキ鉄が決めることとなる。

Ａ

「主要事業一覧」に新駅設置
が記述されているが、他に記
述がなく説明が必要であるた
め、設置予定位置を含め補足
する

修正する
１節具体的な施策②「立地適
性化計画の策定と推進」で、
コンパクトシティと関連付けて
記述する
２節具体的な施策②「鉄道の
利便性向上と利用促進」で、
新駅設置を明記する

建設課

49
市議会
全員協議会

構想 19

第５章第２節
安全・安心な市民生活の保護

地震に関して、仮設住宅の用地とかいろ
んな対応策は、この計画にそういうものも
考えて作られている。

地域防災計画の中でも、市全体の問題と
して捉え、対応する想定である。

Ｃ

修正なし 修正なし

消防本部

50
市議会
全員協議会

構想 19

第５章第２節
安全・安心な市民生活の保護

仮設住宅をつくる場合は、ここでつくるとい
うのがあるはずだ。どうなっているか。

用地を確保しなければならないという方向
性は示しているが、明確な標記はしていな
い。 Ｃ

修正なし 修正なし

消防本部
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51
市議会
全員協議会

構想 20

第６章第１節
自主自立の市民活動の推進

自主自立のことばかり強調されていて、活
性化だとか、活発なというところが出てこ
ない。
目指すところが活発な地域活動であると
いうところがもう少し謳われていったほうが
理解しやすい。

活発にするために人材育成が重要との視
点で記載しているが、それ以外の部分も
あろうかと思うので、もう少し文章について
は見直したい。

Ａ

住みよい地域を維持していく
ため、住民が主体となり、市
民・地域・行政の役割分担を
明確にしながら課題を解決す
る協働の取組と互いに支え合
う自主自立の地域づくりを進
めます。

住みよい地域を維持していく
ため、住民が主体となり、市
民・地域・行政の役割分担を
明確にしながら課題を解決す
る協働の取組と互いに支え合
う自主自立の取組を促進し、
活発な地域づくりを進めます。

定住促進課

52
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（１）健全な行財政運営

公共施設の問題が行財政運営の健全化
の中に入っている。財政の問題としてしか
取り上げていない。総合戦略の中でも小さ
な拠点づくりであったり、もっと戦略的なま
ちづくりの視点が必要ではないか。

具体的な取り組みとしては、公共インフラ
の整備、維持があるが、取組の方向として
弱い部分があるかと思うので検討したい。

Ａ

公共施設等総合管理指針に
基づいて、将来を見据えた公
共施設等の適正配置と維持
管理経費の縮減に取り組みま
す。

地域の実情に合ったまちづく
りを進めるうえでも、公共施設
等総合管理指針に基づく施設
の複合化や有効活用が必要
であり、将来を見据えた公共
施設等の適正配置と維持管
理経費の縮減に取り組みま
す。

企画財政課
定住促進課
建設課

53
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（１）健全な行財政運営

財政がさらに厳しくなる中でどのように施
設を維持管理していくのか。

施設の適正配置と長寿命化を組み合わせ
る中で、住民の利便性や財政負担に配慮
した施設のあり方を考えていく。 Ａ

適正配置と維持管理経費の
縮減に取り組みます。

適正配置と長寿命化対策によ
る維持管理経費の縮減に取り
組みます。 企画財政課

54
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（１）健全な行財政運営

これからつくる公共施設の管理運営に対
する行政側のスタンスみたいなものが示さ
れてもいいのではないか。

細かい部分になると個別計画になるが、
総合計画の中で公共施設の総合管理指
針の位置づけ、考え方というのをある程度
示す必要があると考えている。

Ａ

公共施設等総合管理指針に
基づいて、将来を見据えた公
共施設等の適正配置と維持
管理経費の縮減に取り組みま
す。

地域の実情に合ったまちづく
りを進めるうえでも、公共施設
等総合管理指針に基づく施設
の複合化や有効活用が必要
であり、将来を見据えた公共
施設等の適正配置と維持管
理経費の縮減に取り組みま
す。

企画財政課

55
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（１）健全な行財政運営
（２）積極的な行政改革

削るだけが行政改革ではなく、市民がい
かに暮らしやすい仕組みにしていくかが本
当の意味の行政改革ではないか。

市民サービスを充実した上で、行政経費
を削減する方法がないか、それを考える
のが本来の行政改革だと思う。 Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

56
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（１）健全な行財政運営
（２）積極的な行政改革

行革といっても総合的なものであり、市で
やること、民間でやったほうがいいものと
あり、そのあたりを考えてやってもらいた
い。

行政改革、行財政運営の中では、市民
サービスの向上、経費の効率的な執行、
この両点を考えながら進めていきたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

57
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（３）行政の透明化と市民参画

市民との情報共有と、情報の民間活用を
促すことは違うもの。基本的に市の情報は
市民のものだという認識でいるのかどう
か。

行政からのわかりやすく適切な時期での
情報提供という点での、職員個々の意識
付けは非常に大切である。また、市民の
側から情報を取りにいくという考え方もあ
ると思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

総務課

58
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（２）積極的な行政改革

職員の適正な定員管理について、代替の
人材配置などを含めという捉え方、あくま
でも仕事量に対しての定員という考えでよ
いか。

各種事業運営の中で、そういった事態が
起きたときにどういう対応をするのかを定
める必要がある。 Ｃ

修正なし 修正なし

総務課

- 7 -



- 8 -

№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

59
市議会
全員協議会

構想 21

６　総合計画推進に向けた行
財政運営
（２）積極的な行政改革

２段目は努めます、真ん中では進めますと
あり、片方は努力目標、片方は積極的な
言葉となっているが、整合が図られている
か。

そういった言葉（語尾）の部分について
は、もう一度精査したい。

Ａ

（修正） 全体を通して修正する。

企画財政課

60
市議会
全員協議会

構想

過去の総合計画についての分析、成果等
の把握について

市民アンケートをとる際に後期基本計画に
あります目標指標の達成状況をお示しし
ている。当然審議会にも提供している。住
民説明会での資料については、調整させ
ていただく。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

61
市議会
全員協議会

第１章 24-25

「支援」という言葉 一人一人の市民が住み続けることができ
ることは、行政の責務であり、支援と捉え
るべきではない。こういう表現をするべき
ではない。

糸魚川の宝であり、少なくなってきている
子どもたちを育てるために行政としても関
わっていく必要があり、そのことを支援と
表している。支援といっても事業を進める
のは行政であり、計画し、実施するのは市
の責務だと思っている。

Ａ

（修正） 保護者が子育ての第一義的
責任を有することが基本のた
め、主体により表現を修正す
る。 全課

こども課

62
能生
地域審議会

第１章 26-27

子育て世帯の貧困 子育て世帯は経済的に厳しく悲鳴を上げ
ており、支援が必要。塾、家庭教師、部活
など費用負担が大きい。助成制度も条件
が合わず受けられないこともあったと聞く。

日本全国でこどもの貧困が課題となって
いる。
糸魚川市では、妊産婦の健診無制限、出
生祝い金24,000円商品券、医療費助成18
歳まで、保育料の３人目無償化、軽減、修
学資金助成について医師、看護師等医療
技術者、介護士等であったものもを新たに
教育ローン支援開始（親でも子でも）
いろいろな機会を通じて声を聞いていく。
また地域での支援についても検討してい
きたい。

Ｄ

修正なし

助成については、２章で記載
有り

修正なし

こども課

63
青海
地域審議会

第１章 26-27

施策指標 子育て環境の満足度は何により出してい
るか？現状が39.9％と低いが、何を改善し
て中間目標を60％としているのか。

子ども子育て支援事業計画策定時のアン
ケート結果による。個々の意見をみると医
療費助成や保育料の軽減などは実感が
なく、保育園の0～２歳児はなかなか入園
できない状況もあり、このような数字の表
れとなっている。27ページにある具体的な
施策により改善に努めるとともに、施策の
周知が不足していると感じるので、施策の
ＰＲに努めたい。

Ｄ

修正なし 修正なし

こども課

64
パブリックコメ
ント

第１章 26-27

③保育サービスの充実 　施策指標に０～２歳児保育は、希望者の
100％を目標に設定願います。

未満児（０～2歳児）の希望が増加傾向に
あるため、平成28年度より認定こども園や
事業所内保育が開設され、受け入れが拡
充されました。今後も需要が多くなってい
る未満児の受け入れ等に多様な選択がで
きるよう配置のあり方や環境整備を進め
ます。

Ｃ

修正なし 修正なし

こども課

65
市議会
全員協議会

第１章 28-29

①家庭教育の充実・強化 子どもを可愛いと思えない、そういう人た
ちをどういうふうにサポートしていくのか、
救っていくのかが非常に大事なところであ
る。講演等という記述をもう少し、広範に意
味が取れるようにしてもらえれば良いと思
う。

お母さん、お父さんに寄り添う形でケース
バイケースで対応させてもらっている。そう
いった意味も含めて、講演等という大くくり
にしており、支援とかも含んでいるというこ
とでご理解いただきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

こども課
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66
市議会
全員協議会

第１章 30-31

いじめ対応 いじめに負けない強い心といじめを許さな
い正義感の育成という部分を是非入れて
ほしい。子どもたちの自主性を育てていく
考え方をしっかりと明記してほしい。

規範意識の育成もいじめ、不登校を防ぐ
ために大変大切なことだと思う。意見を参
考にさせてもらいたい。

Ａ

（修正） 児童生徒にとって安心・安全
な学校であるために、児童生
徒に身につけさせたいことと
し、思いやりの心と自主性を
加えた。

こども教育課

67
市議会
全員協議会

第１章 30-31

リーダー育成 これまでリーダー教育は欠落してきた、手
つなぎ教育の弊害である。今後必要なこと
なので、絶対に入れてもらいたい。

リーダーを育てることは非常に大切であ
る。中学校のリーダーを育てていくために
は、小学校のうちにリーダー教育が必要で
ある。リーダー教育については推進してい
きたい。

Ａ

（修正） いじめや不登校を生まない学
校風土づくりのために、児童
生徒の思いやりの心と自主性
を育成する自治的な活動を推
進します。

こども教育課

68
市議会
全員協議会

第１章 30-31

施策指標 現状と中間目標、最終目標で、各４年で８
年もかかる。時間がかかりすぎではない
か。保護者に対して大変失礼な目標では
ないか。

最終目標が毎年の目標であるべきであ
る。その現状をトピックで示しておけばよい
のではないかと思う。 Ａ

（修正） 秋田県の偏差値を参考に目
標設定を行う。

こども教育課

69
市議会
全員協議会

第１章 30-31

学力の向上 健康づくりの早寝早起きおいしい朝ごはん
運動のように、学力においても、具体的に
子どもたちがわからないことが何なのかを
確認するような運動論を展開したほうが良
いと思うがどうか。

学力向上についてのプロジェクトチームを
組んでおり、家庭への協力のあり方につ
いても議論してもらいたいし、今ほどの意
見についても参考にさせていただく。 Ｃ

修正なし 修正なし

こども教育課

70
市議会
全員協議会

第１章 30-31

高校の取組 0歳から18歳ということで、高校の取組は
どこで出てくるのか。

主要事業として、平成28年度予算にある
高等学校の魅力づくり支援事業が入るの
で、修正させてもらいたい。高校での魅力
ある授業づくり、高等学校そのものの魅力
づくりの支援についても、具体的な施策の
中で少し弱い、不明確なところがあるので
修正したい。

Ａ

（修正） 具体的な施策①確かな学力
の育成　○児童生徒の学習
補償や市内高等学校の魅力
化を推進するために、人的配
置や財政支援を実施します。 こども教育課

71
市議会
全員協議会

第１章 30-31

高校の取組 もっと真剣に糸魚川市自体が主体者と
なった取組をしていかなければ、良い高校
づくりも、周りにいる事業者とか、市民とか
関係者に協力も得られない。もっとビジョ
ンをしっかりと持ったものを織り込んで出し
てもらわないとぶれる恐れがあるので、き
ちんと記載してもらいたい。

高校や地域や保護者やそういう方との連
携を更に強化して取り組んでいくし、その
ことを記載していく。

Ａ

（修正） 同上

こども教育課

72
市議会
全員協議会

第１章 30-31

高校の取組 糸魚川市として高校に働きかけが必要。
県にも協力要請をしなければならないが、
県は市とは全く違う視点で見ているので、
そこを理解した上で働きかけをしないと魅
力づくりは難しい。

県に対して学校と共に市が働きかけを行う
ため、懇談を高校と一緒になって主導して
取り組んでいる。３校の魅力を生かして存
続できるような形に動いているところであ
り、子ども一貫教育の18歳までの教育の
位置づけとして計画に記載していく。

Ａ

（修正） 同上

こども教育課

73
市議会
全員協議会

第１章 30-31

⑤教職員等の資質の向上 いじめや不登校等の防止のために、温か
い人間関係づくりと社会性の育成に関わ
る先生が研修しなければならないのか。そ
れをやらなければ、いじめがなくならないと
いうふうに捉えているのか。

地域ぐるみで子どもたちを育てるということ
も、１つのいじめ・不登校の防止になるし、
教職員の資質向上によって、いじめ・不登
校を早く見つけるということになるので、進
めていかなければならないことだと考えて
いる。

Ａ

地域ぐるみで規範意識や人間
関係づくりの能力等の育成に
取組、安全で安心な学級、学
校づくりの支援に努めます。

家庭や地域と連携して、地域
全体で規範意識や人間関係
づくりの力等を育てる学校の
教育活動を推進します。 こども教育課
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74
市議会
全員協議会

第１章 30-31

⑤教職員等の資質の向上 「いじめの問題の解消は市の喫緊の課題
です」とまで謳っており、先生方の資質を
いくら向上しても、いじめはなおらない。そ
のあたりをもう少し考えていただきたい。

いじめに対しての課題を受けて、学校がど
のようにしていくのかというのを、申し少し
整理をした上で、記述を直させてもらいた
い。

Ａ

（修正） 増減にかかわらず、いじめや
不登校の未然防止と初期対
応が重要である。いずれも「喫
緊の課題」との捉えを記載す
る。

こども教育課

75
市議会
全員協議会

第１章 30-31

現状と課題　○の３つ目 すごく言い訳がましく、行政が責任逃れし
たい一文であると読み取られてしまう。「低
く推移していますが、重大事件が多発して
おります」とかにすべきではないか。

この文章を作った時点でゼロではなかった
が、少し増えているというのが現状であ
る。それを受けて対策していかなければな
らない課題であるので、少し直させていた
だきたい。

Ａ

（修正） 同上

こども教育課

76
市議会
全員協議会

第１章 30-31

④地域の特色を生かし、地
域・保護者とともに歩む学校
づくり

○の２番目に、地域ぐるみでやる部分がこ
こに書いてあるが、これを学校ぐるみでや
らなければいけない。そのあたりを上手に
書いてもらいたい。 Ａ

地域づるみで規範意識や人
間関係づくりの能力等の育成
に取組、安全で安心な学級、
学校づくりの支援に努めま
す。

家庭や地域と連携して、地域
全体で規範意識や人間関係
づくりの力等を育てる学校の
教育活動を推進します。 こども教育課

77
市議会
全員協議会

第１章 30-31

⑤教職員等の資質の向上 「指導力育成を支援します」は、先程議員
が支援は緩くて駄目だということだった
が、このあたりはどういう考え方なのか。

教職員の資質向上についても、市の教育
委員会には責任があり、支援という言葉に
ついては少し検討させてもらいたい。 Ａ

該当項目削除 該当項目削除

こども教育課

78
市議会
全員協議会

第１章 30-31

⑤教職員等の資質の向上 教職員が子どもたちに最終的なゴールま
での過程、プロセスをちゃんと説明できて
いるか、そういう基本的なことを進路指導
という形で、子どもや親に対して提供でき
ているのか。

郷土愛を軸としたキャリア教育の充実とい
うことを研修の１つとして掲げていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

こども教育課

79 住民説明会 第１章 30-31

４　質の高い学校教育の推進 広報でも学力の低下が取り上げられてい
るが、具体的な向上策や改善策はある
か。

現在、子ども一貫教育のシステムづくりを
進めている。学校・地域・家庭でやるべき
ことが明確にされていなかったので、シス
テムとして整備した上で、具体的なアク
ションを起こしたいきたい。今年の４月の
学力調査では、若干ではあるが学力は向
上している。

Ｂ

修正なし 修正なし

こども教育課

80
能生
地域審議会

第１章 32-33

小学校での教育支援 保育園ではきめ細かい支援ができている
と思うが、小学校にいくとその辺りがうすく
感じ、転校もありうる。

小規模校の良さもあるが、それでよいかと
いえば疑問である。地域での話し合いを
進めたい。 Ｃ

修正なし

１章１節５の学校適正規模・適
正配置で記載有り

修正なし

こども課

81
能生
地域審議会

第１章 32-33

保育園の耐震化 磯部で保育園を経営している。数は少な
いが、能生であふれた子どもの受け入れ
ており助かっている。耐震診断を行い、支
援について要望書も提出している。耐震
が足りないことで、不安、後ろめたさもある
が、選んでくれた保護者のためにも頑張っ
ている。

私立保育園に市がどこまで関われるかジ
レンマもある。

Ｄ

修正なし 修正なし

こども課
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82
能生
地域審議会

第１章 32-33

学校適正配置 能生地域は小学校が多いが、複式学級も
多くなっており、本当に子どもにとって良い
のか市全体で検討して欲しい。保育園も
同様に考えてほしい。

国の基準だけでいくと、本当に少なくなっ
てしまう。小学校の地域での位置づけが
重要であり、数が少ないから統廃合を進
めるというものではないと思う。地域、保護
者の理解、子どものためを考えて進める
必要がある。
保育園については、全国的には民営化の
流れであるが、行政、民間の役割分担をし
ながら検討したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

こども課

83
市議会
全員協議会

第１章 36-37

生涯学習講座 糸魚川のふるさと学習には聞き応えのあ
る講座もあったかと思うが、参加した人だ
けが聞いて終わりではなく、インターネット
等で動画として公開したらどうか。市外の
方の糸魚川のイメージアップ、糸魚川がこ
ういうまちだというのを知り、文化を知って
もらうのは大事だと思う。

生涯学習は、ただ学ぶだけではなくて、参
加した方から生かしてももらって初めて生
きるので、そういう取組、地域資源の普及
を含めた形で進めていければと思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

生涯学習課

84
市議会
全員協議会

第１章 36-37

⑤施設の機能充実と維持管
理の推進

公共施設の総合管理指針にも関係する
が、拠点づくりという考え方の中で、学校
や公民館を一体的に考えて再編を検討し
ていく視点がないと、市振保育園のような
ことになってしまう。
生涯学習の充実という観点から、住民が
使いやすい施設、そしてその施設の多機
能化ということを考えて検討してもらわな
いといけない。

大事なのは住民とのコンセンサス、話合い
だと思うので、住民の皆さんとの話合いを
十分進める中で合意形成を図っていかな
ければならない。
既存の施設をできるだけ再利用するような
形で市は進めたいと考えているが、最終
的にどういうふうにして地元と合意できる
かが大きな課題である。

Ｃ

修正なし 修正なし

生涯学習課

85
能生
地域審議会

第１章 36-37

地区公民館の耐震化 熊本地震があり、公民館を預かる者とし
て、市民を避難させたときに安全なのか心
配である。耐震計算してもらい、耐震等の
状況を示してほしい。避難してもらうにも、
安心感が必要。

避難所指定している施設全てが大丈夫と
いうことではないが、公民館や学校は診
断、対策を行い、耐震基準１以上となって
いる。 Ｃ

修正なし 修正なし

生涯学習課

86
市議会
全員協議会

第１章 38-39

③スポーツ大会の開催と誘致
の推進
④スポーツ施設の環境整備と
維持管理の推進

大会の誘致と言っているが、何を誘致する
ということを目標に掲げて記載したのか。
具体的に今後の実施計画をどうするの
か。年次計画で建設改修計画ぐらいつけ
てこないと説得力のあるものにならない。

全国規模のものは、今の整備状況では厳
しいところもあり、県大会等、中体連、高体
連等と相談しながら誘致したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

生涯学習課

87
能生
地域審議会

第１章 38-39

能生体育館 管理人がいないので配置して欲しい。土
日に空いていても事前申し込みのため使
えない。

受付と使用料の納入事務だけの問題であ
り、担当課へつなぐ。
夜使用後の見回り点検は行っている。 Ｄ

修正なし 修正なし

生涯学習課

88
市議会
全員協議会

第１章 40-41

①市民の芸術文化活動への
支援

お金をかけなくても市の職員が仕事の中
で積極的に支援していくというところを打ち
出してもらいたいがどうか。

要望があればいつでも相談に乗りたいと
思う。可能な範囲で支援したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課
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状況 原案 修正案

計画への反映

89
市議会
全員協議会

第１章 40-41

①市民の芸術文化活動への
支援

職員のマネジメント能力、団体をお世話
し、催しは成功に導いて、糸魚川に生きて
いてよかった、生活していてこういうことが
やれてよかったという気持ちになっていくこ
とが一番大事であり、しっかりと取り組ん
でいただきたい。

地域に元気がでるように、見に来た方も、
舞台の上に立った方も幸せを感じられるよ
うに努めていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

90
市議会
全員協議会

第１章 40-41

②優れた芸術文化の鑑賞機
会の提供

鑑賞機会の提供には集客型事業だけでな
くとあり、積極性、責任の所在を省くような
表現になっている。事業によっては集客が
できないものもある。

集客型事業から逃げるということではない
が、そういうふうに受け取られるようであれ
ば、文言の修正も行いたい。 Ａ

「集客型事業だけでなく、・・・」 「集客型事業のほか、・・・」

文化振興課

91
市議会
全員協議会

第１章 40-41

協働のとりくみ 「文化協会は地域の文化リーダーとして地
域全体の文化の活性化に努めます」とあ
るが、文化協会はもう一生懸命やっている
から、ここは努めますではなく、前向きな
文章にならないか。

文化協会の皆さんは熱心にやられてお
り、文言については修正したい。

Ａ

「文化協会は、地域の文化
リーダーとして、地域全体の
文化の活性化に努めます。」

「文化協会は、地域の文化
リーダーとして、引き続き地域
全体の文化振興を進めま
す。」 文化振興課

92
市議会
全員協議会

第１章 40-41

協働のとりくみ 「地域や事業者は市民の自主的な文化活
動に協力します」あるが、意味が理解しに
くい。

いろいろな文化活動を市民の皆さんが熱
心にされているので、そこを応援するよう
な、理解してもらえるような、気運が盛り上
がればいいなということで表記している。 Ａ

「地域や事業者は、市民の自
主的な文化活動に協力しま
す。」

「地域や事業者は、自主的な
文化活動を推進します。」

文化振興課

93
市議会
全員協議会

第１章 40-41

協働のとりくみ 「市民の自主的な文化活動に協力します」
というのは、理解できない。

市民の自主的な文化活動をご理解いただ
いて、その活動を応援してもらいたいとい
う意味である。ニュアンスが伝わりにくい
言葉だと感じるので文言の整理をさせても
らいたい。

Ａ

同上 同上

文化振興課

94
市議会
全員協議会

第１章 40-41

協働のとりくみ ストレートに言うと、チケットを買ってくださ
いとか、見に来てくださいということか。勝
手すぎないか。
総合計画の中に入れるべきではない、他
の文言に。誤解が生じてくると思うので、
精査してもらえばありがたい。

決してノルマ的に買えという意味ではな
い。文化活動が行われているので、参加、
あるいは、観覧してもらうという協力はお
願いしたいということである。 Ａ

同上 同上

文化振興課

95
市議会
全員協議会

第１章 40-41

施策指標 文化の振興の度合いは、この回数を計る
のが、文化の振興と捉えてよいのか。

文化の振興度合いを指標で計るということ
がなかなか難しいが、市が関連する事業
にお越しいただいた回数は、なるべく皆さ
んに参加していただきたいことから指標と
した。文化施設の利用回数については、１
つの判断材料になるのではないかというこ
とで指標にしている。

Ａ

※１　芸術・文化事業参加者
数/人口

※１　美術展や文化ホール事
業等、市が関連する文化事業
の参加者数/人口

文化振興課

96
市議会
全員協議会

第１章 40-41

施策指標 市民の文化水準を上げていくというところ
では、この指標だとまずい気がする。サー
クルに入る人が増えたとか、ミュージカル
の参観者が増えたとか、そういうところを
追跡したほうがよいのではないか。

Ａ

（修正） トピック欄に、文化協会の会
員数の推移を入れる。

文化振興課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

97
市議会
全員協議会

第１章 40-41

施策指標 保坂議員とのやり取りの中の指標として、
文化享受指数というものがあり、一人当た
り、どのくらいお金がかかって、どのくらい
文化を享受できるかがわかる。

貴重なデータとなりうるので、確認したい。

Ｃ

修正なし（バロメーターとして、
市民が理解しやすい数字で記
載する）

修正なし（バロメーターとして、
市民が理解しやすい数字で記
載する） 文化振興課

98
青海
地域審議会

第１章 40-41

施策指標 １人当たりの文化事業参加回数の根拠
は？

注釈にあるとおりだが「芸術・文化事業」の
対象が分からないため、後日回答する。

Ａ

「※１　芸術・文化事業参加者
数/人口」

「※１　美術展や文化ホール
事業等、市が関連する文化事
業の参加者数/人口」 文化振興課

99
青海
地域審議会

第１章 40-41

具体的な施策 青海自然史博物館が廃止された。対応と
考え方を記載すべきではないか？また、こ
の審議会で多く議論した。報告があっても
よいのではないか？

青海自然史博物館の後利用は本年度、き
ららカルチャースペースとして予算9,800万
円（空調等含む）にて整備実施することか
ら記載がないものである。
本審議会の報告は、平成26年11月の審議
会で案を報告済み。次回審議会で報告し
たい。

Ｄ

修正なし 修正なし

文化振興課

100
青海
地域審議会

第１章 40-41

具体的な施策 「③文化施設の有効活用の推進」にて、糸
魚川市民会館の記載があるが青海総合
文化会館の記載がない。

担当課に確認した上で、記載については
検討する。

Ａ

「糸魚川市民会館について
は、市民の文化活動の拠点と
して、・・・」

「糸魚川市民会館及び青海総
合文化会館については、市民
の文化活動の拠点とし
て、・・・」

文化振興課

101
市議会
全員協議会

第１章 41、43

①市民の芸術文化活動への
支援

相馬御風をもう少し糸魚川の文化のシン
ボリックなものとして広めてはどうか。それ
とフォッサマグナミュージアムの取組、この
２つが糸魚川の集客、誘客の目玉になる、
またそのようにしていきたい。
メディア戦略と広域ネットワークが重要で
ある。相馬御風のテレビ放映の素材を買
い上げて、YouTubeで見てもらえるように
するなど、戦略的なものは何か考えている
か。

放送された番組について、多少廉価で、市
が使う場合は、PRに使ってよいという許諾
は得ていると聞いている。リニューアル後
の記念館とかでDVDを流したり、YouTube
で流すことが可能であれば、御風のフェイ
スブックも立ち上げているので、SNSでの
情報発信を更に進めたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

102
市議会
全員協議会

第１章 41、43

①市民の芸術文化活動への
支援

フォッサマグナミュージアムにおいても、今
は入館者が多いが今後減っていくことを心
配しており、メディア戦略と広域ネットワー
クにより、お客さんを増やす取組、いろい
ろな展開があると思うがどうか。

博物館では、自分の目で見るということが
非常に大事である。基本を忘れてはいけ
ないと思うので、バランスの良いPRの仕方
を心がけたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

103
パブリックコメ
ント

第１章 40-41

③文化施設の有効活用の推
進について

　きららホールの一階、二階の博物館のス
ペースが広いので、月曜日～金曜日の一
週間程度の行事（例　生花展など）を年間
を通して計画をしたらどうか。
　そして、一般の方々も利用できるような
施設にしてみたらいかがでしょうか。

協働のとりくみについて
　行政は、土、日、祭日をやめて、月曜か
ら金曜の平日に実施すると良いとおもう。
(高齢者が多いので、土、日、祭日の開催
でなくとも良いのでは・・と思います。

　旧博物館スペースについては、１階を市
民の文化活動のために貸し出すスペース
に、２階を市所蔵美術作品等を展示する
ギャラリーにするよう、今年度改修の工事
を行います。来年度には使用できるよう準
備をしております。

　文化事業については、多くの方からお越
しいただきたいため、土・日・祝日に開催
することが多いのですが、事業の内容に
よっては、ご意見のように平日の方がお越
しいただきやすいものもあると思います。
いろいろな開催方法を検討いたします。

Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

- 13 -
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

104
市議会
全員協議会

第１章 42-43

③伝統文化の継承 例えば、白嶺高校の文化部があれば、そ
ういうところで、伝統技術を伝えていくと
か、中学校でそういうのを伝えていくような
努力をせずに、もし、主体がなくなれば、そ
れで終わりとなってよいか。

伝統文化の継承については、記録保存を
第一に考えている。それらを活用して、よ
り若い世代の、学校等と連携して、そうい
う世代の育成にも努めていきたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

105
市議会
全員協議会

第１章 42-43

①博物館施設の充実と活動
の促進

ヒスイと真柏は糸魚川が誇る、糸魚川市し
かとれない、ナンバーワン、オンリーワン
の二大タイトルである。それらを貸してくれ
る、管理もしてもらえるようなら、断る理由
がないので、真柏の常設展示コーナーと
かどうか。

生き物であり、管理が非常に難しいという
のが実情である。いろいろな面で使いたい
と思っており、そのあたりは慎重に考えて
いきたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

106
市議会
全員協議会

第１章 42-43

主要事業 フォッサマグナパークの整備では、計画の
段階で地元の方も入れて、その後も、ボラ
ンティアで解説してもらえるような取組に
持っていければと思う。地区全体で取組を
情報共有した方が、より一層良いものがで
きるのではないか。

そのように進めていきたい。地元とキャッ
チボールしながら、進めていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

文化振興課

107
能生
地域審議会

第２章 44-45

健康定期健診 胃がんについて、長岡市では中学生を対
象にピロリ菌対策を実施している。ぜひ助
成について検討して欲しい。（ピロリ菌検
査の枠拡大、撤廃）

市では年代を区切って検査の助成を行っ
ている。より利用されるよう進める。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

108
能生
地域審議会

第２章 44-45

健康定期健診 ピロリ菌の検査について、昨年公民館で
受付を行ったが少なかった。対象年齢が
低いせいか。年齢枠を取り払ってほしい。
（要望）

ピロリ菌検査を受けてもらうよう、進めてい
きたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

109
市議会
全員協議会

第２章 44-45

施策指標 「運動による健康づくり」に関する数値目
標（施策目標）は考えていないのか。

教室の回数を年次的にどのような形で増
やしていくか等を記載できるような形で検
討する。 Ａ

（追加） 地区運動教室数
H27：24、H31：○、H35：○

健康増進課

110
市議会
全員協議会

第２章 44-45

具体的な施策（施策の方向）） ③運動による健康づくりの推進で、小学生
や中学生のスポーツ離れを防止するため
には教育委員会との連携が必要と考える
がいかがか。

幼少期から運動に関わることが大切であ
り、教育委員会の部署と連携を図りなが
ら、記載を検討する。 Ａ

スポーツ・運動に取り組み、生
涯学習として健康づくりを実践

スポーツ・運動に取り組み、教
育委員会・学校等と連携し、
生涯学習として健康づくりを実
践

健康増進課

111
市議会
全員協議会

第２章 44-45

具体的な施策（施策の方向）） 推進する「体制の強化」について、⑤として
追加記載するべきではないか。

推進する体制や連携の強化については実
施しているものであり、計画全体の表記の
関係もあるので、文書化については検討さ
せてほしい。

Ｂ

修正なし 修正なし

健康増進課

112
市議会
全員協議会

第２章 44-45

具体的な施策（施策の方向）） 抜本的に健康づくりを推進するためには、
推進体制の強化という項目を新たに設け
て、そこを強化するということが必要では
ないか。

必要な項目であるが、記載をするかは検
討させてもらたい。当然、徹底してやって
いかなければならない。 Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

113
市議会
全員協議会

第２章 44-45

現状と課題 運動習慣の定着において、中高年男性の
参加が少ないことが課題であり、具体的に
盛り込む必要があるのではないか。

課題として認識し、取り組みを進めようとし
ているので、明記する。

Ａ

一方で、若い世代の運動習慣
定着の割合が低いことから、

一方で、若い世代の運動習慣
定着の割合が低いこと、中高
年男性の運動教室等への参
加が少ないことから、

健康増進課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

114
市議会
全員協議会

第２章 44-45

具体的な施策（施策の方向）） ②食生活や生活習慣の改善による健康づ
くりの推進で、幼少期からの取組が重要な
のはわかるが、親の正しい生活習慣がな
いと定着してこない。子供だけでなく親子
というような捉え方での表記が必要でない
か。

前向きに記載を検討する。

Ａ

幼少期から正しい食習慣を定
着するため、引き続き「早寝早
起きおいしい朝ごはん」運動
に取り組みます。

幼少期から正しい食習慣を定
着するため、親子を対象に引
き続き「早寝早起きおいしい
朝ごはん」運動に取り組みま
す。

健康増進課

115
市議会
全員協議会

第２章 44-45

具体的な施策（施策の方向）） ③運動による健康づくりの推進で表記され
ている「スポーツ」について、競技スポーツ
などを含めたものとしてとらえられてしまう
のではないか。ある程度明確にした方が
誤解がなくてよいのではない。
また、健康づくりについては、水泳とかス
キーなど具体的なものを挙げて推奨され
たほうがよい（要望）。

競技スポーツとは別で、楽しめるスポー
ツ、導入部分のみと考えている。

Ａ

スポーツ・運動に取り組み、 楽しむスポーツ・運動に取り
組み、

健康増進課

116
パブリックコメ
ント

第２章 44-45

施策指標 　施策指標で、国民健康保険で40歳以上
は、かかりつけ医の診断（診療情報提供
書）も含めて、90％以上を目標に設定くだ
さい。

国の医療費適正化に関する基本的方針
に基づいた数値を目標としています。この
数値は特定健診等実施計画（H30～H３５）
で設定することとされていますので、その
時点で修正等を検討します。
　なお、目標に対しての実施率について、
国保への財政支援に影響が出る場合もあ
るため、国の数値より高く設定している団
体は少ないです。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

117
パブリックコメ
ント

第２章 44-45

健康づくりの推進 　健康づくりにおける禁煙と受動喫煙対策
が、計画では特に触れられていない。住民
の健康寿命を延ばし、重症化予防のた
め、また、子ども・妊産婦・アレルギーなど
感受性の高い方を含めた非喫煙者を受動
喫煙の危害から守るために、健康の基本
として、この課題の重点施策をよろしくお
願いします（具体的な意見・提案は別紙の
とおり）。

　総合計画には,医療費や健診、死亡率の
状況からの課題を踏まえた施策を記載し
ております。
　喫煙に関する具体的な取組みとしては、
総合計画を上位計画とした市民の健康づ
くりを推進する計画の「第２次健康いとい
がわ２１」において、分野別取組みの１つ
に「飲酒・喫煙」を掲げ、積極的な施策の
展開を図ることにしております。今後も市
民の健康に関する状況を確認しながら見
直しをし、計画に反映していきます。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

118 住民説明会 第２章 44-45

健康づくりの推進 介護予防と健康づくりをどのように関連づ
けていくのか。

健康づくりについては、年配になってから
取り組むのでは遅いと認識している。生涯
にわたってライフステージに応じた健康づ
くりに取り組んでいきたい。

Ｂ

修正なし 修正なし

健康増進課

119
市議会
全員協議会

第２章 46-47

具体的な施策（施策の方向）） 地域医療体制の維持には、国や県の支援
がないと厳しい状況であると考える。要望
するためには市独自の計画書を作成し、
積極的に県へ働きかける必要があるので
はないか。
回答を受け、一般質問で続きをとされた。

現時点での作成予定はないが、県の動向
をみながら検討していきたい。
国や県への要望については、実情を示し
て行っており、また市長会を通じた要望も
行っている。 Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

- 15 -
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120
市議会
全員協議会

第２章 46-47

現状と課題 　糸病における質の向上（医師及び看護
師のスキルアップやソフト面の充実へ）へ
の支援について、姿勢をみせるべきでは
ないか。
　民間としてのスキルアップを要請すべき
ではないか。
　総合計画への視点の盛り込みが必要で
ないか。

　従事者の研修に対する補助制度の活用
を周知している。
　他の病院等を研修してもらうような形の
働きかけもしている。
　明記を検討する。

Ａ

市内で就業しやすい環境を整
えるため、貸付制度等の施策
を継続します。

市内で就業しやすい環境を整
えるため、貸付制度等の施策
を継続するとともに、医療従
事者の資質向上等を支援しま
す。

※主要事業は、「高度医療技
術者人材育成支援事業」で網
羅

健康増進課

121
市議会
全員協議会

第２章 46-47

具体的な施策（施策の方向）） 診療科目の制限があり他医療機関への
通院があると思うが、その者への支援策
はあるのか。

市内医療機関の活用をPRしていきたい。
診療科目以外の理由によるものがある場
合には、その理由に応じた対応を検討した
い。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

122
市議会
全員協議会

第２章 46-47

具体的な施策（施策の方向）） 医師の確保にあたっては、法的措置によ
る国や県からの派遣が必要だと考える
が。

市としての対応には限度があるので、国
や県については、市長会を通じて要望して
いる。 Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

123
市議会
全員協議会

第２章 46-47

具体的な施策（施策の方向）） 　国保診療所での研修医受入について、
総合計画への明文化により、勤務医の負
担が増えることはないのか。
　脳神経外科としての研修受入について
の明記がないが。

　負担がないことはないが、勤務医の理解
を得る中で取り組んでいる。
　明記していないが、理解してもらってお
り、負担が大きくならないように継続してい
く。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

124
市議会
全員協議会

第２章 46-47

記載内容全体 　「２次救急」に関する記載がないが。
　24時間と２次救急は違うのではないか。
わかりやすい表現をお願いしたい。

48ページに記載している365日24時間とい
う内容が２次救急と理解している。
　表現は検討する。 Ｄ

修正なし 修正なし

健康増進課

125
市議会
全員協議会

第２章 46-47

具体的な施策（施策の方向）） 　「予防医療」の記載はないが、入れるべ
きではないか。
　医療としての「予防医療」が必要でない
か。
　最先端技術（スマートナノマシンなど）の
導入支援を検討するべきでないか。医療
過疎の糸魚川市において、最先端の技術
を研究し誘致するくらいに、糸病と産業
界、行政とも連携して国県の補助をもらえ
るような仕組みづくりをうたってほしい。

　第１節の「①疾病の早期発見と重症化予
防の徹底」の中に盛り込んでいると思って
いる。
　入れることで検討する。
　初めてお聞きしたものであるので、受入
体制の状況もあるので、勉強していきた
い。

Ａ

○生活習慣病の早期改善を
目指し、健診等の受診促進を
図り、

○疾病の予防や早期発見・早
期治療による重症化の予防を
目指し、健診等の受診促進を
図り、

健康増進課

126 住民説明会 第２章 46-47

地域医療体制の充実 専門医が欠員とならないよう、大学と提携
などにより先手を打つということもできるの
ではないか。

医師確保については、県と連携して新潟
大学、富山大学に要請して。厳しい現状で
あるが、引き続き要望していく。 Ｂ

修正なし 修正なし

健康増進課

127 住民説明会 第２章 46-47

地域医療体制の充実 地域医療体制の充実や医療従事者の確
保はいつになったら達成できるのか。５年
前も同じ返答で、なんら改善していない。

市独自の取組として、医師養成修学資金
貸与制度で現在８名の方が利用してい
る。研修医としても糸病を選んでいただい
ており、他からの研修医も増えている。研
修医が集まることは医師が集まることにつ
ながるので、市としても応援していく。

Ｂ

修正なし 修正なし

健康増進課
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128
市議会
全員協議会

第２章 48-49

主要事業一覧 糸病との連携強化のため、高額な補助を
実施してきているが、当初の目的が達成し
ているか検証するシステムが必要でない
か。

補助にあたっては、交付申請書における
事業計画書及び実績報告書の内容を確
認し、その効果の確認をしている。
実施事業の内容については、確認をより
強化していく。

Ａ

事業名：医療施設等設備整備
事業
概要：基幹病院への高度医療
機器等の整備助成

○糸魚川総合病院（救急病
院）に対する高度医療機器等
の整備に対し、支援を継続し
ます。

○糸魚川総合病院（救急病
院）に対する高度医療機器等
の整備に対し、効果を検証
し、支援を継続します。

健康増進課

129
市議会
全員協議会

第２章 48-49

糸魚川総合病院 接客１つ取っても改善されていない。優秀
な医師は辞めるか独立していく。新しく
入ってくるお医者さんに対する信頼度が低
い。緊急で入った場合の診断が適切でな
いなどの声を聞く。この安全と信頼を取り
戻すということもしっかり入れてもらいた
い。民間病院なので、そこを書けないとい
うのもわかるが、もう少ししっかりやっても
らいたい。

そのような情報があれば糸魚川総合病院
に伝えるので、具体的に教えてほしい。

Ｃ

修正なし 修正なし

健康増進課

130
市議会
全員協議会

第２章 48-49

救急搬送 当市は離島並みの緊急搬送の必要性が
あり、降雪や波浪などにより交通止めの危
機があることを現状と課題に挙げておかな
ければならない。365日24時間の緊急体制
の維持、県や国からの手厚い支援事業、
ドクターヘリの導入においても、強く要望し
ていんだということを記載すべき。５章と重
複してもいいので、必要でないか。

５章との調整が必要と考えるので、調整・
検討したい。

Ａ

医師確保に関しては、県と連
携して大学等への医師派遣
要望を継続します。

医師確保に関しては、県と連
携して大学等への医師派遣
要望を継続するとともに、国・
県に対しても要望します。

健康増進課

131
市議会
全員協議会

第２章 50-51

具体的な施策 民生委員という表記があるが、中山間地
域へ行くと民生委員のなり手がいない。民
生委員制度そのものに対する支援が必要
ではないのか。

民生委員については、今年度改選期であ
る。民生委員の推薦にあたっては、地区と
協議しながら、民生委員をサポートしてく
れるような方を作るというようなことも考え
ていく必要があると考えており、できる限り
の支援をしていく。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

132
市議会
全員協議会

第２章 50-51

地域で支え合う福祉の推進 福祉目的に施設を造り、営利目的のもの
をその中で取り込んでやっていくという例
が増えてきているように思う。営利を目的
としていながら、利用者が少ないので赤字
補填を、福祉施設だからといって、税金を
継続的につぎ込んでいくというような仕組
みはいかがなものかと心配している。

介護保険以外で、営利を目的としている団
体なり事業者が、福祉事業をやっていると
いうことがうかばないが、具体的に教えて
もらえばありがたい。（委員会でやるとして
終了） Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

133
市議会
全員協議会

第２章 50-51

具体的な施策 「地域や民生委員・・・」とあるが、ここでの
地域は、自治会長や区長、自主防災組織
か。このあたりを分かりやすく明記したほう
がよいのでは。

記述の問題であるので、いただいた意見
を参考に記載を考えさせてもらいたい。

Ａ

P51具体的な施策④
地域や民生委員、自主防災
組織と情報の共有化を図り、
要配慮者の安否確認、避難
誘導体制づくりに取り組みま
す。また地域や関係機関との

P51具体的な施策④
自治会や民生委員、自主防
災組織と情報の共有化を図
り、要配慮者の安否確認、避
難誘導体制づくりに取り組み
ます。また自治会や関係機関
との

福祉事務所
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134
市議会
全員協議会

第２章 50-51

現状と課題 名簿登録に未同意の方について、今後ど
ういうふうに安否確認をしていくのかが一
番の問題。個人情報保護とかの中で、行
政の方からしっかりと情報提供できていな
いのが原因になっていないか。

行政からの情報としては、住民記録の情
報を基に、管理に十分注意していただく内
容を付して、地区へ出させてもらっている。
住民登録をしていない方で実際には住ん
でいる方については、市としても把握がで
きていないのが現状である。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

135
市議会
全員協議会

第２章 50-51

現状と課題 現状と課題の中に未同意者がいるとなっ
ているが、どういう方なのか。また、そう
いった方への対応はどうしているのか。

未同意者については、元気な高齢者であ
るとか、近くに親族など支援者がいる方で
ある。こういった未同意者については、民
生委員さんから登録の呼びかけをしても
らっている。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

136
市議会
全員協議会

第２章 50-51

具体的な施策 地区では平時から要配慮者を含めて地区
住民の情報を収集している。個人情報の
保護も必要であるが、こういった情報が災
害時に役に立つのではないか。

地区によって、平常時からの防災意識に
対する取り組みの差がある。訓練などを
通じ防災意識の醸成に努めたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

137
市議会
全員協議会

第２章 50-51

具体的な施策 災害時に未同意者への支援は誰が行うの
か。助けてほしくないというのも権利だと思
うが、それなら明確に意思表示をもらうな
どが必要だではないか。

そういう考え方もあるが、災害時に何もし
ないでよいかというと、また責任がある。
今具体的に示してもらったものを詰めなが
ら、地域を十分把握していかなければなら
ない。要配慮者の支援については、近隣
住民の協力が不可欠である。平時から要
配慮者も近隣とのコミュニュケーションを
とっておくことが大切である。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

138
市議会
全員協議会

第２章 50-51

具体的な施策 個人情報の取り扱いについて、同意・不同
意ではなく、法的に措置という扱いができ
ないのか。できないのなら、地方の声とし
て法律改正に動いてもらわなければなら
ない。

災害時の個人情報保護の扱いについて
は、議長が言うように（法律改正への）働
きかけが必要かと思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

139
市議会
全員協議会

第２章 50-51

施策指標 施策指標の生活困窮者自立支援プラン策
定件数の根拠数値はどのように算出した
のか。

厚労省が定める年間相談件数の半数に
ついてプランを策定するという目安値を参
考に当市の相談件数を50件と見込んで、
半数の25件とした。

Ｂ

修正なし 修正なし

福祉事務所

140
市議会
全員協議会

第２章 50-51

施策指標 プラン策定件数は半数でよいのか。 困窮者の相談の中には、プラン策定する
までもなく、関係機関へのつなぎ等で終結
するケースがある。全てにおいてプランを
策定するわけではない。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

141 住民説明会 第２章 50-51

災害時用配慮者への支援 民生委員のなり手がいなくて困っている。 民生委員のなり手がいないことは承知をし
ており、市でも対応しているが皆さんから
も良い考えがあればお聞かせいただきた
い。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

142
能生
地域審議会

第２章 52-53

いちょうの家、あおぞら工房 移転について状況はどうか。 保健センターの耐震診断の結果、改修が
必要であり、必要な機能を新築したほうが
良いのではないかという状態。建設場所
が課題であり、適地があれば情報をもらい
たい。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所
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143
市議会
全員協議会

第２章 52-53

基幹相談支援センター 行政の附属機関としての基幹センターか、
将来的には独立させていくような考えがあ
るのか、センターとしての考え方は。

多様な相談をできる相談窓口、長期入院
患者の移行等の相談支援ができる場所で
あり、今のイメージとしては、身体障害の
エスポアールはやかわ、知的障害のメモリ
アルホールみずほ、精神障害のこまくさ、
それぞれの事業所と一緒になって連携し
ながら活動していきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

144
市議会
全員協議会

第２章 52-53

具体的な施策 自立と社会参加への支援の中で、グルー
プホームの整備とあるが、宿泊型自立訓
練施設の希望もある。糸魚川でも整備で
きないか。雇用の確保も期待できる。

上越市に３施設あり、糸魚川からも入所し
ている。すぐには難しいが、整備について
検討していきたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

145
市議会
全員協議会

第２章 52-53

具体的な施策 障害者が就職に結びつく形を検討してほ
しい。糸魚川ものづくりネットワーク（イマオ
ン）の法人とも連携していってほしい。

企業との連携については、ハローワークと
の連携を記載している。自立支援協議会
の中でも就労支援部会で雇用を促進して
いる。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

146
市議会
全員協議会

第２章 52-53

具体的な施策 就労支援の中で、ジョブコーチも検討して
いってほしい。（要望） Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

147
能生
地域審議会

第２章 54-55

おでかけパス 紛失する方もあり、再発行の手続き、基準
を見直してほしい。（市長にもお願いし、了
解してもらった内容）

おでかけパスは年齢を70から65歳に引き
下げ、バスの利用促進を図っている。
再発行の手続きについては、確認する。 Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

148
市議会
全員協議会

第２章 54-55

タイトル 「高齢者の支援」の考え方は？定義を考え
て言葉を使ってほしい（意見）。「支援」「責
務」「措置」

本人･家族の意向に沿うことが支援と考え
る。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

149
市議会
全員協議会

第２章 54-55

施策指標 要介護3以上の割合が低下する目標値と
しているが、Ｈ３０年には高齢者人口の
ピークがくることを考えると、それなりの努
力が必要。要介護状態となる前段を重視
してほしい。

高齢者人口は増加するが、そのピーク時
においても、要介護者が増加しないよう、
予防に努力したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

150
市議会
全員協議会

第２章 54-55

現状と課題 4つ目の○「本人の意思が十分反映されて
いないことが課題」表現が行き過ぎている
のではないか？

自宅での介護を望んでも、環境、ご家族と
かいろいろある中で叶わない部分もある。
内容は行き過ぎたところもあるかと思うの
で、内容を少し調整させてもらいたい。

Ａ

本人の意思が充分反映され
ていないことが課題です。

高齢者を地域で見守っていく
ための体制づくりが課題で
す。 福祉事務所

151
市議会
全員協議会

第２章 54-55

現状と課題 上記の課題が、具体的な施策の②介護家
族の支援にかかってくるのか？

施策の②③にかかっている。家族の不安
と負担の軽減のためにも在宅サービスを
充実し、在宅に限界が来れば施設サービ
スへとの考え。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

152
市議会
全員協議会

第２章 54-55

基本方針 地域包括ケアシステムが言われている
が、先般法人責任者との話の中で、新し
い考えがどんどん出てきている。「認知症
10年」という言葉を知っているか？ケアマ
ネが十分な知識があれば、適切な支援が
でき、施設とのトラブルも避けられる。医療
を入れた研修機会も必要。

事業所職員同士で研修の機会を設けてい
るほか、ひすい在宅プロジェクトの実施に
より医療との壁を低くし、スキルを高める
取り組みをしている。資質向上の取り組み
があることをわかるよう記載について検討
したい。

Ａ

在宅医療と介護の連携を強
化します。

在宅医療と介護の連携強化
を目指し、医療・介護職種の
ネットワークづくりに取り組
み、情報共有できる関係性の
構築ならびに介護職の資質・
技能の向上を図ります。

福祉事務所

- 19 -
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

153
市議会
全員協議会

第２章 54-55

全体 1項の支援が必要な高齢者と、2項の元気
高齢者の狭間にいる人の対応。介護予防
施策に介護保険卒業の視点が必要で、そ
のような気持ちになるような支援が必要と
思う。本人の意思が大切であることを明記
してほしい。

④にはそのような視点を盛り込むようにす
る。

Ａ

　市民は、趣味の活動や普段
の生活を継続することが、結
果として介護予防につながる
ことを意識し、自発的かつ主
体的に社会参加や地域支援
に協力し、生きがいを持って
生活します。

　市民は、趣味の活動や普段
の生活を継続することが、結
果として介護予防につながる
ことを意識し、自発的かつ主
体的に社会参加や地域支援
に協力し、生きがいを持って
生活します。

福祉事務所

154
市議会
全員協議会

第２章 54-57

タイトル 1項の高齢者の支援、2項の生きがいづく
りとの構成だが、財源が心配される中、ど
れが優先順位が高いのか？

どちらが優先というのは難しく、１項の高齢
者福祉の充実については、喫緊の課題等
に対応する部分、２項の高齢者の生きが
いづくりについては、高齢者が充実感を
持って生き、それが介護予防にもつながる
ことから、それぞれ力を入れていかなけれ
ばならない。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

155
市議会
全員協議会

第２章 54-57

福祉施設といいながら、営利目的に走る
施設がある。そこに市の財源をかけるの
はいかがなものか？行政が支援を履き違
えていないか？

営利目的の施設があるとは認識していな
い。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

156
市議会
全員協議会

第２章 56-57

具体的な施策 高齢者の社会参加について、先進地の取
り組みでは、産業振興につながっている。
高齢者もビジネスチャンスを狙っている。
暗いイメージではなく、元気高齢者に活躍
してもらうと良い。福祉事務所ではどこま
で対応できるのか？今後は産業分野との
連携で次につなげてほしい。

提案のように、起業という形になるかもし
れないので、そういう形につなげるよう連
携を取っていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

157
市議会
全員協議会

第２章 56-57

具体的な施策 生きがいの施策としてほっこり館が挙げら
れているが、最近利用者が少ないと聞い
ている。生きがい対策としてどのような方
向で行くのか？ほっこり館は大きな投資。
成果が求められる。高齢者の意欲をどう
醸成するか、前向きな気持ちに持っていけ
るかが大事だ。福祉は悪い人が良くなる
場合があるので、改善を見せていくことも
大切。

（生きがいについて）高齢者の考え方は個
人志向になっていくと考えられ、必要な情
報発信をしていくことも１つの福祉施策で
はないかと考えている。また、多くの方か
ら参加していただく取組も必要であり、作
る側、訪れる側の両方とも生きがいとなる
ような形でメニューづくりもしていかなけれ
ばいけない。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

158
市議会
全員協議会

第２章 56-57

具体的な施策 ほっこり館は大きな投資。成果が求められ
る。高齢者の意欲をどう醸成するか。

現場の声を聞きながら、多くの方々の参加
したい気持ちが醸成されるよう対応してい
きたい。参加者も固定していると聞いてい
るが、目的を明確にしながら目的に向かっ
て進んでいくということが大切だと思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

159
市議会
全員協議会

第２章 56-57

具体的な施策 趣味でも何でもいい。前向きな気持ちに
持っていけるかが大事だ。福祉は悪い人
が良くなる場合があるので、改善を見せて
いくことも大切。

人間生活には狭間はない。この狭間をど
う埋めていくかが大切であり、スポット的に
穴が開かないようなものにしていかなけれ
ばならない。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

160
市議会
全員協議会

第２章 56-57

現状と課題 注釈を付けてまで「ロコモ」を使う必要はな
いのではないか？横文字はわかりにくい。
分かり易い記載にしてほしい。

素直に耳に入る言葉のほうが良いので、
変更したい。

Ａ

ロコモティブシンドロームのリ
スクが…

運動機能の低下が…

福祉事務所

161
市議会
全員協議会

第２章 56-57

「ロコモ」について　　　「地域
包括ケアシステム」について

ロコモという言葉は糸魚川市では浸透して
いないし、これによって行政が何をやろう
としているのかが見えない。青海出身の第
一人者の指導者がおり、糸魚川市でも広
めていったらということであるが、担当課
は知っていたか。

厚生労働省など、情報発信では、ロコモ
ティブシンドロームが使われており、その
ものの普及も必要だと思うが、計画の中で
は分かりやすい表記としたい。第一人者と
いうことは、職員で知っている者もいたが、
私は知らなかった。

Ｄ

修正なし 修正なし

福祉事務所

162
市議会
全員協議会

第２章 56-57

「ロコモ」について　　　「地域
包括ケアシステム」について

前段の伊藤議員の「質の向上」の関連で、
地域包括ケアシステムを進める上での資
格があり、そういう方を育成するという取
組がだいぶ前からあったと思うがどうか。

地域ケアシステムを推進するための特別
の資格はない。（その後のやり取りで）福
祉住環境コーディネーターという資格があ
る。 Ａ

P５７　具体的な施策②
○地域のサロンや老人クラ
ブ、ピアタウン青海多目的施
設など、高齢者が集まる場へ
の支援を行います。

○地域のサロンや……支援を
行う中で、運動機能の向上に
努めます。

福祉事務所

163
市議会
全員協議会

第２章 56-57

「ロコモ」について　　　「地域
包括ケアシステム」について

市民の方の団体、企業にそういうスキル
アップを望むのであれが、行政職員自らが
住環境コーディネーターの資格を取った
り、テキストを取り寄せて、こうやっていく
のだというところが必要ではないか。

住環境コーディネーターはある一定の資
格を持った上で取らなければならないかと
思うが、そのような視点は必要と思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

福祉事務所

164
パブリックコメ
ント

第３章 58-59

施策指標 　施策指標で新規学校卒業者（上越地方
の大学等）のうち、就職希望者の管内就
職率を50％以上に目標を設定し、自宅か
ら通学できる大学専門学校を推奨する施
策を強化ください（例えば、進学支援や就
職支援）。

　大学等進学者の市内就職情報の把握が
できないことから、目標設定は困難であり
ます。
なお、進学・就職支援としては、新幹線通
学定期券補助やUIターン修学資金返済支
援などを実施しています。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

165
パブリックコメ
ント

58-59

③職業能力開発の促進 　職業能力開発の促進で、糸魚川高等職
業訓練校の次に、県立上越テクノスクール
も追加ください。

　記載を追加します。

Ａ

市内企業が求める技術を取
得した人材を確保・育成する
ため、糸魚川高等職業訓練校
の活動を支援するとともに

市内企業が求める技術を取
得した人材を確保・育成する
ため、糸魚川高等職業訓練
校、新潟県立上越テクノス
クール等の活動を支援すると
ともに

商工農林水産課

166 住民説明会 第３章 58-59

１　就業支援の強化 若者と女性の定着においては、働く場の
確保が重要であるが、特に力を入れていく
部分はあるか。

昨年策定した総合戦略の中でもウエイト
の高い部分であり、特に生産年齢人口に
ある女性をどれだけ雇用できるかが重要
である。求人と求職のミスマッチが現状の
課題であり、若い女性の求める職が少し
ずつでも増えるよう力を入れたい。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

167 住民説明会 第３章 58-59

若者が求める就業環境づくり 若い人の働く場をどうやって創っていくの
か。そのあたりをはっきりと打ち出してもら
いたい。

人口減少は若年女性人口の減少とも言わ
れており、特に若者と女性の地道な雇用
拡大策を講じていく必要がある。介護職の
人手不足、海洋高校の例ではパートが２
人、３人と増えている状況などがある。そう
いう小さな働く場の拡大が最終的には大
きなものにつながっていくと考えており、若
者と女性の働く場というところを強く意識し
ながら雇用政策を進めていきたい。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

168
市議会
全員協議会

第３章 60-61

雇用環境の整備
就業率

・施策指標の女性就業率だが、実数にで
きないか。雇用を支える若者の数が少な
いかという現状、危機的状況であるという
ことを、総合計画では前面に出してほし
い。

・就業数を指標とすることができるか検討
する。

Ｃ

女性就業率
現状（H27）　44.0％
中間目標（H31）　48.0％
最終目標（H35）　50.0％

《修正しない》
【理由】
・人口（総数）が減少している
ため、就業数は下降する数値
目標となる
・就業率は男性と比較するこ
とができる

商工農林水産課

169
市議会
全員協議会

第３章 60-61

企業誘致 新分野に挑戦するには試験場の誘致や
新事業研究開発事業、創出支援など、角
度を変えた大学等の連携を含めて、国県
とのつながりのできるようなものの誘致は
入っていないのか。

69ページの企業の競争力の強化というと
ころで捉えている。今年度の事業において
も、市内企業がクラウドファンディングを
使って企業の魅力を発信するような事業
を展開しており、試験場についても今後検
討させてもらう。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

170 住民説明会 第３章 60-61

若者が求める就業環境づくり 大学２、３年生のうちに、就職に関する情
報提供するなど、市として何か違う手が打
てないか。

新卒者が戻ってくるための行政情報を適
時適切に出せないかということで、ふるさ
と情報をネット配信するような取組を進め
ている。企業サイドも自分の会社をアピー
ルしていく姿勢が大事であり、ホームペー
ジの作成費用助成など、地元就職につな
がる手立てを考えている。
親御さんにも関心をもってもらうことが大
事なので、新たな視点で企業訪問を実施
していきたい。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

171
能生
地域審議会

第３章 62-63

農業 農業は会社経営ではなく、家族経営で
担ってきた。集約化、担い手の育成と言っ
ているが、うまくいっていないケースが多
い。新しい次の政策を考えなければならな
い。

全市的に中山間地農業が実態である。ご
意見を踏まえて、施策の取組を考えたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

172
能生
地域審議会

第３章 62-63

TPP 現状と課題にTPPに関する課題の整理が
必要。

TPPについては農業分野に限らず、広く影
響が出ると捉える。計画内に触れていな
いので、どこかに入れたい。

Ａ

（追加） 基本構想の本市を取り巻く社
会経済環境で記載する。

ＴＰＰ発効による一次産業へ
の影響を最小限にするため、
具体的なＴＰＰ関連政策に関
する情報収集と早急な対応が
求められています。

企画財政課
商工農林水産課

173
能生
地域審議会

第３章 62-63

担い手（新規就農者） 大事な取組であるが、誰でもいいではダ
メ。助成金が終わればさよならの事例もあ
る。面接して受け入れるくらいのことをしな
ければならない。

地域とのマッチングが重要。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

174
市議会
全員協議会

第３章 62-63

全般 TPP関連(情報収集等)を記載すべきでは
ないか。

TPPについては、特に農業、そして林業、
水産業についてもTPPの影響は受けると
理解しており、その対応についても大きな
課題と認識している。TPPの課題、その対
応について記載していくよう考えたい。

Ａ

（追加） ＴＰＰ発効による一次産業へ
の影響を最小限にするため、
具体的なＴＰＰ関連政策に関
する情報収集と早急な対応が
求められています。

商工農林水産課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

175
市議会
全員協議会

第３章 62-63

主要事業一覧 新規就農希望者（Iターン者）に対する支援
策を明記する必要があるのではないか。

移住者、就農されたい方の受け皿整備と
いうことで、地域、法人のほうにもそういっ
た話をしている。研修というような形から始
められるように支援制度も整備しているの
で、もう少し具体的に表現するような方向
で改めたい。

Ａ

新規就農者への支援 青年就農給付金事業、経営
体育成支援事業、農業就職
希望者滞在費等助成事業

商工農林水産課

176
市議会
全員協議会

第３章 62-63

1 農業の振興
具体的な施策（施策の方向）
③農業生産基盤の推進

高齢化などにより用水管理が難しくなって
きている。しっかり対応できるような方策が
必要。

最新の工法により管理者の負担を軽減す
るとともに同ページ（63ページ）にある日本
型直接支払制度により共同の取組を支援
していく。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

177
パブリックコメ
ント

62-69

４　商工業の振興 　関連個別計画を立案し、どのように雇用
を創出と拡大させて、商工業の経済を拡
大させるかを明確にしてください。

　具体的な施策は記載済みであり、関連
個別計画は必要があれば立案していきま
す。 Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

178
市議会
全員協議会

第３章 64-65

関連個別計画 市有林の整備について、森林整備計画書
もあるが、個別に計画を策定してはどう
か。

森林整備計画書の他、市有林の整備につ
いては実施計画等の予算ベースのみと
なっているので検討する。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

179
能生
地域審議会

第３章 66-67

漁業 若い漁業者が加工場を新設して、未利用
魚、低利用魚の活用や「いといがわのごっ
つぉ」の商標を取得し高付加価値化の取
組を進めており支援をお願いしたい。

販路拡大の取り組みとして首都圏でのア
ンテナショップを開設している。少量多品
目のため流通が課題となっている。一緒
に検討し商売になるよう支援したい。 Ａ

P67 具体的な施策
「海洋高校との食品加工等に
おける連携と支援」

全員協議会での意見を基に、
高付加価値化の文言を追加
し、修正した。
「食品加工における企業や海
洋高校との連携による高付加
価値化」

商工農林水産課

180
青海
地域審議会

第３章 66-67

現状と課題 「ほとんどが東京を中心に、、、」という表
現がある。
上越漁協では北陸（金沢、富山）３割、上
越３割、長野１割という内訳、青海漁協は
魚津が８割である。

消費先については確認し、正しいものに訂
正する。

Ａ

そのほとんどが東京を中心に
市外へ流通しています。

そのほとんどが市外へ流通し
ています。

商工農林水産課

181
市議会
全員協議会

第３章 66-67

現状と課題 観光型漁業(実際に漁をする体験)につい
ても検討願いたい。

観光型漁業の表現では、漁業に一緒に出
てというふうに捉えられる部分もあるが、
具体的に考えているものは、その前段に
ある体験型観光という部分での推進であ
り、文言がわかりにくいところがあれば修
正も含め検討したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

182
市議会
全員協議会

第３章 66-67

具体的な施策、協働の取組 協働の取組には、漁業者と市の関係だけ
でさみしい。協働の取組のおいて、海洋高
校の位置づけ、そこから発展して県や国と
の協働、人材供給の部分、水産加工場な
どの企業誘致の話が入ってこないといけ
ない。

従来から糸魚川の水産資源、産官学連携
事業で取り組んできており、これからの方
向性も見定める中で、ご提案のような記載
に変えてみたい。 Ａ

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図ります。

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図るととも
に、人材の育成や漁業所得の
向上に向けて産学官連携によ
り取組みを進めます。

商工農林水産課

- 23 -
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183
市議会
全員協議会

第３章 66-67

具体的な施策、協働の取組 プレジャーボートや遊漁船、海の魅力アッ
プなど、漁業振興または観光振興との位
置づけはどうか。遊びと漁業という部分、
観光漁業という部分の位置づけをしっかり
明記しておいたほうが分かりやすいと思
う。

検討する。

Ｂ

修正なし 修正なし。
第３節「交流人口の拡大」の２
「受入れ態勢の充実」中の体
験型観光の推進において、農
林漁業体験を含む体験型観
光の推進について、明記され
ているため。

商工農林水産課

184
市議会
全員協議会

第３章 66-67

協働の取組 漁師のことしか書かれていないが、民間
の人たちもあわせて育てていくところも大
事ではないか。起業の補助も書き込んで
いく必要があるのではないか。

獲る漁業、加工、販売というところについ
ても、漁師の所得アップという観点からも
必要だと考えており、表記についてひと工
夫する。 Ａ

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図ります。

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図るととも
に、人材の育成や漁業所得の
向上に向けて産学官連携によ
り取組みを進めます。

商工農林水産課

185
市議会
全員協議会

第３章 66-67

協働の取組 未利用魚を活用した加工品など、漁協や
漁業者とは別の民間企業との協働、取組
が必要ではないか。

漁協で水産加工施設もあるが、100％稼働
していない状況もあり、もう少し民間での
加工、販売というところについても、今後
表現の中で工夫する。 Ａ

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図ります。

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図るととも
に、人材の育成や漁業所得の
向上に向けて産学官連携によ
り取組みを進めます。

商工農林水産課

186
市議会
全員協議会

第３章 66-67

３　水産業の振興 農業では６次産業化という言葉はよく出る
が、そういった関連のところをここにも出し
てもらいたい。 Ｂ

修正なし 修正なし。
食品加工の取組みは進めら
れており、６次産業化という文
言は使用しない。

商工農林水産課

187
青海
地域審議会

第３章 68-39

具体的な施策 新製品、新商品の開発とあるがどんな商
品を作るのか？町の人がどんなイメージ
をもつか？宣伝となるものを出してほし
い。

基本計画については、施策の基本を示し
ており、具体的な商品、製品名までは出し
ていない。糸魚川を売り込むものとして、ヒ
スイ、フォッサマグナ、ジオパークにインパ
クトがある。特産品としては、米、青海のア
ンコウ、能生のベニズワイガニが人気であ
り、最近では、丸ナスやワサビも売り出し
ているので、ＰＲしていただきたい。

Ｂ

具体的な施策（施策の方向）
①企業の競争力の強化
○新製品の開発、新業種へ
～
○新技術や新商品の開発を
～

修正なし。
ここでは企業が競争力を強化
するための新たな商品開発等
について記載している。

商工農林水産課

188
市議会
全員協議会

第３章 68-69

具体的な施策(施策の方向) 総合戦略では「産学官労金言」と記載して
ある。整合性をとるべき。

いろんなところからの連携が出るような仕
掛けが創業・起業には大事だと思うので、
ご指摘の部分について追記できるような
形で進めたい。

Ａ

具体的な施策（施策の方向）
①企業の競争力の強化
○新製品～産官学連携など
を促進し～

具体的な施策（施策の方向）
①企業の競争力の強化
○新製品～産官学金労言連
携などを促進し～

商工農林水産課

189
市議会
全員協議会

第３章 68-69

具体的な施策(施策の方向) 海洋高校の場合はまさに産官学、糸魚川
市、海洋高校、能水会というモデルケース
であるが、そういうふうになるように、その
軸になるのが行政かと思うので、その辺の
働きかけを強力に推し進めていただきた
い。

Ａ

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図ります。

市は、県と連携し、漁業者の
意向を把握し、安全、安心な
労働環境の整備を図るととも
に、人材の育成や漁業所得の
向上に向けて産学官連携によ
り取組みを進めます。

商工農林水産課
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190
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 海外を視野に入れた記載がされていな
い。

具体的に明記するよう修正する。

Ａ

○新製品の開発、新業種へ
の進出や業態転換など、企業
の経営革新を支援するた
め・・・
○新技術や新商品の開発を
促進するため、見本市、展示
会・・・

○新製品の開発、新業種へ
の進出や業態転換、海外へ
の進出など、企業の経営革新
を支援するため・・・
○新技術や新商品の開発を
促進するため、国内外の見本
市、展示会・・・

商工農林水産課

191
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 ・制度融資など金融機関の役割を明記す
べき。現状の苦しさに対する部分の金融
施策の底支えは明記しなければならない
と思う。

・協働の取組に金融機関の役割を記載す
る。

Ａ

行政と商工団体が連携し・・・ 行政、商工団体及び金融機
関が連携し・・・

商工農林水産課

192
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 ・商店をどう支援するのか。 ・④店舗の魅力アップへの支援と、⑥イベ
ント等の賑わい創出の支援を両天秤で取
り組む。

Ａ

④商店の魅力アップへの支援
⑥中心市街地の活性化

④商業の活性化
○商店街への誘客を促進す
るため・・・、賑わい創出のた
めの取組を支援します。
○商店経営を支援するた
め、・・・

商工農林水産課

193
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 ・現状と課題について、郊外の大型店や近
隣都市への流出は5～10年前と変化がな
い。
・現状はコンビニができれば周りが潰れる
状況。

・郊外への新たな出店はあまりないので、
現状認識し整理していきたい。

Ａ

○本市の商業は、郊外の大
型店及び近隣都市への消費
者の流出やネット販売の利用
増などにより、既存商店での
売り上げはもとより・・・

○本市の商業は、郊外の大
型店及び近隣都市への消費
者の流出、中心市街地の人
口減少及びネット販売の利用
増などにより、既存商店での
売り上げはもとより・・・
（コンビについては、周辺周辺
に与えた影響が明確になって
いないので記載しない）

商工農林水産課

194
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 ・地元消費活動という表現は、地元金融機
関が取り組み「地元購買運動」と整合性を
取るべきでは。

・地元金融機関の表現の趣旨を確認す
る。

Ｂ

具体的な施策（施策の方向）
⑦地元消費活動の推進

修正なし。
地元金融機関も「地元消費促
進」という表現を使用 商工農林水産課

195
市議会
全員協議会

第３章 68-69

商工業の振興 ・中心市街地とはどこを指しているのか。
伝統的な街並みと新しい商業とセットにし
た新しい商業集積地を作っていくとか、こ
れからに向けてのビジョンを出してもらい
たい。

・糸魚川駅周辺と考えているが、商業集積
地として記載することも検討する。

Ａ

⑥中心市街地の活性化 （糸魚川駅周辺のみが中心市
街地という誤解を生む恐れが
あることから、④と⑥を統合し
て「商業の活性化」という項目
とし整理する）

商工農林水産課

196 住民説明会 第３章 68-69

企業の誘致 若者が市に残る、大学を卒業したも若者
が戻ってくることが大切。企業誘致として
は地元企業と重ならない分野が必要と思
うが、具体的にはどのような企業の誘致を
考えるか。

雇用の場の確保の観点からすると、市外
からの企業誘致と、既存企業の振興の２
点がある。求人と求職のミスマッチが起き
ないよう、小さい企業であっても数で、若い
男女の雇用の場を確保できるよう、幅広い
業種の中から希望に沿った職場の提供が
できるよう進めたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課
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197 住民説明会 第３章 68-69

商業の活性化 糸魚川駅周辺に人が歩いていない。本当
に何とかしていただきたい。人口５万人の
街に相応しい賑わいを駅周辺に作ってほ
しい。

駅周辺、市街地の賑わいづくりについて、
要約された資料では具体的なものは見え
ない部分がある。一例として、都市計画区
域内のまちづくりとして立地適正化計画を
進めている。それだけで賑わいがでるかと
いうとそうではなく、商店街の皆さんからも
賑わいのあるまちづくりに力を出していた
だくことも大事であり、ソフト面での働きか
けも併せて行っていく。

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課
建設課

198
市議会
全員協議会

第３章 70-71

新たな産業の創出 ・総合戦略との連携が見えてこない。
・寝たきり商店が見られる。空き店舗お見
合い制度などこれまでにない取組が必
要。

・三つの団体がブランド化に取り組む。商
工団体と連携して一緒に進むよう取り組
む。 Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

199
市議会
全員協議会

第３章 70-71

新たな産業の創出 地元食材を味わうツアーの実施がこれか
ら有効なものになる。大きな予算、人をか
けてやるツアーだけでなく、きめ細やかな
ところでも糸魚川のおいしいものをツアー
でやってもらいたい。（小さい業者でもやれ
るようなきめ細やかな支援の仕組みも作っ
てもらいたい。）

首都圏との味わい交流事業として多くの
販路が拡大された状況であり、今後もス
トーリーを作っていきたい。きめ細やかな
支援を行う。

Ｂ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

200
市議会
全員協議会

第３章 72-73

入込の指標 交流人口といったあいまいな指標ではな
く、もっと実感できる経済指標を採用し、そ
れを目標に努力すべきだ。

宿泊者数をベースとした指標をトピックス
と施策指標に付け加える。

Ａ

(修正) 宿泊者数を指標として追加

交流観光課観光
係

201
市議会
全員協議会

第３章 72-73

主要事業 糸魚川全体のイベント支援について網羅
していくような計画にしてほしい。

文化・スポーツ・音楽などのイベント支援
について事業について再掲といった形で
掲載を検討する。

Ａ

（追加） スポーツ大会や文化講演会な
どさまざまな機会を交流人口
拡大のチャンスと捉え、諸団
体などと連携をとりながら取り
組みを進めます。

交流観光課観光
係

202
市議会
全員協議会

第３章 72-73

観光誘客宣伝事業 パンフレットの作成等がベースになるのは
間違いないが、送ればよしではなく、いか
に返してもらって、確実に糸魚川に来ても
らうにはどうしたらいいか、そういう段階に
来ているかと思う。観光情報コンシェル
ジュを入れるとか、双方向性、リピーター
づくりに結びつくような事業も検討いただき
たい。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

203
市議会
全員協議会

第３章 72-73

情報発信 観光情報の発信の一元化とは。 観光協会を発信基地として、情報の一元
化と共有化を進めている。情報の錯綜解
消や効率化を図る意味で、そのような体制
に改めている。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

204
市議会
全員協議会

第３章 72-73

情報発信 多くの方に見てもらいたいといったときに、
一元化がいいほうに作用するか。組織が
出す情報、市民が出す情報、どちらのほう
が見てもらえているのかということ、そうい
うことがここでの現状と課題になってくると
思うがどうか。

情報発信力の高い方同士を結びつけるこ
とによって、より多くの方に糸魚川市の情
報を知ってもらえるように、連携等もいろい
ろ考えて取り組んでいきたい。 Ｄ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係
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205
市議会
全員協議会

第３章 72-73

情報発信 情報を出して受けたり、また出していくとい
う仕組みそのものが大きく変わりつつあ
り、そういうところの研究や取組もここで出
しておかなければならないのではないか。
一番こだわるのは、双方向性の考え方で
ある。

ソーシャルネットワークサービスの一番の
特徴は双方向性だと思っている。それら
サービスも日進月歩、変化してきているの
で、それに適したやり方を、機を捉えて遅
れないように対応していきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

206
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパークの基本的な考え方 基本構想、基本計画の中に「ジオパーク」
が91回出てくる。ジオパークではなくて別
のものを見つけていくべきではないか。

ジオパークの使い方にご指摘があるかも
しれないが、ジオパークは非常に多様性
のあるものであり、教育、地域振興、防災
にも生かすということから、それらの活動
には名前を使わせてもらいたい。

Ａ

（修正） ジオパークの使い方について
は、別の表現が出来るところ
については、見直しをする方
向で検討いたします。

交流観光課ジオ
パーク推進室

207
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパークの基本的な考え方 10年ジオパークをやってきて糸魚川市は
どうなったか。

10年が短いか長いかもあるが、やはり全
国的に知ってもらうことが大事であり、農
業の面、観光の面でもブランドを使って糸
魚川を売り出そうという考えである。それ
がよくないというのであればやめなければ
ならないが、いいとなればそれを使ってよ
り糸魚川を売る、よそでも使ってもらうこと
で１つの大きな連携も取っていけるのでは
ないかと考える。

Ｄ

修正なし 修正なし

交流観光課ジオ
パーク推進室

208
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパークの基本的な考え方 市長の言うこともわかるが、ここまできたら
ジオパークはもう少しコンパクトにまとめる
べきではないか。教育、福祉、産業まで全
部ジオパークを使っていると、ぼやけてし
まってどうにもならない。

ジオパークそれ一色でいいのかということ
かと思う。その辺をもう一度確認しながら
考えていきたい。

Ｃ

修正なし ご指摘の点を踏まえて、平成
29年度からのジオパーク戦略
プロジェクトを策定いたしま
す。

交流観光課ジオ
パーク推進室

209
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパークの基本的な考え方 ジオパークでは食っていけない、このまま
ジオパークで進めていけば、糸魚川はだ
めだという声がある。糸魚川市の将来を決
める基本構想、基本計画の中で、なんでこ
んなにジオパークを使わなければならない
か。
コンパクトにまとめて、強く行けばよい。別
の方法、きめの細かいやり方、もっと違っ
た方向に向けて、本当に丁寧に行政を進
めていくような方法でないと心配である。

ご指摘の件、行き過ぎている部分があれ
ば訂正させてもらいたい。しかし、自然科
学や地球科学においては、今非常に日本
の地質、地理などいろんな面で注目が出
てきているので、伸びるものについては取
り組んでいきたいし、そのまま進めたいと
思う。 Ａ

（修正） ご指摘の点を踏まえて、内容
や表現等、見直しを行いま
す。

交流観光課ジオ
パーク推進室

210
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパーク 表記の仕方、多すぎるということについて
は一考願いたいが、ジオパークを目玉に
交流人口の拡大を図ってきて、糸魚川市
の知名度を上げてきたことも事実だと認識
している。それを大事にしながら、使い方
を考えていって、大事にジオパークを育て
てあげたいなということを言いたい。

Ａ

(修正) ジオパークの使い方について
は、別の表現が出来るところ
については、見直しをする方
向で検討いたします。

交流観光課ジオ
パーク推進室
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211
市議会
全員協議会

第３章 72-77

ジオパーク 高澤議員の言葉は、市民の意見を率直に
伝えている。ユネスコの世界認定になった
のだから、１つ区切りをおくべきだ。また、
交流人口の拡大の部分でなぜジオパーク
が頭にはいっていないのか、いつその恩
恵はもらえるのか。

いかにジオパーク活動を交流人口の拡大
につなげていくかというのが大きな目的で
ある。他市との新たなつながりも出てきて
おり、活動をさらに大きな輪にしていき、事
業化できるようにしていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課ジオ
パーク推進室

212 住民説明会 第３章 72-77

交流人口の拡大 能生地区は港町のイメージが強く、お祭
り、おいしいものがたくさんあり、観光的な
魅力のある場所である。これを活かした大
胆な施策を盛り込むべきではないか。

説明資料には具体的なものは出てこない
が、マリンドリームや筒石の住宅群など、
たくさんの魅力があるので、二次交通、三
次交通の可能性を探って新たなコースの
開発をしていく必要があると考えている。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課

213
市議会
全員協議会

第３章 73・75

協働のとりくみ 市民の役割についての表現を見直してほ
しい。

もう少し優しい表現に見直す。

Ａ

Ｐ73
市民は、糸魚川の見どころや
良いところなどを伝える役割
を担っていくとともに、イベント
などのボランティアとしても積
極的に参加します。

Ｐ75
市民は、観光客などにおもて
なしの心をもって接し、糸魚川
市の印象を高めるよう努めま
す。

Ｐ73
市民は、ソーシャルネットワー
クサービスなどにより、糸魚川
の見どころや良いところを伝
えることに取組みます。また、
イベント等にも企画、おもてな
しも含め積極的に参画してい
きます。

Ｐ75
糸魚川市全体で観光客をおも
てなしする雰囲気を醸成し、
選ばれる観光地となるよう努
めます。

交流観光課観光
係

214
能生
地域審議会

第３章 74-75

ジオパーク 新幹線が開業し、ジオサイトを巡回するツ
アーなど交流人口の拡大につながる取組
をしてほしい。ひいては、農林水産業の振
興にもつながると思う。

新幹線駅からの二次交通が課題である。
昨年からレンタサイクルの利用を開始して
おり、今年はマリンドリームでも始める。自
転車道もありサイクリングコースとして活
用したい。
定期観光バスの半日コースなども実施し
ている。マイカーによる観光客が多く、そ
の対応が検討する必要がある。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課

215
能生
地域審議会

第３章 74-75

糸魚川版DMO 妙高市では、いろいろな団体が参画して
方向性を打ち出している。糸魚川も観光協
会だけでなく他の人も土俵にあがってもら
い、検討していく必要がある（要望）。

観光の窓口は観光協会に担ってほしい。
旅行業の資格も取得しており、今後、法人
化し組織として取り組めるようになってもら
いたい。観光協会が中心となり、関連事業
者との連携をしながら、DMOを進めてほし
い。

Ｂ

修正なし 修正なし

交流観光課
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216
市議会
全員協議会

第３章 74-75

具体的な施策への追加 基本構想の段階でも言ったが、広域連携
について明記すべきではないか。北アル
プスだけの広域連携で終わってほしくない
ので、広域観光連携という項目を作って、
いくつかメニューを作ってほしい。

部内で検討中であり、基本構想を含めて
表記の仕方を改めて考えたい。もっと広域
観光は広げていくという観点であるので、
計画における表記の仕方については、こ
の議論を終えて最終的な表記を考えた
い。

Ａ

（修正） ③広域観光連携の推進

○広域観光連携を行っている
団体間において、情報発信や
ツアー造成を行い交流人口の
拡大につなげます。
○北アルプス日本海広域観
光連携会議などの広域観光
連携をおこなっており、今後
も、お互いを補完するような関
係の地域と連携を図りながら
広域での観光誘客に努めま
す。

交流観光課観光
係

217
市議会
全員協議会

第３章 74-75

糸魚川版DMO 行政と観光協会、あるいは観光関連業者
等との組織を作って新たな観光開発に取
り組むということか。

ＤＭＯは観光協会で取組を進めている。行
政、交通事業者、宿泊施設などが寄って
話し合って、糸魚川にとっての一番いい売
り出し方を検討していく。

Ｂ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

218
市議会
全員協議会

第３章 74-75

海・山・奴奈川姫など観光素
材の記載

海・山・奴奈川姫などの観光素材について
記載がない。

観光素材、それぞれ糸魚川にいいものが
たくさんあって、それぞれを磨き上げて情
報発信していくというところが一番大切で
ある。海山が密接に近づいているというの
が糸魚川の最大の魅力であり、最上位計
画である総合計画に載せていくことがふさ
わしいと思うので、そのように修正する。

Ａ

（修正） ○当市は、海と山が近接して
おり、それぞれの魅力を一遍
に楽しむことができるといった
特徴があります。海・山それぞ
れの魅力をさらに磨きあげる
ことにより誘客につなげていき
ます。
○当市は、親不知やヒスイ峡
などの景観、奴奈川姫をはじ
めとする文化面、ヒスイや真
柏などさまざまな魅力あふれ
る観光素材を有しております。
これら観光素材を核として、新
たな魅力の発信や素材を磨き
上げることで交流人口の拡大
を図ります。

交流観光課観光
係

219
市議会
全員協議会

第３章 74-75

協働のとりくみ 観光産業で、小さくてもいいから成功事例
をたくさん作って市民に実感してもらうよう
にしなければならない。

入込客数より、お金がいくら地域経済、糸
魚川に落ちたかというところが必要であ
り、それが実感できるような取組を進めて
いきたい。成功事例の水平展開を図ること
によって、糸魚川市全体の底上げを図っ
ていくような取組を進めていきたい。

Ａ

（修正） 宿泊者数を指標として追加

交流観光課観光
係

220
市議会
全員協議会

第３章 74-75

権現荘の記載について 権現荘でもインバウンドを取り組んでいる
ので記載が必要ではないか。

権現荘の経営計画を策定している。
基本計画は、まちづくりの方向性を示すも
のである。

（調整検討） （調整中）
交流観光課観光
係
能生事務所

221
市議会
全員協議会

第３章 74-75

インバウンド 糸魚川市が主体となって取り組まなけれ
ば進まない。市民の実感として、ジオパー
クで稼いでいるというのがないから不満分
子が蔓延している。

一番実感的に、交流人口の拡大の中でジ
オパークを使ってきながら、市民の皆様方
の目の前には賑わいが作られていないこ
とを課題として感じている。そのため、
様々なイベントを誘致開催したり、サイクリ
ングコースの検討を進めており、留まるこ
となく進めている。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

- 29 -



- 30 -

№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

222
市議会
全員協議会

第３章 74-75

インバウンド モデルケースとして、権現荘で取り組んだ
ものを、地域の方、宿泊業の方に見ても
らって、できることは何かとかを探求する
形をやればどうか。そうでなければ直営の
意味がない。ジオパークのまち糸魚川の
まちづくりは賛成なので、ぜひ進めてもら
いたい。

（調整検討） （調整中）

交流観光課観光
係
能生事務所

223
市議会
全員協議会

第３章 74-75

特に限定した話は無かったが、全員協議
会を踏まえて、体験教育旅行の文言を追
加する。

Ａ

地域資源を存分に生かすこと
のできる農林漁業体験、商工
業体験、ジオパーク体験等、
体験型観光のさらなる推進に
取り組みます。

地域資源を存分に生かすこと
のできる農林漁業体験、商工
業体験、ジオパーク体験等、
体験型観光や体験教育旅行
のさらなる推進に取り組みま
す。

交流観光課観光
係

224
市議会
全員協議会

第３章 74-75

糸魚川版DMO 糸魚川版ＤＭＯには観光協会が関わると
のことだが、役員や組織の皆さんが納得し
た中で進めていくということで間違いない
か。

ＤＭＯの取組については、用件として観光
協会の法人化もうたわれており、申請自
体も観光協会が行っている。観光協会と
行政が一緒になって進めていきたい。

Ｄ

修正なし 修正なし

交流観光課観光
係

225
能生
地域審議会

第３章 76-77

ジオパーク 航路標識の最適化で弁天岩の灯台が廃
止される。ジオサイト弁天岩としてのシン
ボルであり、観光のシンボルでもある。残
す方向で検討をお願いしたい。

利用の目的を明確にしてほしい。（別の機
会に協議をさせてほしい。）

Ｃ

修正なし 修正なし

商工農林水産課

226
市議会
全員協議会

第３章 76-77

現状と課題
ジオパークの知名度

10年ジオパーク活動に取り組んで、知名
度が低いという認識か？ジオパークをい
つまでも目的化させない、そこら辺を打ち
破るような視点をしっかりと作ってもらいた
い。

過去５年間の観光動態調査の結果で徐々
に伸びてきていることからこのような表記
としている。計画づくりにおいては、そのよ
うなことを踏まえて進めたい。 Ａ

これらの観光資源を活用し多
様な観光振興策を展開するこ
とで、糸魚川ジオパークの知
名度も徐々に向上しています
が、まだ低い状況です。

これらの観光資源を活用し多
様な観光振興策を展開するこ
とで、糸魚川ジオパークの知
名度も徐々に向上しています
が、更なる向上を図る必要が
あります。

交流観光課ジオ
パーク推進室

227
市議会
全員協議会

第３章 76-77

現状と課題
ジオパークの知名度

ジオパークのまちづくりに取り組んで、そ
れが評価を受けたというのは素晴らしい事
実である。ただ、そのことが市民にとってど
うだったかというところがよく検討されてい
ないのではないか。

それが一番遅れている点であると思う。地
域振興が大きい目的であり、自分のまち
が元気になったり活性化することが大事で
あるので、それにどうやってつなげていく
のかが課題である。縄文時代からの住み
よい地域、優位性を説明しながら、みんな
に来てもらう、それを１つの戦略としていく
ことが大事であるし、それにつながる文化
などを明確に出していくことが大事だと思
うので、やはりもう一度アピールしていか
なければならないと思う。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課ジオ
パーク推進室
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228
市議会
全員協議会

第３章 76-77

現状と課題
ジオパークの知名度

早稲田大学の北川先生から、ジオパーク
頑張ってと応援演説があった。市民も前向
きな気持ちになっただろうけど、同じことを
繰り返していても、市民の理解は進んでい
かない。糸魚川はここまできたのなら、そ
こを卒業して次へ行くよ、ジオパークのま
ちづくりのノウハウはいくらでも教えます
よ、というくらいの気持ちで、ここのところを
やっていかないと、次世代へのマニフェス
トにはならない。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課ジオ
パーク推進室

229
市議会
全員協議会

第３章 76-77

現状と課題 フォッサマグナ、ヒスイ、真柏、相馬御風な
ど糸魚川を代表する観光資源の明記がな
い。ヒスイ、真柏の次の第三の魅力づくり
として、人物（奴奈川姫、山本寺家、相馬
御風）をキーポイントに制作していってもら
いたい。

ご指摘の観光資源は、糸魚川固有の観光
資源であると認識しており、表現について
検討する。

Ａ

本市は、世界ジオパークに認
定されており、世界が認めた
山岳、渓谷、温泉、海浜、河
川など変化に富んだ個性豊か
な自然資源や文化財、名所旧
跡などの文化的資源、ヒスイ
やフォッサマグナなど日本を
代表する希有な資源に恵まれ
ているとともに、農林水産物
や様々な味覚、四季折々の祭
りや行事など豊富な観光資源
を有しています。

本市は、世界ジオパークに認
定されており、ヒスイやフォッ
サマグナ、真柏など日本を代
表する希有な資源のほか、山
岳、渓谷、温泉、海浜、河川な
ど変化に富んだ個性豊かな自
然資源や、相馬御風や松尾
芭蕉などの人文資源、文化
財、名所旧跡などの文化資源
にも恵まれているとともに、農
林水産物や様々な味覚、四季
折々の祭りや行事など豊富な
観光資源を有しています。

交流観光課ジオ
パーク推進室

230
市議会
全員協議会

第３章 76-77

ジオパーク ジオパークが悪いのではなく、取組が甘
かったと思う。意識を共有してみんなで応
援して一緒になって頑張るという姿勢づく
りのためのグランドデザインの必要性も訴
えてきた。ジオパークには核が必要だとも
言ってきた。ジオパーク戦略プロジェクトを
28年に練り直すということなので、当初か
ら課題とされてきたこと、提案されてきたこ
とを踏まえ、全部洗い直して、現状をしっ
かりと見つめなおして、腰を据えてもう一
度しっかりと再スタートを切るということが
必要。

今核となっているのはフォッサマグナ
ミュージアムであるが、本来はもっと自然
の中で体感していくことが一番大事なんだ
ろうと思う。ヒスイには奴奈川姫というス
トーリー性があり、単なる鉱物ではなく、ヒ
スイ文化として全国に流れているので、外
せない大きな核だと思っている。その辺を
中心に進めていきたい。 Ｃ

修正なし ご指摘の点を踏まえて、平成
29年度からのジオパーク戦略
プロジェクトを策定いたしま
す。

交流観光課ジオ
パーク推進室

231
市議会
全員協議会

第３章 76-77

ジオパーク 核となるものをしっかりと打ち出していくと
いうことが大事である。ジオパーク一人歩
きはダメであり、ありとあらゆるものを一緒
にして糸魚川の魅力を発信していかなけ
ればならない。

そのように進めていきたい。この計画がで
きれば、戦略についても、もう一回見直す
ことも必要と思うので、その辺はしっかりと
確認したい。 Ｃ

修正なし 特に計画へは反映しないが、
今後ご指摘の点を踏まえて、
糸魚川の魅力を発信する必
要があります。

交流観光課ジオ
パーク推進室

232
パブリックコメ
ント

76-77

具体的な施策 　具体的な施策に、市民にジオパークの
魅力や良さを機会ある毎に説明し、市民
のための事業企画を充実するように追加く
ださい。

ジオパーク活動を推進するうえで、ジオ
パークへの市民の理解は、必要不可欠で
あるため、年代に応じたジオパーク学習や
事業を行うことは大切な事だと思います。

Ａ

地域が元気で、持続可能な発
展に向けて、地域住民・学校・
行政などが一体となって、ジ
オパークの優れた資源を理解
し、ジオパークを活用した取組
を行うことにより、地域振興を
推進します。

地域が元気で、持続可能な発
展に向けて、地域住民・学校・
行政などが一体となって、ジ
オパークの優れた資源を理解
し、ジオパークを活用した事業
や取組を行うことにより、地域
振興を推進します。

交流観光課
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

233
市議会
全員協議会

第４章 78-79

具体的な施策(施策の方向) 市民から見ると、【公共施設等総合管理指
針】が、分かりづらい。

【　】の3項目を、分かりやすい標記に変更
する。

Ａ

「具体的な施策」には関連個
別計画の名称が列記されて
いるのみであり、市民にとって
わかりづらい記述となってい
る。

修正する。
関連計画の内容を簡潔に示
す。

建設課計画交通係

234
市議会
全員協議会

第４章 78-79

トピック トピックの図について、具体的な地域、地
区は？

国土交通省のパンフレットより転用したも
ので、あくまでイメージである。

Ａ

「トピック」の図についてはイ
メージである。当市に当ては
めた具体の図は現段階では
示せない。
交通網形成計画に加え立地
適性化計画等の関連施策を
固めたうえで、当市の具体の
図として示されるべきものと考
える。77

一部修正する。
図と用語の関連をよりわかり
易くするよう、右側説明書きの
レイアウトを修正する。

建設課計画交通係

235
市議会
全員協議会

第４章 78-79

都市マスタープラン 都市計画マスタープランの見直しを推進
する担当課はどこか？

建設課を中心に全庁を挙げて実施する。
取りまとめは、産業部長とする。 Ｄ

修正なし 修正なし

建設課計画交通係

236
市議会
全員協議会

第４章 78-79

具体的な施策(施策の方向) 都市計画区域内の施策の中に空家等の
活用も必要ではないか？今後は中山間地
の施策だけでなく、都市計画区域で住み
やすいまちづくりを進めて、上越に出てい
かないというところをもっと強めてもらわな
いと、生活基盤、産業基盤、経済基盤はで
きていかない。

空家等の活用についても検討する。また、
すべてをコンパクト化使用とは考えておら
ず、地元の意向を尊重し、市民と一緒に検
討していきたい。

Ｃ

空家については本節には示し
ていないが、主たる記述は第
５章１節２項「住環境の保全」
中に示されおり、第４節にも活
用が述べられている。本節で
は社会情勢の変化に包含さ
れていると考える。
都市計画マスタープラン・立地
適正化計画の分野では、「計
画的な土地利用」として示して
いる。

修正なし

建設課計画交通係

237
市議会
全員協議会

第４章 78-79

コンパクトシティ コンパクトシティと言っても、ここで計画した
場所に皆さんが必ずしもくるわけではな
い。自然環境のよいところに来られる方も
いる。そういうところの調整をどういうふう
にされているのかということを感じた（感
想）。

Ｃ

修正なし 修正なし

建設課計画交通係

238
能生
地域審議会

第４章 80-81

公共交通 時刻表の作成では、トキ鉄とのバス等の
接続のよいダイヤ編成をしてほしい。

バス会社では利用者のニーズを聞きなが
ら調整しているが、全ての要望をかなえる
のは難しい。

Ｃ

利便性の向上に包含されてお
り、今後地域公共交通網形成
計画において面的に再編・改
善等の基本方針を定める

修正なし

建設課

239
能生
地域審議会

第４章 80-81

施策指標 数値目標が同数値となっているが、どのよ
うなことか。

今後、人口が減る中、同数を維持しようと
いう目標である。この目標値でよいか、改
めて精査したい。 Ｄ

現在の右肩下がりの状況を改
善し、現状の維持を目指すこ
とを指標としたもの。

修正なし

建設課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

240
市議会
全員協議会

第４章 80-81

地域公共交通の確保 利用者の中にインバウンド、ジオパーク周
遊者、生活者をはっきりと目期すべきでは
ないか。市民の利用者への補助といった
ものも必要になってくるのではないか。

生活者を基本に考えているが、観光面も
考慮し、記載することを検討する。公共交
通に対する補助については、新幹線利用
時の駐車料金４日間無料をやっている
が、直接的なことについては、今のところ
考えていない。

Ａ

本節の主眼は生活の手段とし
ての「公共交通の維持･確保」
である。「基本方針」と「具体
的施策」に観光誘客について
の記述があるが、内容がぼけ
ている。

修正する。
公共交通を「生活利用」と「観
光利用」の両面から整理し、
将来的な維持･存続の必要性
とその施策として記述する。

建設課計画交通係

241
市議会
全員協議会

第４章 80-81

地域公共交通の確保 ダイヤや路線を事業者がネットにアップす
るとか、いろんな情報を出してもらうという
ことも大事であるが、ビジョンというものが
ないとなかなか進まない。事業者任せで
はなく、建設課が中心となって、あるいは
交流観光課と連携して情報をどういうふう
に出していくかというところを載せていただ
きたい。

交流観光課と話をしながら、どういった形
でここに記載できるか検討したい。建設課
としては、生活交通としての位置づけが一
番大事であり、公共交通を残すためには、
みんなで乗ろうというところを市民の皆さ
んにどうやって訴えていくかというところを
考えていきたい。

Ａ

「協働のとりくみ」における事
業者の取組みとして追記す
る。

事業者等は、業務の適切な実
施と行政の交通に関する施策
に協力するとともに、行政と連
携した正確かつ適切な情報提
供に努めます。

建設課計画交通係

242
市議会
全員協議会

第４章 80-81

地域公共交通の確保 新駅の設置について明記すべきではない
か？造る理由と造った後のまちづくりにつ
いて計画性があるということを示す必要が
ある。

周辺のまちづくりにも絡んでくるので、１節
と２節の中で、どう関連付けて理解しやす
いようにしていくか検討する。

Ａ

「主要事業一覧」に新駅設置
が記述されているが、他に記
述がなく説明が必要である.

修正する
１節具体的な施策②「立地適
性化計画の策定と推進」で、
コンパクトシティと関連付けて
記述する
２節具体的な施策②「鉄道の
利便性向上と利用促進」で、
新駅設置を明記する

建設課計画交通係

243
市議会
全員協議会

第４章 80-81

具体的な施策(施策の方向) バスの乗降者数が少ない。利用者への周
知が必要。補助金を出している割には利
便性が上がっていない、要望に行ってもけ
んもほろろ、そういう問題を全部含んでい
るということを考えて、今後の計画策定で
は最新の注意をしてやっていただきたい。

利便性の向上を目指し、検討する。

Ｂ

「現状と課題」として、交通政
策の全体的なマネジメント不
足を挙げており、その対策とし
て、「具体的な施策」で交通網
形成計画策定の必要性を示
している。

修正なし

建設課計画交通係

244
市議会
全員協議会

第４章 80-81

協働のとりくみ(役割分担) 市民の取り組みの記載があるが、本当に
必要か？

これからの計画は市民と一緒に作成する
ものであることから、このような役割分担
は必要であると考える。

Ｂ

地域公共交通の確保存続に
は、効率性、利便性の向上だ
けでなく、実際に利用していた
だくことが必須であり、その啓
発の意味を込め、市民の取組
みとして記述したもの。

修正なし

建設課計画交通係

245
市議会
全員協議会

第４章 80-81

鉄道の利便性の向上と利用
促進

鉄道に関わる部署の明記が必要ではない
か？

建設課だけでつくるということではなく、法
定協議会を設置し、市民と一緒に計画を
作成し、魅力ある計画としていきたい。糸
魚川市の地形、利用形態、利用実績、観
光等を含めて、糸魚川市にはどういう公共
交通の形態が望ましいかということを、ま
ず足元から考え、その先に基本的な方針
を定めた上で、公共交通の再編を実施し
ていく流れである。

Ｄ

修正なし 修正なし

建設課計画交通係
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計画への反映

246
市議会
全員協議会

第４章 80-81

鉄道の利便性の向上と利用
促進

糸魚川市としては何に重点を置いてこの
計画をつくっていくのか。折衷案で誰も喜
ばないような計画になるのが一番怖い。策
定の中でアンケートでいろいろ聞くのはい
いが、少し先を見込んだプランを立てない
とどうにもならない。ぜひ魅力のある機関
にしていただきたい。

基本的なことは協議会のメンバーで揉ん
でいくが、将来的な公共交通の維持・確保
に力がおかれるべきだと考えている。効率
化というところも含めて地元に入っていく
必要があり、そういう進め方をすべきと考
えている。

Ｃ

「具体的な施策」の項目で、確
保、観光、利用促進等、その
方向性を記載している。

修正なし

建設課計画交通係

247
市議会
全員協議会

第４章 80-81

具体的な施策(施策の方向) ②の「長岡、新潟方面への利便性の向上
を図ります」とあるが、基本方針にはそれ
らのことが謳われていない。具体的には何
を指しているのか。

現在1本しかない、新潟方面への運行を強
化することを念頭に置いている。

Ｄ

修正なし 修正なし

建設課計画交通係

248
市議会
全員協議会

第４章 80-81

鉄道の利便性の向上と利用
促進

フリーゲージトレイインや電動カートの取
組、車の自動運転も将来的にはそうなると
思うので、その辺も考えていただきたい。
（要望）

Ｃ

修正なし 修正なし

建設課計画交通係

249 住民説明会 第４章 80-81

新幹線 東京から軽井沢までは回数券があるが、
富山や金沢にはない。回数券や学生向け
の料金設定など、ＪＲに提案すればより人
が呼べるのではないか。

回数券発行により利用者にメリットがでる
が、ＪＲ川のメリットが出ないと難しい。今
の最大の課題は乗降客を下げずに維持
することであり、ＪＲにはしっかりとした実
績をつくりお願いしていく。
富山、金沢あるいは長野の大学や専門学
校に通う定期代を補助する制度も始めて
いる。現在４人利用しており、さらにＰＲす
る必要がある。

Ｃ

修正なし 修正なし

建設課
定住促進課

250 住民説明会 第４章 80-81

押上新駅 押上新駅と新幹線駅周辺の２つを核とし
た公共交通のネットワークを充実させる中
で、様々な医療や福祉等の施設を配置し
ていく、商業施設の配置があるなど、糸魚
川の新しいまちの核がここに作っていかれ
ることが、この計画では創造できない。

えちごトキめき鉄道の新駅であるが、この
資料ではその姿が見えないが、本文の基
本計画では具体的に明示している。駅が
できればひとつのまちができるというイ
メージがあると思うし、押上地区の皆さん
は住民主導で積極的に取組をされてい
る。行政が一方的にするということではなく
て、住民の積極的な動きと併せながら新
駅設置に向けた動きをとっていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

建設課

251
市議会
全員協議会

第４章 82-83

地域高規格道路 全体的に地域高規格道路の整備ついて
の記載が不十分である。特に協働のとりく
みについてもう少し熱意を持った表現が必
要。

国や県への要望書の内容等を記載する
方向で検討する。

Ａ

必要性については「現状と課
題」に記述している。「協働の
とりくみ」の記述を検討する。

行政は、地元地区や利用団
体、経済界等の各種団体と協
働して、関係機関への要望活
動を行うととに、積極的な情報
発信と建設促進に向けた周知
啓発に取り組みます。

建設課計画交通係
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計画への反映

252
市議会
全員協議会

第４章 88-89

具体的な施策(施策の方向) 街なかの空家等の活用についての明記が
ない。

空き家については、都市計画マスタープラ
ン策定の際には、現状の把握も当然必要
となってくる。中山間地においても何らか
の対策は必要であり、取組の方向性が記
載不足な点もあるので、少し補完させてい
ただきたい。

Ｂ

空家については本節には示し
ていないが、主たる記述は第
５章１節２項「住環境の保全」
中に示されおり、第４節にも活
用が述べられている。本節で
は社会情勢の変化に包含さ
れていると考える。
都市計画マスタープラン・立地
適正化計画の分野では、「計
画的な土地利用」として示して
いる。

修正なし

建設課計画交通係

253
市議会
全員協議会

第４章 88-89

具体的な施策(施策の方向) 大きな通りに面した空き家や空地の使い
方と、ところどころに点在する市街地の空
き家と分けて考えなければならない。それ
ともう一本柱になる部分の、新しい街並を
つくるという計画がここには書かれていな
い。

都市計画マスタープランの見直しや立地
適正化計画の中で、地域に入ってどうする
のかというところの原点から入っていきた
い。市内全域をどうやっていくかを議論し
ていくべきではないかと思う。

Ｂ

空家、空地については上記の
とおり。
新しい街並については下記の
とおり。

修正なし

建設課計画交通係

254
市議会
全員協議会

第４章 88-89

具体的な施策(施策の方向) 1節でも4節でも構わないが、市街地の再
整備計画とか、魅力ある街並形成事業と
か、項目を挙げて記載すべき。

ご意見について、皆さんが理解できていな
いということはそれだけ記載が弱いという
ことであり、明確になるよう記載したい。

Ｃ

第１章第４節で２項で、文化財
の保存と活用が謳われてお
り、これを受け、都市景観上
の課題として、都市計画マス
タープランでその方向性での
対応を検討する。
伝統、文化、地域の特性等を
背景としない、街並形成は取
組む予定がない。

修正なし

建設課計画交通係

255
市議会
全員協議会

第４章 88-89

トピック 戸数ではなく、入居者数とすべきではない
か？

管理者としての立場から、戸数を記載し
た。（）書きでの入居者記載を検討する。

Ａ

トピックに「公営住宅管理戸
数」として標記している。

修正する
（案）トピックの表中、「戸数」
の項目の次にカッコ書きで入
居戸数を表記（○月○日現在
として）

建設課建築住宅係

256
市議会
全員協議会

第４章 88-89

具体的な施策(施策の方向) 公営住宅の生活環境を改善する旨の記
載がない。

②に耐用年数を経過し老朽化した住宅の
除却を含めて、改修・整備を行うこととして
いる。生活環境の改善ということを念頭に
おいて進めていきたい。

Ｂ

「具体的な施策」の項目で施
策の方向性を記載している。

修正なし

建設課建築住宅係

257
パブリックコメ
ント

88-89

③公園の整備と適切な維持
管理

　郊外にある公園の整備が遅れていま
す。身近な公園だけでなく、車で行ける場
所も整備ください（ジオパークの場所以外
でも）。

車で行ける郊外での公園整備について
は、ジオパーク関係を除くと、整備予定は
ありません。
しかしながら、地域からの要望やニーズが
あり、公園として相当数利用が見込める場
合については、検討したいと考えておりま
す。

Ｂ

潤いのある都市空間をつくる
ため、利用者の理解と協力の
もとで、地域のニーズに応じた
公園整備を進めます。

修正なし

建設課
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258
市議会
全員協議会

第４章 90-95

企業会計等の
経営見通しについて

今後、人口減少が見込まれる中、財政面
や管理の問題があり、長期的な計画が必
要になるかと思うが、どのように見直しをし
ていくのか。
管理者としてのマネジメント、戦略をもって
運営していこうというスタンスを明らかにし
てほしい。

国からの、公営企業会計における経営戦
略の策定、特別会計の法適用化について
の指導もあり、作業を進めているところで
ある。

Ｂ

経営戦略、法適用化について
記載済み

修正なし

ガス水道局

259
パブリックコメ
ント

92-93

施策指標 　水道管の耐震化率が45％の目標は低す
ぎます。最低でも、市民比率で90％以上に
持っていくように設定願います。

　水道管の耐震化の考え方は、平成7年
発生の阪神淡路大震災後に国の指針で
示され、その後管材の耐震管が平成15年
以降に本格的に市場流通しました。当市も
平成15年から本格的に採用し、以後管路
整備については全て耐震管を採用してい
ます。
　耐震管を採用してからまだ13年足らずの
ため耐震化率は33％ですが、全国的に同
様な状況であり、県平均は30％です。
　今後、毎年2.5㎞の入替工事を計画し、
35年度には45％になる目標としました。総
合計画期間内で90％到達には毎年14ｋｍ
の入替が必要となることから、困難な状況
であります。
　当市としてもできる限り耐震化向上に向
けて、経年管入替などと合わせ耐震管路
整備を行い、耐震化率向上を図ってまいり
ます。

Ｄ

修正なし 修正なし

ガス水道局

260
市議会
全員協議会

第４章

全般 公共施設の問題を財政問題としてのみ捉
えられてしまう。もっと戦略的であるべきで
あり、関連個別計画は、再掲でも良いの
で、すべて記載すべきである。

関連するものは、再掲でもすべて記載す
る。

Ａ

（追加） 序章として、持続可能なまち
づくりに向けて、喫緊の課題
の整理、地方創生の取組と人
口減少社会に対応したまちづ
くりの方向性をまとめ、その中
で総合戦略や公共施設等総
合管理指針について触れる。

建設課計画交通係

261
市議会
全員協議会

第５章 96-97

豊かな自然の保護 外来種の移入だけを禁止しても意味がな
い。外来種の駆除対策に市民が力を入れ
ないといけない。ブラックバス対策などが
必要。わかりやすい表記で。

議員の意見を踏まえ、移入の禁止以外も
含めて、表現を工夫して記載する。

Ａ

外来種の移入を禁止する啓
発活動を行います。

外来種の移入を禁止する啓
発活動や、すでに生息してい
る外来種の駆除を行います。 環境生活課

262
市議会
全員協議会

第５章 96-97

豊かな自然の保護 保護も大切だが、自然の活用も必要。ジ
オパーク、市の木や、市の花なども絡めた
表記で。

保護・活用の表現に直していく。

Ａ

自然公園法、新潟県自然環
境保全条例や公害防止協定
などに基づき適正な自然環境
保全に努めます。

左記原案の前に次の一文を
追加。

自然保護意識の普及啓発と
自然とのふれあいの推進を行
うとともに、

環境生活課

263
能生
地域審議会

第５章 98-99

空き家の適正管理 以前、市に照会したら、能生地域の登録
は２件しかないとのことだった。それでは、
空き家の紹介窓口がわからない。

空き家についての相談は定住促進課にお
願いしたい。
空き家の適正管理としては、危険空き家
の適正管理としてあげている。

Ｂ

５章で適正管理、６章で活用
について記載あり。

修正なし

環境生活課
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264
能生
地域審議会

第５章 98-99

空き家 民生委員であれば把握しやすいと思う。情
報提供できるのはないか。

個人情報の取り扱いが厳格化されてきて
おり、単に情報収集することが難しい。何
か対策が必要である。 Ｃ

５章の適正管理で、自治会、
市民の役割の記載あり。

修正なし

環境生活課

265
市議会
全員協議会

第５章 98-99

環境の保全 騒音環境対策では、実態の把握のみでな
く、「改善」「指導」などの文言を入れるべ
き。

そのように表記を見直す。

Ａ

環境測定を継続し、実態の把
握に努めます。

環境測定を継続することで実
態を把握し、適正な指導に努
めます。 環境生活課

266
市議会
全員協議会

第５章 98-99

空き家等の適正管理 空き家等の「等」は何を意味するか。建物
とか構築物だけでなく、植えてある木が放
置され、近所の人に迷惑をかけている場
合の対策など、その辺の文言を入れなくて
よいか。

「等」は、建物だけでなく、建物に付随する
塀や看板とか、土地を含めた中での付随
した構築物を含んでいる。その土地にある
木とか雑草等も含まれるが、特措法では、
建物がないとこの対象とならないという状
況がある。

Ｄ

修正なし 修正なし

環境生活課

267
市議会
全員協議会

第５章 100-101

循環型社会の形成 これからの重要案件として、次期ごみ処理
施設の整備を控えていることから、「３循
環型社会の形成」の項目の①ごみの減量
…と②廃棄物等処理施設整備のについて
は、順番が逆ではないか。

そのように表記を見直す。

関連して、P100、P101

Ａ

P100　項目
①ごみの減量化とリサイクル
の　推進
②廃棄物等処理施設の整備

※P100 現状と課題
　○平成22年度にごみ処理…
　○ごみ処理施設は平成14年

P101　具体的な施策
　①ごみの減量化と…
　②廃棄物等処理施設の…
　

①廃棄物等処理施設の整備
②ごみの減量化とリサイクル
の推進
※Ｐ100現状と課題の○の項
目とＰ101の具体的な施策に
ついても、P100の項目と同様
に順番を①、②を入れる。
主要事業一覧

　No１ごみ減量…　 →NO４へ
　No２リサイクル…　→No５へ
　No３次期ごみ…　 →No１へ
　No４次期一般…　 →No２へ
　No５し尿処理…　　→No３へ

環境生活課

268
市議会
全員協議会

第５章 100-101

循環型社会の形成 次期ごみ処理施設については、ランニン
グコスト、メンテナンスコストについてもしっ
かりここに書いてほしい。選定についても
慎重に行う旨明記する必要がある。日立
との一連の考え方や係争を考えても、二
度と同じ失敗をしてはいけないと肝に銘じ
るため明記してほしい。

維持管理コストの軽減については、新しい
施設を整備する中では１つの重要な要素
であり、今回ＤＢＯ方式により、建設と運営
を一体とした発注方式をとりながら、運営
費用をなるべく軽減できるようにしたい。31
年までの運営経費についても少しでも費
用が軽減できるよう日立を交渉してきてい
る。

Ｃ

修正なし 修正なし

環境生活課

269
市議会
全員協議会

第５章 100-101

循環型社会の形成 合併前の広域行政組合の中でしっかりと
断っていることである。全ての原因は日立
にあり、そこは一歩も引いてはいけない。
団体交渉でも訴訟でも起こす覚悟で臨ま
ないと大変なことになる。過去を踏まえて
交渉に当たってもらいたいし、全部記録と
して残してあるのでしっかり目を通して交
渉してもらたい。

これまでの交渉経過に基づいて、今回も
やらなければならない。過去の経緯は資
料の中では承知しており、そういう過去の
経緯を踏まえて交渉しているところであ
る。

Ｃ

修正なし 修正なし

環境生活課
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270
市議会
全員協議会

第５章 100-101

循環型社会の形成 今古畑議員が言ったとおりである。費用が
多くかかるようになった元々の原因が日立
にあった。それを日立に妥協して今以上の
お金を払って、大変になったから、ごみの
有料化で協力をお願いしますは許されな
い。

ごみの有料化は減量化につなげたいも
の。有料化して日立の運営経費に充てる
という考えではない。

Ｃ

修正なし 修正なし

環境生活課

271
市議会
全員協議会

第５章 100-101

循環型社会の形成 市民の立場から見ると、そのようには見れ
ない。だから、日立の交渉はしっかりやっ
てもらいたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

環境生活課

272
能生
地域審議会

第５章 102-103

防災訓練
（目標指標：参加率）

津波想定などだと関係ない人は参加しな
いため、全員が参加できるような訓練をし
てもらいたい。民生委員としての対応も含
めた取組としていきたい。

訓練の手法について検討したい。

Ｃ

修正なし 修正なし

消防本部

273
糸魚川
地域審議会

第５章 102-103

防災について 焼山等の警戒や津波に対する避難訓練を
実施しているところではあるが、防災につ
いての文言はあるか。

防災分野については、基本計画の102,103
ページにも盛り込んでいる。当市は、水
害・土砂崩れ・津波・地震さらには焼山の
噴火といった様々な災害の発生が想定さ
れ、危機管理体制の整備が非常に重要で
ある。何かあったときにどう動くのか考える
のではなく、速やかに対応できる体制づく
りに努めたい。

Ｂ

第５章にて記載。 修正なし

消防本部

274
市議会
全員協議会

第５章 102-103

現状と課題 現状と課題に地震の記載がないようだ
が、必要ではないか。

原文中に「大規模な地震や土砂災害など」
と記載している。 Ｂ

Ｐ102の現状と課題の2番目に
記載されている。

修正なし

消防本部

275
市議会
全員協議会

第５章 102-103

危機管理体制の整備推進 武力攻撃事態とあるが、市民に理解でき
るよう「テロ対策」と加えて明記する必要が
あるのではないか。
市民に訴える意味でも記載されたい。

危機管理計画の作成時に盛り込みたい。
市民に訴えるという意味では必要と感じる
ので、記載を検討する。 Ａ

「武力攻撃事態」と記載してい
る。

武力攻撃事態の後にテロ災
害を追記する。

消防本部

276
市議会
全員協議会

第５章 102-103

危機管理体制の整備推進 武力攻撃とは、どのレベルを想定している
のか。また、事態が起きたとして対応でき
るのか。

消防職員と団員は、市民の避難誘導にあ
たる。

Ｄ

修正なし 修正なし

消防本部

277
市議会
全員協議会

第５章 102-103

具体的な施策 地震発生時において、再建のため指定用
地を確保する考えはないか。

地域防災計画の中で、仮設住宅等は県の
責務で措置され、その用地については市
で確保することになっている。 Ｄ

修正なし 修正なし

消防本部

278 住民説明会 第５章 106-107

消防救急体制の充実 救急車を呼んだとき運悪く出払っていて30
分くらいかかってやってきた。119番通報が
集中するときの体制をどのように構築され
ていくのか。

市では５台の救急車で対応している。大災
害時には近隣の消防本部とも連携をとる。
東日本大震災のような場合は近隣では難
しく、広域的な応援が必要となる。災害時
の救急体制は、自助、互助、共助が大切
である。

Ｃ

修正なし 修正なし

消防本部
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279
市議会
全員協議会

第５章  108-109

交通安全対策の推進 高齢者の事故後を絶たない。
アクセルとブレーキ踏み間違えて重大事
故が起きている。加害者になりえるという
記述を示していく必要があると思う。

記述を追加する。

Ａ

現状と課題
高齢者の交通死亡事故に占
める割合が高く、今後の高齢
化………

現状と課題（修正）
高齢者の交通事故に占める
割合が高く、認知症等による
運転で加害事故を起こす事例
もあり、今後の高齢化………

具体的な施策に追加
○特に高齢運転者対策は、運
動機能の低下、あるいは認知
症に伴う運転の危険性につい
て、本人、家族、地域から広く
理解していただくために、地
区、老人クラブ等への交通安
全教室をはじめ、各種周知･
啓発活動を行います。

環境生活課

280
市議会
全員協議会

第５章  108-109

防犯活動の推進 防犯力を向上させるという点において、防
犯カメラ・認知症徘徊者用GPS装置の調
査研究をしてもらいたい。（要望） Ｃ

修正なし 修正なし

環境生活課

281
能生
地域審議会

第６章 114-115

コミュニティ活動 集落支援員を入れていただき、活躍しても
らっており効果がある。他の地域にも導入
してほしい。

集落支援員、地域おこし協力隊ともに、３
人ずつ増やす予定。

Ｂ

修正なし 修正なし

定住促進課

282
能生
地域審議会

第６章 114-115

大学連携 大学連携で東洋大学の学生が来て、男女
別に民泊をしたが、マナーが悪く受入世帯
から断りがでた。温泉センターなどの利用
について要望したい。

一緒に考えさせていただきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

定住促進課
企画財政課

283
糸魚川
地域審議会

第６章 114-115

地域活性化 根知の40代の人口が減ってきており、根
知小学校へ通う小学生は30人しかいな
い。こうした地域において、若い人が住み
やすい環境をつくることが必要であると感
じる。地域おこし協力隊や集落支援員を呼
び込み、地域の若者と一緒になって動い
てもらえると良い。

Ｃ

修正なし 修正なし

定住促進課

284
市議会
全員協議会

第６章 114-115

人材の育成 現状と課題で、一方的にリーダーが育って
いないというのはいかがなものか。地域の
リーダーが見ても、しっくりくるような表現
に直してほしい

中山間地では、各分野で若手のリーダー
が不足している状況である。市民が一層
やる気になるような表現に改めたい。 Ａ

地域活動を担う若手リーダー
がなかなか育たない状況であ
り、育成の場が必要です。

地域活動を担う若手やリー
ダーが不足しており育成が必
要です。 定住促進課

285
市議会
全員協議会

第６章 114-115

大学連携 施策指標の大学連携集落数が6集落では
少なすぎないか。
また、集落というと中山間地域に限定して
いるのではないか。市内全域を対象に全
国の大学から来てほしい。

集落という表現については考え直したい。
大学側の希望等もあるので、大学と地域
とのマッチングに配慮して進める必要があ
る。 Ａ

大学連携集落数
２集落　６集落　６集落

大学連携地区・集落数
２地区　６地区　６地区

定住促進課
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286
市議会
全員協議会

第６章 114-115

多様な交流の促進 旧町の友好都市との交流は消えたような
状況になっているのではないか。糸魚川
市は潜在能力があると思うので、国際的
な姉妹都市提携というのも考えてもいいの
ではないか。目指すべき都市像として、こ
こと姉妹都市を結ぶことによって更なるレ
ベルアップにつながるという感じで提携を
考えていくべきと思う。

海外との姉妹都市の関係では香港ジオ
パーク、友好都市では日高町といった枠
組みでやっている。今後の方向として、交
流なり連携する中で地域の魅力をアップ
するということが非常に大事であり、幅広
い視野を持ちながら展開していきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課

287
市議会
全員協議会

第６章 114-115

多様な交流の促進 糸魚川市の現状、高齢化、福祉対策に対
して先頭を走っているんだというくらいの気
構えをもって、決して暗いイメージではなく
て、もっと積極的に取り組んでいるんだと
いうのも１つのやり方である。目指すべき
都市像のここはやってみたいというところ
をピックアップし検討して、実現に結びつく
ようにしてもらいたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

交流観光課

288
市議会
全員協議会

第６章 114-115

人材の育成 具体的な施策で、住民主体の地域活動の
リーダーとあるが、これは誰のことを言っ
ているのか分からない。表現が漠然として
いて、市民がどう自覚して、どう参加する
のか分からないのではないか。もう少し、
具体的に表現すべき。

住民の多様な意見を引き出すことが出来
るファシリテーターやコーディネーターを育
成したい。活動目的に応じて、多様なリー
ダーを育てていきたい。

Ａ

住民主体の地域活動のリー
ダーには、住民同士の話し合
いの場を運営し、意見を引き
出し、合意形成を図る力が必
要です。住民同士、住民と行
政をつなぎ地域活動を支援す
るための中間支援組織の設
立を支援し、リーダーに求めら
れる力の養成を行います。

住民主体の地域活動のリー
ダーには、住民同士の話し合
いの場を運営し、意見を引き
出し合意形成につなげる力が
必要です。こうした力を有する
リーダーを育成します。また、
そうしたリーダーの育成や地
域活動を支援する中間支援
組織の設立を推進します。

定住促進課

289
市議会
全員協議会

第６章 114-115

地域コミュニティ活動 施策指標でコミ協の加入数を指標にする
のは偏っているのでは。コミ協に加入せず
地域活動をしている団体はたくさんある。
まちづくりにつながる団体の底上げにつな
がるような指標に改めるべき。

どのような指標がふさわしいのか整理した
い。

Ａ

(現状と課題)
市コミュニティ活動協議会登
録の12団体では、後継者不
足、活動停滞の傾向がみら
れ、協議会組織の見直しと新
規加入促進が必要です。

（具体的な施策）
市コミュニティ活動協議会の
組織の見直しを行い、あわせ
て新規加盟を促進します。

(現状と課題)
市コミュニティ活動協議会登
録の12団体では、後継者不
足、活動停滞の傾向がみられ
ます。既存活動団体や新規団
体の加入を進め、活性化を図
る必要があります。

（具体的な施策）
市コミュニティ活動協議会の
組織の見直しを行い、加盟団
体を増やし、相互の活性化を
促進します。

定住促進課

290
市議会
全員協議会

第６章 114-115

人材の育成 リーダーの育成は若手に限らず、元気な
高齢者も含めて育成してほしい。変に誤解
されないようにしたほうがよい。

表現を検討する。

Ａ

地域活動を担う若手リーダー
がなかなか育たない状況であ
り、育成の場が必要です。

地域活動を担う若手やリー
ダーが不足しており育成が必
要です。 定住促進課

291 住民説明会 第６章 114-115

大学連携 相馬御風との関係で早稲田大学などの授
業のカリキュラムを入れてもらうなどの連
携した取組ができないか。

大学連携に関しては、助成制度が２つあ
り、１つは大学生が市内に来て地域の人と
活動するときの助成、もう１つは合宿、研
修会などで市内の宿泊施設を利用したと
きの助成である。
7/5には早稲田大学教養部と連携協定を
結ぶ予定である。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

292
市議会
全員協議会

行財政 126-127

実質公債費比率 平成27年から先、35年まで最終目標がで
ているのだから、そこと整合を図る数字を
入れられないか。ある程度目標を掲げな
いと、総合計画全体の財政運営が実証さ
れなくなるので、入れたほうが確実な総合
計画になると思うがどうか。

昨年度末に長期財政見通しを平成29年度
から平成35年度ということで見直しを行っ
ている。そのまま使えるものであるが、消
費税の関係、普通交付税の関係等、もう
一度見直しを行い、タイミングも見ながら、
こちらにデータを入れるのか検討したい。

Ａ

Ｈ17～H27までの実績値を掲
載。

H17～、Ｈ27からＨ35まで推計
値を長期財政見通しから抜粋
して掲載する。

企画財政課

293
市議会
全員協議会

行財政 126-127

実質公債費比率 長期財政見通しでは、平成35年度は、単
年度で14.6％、３か年平均で15.1％である
が、ここでの数字はどちらか。

トピックの中の数字については、３か年平
均である。目標設定では、わずか0.1％で
あるが低い数値を目指したいということで
ある。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

294
市議会
全員協議会

行財政 126-127

実質公債費比率 ３か年平均と書かなければだめだ。誰に
向けて見せるのか。行政マンだけの常識
で見ていくのか。誰が見ても分かるように
造るのではないか。

みんなに分かりやすく記述するというのが
基本であり、修正したい。

Ａ

（修正） トピックス、※付記内容を加筆
修正
３か月平均の記載
長期財政見通し情報の記入

企画財政課

295
市議会
全員協議会

行財政 126-127

市民と行政の役割分担の見
直し

これまでも協働の取組を必ず言ってきて、
当然ここにも書かれてくると思ったが、適
正な受益者負担による補助金や使用料の
見直しを進めると、収入のことしか考えて
いないと思われてしまう。

決して収入だけのことで言っているわけで
はないので、協働の部分も入れる中で文
章を再検討したい。

Ａ

多様化する市民ニーズや財
源の有限性を踏まえ、市民の
理解と協力のもと、市民、地
域、事業者、行政それぞれの
役割分担や負担区分の見直
しを行い、適正な受益者負担
による補助金や使用料等の
見直しを進めます。

多様化する市民ニーズや財
源の有限性を踏まえた効率的
な行政経営のため、市民、地
域、事業者、行政による協働
を基本とし、それぞれの役割
分担を明確にしながら、補助
金、使用料等の適正な負担区
分の見直しに取り組みます。

企画財政課

296
市議会
全員協議会

行財政 126-127

市民と行政の役割分担の見
直し

市民、地域、事業者、行政それぞれの役
割分担や負担区分の見直しを行い、という
ところに、協働の取組が隠れていると思う
が、その部分をしっかり書いて、なおか
つ、受益者負担のところに言及したほうが
よいと思う。

Ａ

同上 同上

企画財政課

297
市議会
全員協議会

行財政 126-127

公共施設等の適正配置と維
持管理経費の縮減

これからの一番の課題になる。行政は公
共施設の管理者として、これからは戦略
的な管理ということでマネジメントをしてい
かなければならない。もう一歩進んだ先の
姿をここで表記すべき。

先を見ながら検討することが大事であり、
指針の実践に向けて計画等を立てていき
たい。

Ａ

中長期的な維持管理経費の
見通しや課題を分析するとと
もに、

公共施設等を安全・安心で持
続的に維持・管理していくた
め、経営戦略的視点でのマネ
ジメントによる効率的・効果的
な管理運営を行います。ま
た、

企画財政課

298
市議会
全員協議会

行財政 126-127

公共施設等の適正配置と維
持管理経費の縮減

いくら維持管理経費の縮減を考えても、エ
ラーが生じるとそのフォローにすごくお金
がかかる。職員のエラーの防止、起こさな
いということを、この計画に謳うべきと思う
がどうか。市民に信頼される職員という中
に含まれるかもしれないが、そこら辺の認
識を市民にしっかり示してもらいたい。

きちんとした行政運営をしていく中では、ど
こかに入れていきたいと思うが、今の言葉
をそのまま文章にするのは、入れにくい部
分もあるのでご理解いただきたい。

Ｂ

２　積極的な行政改革の②人
事管理の適正化の「市民に信
頼される職員～育成します。」
で記載。

修正なし

企画財政課
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

299 住民説明会 行財政 126-127

健全な行財政運営 合併からの10年、行財政が適切であった
か、数字的な分析はどうか。

財政力指数はさほで変化がないが、普通
交付税や借金の返済がどうかを重視し、
使える一般財源がどれくらいかを見てい
る。中長期の財政計画も２年に１度くらい
で見直ししており、市の需要、収入を検証
し予算編成に取り組んでいる。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

300 住民説明会 行財政 126-127

健全な行財政運営 合併特例債はいつまで使えるのか。 平成31年までで、残り約20億円程度であ
る。全体では約200億である。あと数年で
使えなくなるが、この１０年間で公共施設
の耐震化を重点的に取り組み、今後は大
規模なものはない。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

301 住民説明会 行財政 126-127

健全な行財政運営 合併後の公債費比率はどうか。 合併後は将来の負担状況を表す実質公
債費比率を使っている。18％で健全化計
画を作らなければならないが、現在は13
～14％である。
減債基金も多めに積んでいる。実質公債
費比率が15％を超えると繰り上げ償還し
て上昇を抑えたい。今一番心配なのは、ご
みの焼却場の整備である。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

302 住民説明会 行財政 126-127

健全な行財政運営 第２次計画全体の５年ないし７年の事業費
はいくらになるのか。

昨年作成さた長期財政見通しでは、平成
29年から平成35年までの合計で、1,758
億、単年度平均で250億程度となってい
る。毎年見直しをする中で、状況を見なが
ら財政運営を進めていきたい。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

303 住民説明会 行財政 126-127

健全な行財政運営 そういったお金がかかるということと、この
計画は一体のものと思うが、そういうことを
私たち住民も一緒に考えていかなければ
ならない時代だと思う。お金の部分、そう
いった情報をどうやって共有してまちづくり
を進めていくのかについて聞きたい。

本文の基本計画の中では、協働のとりくみ
ということで、役割分担を明示した点が大
きく違っている。役割分担を明確にすると
いうことは、それなりに応じた予算が発生
してくると捉えており、その辺が今回の計
画の特徴かと思う。

Ｂ

修正なし 修正なし

企画財政課

304
市議会
全員協議会

行財政

126-
127
130-
131

④市民と行政の役割分担
③市民参加の促進

127ページ④では本当の市民行動のこと、
131ページの③では計画策定の市民参加
のことを言っている。各章の協働のとりく
み（役割分担）との言葉の使い方も含め
て、ここのところを整理してわかりやすい
書き方にしてもらったほうがいいと思う。
127ページの④のところに協働のことをう
たうことを含めてお願いしたい。

131ページの市民参加の促進の記述の内
容と関わってくる部分はあると思うので、
表現も含めて再検討する。

Ａ

多様化する市民ニーズや財
源の有限性を踏まえ、市民の
理解と協力のもと、市民、地
域、事業者、行政それぞれの
役割分担や負担区分の見直
しを行い、適正な受益者負担
による補助金や使用料等の
見直しを進めます。

多様化する市民ニーズや財
源の有限性を踏まえた効率的
な行政経営のため、市民、地
域、事業者、行政による協働
を基本とし、それぞれの役割
分担を明確にしながら、補助
金、使用料等の適正な負担区
分の見直しに取り組みます。

企画財政課

305
青海
地域審議会

行財政 128-129

トピック 職員数について、無理して減らすのはどう
か？青海事務所の人数もどうか？

合併時、662人いた職員も現在、538人
(H28.4.1現在）である。計画はこの先、5年
程度をみている。国が示した面積と人口に
よる計算を参考に計画しているが何が何
でも減らすということではない。

Ｄ

修正なし 修正なし

総務課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

306
市議会
全員協議会

行財政 128-129

積極的な行政改革 効率的な公共施設の管理運営を積極的
に推進しますという言葉があるのとないの
とではインパクトが違う。本当にやる気が
あるのか、皆さんの心意気をこういうところ
に出してほしい。国の財政にも危機感があ
り、今後歳入で厳しいことが想定されるだ
けに、相当なスピード感を持って望まない
と様々な事業が滞ると思うのでよろしくお
願いしたい。

積極的な取組は行政としてやっていくとし
ているので、文言を再検討したい。

Ａ

業務委託などによる管理運営
を進めるとともに、利用率の
低い公共施設の他用途への
転用や未利用財産の売却な
ど、効率的な公共施設の管理
運営を推進します。

業務委託などによる管理運営
をより強く進めるとともに、利
用率の低い公共施設の他用
途への転用や未利用財産の
売却など、これからの時代に
適した効率的な公共施設の管
理運営を推進します。

企画財政課

307
市議会
全員協議会

行財政 128-129

行政改革の推進 日本一の子どもづくり、こども一貫教育の
方針、ジオパーク事業、権現荘の経営、一
般廃棄物最終処分場、いじめ、総合戦略
の取り組み方、これらをコスト、スピード、
成果を重視したものをきちんと裏付けた上
で、第２次総合計画に進めてもらいたい。

今年度策定する行政改革大綱ともリンク
するので、そちらともしっかりとこの言葉を
つなげて、行政としてもこれまで以上に頑
張っていきたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

308
市議会
全員協議会

行財政 128-129

行政改革の推進 行政の透明化と市民参画だから、先程の
項目について、概略でいいので市民に
言って、その上で出てきた計画を進めても
らいたい。

議員の言われた事項は、行政の中でも非
常に大切な事業になるので、どういう形に
なるかは別として、しっかり市民にわかる
ような形で進めたい。

Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課

309
市議会
全員協議会

行財政 128-129

②人事管理の適正化 これまで多数の不祥事があったことを受け
て、不祥事防止についても文言を入れる
べき。

そのように文言を修正します。

Ａ

施策立案能力や課題解決能
力の向上を図る教育や研修を
行い、市民に信頼される・・・・

不祥事防止行動指針や内部
監査により職員の不祥事防止
を徹底するとともに、施策立
案能力や課題解決能力の向
上を図る教育や研修を行い、
市民に信頼される・・・・

総務課

310
市議会
全員協議会

行財政 128-129

職員数の推移指標 H27以降の数字も入れてほしい。 入れる方向で検討する。

Ａ

（修正） 定員適正化計画に基づき、
H33までの職員数を入れる。 総務課

311
パブリックコメ
ント

128-129

施策指標 　施策指標に、総人件費を追加ください。
また、収入の一定割合になるように明記願
います。

今回の指標では、臨時職員等にかかる人
件費について、施策等により不確定な部
分があるため正職員のみの人件費を計上
したが、再任用職員、臨時職員分も加えた
額に修正する。

Ａ

指標：職員人件費（正職員）
現状（Ｈ27）：3,805百万円
中間目標（Ｈ31）：3,564百万円
最終目標（Ｈ35）：3,440百万円
※職員人件費（正職員）
は、・・・・

指標：職員人件費（正職員、
再任用職員、臨時職員）
現状（Ｈ27）：4,424百万円
中間目標（Ｈ31）：4,220百万円
最終目標（Ｈ35）：4,132百万円
※職員人件費は、・・・・

総務課

312 住民説明会 行財政 128-129

広域行政の推進 広域行政の推進とあるが、具体的にはど
のようなことを考えているのか。

市町合併を経て一つの行政の広域化がな
された訳だが、具体的な事務や事業にお
いても協力をしていくという意味合いであ
る。

Ｂ

修正なし 修正なし

企画財政課

313 住民説明会 行財政 128-129

人事管理の適正化 以前、学校関係での不正なお金の使用な
どがあった。適正な人事管理や法令遵守
も入れてほしい。

不祥事防止マニュアルを作成し、職員に
定期的に周知徹底している。

Ａ

施策立案能力や課題解決能
力の向上を図る教育や研修を
行い、市民に信頼される・・・・

不祥事防止行動指針や内部
監査により職員の不祥事防止
を徹底するとともに、施策立
案能力や課題解決能力の向
上を図る教育や研修を行い、
市民に信頼される・・・・

総務課
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№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課

状況 原案 修正案

計画への反映

314
市議会
全員協議会

行財政 130-131

広報広聴活動の推進 情報は一方通行ではなく、対話的なものを
目指す、情報の双方向性というものをうま
く使って対話的な環境をつくることがこれ
からは重要と言ったが、そういうところを盛
り込んでもらいたい。

表現の仕方については、工夫して盛り込
む。

Ｂ

当該項目の①②に意図したこ
とは盛り込んでると考えてい
る。

修正なし

総務課

315
市議会
全員協議会

行財政 130-131

広報広聴活動の推進 広報いといがわで、市民会館で行う事業
において、自主事業と持ち込みのものとで
掲載に差があるのではないか。枠がある
から入れるとか、自主事業だから入れて
他は入れないとか、情報社会において非
常に貧しい取組ではないかと感じる。改善
していく必要があると思うがどうか。

広報は一定のルールに基づいて掲載して
いるが、市と何も関わりのない方について
は、今後どのように広報をしていくのか、
様々な情報機器の活用も考えながら進め
ていきたい。 Ｃ

修正なし 修正なし

総務課

316
パブリックコメ
ント

130-131

③市民参加の促進 　市民の参加の促進で、市長へのたより
は、どんな案件が採用され、実施されたか
を市民に公開するように改善ください。

実施要綱に定められたように、年１回、広
報及びホームページを活用し市民へ周知
している。
また、いただいた意見の中で、よい提言や
改善等は、早めの対応に努める。

Ｂ

修正なし 修正なし

総務課

317 住民説明会 行財政 130-131

市民参加の促進 住民が参画するまちづくりを考えるのであ
れば、説明会の持ち方にもワークショップ
的な手法を取り入れたり、ただアイデアを
出してくださいではなくて、このお金をどう
やって使うのか、無いものをどうするのか
を一緒に考えていくようなまちづくりの手法
を使わなければ、難しいのではないか。

Ｂ

修正なし 修正なし

企画財政課

318
市議会
全員協議会

行財政

協働のとりくみ 総合計画全般にかかる部分については、
最初に言って、その後に個々のものがあ
るというほうが、全般にわたるということが
わかりやすいのではないか。ここでいう役
割分担の見直しが、最初の協働のところ
に謳われて、各章全部がわかりやすくなる
のではないか。公共施設のところについて
は、最後にこれがでてくると、財政面しか
考えないのかという話になる。もっと戦略
的であるべき。

協働の取組というのは、この総合計画の
新しい柱として掲げている。まちづくりの中
での公共施設の適正配置という部分につ
いて、全般にかかってくるので、表現の仕
方、見せ方は再検討する必要がある。

Ａ

（追加） 序章として、持続可能なまち
づくりに向けて、喫緊の課題
の整理、地方創生の取組と人
口減少社会に対応したまちづ
くりの方向性をまとめ、その中
で総合戦略や公共施設等総
合管理指針について触れる。 企画財政課

319
市議会
全員協議会

行財政

協働のとりくみ 「市民は～行います」の表記の仕方につい
て、市民に言わせてる感のある表記、変に
強制的にならないよう、配慮したもらいた
い。

市民から逆に反発を食らうようなものだと
うまくいかないと思うので、表現について
は見直ししたい。 Ａ

（修正） 全体を通して修正する。

企画財政課

320
能生
地域審議会

別件

漢字検定 昨年の地域審議会で要望した助成につい
て実施していただきお礼を申し上げる。 Ｄ

修正なし 修正なし

321
能生
地域審議会

核家族が苦しいと聞く（３世代同居であれ
ば、親等から支援してもらえるが）
同居を推進すればどうか。

上南地区では、人口減少の推計では他地
域に比べて状態がよく、３世代同居の効果
ではないかと考える。同居、近居の効果は
あると思うが、行政として取り組むにはひ
と工夫が必要である。

Ｃ

修正なし 修正なし

定住促進課



№ 会議別 区分 ページ 項目 意見・質問 回答 反映 担当課
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計画への反映

322
能生
地域審議会

計画全般 市職員への浸透はどうか（出先、若い職
員も含めて）。旧来の縦割り行政がまだあ
るのではないか。実現し前へ進むために
意識改革、目線を同じ方向を向いて取り
組んでほしい。

まちづくりの指針となるものが本計画であ
る。協働は市民、地域、企業、市が一緒に
取り組む必要あり。
市民、職員同じ方向を向く必要がある。 Ｃ

修正なし 修正なし

企画財政課
総務課

323
能生
地域審議会

計画全般 支援、助成という言葉が多い。具体的な行
動が見えない。真の協働となるようにして
もらいたい。地域活動に積極的に取り組
む職員を増やして欲しい。

計画は各課で考えたものであるが、職員
が全ての課をみたかというと難しい面があ
る。職員の意識改革も必要である。『支
援』という言葉は確かに多用している。最
終段階までに見直ししたい。

Ａ

（修正） 全体を通して修正する。

企画財政課

324
能生
地域審議会

協働のとりくみ 市民は・・・します。など断定的な表現があ
る。

心象として悪く感じるものを含め見直しを
行う。 Ａ

（修正） 全体を通して修正する。

企画財政課

325
糸魚川
地域審議会

地域情報化について 情報ネットワークの構築が合併時の目玉
であったが、10年経ち、能生ではいまだ
CATVを受信している状況であるが、今後
どう変わっていくのか。

情報ネットワークの現状としては、市内全
域に光回線が整備されている。能生地域
においては、難視聴を解消する目的で
CATVを整備し、同時にインターネット環境
も整備した。このうち、インターネット環境
については、一昨年NTTに任せたという経
過がある。

Ｄ

修正なし 修正なし

総務課
能生事務所

326
糸魚川
地域審議会

地域情報化について 今回の基本計画の中に通信網の整備や
情報の発信についての記載が無いように
見受けるがどうか。

せっかく整備された高速回線の活用という
面が不十分であり、今後の課題の一つで
ある。 Ｄ

修正なし 修正なし

総務課

327
糸魚川
地域審議会

総合戦略との関係 総合計画は、まち・ひと・しごと総合戦略の
上位計画であると思うが、文言として総合
戦略の内容があまり入っていないように感
じる。

基本計画については、個別計画を各章に
挙げているが、すべてに関わる総合戦略
の位置づけが分かるように、基本計画の
後ろの部分にその内容を掲載したい。

Ａ

（追加） 序章として、持続可能なまち
づくりに向けて、喫緊の課題
の整理、地方創生の取組と人
口減少社会に対応したまちづ
くりの方向性をまとめ、その中
で総合戦略や公共施設等総
合管理指針について触れる。

企画財政課

328
青海
地域審議会

協働のとりくみ 全般的に文章が揃っていない。 確認し、揃えたい。
Ａ
（修正） 全体を通して修正する。

企画財政課

329
青海
地域審議会

焼山の火山災害について触れられていな
い。（回答不要）

現在、噴火レベル１ということで緊急的な
状況でないが、常に注意している。

Ｂ

現状と課題として記載してお
り、施策として、災害に強いま
ちづくりの推進に包括してい
る。

修正なし

消防本部

330
青海
地域審議会

教育委員会で実施しているあいさつ運動
は終わったか？標語を募集し、旗を配布し
ていただいた。計画にも出てこない。

計画の中で取り上げていない項目である
が、記述を入れるか、担当課と相談する。

Ｄ

修正なし 修正なし

こども教育課

331
青海
地域審議会

基本計画実現に向けて、庁内で新たな体
制を組む考えはあるのか？

基本は現在の部・課の組織で連携を図り
実施する。また、プロジェクトチームを策定
し対応することもある。計画策定の段階で
しっかりとした体制で取り組みたい。

Ｂ

修正なし 修正なし

企画財政課

332
青海
地域審議会

今年の特定健診の案内はこれまでとは異
なり受診しやすい案内であった。

担当課の健康増進課にその旨を伝える。

Ｄ

修正なし 修正なし

健康増進課
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計画への反映

333
パブリックコメ
ント

その他

　議会改革は、公開する審議会形式で議
論するように要望します。

議会改革については、議会運営委員会に
おいて協議しています。議会運営委員会
は、原則公開されており、傍聴可能となっ
ています。

Ｄ

修正なし 修正なし

議会事務局

334 住民説明会

計画全般 前回の第１次計画と比べて大きく変わった
点は何か。

第２次総合計画では、「協働のとりくみ」と
いう項目を設け、誰がどのように進めてい
くかを明確にし、市民の皆さんと共にまち
づくりを進めていく内容となっている。
計画期間が10年であったものを、社会経
済情勢の変化に的確に対応していくため、
７年としている。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

335 住民説明会

計画全般 青海地域に特化したものや関連の深いも
のはあるか。

総合計画は糸魚川市全体の計画を示すも
のなので、各地域の個別の施策について
は、会計画である実施計画において、そ
れぞれの地域の実状にあった計画を作り
進めていく。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

336 住民説明会 その他

第１次計画の計画値と実績値
について

審議会の委員に対して、第１次総合計画
の計画値と実績の変化で大きいものはこ
うだ、問題点はこうだというようなデータを
示しているか。

1つは基礎調査として、各課で保有する各
種指標の過去10年間分をまとめたものを
お示ししている。これについては、市民ア
ンケートの際にもみていただけるように、
公民館での配置も行っている。
そのほか、第１次計画の目標指標として
76項目あるが、平成27年度末で概ね８割
達成したものが75％という状況である。

Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

337 住民説明会

計画全般 第２次に向けて、目玉になるもの、一番上
にくるものを一つ定めてアピールしていた
だきたい。

総花的な形であれもこれも入っている。当
面の５年間の重点的なものを表す必要が
あると考えている。

Ａ

（追加） 序章として、持続可能なまち
づくりに向けて、喫緊の課題
の整理、地方創生の取組と人
口減少社会に対応したまちづ
くりの方向性をまとめ、その中
で総合戦略や公共施設等総
合管理指針について触れる。

企画財政課

338 住民説明会

住民懇談会 ７月に糸魚川地区で住民懇談会が行われ
る。昨年の懇談で出たことがどれだけ活か
されたか説明してほしい。

7/14、15に行う。昨年いただいた意見のま
とめやこれからの地域づくりについて話を
したい。 Ｄ

修正なし 修正なし

定住促進課

339 住民説明会

住みよさランキング 新聞で全国都市住みよさランキングが発
表された。かなり悪い数字が出ているがど
こで出した数字によるものか。

市民一人あたりの医師の数や小売店の面
積など、様々な統計に掲載されているもの
で計算されている。 Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課

340 住民説明会

住みよさランキング 人口の歯止め策としてＵＩターンなどの施
策を打っても、定住や移住を考えたとき、
あの数字をみるとちょっと待ってくれという
話になる。調査母体に意見具申すべきで
ある。

いろいろなランキングがあるが、ものさし
によりランキングが違ってくると認識してい
る。 Ｄ

修正なし 修正なし

企画財政課


