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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第４回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 27年 10月 16日 

日 平成 27年 10月 16日(金) 時間 13:15～15:40 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)基本構想素案検討について（基本構想の１～２） 

 (2)施策の大綱について 

・その他 

 (1)糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略、人口ビジョンについて 

 (2)次回の会議日程について 

 (3)その他 

出 

席 

者 

【委員出席者 20人】 

飯田芳之、仲林正之、渡邉秀幸、渡辺秀彦、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、龍見和弦、松本利恵、渡辺文夫、磯野幸枝 

【委員欠席者 3人】 

朝日仁美、綱島喜代子、横澤富士子 

【事務局出席者 8人】 

金子総務部長、総務課（井川課長補佐）、こども課（磯野課長補佐） 

企画財政課(藤田課長、小林課長補佐、中村企画係長、小杉主査、金子主査) 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 2 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:15） 

・企画財政課小林補佐により進行。 

 

２ 会長あいさつ 

  前３回の審議会においても、多くの貴重な意見をいただく中で進めている。今後はまち

づくりの方向を示す大変重要な施策の大綱に入っていく。慎重審議いただき、忌憚のない

意見をいただきたい。 

 

・委員からの意見書について 

  企画財政課中村企画係長より説明。 

  まちづくりの主要課題に「財政運営に関する項目」が必要という意見があり、事務局で

は、主要課題として財政運営に関する項目を記載する方向で検討したい。 

  今後、財政状況が総合計画の審議において重要と思われるので、次回以降、説明の機会

を設けたい。 

  意見書について、ご意見があれば伺いたい。 

【質 疑】 

（委 員） 

  意見書の基本的なルールはあるのか。誰の意見書なのか、はっきりすべきである。今後

もこのような意見書の扱いは認められるのか。意見書の位置付けをはっきりすべきである。 
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（事務局） 

  委員の名前は、事務局の考えで伏せさせてもらった。今後も意見書の提出があった場合

は、本人の了解を得たうえで、名前を伏せて審議会で紹介し、対応を述べる形をとりたい。 

  今回の意見書は「議事進行に関し」という書き出しで始まっている。大きな食い違いは

なかったと思っているが、前回、まちづくりの主要課題を審議いただいた中で、多くの意

見をいただいた。事務局の素案の作りが甘かったためと反省している。財政運営に関する

ことも文章的には入っていたが、項目として取り上げる必要があるという意見であった。

これについては、先ほど説明したとおり、項目として取り上げる。今後、意見書という形

で提出があった場合は、事務局で勘案し、審議会の場で対応を述べるかも含め、正副会長

と相談し進めたい。基本的には、審議事項として載っているもの、議事進行に特段の問題

がなかったものについて、審議会の中で「異議なし」となれば審議を終了したい。 

（委 員） 

  せっかく公開の場で審議しているので、ごもっともな意見なのに、誰の意見かわからな

い中で進行していいのか。審議会の中で、そのような手続きでいいのか。 

（事務局） 

  基本的には審議会の場で発言していただきたい。ただ、限られた時間・期間の中でやっ

ているので、審議会後に言い足りなかった場合には、意見書のような形で出てくることも

有り得る。記名については、審議会の中で、意見書は記名式にすると決まれば、次回から

記名式にしていきたい。 

（委 員） 

  意見の紹介ならいいが、意見を取り上げて採用する場合に、意見は正論だと思うが、審

議会の手続きとして、無記名の意見を取り入れる手続きでいいのか。適正ならそれでいい

し、手続き論で時間を費やすつもりはないが、本当にそれでいいのかと思った。 

（委 員） 

  委員の意見に賛成で、今回は無記名で仕方ないが、次回からは記名にした方がよい。 

（事務局） 

  説明が足りなかったかもしれないが、今回は本人の意向で名前を伏せたのではなく、事

務局で配慮したつもりで名前を伏せた。その点は了解いただきたい。２人の委員から名前

を伏せる必要はないという意見だったので、皆さんがよろしければ、今後はそのような取

扱いにしたいと思うがよろしいか。 

（会 長） 

  意見書を提出の際、記名した方がよい方は挙手をお願いしたい。 

（委 員） 

  挙手多数。 

（会 長） 

  挙手多数により、次回から意見書を提出する際は記名し、審議会で報告する際も名前を

公表して審議に入るということでよろしいか。 

（委 員） 

  了解。 

 

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）基本構想素案検討について（基本構想の１～２） 

・「１ 総合計画とは」について企画財政課中村企画係長より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

  なし。 
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（会 長） 

  ご意見・ご質問がないようなので、「１ 総合計画とは」について、修正案のとおりとす

ることに、ご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

・「２ 本市を取り巻く社会経済環境」について企画財政課中村企画係長より、資料№１に

基づき説明。 

【質 疑】 

（１）時代背景 

①急激な人口減少、少子化 

異議なし。 

 

 ②生産年齢人口の減少と高齢化の進行 

  異議なし。 

 

 ④情報化など技術革新の進展 

（委 員） 

  前回、情報セキュリティ対策について意見を出し、修正されたのは承知したが、今回、

当日配付では、意見・質問等と言われても難しい。準備が大変だと思うが、なるべく事前

配付してほしい。 

（事務局） 

  多くの修正をしたので、すぐ意見を出すのは難しいと思う。承認してよいという意見が

多ければ、それでよいが、承認の機会は次回でもいい。今回意見を聞き、また次回意見を

聞く形でもよい。 

（事務局） 

  今日、気づいたことは聞かせていただき、帰ってから意見があれば、次回聞かせていた

だきたい。最終確認は次回お願いしたい。 

（委 員） 

  資料は前もって配付してほしい。間に合わない場合は日程を延ばすなどの対応をしてほ

しい。資料は１週間前くらいに配付してほしい。 

 

⑤デフレ脱却と経済再生 

  質疑なし。 

 

 ⑧新興国の経済成長と国際化の進展 

  質疑なし。 

 

（２）国・県の動向 

  質疑なし。 

 

（会 長） 

  （１）基本構想素案検討について（基本構想の１～２）は、次回、再度審議する。 

 

（２）施策の大綱について 

・企画財政課小杉主査より、総合計画後期基本計画に基づき説明。 

【質 疑】 
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（副会長） 

  教育分野で、０歳から18歳までの子ども一貫教育、ジオ学習などは糸魚川市で特徴的に

行われていることなので、ぜひ入れてほしい。 

（事務局） 

  ０歳から18歳までの子ども一貫教育は大きい部分になってくると思う。ジオ学習は、節

もしくはその下の部分の検討になってくると思うので、事務局でも庁内での検討を踏まえ

て参考にさせてもらう。 

（委 員） 

  健康福祉分野の地域医療体制の充実で、10 年間の反省を踏まえ、基幹的病院の糸魚川総

合病院をワンストップサービスができる病院にしてほしい。個人医院から紹介状を書いて

もらっても、糸魚川総合病院では治療ができず、上越や富山の病院へ行くように言われる。

糸魚川総合病院へ行けば、全て治療ができるような医療体制をつくってもらえれば、市民

は安心できる。救急医療体制も、担当外の医師が当直だと、担当科の医師が来るまで何時

間も待たされ、すぐ対応できない。このような医療体制を改善してほしい。 

（会 長） 

  一番大事な命について、医療過疎は一番不安のもとで、大切なことである。章と節や今

後の進め方を説明してもらいたい。 

（事務局） 

  総合計画 26 ページの「第１章 すこやか やすらぎ 支え合いのまちづくり」が章で、

「１節 子どものすこやかな成長」から「５節 地域医療体制の充実」が節になり、ここ

までが施策の大綱になる。それ以降の「１ 少子化対策と子育て支援の充実」、その右の

「（１）結婚支援の充実」などは基本計画になる。今現在、市役所の中で、それぞれの課の

個別の取組について、今後やらなければならないことを含めて検討を進めている。地域医

療体制の充実については、節に入ってくるが、今後、重要な部分なので、意見を踏まえて

検討したい。 

（事務局） 

  今回は、施策の大綱の素案を出していない中での意見なので、５年後の糸魚川市をどう

したらよいか、どんなまちを望んでいるか等を聞かせていただきたい。 

（委 員） 

  「第３章 便利で快適なまちづくり」で新幹線が開通した話があった。色々な考え方が

あると思うが、これから５年～10 年がまちとしてどのようなものを作っていくか非常に大

事なときだと思う。新幹線が開通したから、この部分は無しではなく、次のステップでど

のようなまちにしていくか、魅力的なものをしっかり打ち出してほしい。審議会も意思決

定の機関だと思うが、市長をはじめ幹部が市をどのようにしていきたいかという理想・理

念が大事なポイントだと思うので、どのように考えているのか打ち出してほしい。 

（委 員） 

  糸魚川市は海あり山ありだが、今後どのようにアピールしていくか。新幹線が開通し、

駅周辺の整備はまだ不十分だが、イベント等で交流人口を増やすために活用されている。

糸魚川駅だけでなく、海をアピールするために海の駅や、山をアピールするために山の駅

をつくればどうか。海の駅にはマリンタワーをつくり、海の安全を守るための施設にする。

海を利用してもらう、海の安全を守るためにマリンタワーをつくる、周辺には駐車場を整

備する、海の幸を買ってもらったり食べてもらえる施設をつくるなどのビジョンを出して

ほしい。山の駅には、風力発電やバイオマス発電などを集中してつくり、オートキャンプ

場や広い公園を整備し、市民が誰でも利用でき、１日楽しめるような地域づくりが必要で

はないか。ジオパークに来ても駐車場が少なく、少し見て帰るだけ。１日滞在型のものを

目指していかなければならない。具体的にいつごろまでに実現できるような企画をしてほ
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しい。 

（委 員） 

  大綱の項目はこれから出るということでよいか。色々考えをもっているが、それらはこ

れから案が出てから、分科会などで意見を出す。自由に意見を出すなら、記名して意見書

などで出した方が取りまとめなど、スムーズな進行のためにもいいと思う。今後の流れを

含めて教えてほしい。 

（事務局） 

  次回、施策の大綱の素案を示す。素案の説明のあと、それについて意見をいただきたい。

ここが非常に大切な部分になるので、少し時間をかけたい。意見提案シートをもらうのも

一つの方法だと思うので検討したい。資料は早めに送付したい。送付が遅れるようであれ

ば、考える時間を取れるように進めていきたい。施策の体系も示すことができれば、施策

の大綱とのつながりも見えて審議しやすいと思うので、鋭意準備できるよう進めたい。 

（会 長） 

  資料の提供は早めにお願いしたい。この先、審議会がどのように進んでいくのか、今後

の流れについて、もう少し明確な方がいいと思う。 

（事務局） 

  第５回の審議会で施策の大綱を示し、審議いただきたい。引き続き、第６回も施策の大

綱の審議をしたい。第７回は第５回と第６回の審議の様子をみて、改めて基本構想の部分

を審議するかたちになるかと思う。基本的に、２回は施策の大綱の審議をしたい。 

（委 員） 

  以前提出したワークシートの内容は、次回提案される内容に盛り込んでもらえるのか。 

（事務局） 

  いただいたワークシートの意見は一覧表にして、庁内で検討する題材にしている。庁内

には配付していて、それらを反映して施策の体系を作っている。施策の体系も皆さんに示

すようにしたい。 

（委 員） 

事前に計画書は配付されていて内容も読んでいるので、今後は先のことを検討する時間に

あてた方がよい。もう少しスムーズに進めた方がよい。 

 

４ その他 

（１）糸魚川市まち・ひと・しごと創生総合戦略、人口ビジョンについて 

・企画財政課中村係長より、総合戦略・人口ビジョンに基づき説明。 

【質 疑】 

（委 員） 

  総合計画と総合戦略が出てきて、話がわかりづらくなっていると思う。総合戦略・人口

ビジョンは国からの指示で作ったもので、人口ビジョンは将来の人口予測なので、総合計

画の参考になるものだが、総合計画のために作ったものではない。総合戦略は、向こう５

年間で人口が減らないようにどのような施策をするか作ったものである。総合計画の内容

とダブってくるので、総合計画は総合戦略から離れたもの作ることはないので、総合戦略

を参考にしないといけない。そこの区別・関連が曖昧になっているので、会議を進めてい

くために、もう少し整理をしてほしい。 

（事務局） 

  総合戦略の43ページに関連計画の一覧を載せているが、一番上の上位計画に総合計画が

ある。総合計画が上になり、その下に総合戦略がある。総合計画の中の人口減少対策に特

化した部分が総合戦略になる。今後、施策の大綱を審議いただいたり、基本計画の中で具

体的な取組を検討していただく。その段階で、総合戦略に載っていないものがあれば、総
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合戦略に追加していく必要がある。そのような位置づけで考えていただきたい。 

（事務局） 

  あくまでも上位計画は総合計画で、総合戦略に縛られるものではない。総合計画で新た

な視点が出てくれば、総合戦略を見直ししなければならない。総合戦略は人口減に特化し

た計画という意味で、今まで必要だと言われていたが、なかなか作れなかった計画である。

市の色々な分野の事業が総合的にからまって人口減少対策になるというのが見えてくる。

あくまでも、これからの審議の参考にしていただきたく説明した。 

（委 員） 

  ＫＰＩの５年間の１年ごとの結果発表はするのか。 

（事務局） 

  多分していくことになる。 

（委 員） 

  ＫＰＩはそれぞれの分野において、妥当な数字を考えて入れたのか。 

（事務局） 

  妥当かというと難しいが、目標的には少し高めの数字を入れている。 

（委 員） 

  事業の内容は呑み込めているが、目標値や基準値を出すことに対する責任がなければ、

ただの目標値である。 

（事務局） 

  今回ＫＰＩを設定したのは、目標値がなければ、だらだら事業をやっていくだけに終わ

る。目標値が達成できなかった場合は、今やっている事業が的外れなのか、努力が足りな

いのか、違う観点でやらなければならないのか、考えるきっかけになる。 

（委 員） 

  一市民としては、目標を設定するのであれば、結果を知りたい。 

（事務局） 

  チェックする機関として、このような委員会を設置したいと思う。年に何回か会議を開

き、進捗状況をチェックし、施策が的外れでないか確認していく。 

（委 員） 

  最後に確認だが、５年に１回でなく、毎年検討していくということでよいか。 

（事務局） 

  計画は随時改訂できるものにしている。 

（委 員） 

  「総合戦略の推進・検証の枠組」、「ＰＤＣＡサイクルの確立」と書いてあるが、総合計

画の中の「計画の推進にあたって」もこれを活用するのか。 

（事務局） 

  その仕組みはこれからになる。総合戦略については、チェックする機関を設けたい。総

合計画については、今まで外部の方がチェックする部分がなかった。今回策定する総合計

画のチェックをどうするかはまだ決まっていない。ただ、何らかのチェックは必要だと思

っているので、審議会の中で提案する機会が出てくると思う。 

（委 員） 

  同じことをするなら総合計画にも入れてほしい。前にも言ったが、職員だけで分析して

検証しても何にもならない。活かせるものは活かさなければならない。 

（事務局） 

  審議は次回にさせてもらったが、資料№１の3ページ「（４）計画の推進にあたって」の

中の３行目に「市民や地域、行政が共に考え、共に行動する協働の取組により、着実な推

進を図ります」としたが、この書き方で、市民も入った検証を含めた取組が読み取れない
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かと思った。「事業の進捗状況の把握・分析・検証を行いながら、計画を推進します」は主

語がない。「市民から行ってもらう」と入れた場合、総合計画が行政の計画なのか、市民の

計画なのか境目が曖昧になるのではないかと思った。 

（委 員） 

  総合戦略でもやるなら、総合計画でも「市民と職員が一緒になって検証する」と書けれ

ば一番いいと思う。検証は一緒にやらなければならないと思う。 

（委 員） 

  人財は、人は財産ということで「財」なのか。全部読んで、糸魚川はこんなにも色々な

ことをやってきたのかと驚いたが、厳しい世の中で、これだけがんばって努力して、この

糸魚川の水準なのか。 

（事務局） 

  他市と比較すると、糸魚川市は、かなり上のものもあるが、逆の部分もある。他市と比

較した資料を出してないが、子育ての分野に関しては、糸魚川市は進んでいる。市民の皆

さんがそれを知っているかというと、知らない部分が多い。糸魚川市だけしか見てないと、

わからないが、他市と比較すると糸魚川市は結構いいと思う部分があるので、行政のＰＲ

が下手だと思う。全てが良い訳ではなく、糸魚川市には糸魚川市にあった施策があると思

うので、住んでいる人が糸魚川市に住んで良かったと思えるようにする必要がある。今、

大きな課題は人口減少である。合併してから、毎年 500 人ずつ減っている。人口減少は、

地域経済に非常に大きな影響が出ている。一般的に一人当たり年間 100 万円前後使うと言

われている。500人減ると年間５億円が減る。全てが地域内経済にまわる訳ではないが、食

料品等の生活必需品だけ考えても２億～３億くらいの金額になる。毎年それくらいずつ減

ることにより市内の小売店が店を閉じたり、人口減少により小学生が減って、小学校が統

合されたり、それらが続くと、生活環境が悪くなり、また人が出て行ってしまうという人

口減少の負のスパイラルにならないように、人口を増やす取組をしっかりやらなければな

らないのが今の現状だと思う。 

（委 員） 

  人口ビジョンに年齢別の人口が載っている。15歳～19歳で出ていくのは高校生が就職の

ときに出ていく。高校生の受け皿が足りないということである。20歳～24歳が減るのは、

今の大学生は住民票を置いたまま行くからである。糸魚川は郷土愛の教育が進んでいるし、

みんな糸魚川のことを好きだが、糸魚川には大学卒業後に就職したい魅力的な企業が少な

く、生涯をかけて働きたいと思ってもらえる企業にならないといけないと思っているが、

そのような企業を育てていってもらうのが、20 代の若者を定着させるために大事なことで

ある。若い人が好きなバイオや先端技術など環境に特化する産業も育てていく必要がある

と思う。30代くらいになると自営業の跡継ぎが戻ってくる構図がグラフに出ていると思う。

高校卒業後の受け皿も必要だが、今は大半が大学や専門学校に行くので、その世代をきち

んと受け入れられる産業づくりが必要だと思うので、総合計画の中で触れてもらいたい。 

（会 長） 

  市民が知らないで進んでいることもあるので、外に発信する力を私たちも含めて行政と

一緒に作っていけたらいいと感じた。 

（委 員） 

  昔はボランティアをやってくれる人がたくさんいたが、皆さん忙しく、高齢化も進んで

いるので、ボランティアをやってくれる人が減っている。人任せでなく、自分たちの持て

る力をみんなで出さないと糸魚川は発展しないという意識づけ・教育を、企業の育成も大

事だが、計画の中に社会に貢献するための人材育成も是非入れてほしい。 

（事務局） 

  糸魚川市の特徴としてＮＰＯ法人が少ない。ボランティア活動も含めて施策のどこかに
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入れていく必要があると思う。 

（委 員） 

  大きな組織に加わらず、小さなボランティアを15年やってきた。そのような人が大勢い

れば素晴らしいと思う。ＮＰＯ法人に入っていない小さいボランティアをやっている人が

いることも知ってほしい。 

 

（２）次回の会議日程について 

・企画財政課小杉主査より向こう３回の予定を説明。 

 

（３）その他 

（事務局） 

  市民アンケートの集計作業を行っている。報告書にまとまるのはもう少し先になるが、

結果の概要を示せるように準備している。回収状況は一般 3,000 人発送し、回収は 1,408

人である。前回は1,384人だったので、若干多く回収できた。市内４校の中学３年生は383

人中 360人、93％程度の回収ができたので、結果がまとまり次第、資料の提供をする。 

（委 員） 

  今回、会議録が送られてきたが、送られてない方もいるようである。 

（事務局） 

  欠席の方や途中退席の方には送っているが、皆さん必要であれば送るのは差し支えない。

必要な方は申し出ていただきたい。 

（委 員） 

  今日の議題とは直接関係ないが、広報いといがわ10月号に、マイナンバーの通知カード

が11月から市民に配達されると載っていた。高齢者の一人暮らしの方には、みまもり隊な

どがフォローして、どのように使うかなど市として対応してくれるのか。安心安全なまち

づくりに関連して、次回の審議会で知らせてほしい。 

（総務部長） 

  簡易書留で世帯ごとに送られる。どのように使うかなどを含めて広報でシリーズを組ん

でお知らせしている。高齢者の一人暮らしの方に、どのようにフォローしていくかは今の

段階では一人ずつ個々に対応する状況ではない。どのように使うかは、申請のときに必要

なので、その折に説明をして対応していく。例えば年金の手続きで必要であれば、年金の

担当で説明していく。 

（会 長） 

  年配になると理解も難しくなる。私たちが近所のお年寄りに対しての対応も含めて、地

区で説明会をするなど、お年寄りが紛失や詐欺に気をつけてもらえるようにしてほしい。 

（総務部長） 

  一番気を付けてほしいのが、新聞報道もあるが詐欺である。番号をむやみに他人に知ら

せる必要はない。聞き出すというのが最近、詐欺行為の中である。今のところは、社会保

障の年金や保険、税の分野で使うのが第一義で、来年の１月以降からである。番号の通知

が11月に送られるが、その中に個人番号カードの交付申請書が同封されている。個人番号

カードは希望者が取得するものなので、高齢者が同封されていれば申請しないといけない

という誤解があれば、それは任意だと伝えてほしい。広報にも書いてあるが、読んでない

とわからないと思う。個人番号カードはキャッシュカードみたいなイメージのもので、一

人ずつ持つことが可能になる。そのカードが欲しい方は別途申請が必要で、その申請書が

同封されている。それが、わかりにくいと思う。 

（委 員） 

  資料のようなものはあるか。 
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（総務部長） 

  ひな形は広報に載っている。 

（委 員） 

  消費者協会の出前講座で地区に行くので、情報があれば皆さんに伝えられ、一人でも多

くの方に知っていただける。 

（事務局） 

  マイナンバーの出前講座もやっているので、消費者協会の方対象で１回開催し、そこで

覚えて広げていただければと思う。 

（委 員） 

  役員会で話をする。 

（総務部長） 

  そのような機会があれば声をかけていただきたい。職員を派遣して詳しい話をする。 

（委 員） 

  詐欺と聞くと敏感になる。皆さんに伝えていきたい。 

（委 員） 

  企業は番号の取扱いを厳密にするよう言われている。実際に誰かが番号を知って、一般

の人が悪用できるのか。 

（事務局） 

  一般的には悪用できないと思う。番号に氏名・生年月日・性別・住所が関連付けられて

いるだけだが、詐欺はどのような形で使ってくるか想像できない。番号が漏れたことによ

り「あなたの番号は○○だから、△△の手続きをしないと□□になる」という詐欺が発生

する可能性もある。他にはＤＶなどで、住所を隠していたのに、何らかの形で知られてし

まうケースも考えられる。番号が漏れることにより、色々な障害が出てくる可能性がある。 

（委 員） 

  給料の担当者は、その個人の口座番号や給料を全部知っているが、それよりもマイナン

バーがすごく大事で、パソコンは別の部屋で、扱える人は一人だけなど、過剰に言われて

いる気がする。 

（事務局） 

  国もこの制度を推進していく上で、情報漏えいが大きな問題になっている。情報セキュ

リティは必要な部分で、役所の内部でも分離をするなど対応している。 

（委 員） 

  行政はデータを持っていて、関連付けられているが、企業は今扱っている給料などの個

人情報と同じレベルの管理で十分なのではないかと思う。 

（事務局） 

  10年、20年経って、活用が当たり前になれば、そのような形になると思うが、導入当初

は、ある程度厳しい管理が必要になってくる。 

 

５ 閉会あいさつ(15:40) 

（副会長） 

  長時間にわたり審議いただいた。審議事項については事前配付し、委員が目を通して審

議会に出席することにより、議事をスムーズに、審議をより深めていけるので、お願いし

たい。以上をもって第４回糸魚川市総合計画審議会を閉会する。お疲れさまでした。 

 

以上 

 


