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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第５回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 1月 21日 

日 平成 28年 1月 18日(月) 時間 13:30～15:20 場所 203・204会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次総合計画基本構想（案）について 

 (2)第２次総合計画体系（案）について 

・その他 

 (1)次回の会議日程について 

 (2)その他 

出 

席 

者 

【委員出席者 21人】 

仲林正之、渡邉秀幸、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、朝日仁美、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、綱島喜代子、渡辺文夫、磯野幸枝、横澤富士子 

【委員欠席者 ２人】 

飯田芳之、渡辺秀彦 

【事務局出席者 14人】 

金子事務局、総務課（井川課長補佐）、こども課（竹之内次長、磯野課長補佐）、 

健康増進課（水嶋課長補佐）、建設課（見辺課長補佐）、 

定住促進課（渡邊課長、渡辺課長補佐、斉藤課長補佐）、 

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、竹田主事) 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 ３ 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:30） 

企画財政課小林補佐により進行。 

  はじめに、11、12月と当初予定の審議会が中止となった件についてお詫び。 

   

２ 会長あいさつ 

  昨年予定されていた審議会について、行政側の検討の時間を取るために中止となり、委

員の皆様にはご迷惑をお掛けした。コンサルタント等を入れず、行政と市民とで総合計画

を作り上げていく上では、必要な時間だったのではないかと思う。これからまた審議を重

ねていくが、限られた貴重な時間の中で有効に進めていきたい。また、この総合計画が一

度読んで終わりではなく、今後５年７年と市民に使っていただけるような仕組みについて

も合わせて考えていきたいので、今後ともよろしくお願い申し上げる。 

 

３ 審議事項 

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

（１）第２次総合計画基本構想（案）について 

・「１ 総合計画とは」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

 （委員） 
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  平成 28年度までの総合計画では第６章の中に「効率的な行政運営の推進」という項目が

あるが、今回は全く行政に関する内容がない。他の部分で出てくるのか。 

 （事務局） 

  現在の総合計画では「健全な行財政運営」また「行政改革」について第６章に含まれて

いるが、今回策定する総合計画の施策の大綱の中からは、行政に関わる分野のものについ

ては除いて作成をしている。これは行政側で協議を重ねる中で、６本の柱は市民と協働し

て進めていくものとして位置づけたことによるものである。 

  ご指摘のあった行政に関わる分野については、６章の基となる部分として別の位置づけ

で考えており、施策の大綱からは外しているが、重要な部分であるので、施策の大綱の後

ろへ付け加える形で考えている。今回は資料として配布できなかったが、構想部分の一つ

として今後の会議で審議願いたい。 

（会長） 

  ほか、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 まちづくりの目標」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

（１）目標とする都市像 

  異議なし。 

（２）まちづくりの将来指標 

  異議なし。 

（３）土地利用 

  異議なし。 

 

・「３ 本市を取り巻く社会経済環境」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき

説明。 

【質 疑】 

（１）時代背景 

  異議なし。 

（２）国・県の動向 

  異議なし。 

 

・「４ まちづくりの主要課題」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

（１）人口減少と年齢構成バランスの改善 

  異議なし。 

 

（２）中山間地域・高齢化集落への対応 

  異議なし。 

 

（３）健康づくりと地域医療体制の充実 

（委員） 

  ６～７行目に「一方、市民が～大切です。」とある。平成 28 年度までの総合計画の中で

は医療体制の充実を掲げ取り組んできたわけだが、その強化という意味合いでこういった
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文言になったのか。今回の市民アンケートの中で医療体制については市民の半数が「不十

分」であると回答した結果を踏まえると、こういった文言が市民に受け入れられるか。 

 （事務局） 

  これまでは総合計画の中で医療体制の充実を掲げ、その中で医療体制の整備や医師確保

に向けた奨学金制度の取組み等を行ってきたが、アンケート結果を見てみると、重要度と

しては高いが満足度としては低い結果となっている。こうした結果を加味した担当課との

協議を踏まえ、医療体制の充実については引き続き取組を行っていき、その中で、医師確

保が難しい現状はあるが、人口減少の中で医療機関を維持するためには民間の医療機関を

受診する意識を市民が持つことも必要と考え、このような文言とした。 

 （事務局） 

  現在の市内の医療の状況を見てみると、軽い症状であってもすぐに市内唯一の専門病院

である糸魚川総合病院を受診するケースが多い。出来ればまずは罹りつけ医を受診し、必

要があれば糸病へ、というような医療の受診のしかたを周知していきたい。 

 （委員） 

  マスコミの情報によると大きな病院は一般の患者を受診しているとどうにも重症患者に

手が回らないため、初診料を上乗せして一般外来の患者を減らすようにしているといった

話も聞く。地域の個人病院に罹り、軽い症状はそこで済ませるというのは良いことである

と思うので進めていけば良い。しかし一方で、事例として市内の高校生が足に痛みを感じ

てよしだ病院を受診しその後糸病を受診、なかなか痛みが引かず再び糸病を受診した結果

富山の病院へ移され、結果的に手術を受けたというケースもある。地域医療を大切にする

が故に適切な処置が遅れてしまうのでは、地域医療の充実とは言えず、市の体制として問

われるのではないか。 

  この 10年間地域医療の充実に努めてきたにも関わらず、このようなアンケート結果が出

ているのだから、そういった現状の中で市民の健康、安全安心なまちづくりのための方針

を打ち出すべきではないか。 

 （事務局） 

  主要課題としてこのような文言で出させてもらっているが、今後出てくる施策の大綱部

分でも触れていくし、具体的な取組みについてはこれまで10年間の施策を踏まえて検討し

ていかなくてはならない。市内の医療体制は非常に難しい局面を迎えているのも事実であ

り、そういった現状も踏まえて基本構想・基本計画について審議願いたい。 

 （事務局） 

アンケート結果からも医療体制の充実が求められているのは明白であるので、医師の確保

は重要課題である。第２次総合計画においても重要な柱であるので、市民においても自身の

医者への罹り方について考えることが課題としては重要だと考え、このような表現にさせて

もらった。重要な案件に対するより効果的な進め方について、引き続き委員から意見をいた

だければありがたい。 

 

（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 

  異議なし。 

 

（５）生涯学習の充実 

  異議なし。 

 

（６）子ども一貫教育の更なる充実 

（委員） 

  ２行目に「心身の発達が著しい年少期」とあるが、年少期という表現はあまり一般的で
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はない。人格形成に重要な時期は０～２歳とも言われており、また主要課題（３）の中で

も乳幼児期という表現が使われているので、可能であれば「乳幼児期」に統一願いたい。 

 （事務局） 

  こども一貫教育をベースとし色々な計画を行なっているが、ここで言うところの年齢に

ついては９歳までとしているため、乳幼児期に特定せず年少期という表現を使っている。 

 （委員） 

  それであれば、具体的に９歳までという文言を追加したほうが、市民が読んだ際に分か

りやすいのではないか。 

 （事務局） 

  そうさせていただく。 

 

（７）市内産業の活性化と雇用の充実 

  異議なし。 

 

（８）公共交通と公共インフラの確保 

（委員） 

  最後２行に「持続可能な～検討することが必要です」とあるが、以降に具体的な取り組

みが出て来ると考えてよいか。 

 （事務局） 

  市内の公共交通機関はまだ不十分であるため、後段で交通のあり方、より利便性の高い

効果的なものを採用していく方向で考えている。 

 （委員） 

  この審議会の中で検討委員会を設けて結論を出すのか。そうでなければ、どこで検討し、

体制の充実に向けて努力していくのか。関係機関に働きかけ、方向性が決まればよいが、

必要ですというだけでは市民にはなかなか交通体制の取組みが見えない。 

 （事務局） 

  当審議会では総合計画全体の中で公共交通の課題について把握いただき、より掘り下げ

た具体的な方向性については地域公共交通会議で検討している。これはＪＲやバスの関係

者、地域の代表者等で構成されており、来年度からは地域公共交通の活性化再生法の法定

協議会を立ち上げ、有識者、事業者、住民からも参加をいただき具体的な地域公共交通網

のあり方、再編について協議していく。 

 （会長） 

  審議する中で、どこで意見を延べればよいのか分からないというのが実感としてある。

次回以降のスケジュールを提示し、それを踏まえて進めるとスムーズではないか。 

 

（９）安全・安心な生活環境の確保 

  異議なし。 

 

（１０）行財政運営の健全化 

  異議なし。 

 

・「５ 施策の大綱」について企画財政課中村係長より、第２次総合計画体系（案）と合わせ

て資料№１、２に基づき説明。（審議については資料No.１のみ。） 

【質 疑】 

（１）第１章 子育て支援・教育分野 

（委員） 

  第１節に「0歳～18歳まで」とあるが、実際には義務教育は15歳で終了であり、高校へ
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進学しない生徒もいる。この表現で上手くいくか。 

 （事務局） 

  子ども一貫教育はすでに６年目に入っている取組である。他市で取り組まれている小中

一貫、中高一貫のような施設の面での一貫教育ではなく、知徳体・キャリア教育・ふるさ

と教育を柱に、幼稚園保育園・小学校・中学校・高等学校までが筋の通った一貫した方針

のもとで教育をしていくというものである。 

 （委員） 

  来年度から白嶺高校が１クラス減となり、そこから落ちた生徒が市外の学校へ流れてし

まうと予想される。なるべく地元の学校で将来を見据えた教育が受けられるよう、市とし

ても働きかけが必要ではないか。 

 （事務局） 

  白嶺高校の学級減は市としても重大な問題と捉えている。県の教育庁へも要請したが、

県内全体の生徒の減少に伴う学校数の地域バランスもあり、学級減は決定してしまった。

加えて県内高校の長期計画においては３学級以下の学校は統合の対象とされており、市と

してどのような協力をすれば他県から生徒を招けるか、また地域の産業界が求める人材を

育てられるか、県と意見交換を行っているところである。 

 （委員） 

  金沢の短大へ在学中の孫が市内の幼稚園へ実習に行った際に、糸魚川市の教育の活発さ、

自由さに心ひかれた。しかし、数十人いる保育士のうち正職員が数名という現状を見て、

市内で勤める意欲が削がれてしまった。こうした雇用状況を改善してもらわないと、若い

人は集まらないのではないか。 

 （事務局） 

  市役所は保育士も含め、市内の雇用の場としては重要な位置を占めると実感している。

一方で、人口減少に伴う職員数の適正化も必要であり、その中で一時的に定員増が必要と

なった場合には臨時職員という形で協力いただきながら市民サービスに努めている。 

  全体計画の中で今回の意見について考えていきたいが、将来を見据えた職員の定員管理

の必要性についてもご理解をいただきたい。 

 （委員） 

  この構想の中で、ひとり親等の経済的弱者への教育支援はどのような部分になるか。 

 （事務局） 

  第１章の中では出てきていないが、行政の仕事の中では非常に重要な部分であるので、

相談体制・支援体制について他で挙がっているか事務局より回答する。 

 （事務局） 

  分野・章立てについて、検証のうえ次回回答とさせていただきたい。 

 （事務局） 

  現状としては中学校までの低所得者への支援は色々あるが、大学進学までいくと弱い。

そういった部分を今後充実させる必要があると認識している。大綱には出てこないが、基

本計画の中で盛り込んでいきたい。 

   

（２）第２章 健康福祉分野 

 （委員） 

  体系の第４節にシルバー人材とある。これは今までもやってきた取組みであるだろうし、

いいことだとは思うが、さらにこのように明記して若い人の雇用がない中で高齢者の就業

を支援するというのは、事務局としてはどのようなことを考えているのか。 

 （事務局） 

  シルバー人材という表記がシルバー人材センターと直結してしまうが、ここでは高齢者
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が増えていく中での閉じこもり防止、社会参加の促進といった趣旨で載せたものである。 

 （委員） 

  そういったことであれば、シルバー人材ではなく高齢者の活用などと表記してはどうか。 

 （事務局） 

  誤解を招いてしまったシルバー人材の表記がある分野の部分については、審議する中で

分かりやすいように表示してあるが、実際の総合計画として完成版を出す際には削除する

方向で考えているのでご理解いただきたい。 

 （委員） 

  第２節に「こころの病の防止に～健康づくりを進めます。」とあるが、新潟県は自殺件数

が全国ワースト３に入っており、糸魚川市も例外ではないと感じる。今までもあったもの

がなおかつ増えている中で、具体的にどのような取り組みを考えているか。 

 （事務局） 

  当市の状況として、以前は高齢者の自殺が多かったが、最近は働く世代の自殺が目立っ

てきている。こういった状況を踏まえた中で、自殺防止に取り組んでいきたい。 

 （委員） 

  回覧で、周囲の異変に気付くよう呼びかけるものはよく目にするが、では実際何かあっ

た際にはどこにＳＯＳを出せばいいのか、それが分かりづらい。 

 （事務局） 

  市のトイレの洗面所に相談先の案内を置いているが、周知についてはまだ不足があると

実感している。検討させていただきたい。 

 （会長） 

  基本計画の細の審議の部分でまた話し合っていただきたい。 

 

（３）第３章 産業分野 

（委員） 

 「稼ぐ」という表現は生々しい。他のタイトルと同じように夢のある・前向きな表現に変

えられないか、検討願いたい。 

 （事務局） 

  イメージとしては、総合戦略の中で出てくる表現をそのまま使っている。ご指摘のとお

りであるので、検討させていただく。委員の中で良い表現があればお聞かせ願いたい。 

 （事務局） 

  次回でも結構なので、「稼ぐ」に代わるものがあればぜひ提言いただきたい。 

 （委員） 

  第３節に「旅行会社」とあるが、糸魚川市の場合はこれだと企業が限定されてしまうの

で、具体的な企業体系の名称ではなく関連企業で一まとめとして良いのではないか。 

 （事務局） 

  観光関連事業者としてはどうか。 

 （委員） 

  それで差し支えない。良いようにしていただきたい。 

 

（４）第４章 土地利用・公共インフラ分野 

 （委員） 

  第３節に「長寿命化計画」とあるが、この長寿命というのはどのようなものを指すか。

長寿命化により経費が浮くのは良いが、地震等が起きた際の影響などマイナスの面もある。

それよりは、適宜適切な維持管理を行った方がいいように思う。 

 （事務局） 
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  今までの公共施設の管理は、あまり維持管理をせず駄目になったら建て替える、という

のが主であったが、それでは莫大な費用が掛かってしまう。それに対してここでの長寿命

化というのは、日ごろの維持管理や定期的な補修を行うことによりその施設のライフサイ

クルコストの減を図るものである。 

 （委員） 

  それであれば、敢えて長寿命化と表記する必要はないのではないか。やるべきことをや

ればいい話ではないか。 

 （事務局） 

  これだけ公共インフラが増えている中で、過去とやり方が変わってきたのでこのように

表記した。ご理解いただきたい。 

 （委員） 

  聞きなれない方も多いとは思うが、社会資本を扱う者にとっては長寿命化というのは一

つのキーワードであるので、残した方がいいと思う。 

 （会長） 

  これについては事務局で検討願いたい。 

 （委員） 

  糸魚川市内、または県外との公共交通網については触れているが、新潟や長岡といった

県内の路線についての項目が見当たらない。実際に利用者はいるが便が悪いという現状が

あるので、市の考えや今後の見通しを伺いたい。 

 （事務局） 

  細かい再編については市内の路線がメインとなるが、委員の指摘のとおり在来線の特急

が廃止になったことで県内の公共交通網が非常に後退している。大綱の中では読み取れな

いが、計画の基本部分には利用促進・利便性の向上について盛り込んでいく。 

 （委員） 

  委員に同意見であり、基本計画にそのように盛り込まれることを希望している。市民の

中には県内の移動の際に困っている人もおり、どこにそういった声をぶつけたらよいか分

からないという話も聞く。検討いただきたい。 

 （事務局） 

  新潟への交通の便の悪さについては話を聞いている。課題に書くべきか、方向性にも書

くべきか、今の意見を踏まえて庁内で検討し、次回提示したい。 

 

（５）第５章 環境・防災・防犯分野 

  異議なし。 

 

（６）地域づくり・市民活動・移住・定住分野 

  異議なし。 

 

 （会長） 

  施策の大綱について、今回出された意見を踏まえて事務局により修正することに、ご異

議ないか。 

（委員） 

  異議なし。 

 （事務局） 

  体系については今回出された大綱の意見を踏まえ再編させていただき、次回説明する。 

（委員） 

  体系の内容についてはもう審議する機会はないのか。 
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 （事務局） 

  体系の項・細については次回以降審議いただく。構想部分となる章・節については名称・

区分けの部分でご意見があればお聞かせいただきたい。 

 （委員） 

  地域医療の関係でお願いしたいところがあるのだが。 

 （会長） 

  基本計画について審議する際にご意見いただきたい。 

 

４ その他 

（１）次回の会議日程について 

・企画財政課小杉主査より、第６回審議会日程と、基本計画の審議日程の予定について説明。 

 

（２）その他 

・企画財政課小杉主査より、個人番号（マイナンバー）の提供について依頼。 

 

５ 閉会あいさつ(15:20) 

（副会長） 

  本日は総合計画の大元である基本構想、特に施策の大綱について皆様から審議いただい

た。大元が固まり、ある程度の道筋が見えてきたように思う。これから具体的な計画が出

てくるが、委員の皆様からはそれぞれの立場で、それぞれの計画についてより良いアイデ

ア、意見をいただき、計画に反映できればと思う。以上をもって第５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 

 


