
資料№５

ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

21-22 渡辺秀幸　委員 現状と課題

　健康づくりセンター・・・は現状と課
題ではなく、22ページの具体的施策
に入れた方が良い。
　③運動による健康づくりの推進に
入れる。

　現状と課題での文面を修正しま
す。

　具体的施策③の運動習慣の定着
の項に「はぴねす」での取組を含め
ています。 健康増進課

23-24 渡辺秀幸　委員
具体的な施策
④医療・介護従
事者の確保

　子育てが終わり地域で在住してい
る元看護師への情報・再就職への
斡旋（自宅待機者リストが作れれば
ベスト）

　ハローワークから情報提供されて
います。

-

健康増進課

27-28 渡辺秀幸　委員
具体的な施策
④災害時の要配
慮者への支援

　文面の要配慮者→要支援者に変
更
　下段２段目　関係機関に事前に提
供し、地域と連携し、情報伝達体制
の整備・・・

　災害対策基本法の改正により、防
災施策において、高齢者や障害者
など特に配慮が必要な方を「要配
慮者」という用語で位置づけされま
した。これを受けて市の防災計画で
もこの用語を使用していることか
ら、統一させていただきました。
　ご意見のとおり、下段２段目中に
「地域と連携し」を追加します。

　具体的施策を一部修正しました。

福祉事務所

27-28 渡辺秀幸　委員 協働のとりくみ

　下段２行目　地域福祉活動計画を
元に、地域と連携し、安全と癒しの
生活・充実した生活が・・・

　ご意見のとおりに「地域と連携
し、」を追加します。

　追記しました。

福祉事務所

29-30 渡辺秀幸　委員
具体的な施策
②自立と社会参
加への支援

　障害のある人も一般企業で働く事
が出来るように、職業訓練所への
通所、又は、企業体験が出来るよう
な支援事業があれば良いが。
　右表示の写真を変えたらどうか？
（障害者の人の仕事がこんな物しか
ないのかと思われるのでは）

　具体的な施策を見直し修正しま
す。なお、現在でも就労支援事業あ
一般企業の定着のためのジョブ
コーチもおります。
　写真は変更します。

　修正しました。

福祉事務所

31-32 渡辺秀幸　委員 現状と課題

　高齢者世帯の増加により、老々介
護世帯が増加し共倒れの恐れがあ
ります。

　「共倒れの恐れ・・・」は恐怖心を
あおるようにとられる可能性がある
ため、「老々介護の増加」を文章に
追加します。

　「老々介護が増加し」と追加記載
しました。

福祉事務所

31-32 渡辺秀幸　委員 協働のとりくみ

　行政は、市民・地域・事業所等と
の協働により、地域の絆を結集し、
ともに助け合い支え合うまちの実現
を目指します。

　地域の人たちの持っている技術
や能力を高める意味合いで地域の
力と表現しており、絆とは意味合い
が異なると思われます。

　市民の役割について、追記しまし
た。

福祉事務所
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

31-32 渡辺秀幸　委員
具体的な施策
又は主要事業

　老々介護世帯への助成支援事業
があったら良い。

　介護保険制度の中で検討します。 -
福祉事務所

33-34 渡辺秀幸　委員 現状と課題

　老人クラブ会員の加入が減少・・・
社協・地域の問題
　シルバー人材センター会員減
少・・・市の事業
　※課題として、分けた方が良いと
思う。

　シルバー人材センターへは補助
金は出していますが、市の事業で
はありません。市としては、老人クラ
ブも同様の補助事業であり、分けな
くても良いと考えております。

-

福祉事務所

33-34 渡辺秀幸　委員 具体的な施策

　２行目・・・社会福祉協議会と地域
が連携し、

　老人クラブの具体的施策が必要
ではないでしょうか。

　「地域」も含まれますので、追加し
ます。
　老人クラブは自主的な団体ですの
で、市は側面的な支援と加入促進
に向けて周知の一部を担うことしか
出来ないと考えております。

　意見のとおり修正しました。

福祉事務所

33-34 渡辺秀幸　委員 協働のとりくみ

　市民・地域・企業・介護事業所と
の協働により、地域づくりを充実さ
せ、ともに助け合い支え合うまちづ
くりを目指す。

　地域の人たちの持っている技術
や能力を高める意味合いで地域の
力と表現しており、地域づくり活動と
は意味合いが異なると思われま
す。

　市民の役割について、追記しまし
た。

福祉事務所

33-34 渡辺秀幸　委員
主要事業
6　ピアタウン青
海

　多世代交流の場の設置と支援、コ
ミュニティバスの増便

　今後地域からの声をお聞きする中
で、バスの運行についても協議して
いきます。

　地域公共交通網形成計画の策定
の中で、コミュニティバスの増便等
の再編を検討します。

福祉事務所
定住促進課



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

33-34 渡辺秀彦　委員 高齢者への支援

総合戦略との関係から考える福祉
の充実と生きがいづくり
　趣味や生きがいを持つ高齢者の
割合を高め、重度の要介護者とな
らないよう、健康を維持する施策
（施策案）定期的に「ジオサイト巡
り」を行い、参加してもらう。

（１）案内にはジオガイドに付いても
らい、小中学生のジオサイト学習と
一緒に行ったり、介護職に興味を持
つ高校生にボランティアとして同行
してもらい、世代を超えて交流でき
る場とする。
（２）高齢者のみの世帯、一人暮らし
の方の外出支援として考えれば、
健康づくりにもつながる。
（３）実施後に参加した感想を一人
一人に話してもらいコミュニケーショ
ンをとりながら、より楽しく参加でき
るような体制を作っていく。
（４）昼食やおやつなどに趣向を凝
らし、地元の物で「食べる楽しみ」を
加える。

　高齢者のニーズ等も勘案し、関係
課で連携して取り組みます。

　提案については、高齢者福祉計
画やジオパーク戦略プロジェクトの
取組の中で検討します。

福祉事務所
こども教育課
交流観光課

55-56 瀬下忠彦　委員 立地適正化計画

　糸魚川市民の地域内移動のデー
タはありますか？コンパクトシティ制
度導入の評価に使えると思うし、ど
のような理由で移住や転居を行っ
ているのかを把握するのに必要だ
と思いました（結婚出産を機に、街
内に移動する傾向が　とか）。

　地域内移動のデータはありませ
ん。立地適正化計画では都市構造
上の課題を分析し、不足する機能
の誘導又は交通の接続を検討する
手法をとります。人口の将来見通し
に関する分析の中で、自然・社会動
態により大まかな移動動向は把握
できると考えています。

-

市民課
建設課

57-58 渡辺秀幸　委員 公共交通

　コミュニティバスの増便（現在、日
曜、祭日は運休の病院行きのバス）

　利用者のニーズを調査し、検討す
る必要があります。

　地域公共交通網形成計画の策定
の中で、コミュニティバスの増便等
の再編を検討します。

定住促進課
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

59-60 瀬下忠彦　委員 地域高規格道路

　長野は富山県を見据えて高規格
道路を進めているという話がありま
したが、積極的に三県またぎで推進
を目指すのは大変でしょうか？地域
連携は注目されやすいと思うし、新
潟県下において、二県と接し、かつ
幹線道路が各方に走るのは、糸魚
川だけだったと思います。
　歴史的背景だけでなく、現代の関
所を目指すのはいかがでしょうか？

　富山県、岐阜県、長野県及び新
潟県では、北アルプスを囲み、富山
市、高山市、松本市及び糸魚川市
の各都市を連絡する道路構想であ
る「北アルプスゴールデンルート」の
整備を目指しています。当市として
は、市民の安全安心の確保と産業・
観光の振興を図ることを第一とし
て、まずは北アルプスゴールデン
ルートの路線も成す松本糸魚川連
絡道路の事業化を促進します。

　松本糸魚川連絡道路は計画指定
の段階で路線機能が「交流」と位置
付けられています。
　H28.1.29に長野側で一部ルート案
が公表されています。新潟県側でも
ルート発表等を促進して、事業化に
つなげることが、当面の目標と考え
ます。

建設課

61-62 瀬下忠彦　委員 地域高規格道路

　今井地区のトラックの話や148号、
時に小谷村を見ると生活圏が分断
されて交通路が走っています。
　そのような現状も高規格道路計画
に加味されていると思いますが、今
現在どれだけのトラックが走り、輸
送路となっているのでしょうか？交
通量調査など生活路が輸送路に変
わっていく変遷が見て取れれば、地
域として調査を行っていて頭を悩ま
しているというアピールになると思
います。

　今井地区では、現在、新潟県によ
り県道のバイパス事業が進められ
ています。この事業は、将来の高規
格道路となり得る道路構造で取り組
まれています。
　また、交通量調査については、国
勢調査年に合わせて県が実施（市
は市道を実施）しており、県道西中
糸魚川線や国道148号も調査してい
ますが、H27年の測定数値はまだ
発表されていません。
　交通安全をはもとより、道路が整
備されたことにより継続的に、中長
期的に得られる効果（ストック効果）
と防災機能などを考慮して、新規道
路事業が採択されている状況であ
ります。

　安全・安心は当たり前で、フロー
効果（道路建設事業による受注機
会増による短期的な経済効果）より
ストック効果が重視される時代と
なっています（計画への反映は行い
ません）。

建設課

75-76 黒坂アイ子　委員
危険空き家への
対策

空き家対策について
　誰も住んでいない、これからも住
む事もない壊れかけている家は、徹
底的に取り締まってほしい。
　市ではどんな対策を考えているの
でしょうか。聞かせてください。

　平成27年5月に施行された空家等
対策の推進に関する特別措置法に
より、今までできなかった所有者へ
改善対策をすることできるようにな
りました。
　現在、この法律により、苦情等、
通報のあった所有者へ改善通知を
出しています。

-

環境生活課



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

79-80 鈴木秀城　委員
防災危機管理の
推進

　ハザードマップの作成は、推進の
第一歩だと思います。ハザードマッ
プには、洪水ハザードマップ、内水
ハザードマップ、津波ハザードマッ
プ、土砂災害ハザードマップ、火山
ハザードマップがあります。
　整備されていればよいのですが、
未了であれば、それを整備すること
を政策の一つの指標と考えます。

　土砂災害のハザードマップについ
ては、現在県にて危険地域の調査
を進めています。調査により危険箇
所数が増える場合もあり、施策指標
とすることが困難でありますが、作
成できる地域から進めていきます。
　また、それ以外のハザードマップ
は作成済です（新たな調査結果等
に合わせて随時更新します）。

-

消防本部

79-80 鈴木秀城　委員
防災危機管理の
推進

　企業のBCP（事業継続計画）の作
成の奨励・推進。
　災害が発生した時に、企業が被
害を少なくし、早期に事業復旧を可
能とするために行う計画や投資を
推進する。
自治体が積極的に推進する姿勢を
示すことで、防災・減災の対応が地
域で進む。
　BCPの企業数を目標に掲げ、その
達成のためのインセンティブの創
設。

　糸魚川市地域防災計画におい
て、震災時等における商工業に係
る事業資産の損害を最小限にとど
め、事業の継続又は早期復旧を図
るため、企業や事業所の責務とし
て、事業継続計画を策定するなど
危機管理体制の構築をすることとし
ています。

　企業への働きかけ等については、
地域防災計画の見直しの中で対策
を検討することとし、地域防災力の
向上、危機管理体制の強化に努め
ます。

消防本部
商工農林水産課

81-82 鈴木秀城　委員
防災施設の整備
促進

　国では、近年の激甚化する豪雨
や火山・地震災害の発生を受け、
「新たなステージに対応した防災・
減災のあり方」をまとめました。総合
計画は、それらが取り込まれていま
すか？
　最近各市で局地的な大雨への対
応として「100mm/ｈ安心プラン」を
登録し、浸水被害の軽減対策を
行っています。
　糸魚川市でも取り組むことができ
ませんか？
　国のいろいろな施策を活用する工
夫を進めていただきたい。

　近年全国各地で発生している大き
な災害に対しては、施設整備のみ
では対応しきれません。市民や事
業者等も含めた、それぞれの立場
での取組が必要ですので、「防災・
危機管理の推進の協働のとりくみ」
において、平常時からの備えの必
要性について触れています。また、
それぞれの役割につきましては、地
域防災計画にて示しています。今
後も、国の動向等にも注視し、施策
につなげていきます。

　地域防災計画の修正にあたって
は、国県の動向や新たな施策を踏
まえ適切に行うこととしています。新
たな補助制度等も有効に活用する
中で、地域防災力の向上、危機管
理体制の強化に努めます。

消防本部
建設課
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

81-82 鈴木秀城　委員
防災施設の整備
促進

　土砂災害警戒区域や土砂災害特
別警戒区域が設定されています。
　その地域に対する対策や保全工
事のカバー率を指標にして、進捗を
管理してもらいたい。
　中には、全く指定だけで対策が行
われない場所もあり、土地利用の
面からは、自由度が削がれ、不自
由する場合もあります。

　土砂災害防止法による調査につ
いては、H28年度に完了する予定で
す。そのため、対策や保全工事のカ
バー率や進捗については、現在把
握しておりません。
　また、土砂災害防止法はハザード
マップ作成・危険区域の周知等のソ
フト面が趣旨であるため、この区域
指定により直接対策工事を行うもの
ではありませんが、調査結果を基に
対策工事の実施について国・県に
対し要望を行っていきたいと考えて
おります。

-

建設課

その他 渡辺秀幸　委員
賑わいと活力の
あるまちづくり

　アンケートで、専門学校・大学等
の誘致の意見がありましたが、人口
増・若者定住に効果があると考えま
すが、企業誘致と同様取り組む計
画はあるのでしょうか。

　地方創生総合戦略でも、大学等
卒業後の就職先として、研究機関
や教育機関の誘致について調査研
究を行うこととしていることから、専
門学校や大学等の誘致について
も、情報収集に努め、その可能性
調査を行います。

　移住定住分野の中で、実現性を
踏まえた記載を検討します。

企画財政課



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

その他 鈴木秀城　委員 計画について

　10年間を見据えた本計画の作成
にあたって、将来の糸魚川市が魅
力的でもっと住みやすい街となる戦
略的で、意欲的挑戦的な計画は出
ないのでしょうか？市役所の行政
枠で区分された、年次計画の延長
線上で全て作成されているように感
じます。

例えば
・最近、車の自動運転の計画が
ニュースで流れます。タクシーの自
動運転や自家用車の自動運転が
可能になれば、交通弱者の多い当
地にとってメリットは大きい。コンパ
クトシティーを勧めるうえでの必須
条件のネットワークの確保にも有益
である。
・第三の道として、本格的な自転車
道を東から西へ整備する。最近の
外国人は、銀座でさえ自転車ガイド
を伴い観光をしています。

住みたくなる、興味が出る、わくわく
する計画を作成していただきたい。

　総合計画の策定にあたっては、計
画期間を踏まえ、将来を見据えた
施策の方向性を打ち出す必要があ
ります。
職員が現在の施策や計画の構成
から素案を作成したこともあり、現
段階では新たな取り組みや視点、
夢を描く部分が不足しているかもし
れません。その実現可能性も踏ま
える中で、審議員の皆様からもぜひ
ご提案いただき、前向きな取組につ
いても追加したいと考えます。

　総合計画審議会委員の皆様から
のご意見のほか、市議会、地域審
議会、住民説明会を通じて、引き続
き意見聴取を行い、計画への反映
に努めます。

企画財政課

その他 鈴木秀城　委員 全体の指標

　新潟県の建設産業活性化プラン
（最上位プラン「夢おこし政策プラ
ン」を実現するためのアクションプラ
ン）において、指標として、県内建設
企業の利益率を『向上させる』と明
示している。市役所でもそういう、計
画に直接的に結びつく指標を出して
もらいたい。（間接的な事柄を○○
回行う。ということでなく）

　第２次総合計画においては、個別
施策ごとに、市民にとってもわかり
やすい指標を設定し、成果を検証
できる仕組みとします。
　基本計画素案では、不十分な指
標もあることから、分科会等での意
見を踏まえ、適切な指標設定に努
めます。

　素案の指標にこだわらず、適切な
指標設定を行います。

企画財政課
（全課）
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