
資料№３

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課
35-36 就業支援の強化

35-36

就業支援の強化 この項目は、新卒に限っての施
策となるか。就業支援は、年齢
を幅広く支援する内容が必要で
はないか。

ここでの就業支援は年齢を問わ
ず支援するものであるが、その
中でも特に若者・女性を強調し
た形としている。ＵＩターンな
ど年代は幅広く考えている。

若者や女性が働きやすい雇用環境
は、すべての労働者に通じると思わ
れるので、現状どおり、若者と女性
を強調した形とします。

商工農林水産課

35-36

就業支援の強化 外国の方向けの支援はどうか。 市内において、外国人を大勢雇
用するケースは少ないため、外
国人向けの支援というものはな
いが、今後必要な視点である。
新分野の開拓と合わせて検討し
たい。

現時点では、外国人労働者の雇用
支援については考えておらず、計画
には位置付けていません。

商工農林水産課

35-36

雇用について 求人の仕方で、実際やっている
ことは事務であっても、求人で
は販売としている。事務職を希
望する方が多いことを踏まえる
と求人の仕方に工夫が必要であ
る。

求人の出し方で応募状況が変わ
るため、ハローワークでも書き
方について支援を行っている。
情報発信支援事業で、これまで
のホームページ、広報とは別の
媒体での企業情報の発信を支援
したい。

協働のとりくみ（役割分担）の中で、
ハローワークとの連携による情報発
信やマッチングを位置付けていま
す。 商工農林水産課

35-36

高校生の地元定
着率

高卒後の地元定着率がわかる統
計データはあるか。

白嶺卒業生では、就職者のうち
８割程度地元就職となってい
る。糸高は進学が多く、Ｕター
ン就職も少ないのが現状であ
る。

-

商工農林水産課

37-38 雇用環境の整備

37-38

保育の充実 働く女性を増やすためには、夜
間・週末保育の充実が必要。

現在でも休日保育、延長保育を
実施しているが、ニーズ等を把
握する中で、今後拡充を検討す
る。

第１章の子育て支援の充実で取り
組みます。 商工農林水産課

こども課

37-38

企業の休暇制度 週休２日や有給休暇の市内の取
得率（状況）はどうか。企業の
休暇制度などは、就職やＵＩ
ターンの条件として見られる。

今後、市内企業の休暇の取得状
況等について調査するととも
に、取得について働きかけを行
いたい。

ワーク・ライフ・バランスの取れた職
場環境の整備推進を位置付けてい
ます。 商工農林水産課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

37-38

企業の休暇制度 休みを増やす、企業の取組を奨
励する手法が必要。

以前、育児休業等に対応して、
代替職員の雇用に対する助成を
行ったが反応が薄かったのが現
状である。

ワーク・ライフ・バランスの取れた職
場環境の整備に向け、支援策の検
討について追記したい。 商工農林水産課

37-38

トピック 女性だけでなく、男性の就業率
も載せてはどうか。

検討したい。 全体的な傾向としてとらえるため、
男性の就業率もあわせて掲載した
い。

商工農林水産課

37-38

移動販売 中山間地域には商店が少ない。
移動販売への支援があるか。

移動販売を行う事業者へ経費助
成を行っており、来年度から、
補助要件を緩和する予定であ
る。

移動販売事業への支援について追
記したい。

商工農林水産課

39-40 農業の振興

39-40

鳥獣対策 環境分野でも触れているが、農
作物被害の防止のため、ここで
も鳥獣対策について記載してい
る。

-

商工農林水産課

39-40

用水路整備 生産基盤の整備として用水路等
の整備を行うが、農地防災とも
関連する取組となる。

-

商工農林水産課

39-40
地産地消 糸魚川市の地産地消率は出せる

か。
米の自給率はほぼ100％である
が、その他の野菜等は不明。

-
商工農林水産課

39-40

以前いた岐阜では、街なかの田
んぼでもドジョウやフナがい
た。糸魚川では農薬の５割低減
といっているが、あまり見かけ
ないようだがどうか。

空中散布を止めたり、農薬肥料
の５割低減などの取組により、
ホタルが増えている（タニシな
どはいる）。農薬の５割低減に
取り組む農家は増えており、生
態系の調査を行い、計画策定に
生かす。

既に、農薬と化学肥料の使用量を
低減するエコライス栽培に取り組ん
でおり、その取組について追加記載
します。 商工農林水産課

39-40

ニホンミツバチが減っていると
聞く。農薬の５割低減などの取
組は、ブランド化を進める上で
のポイントとなりうる。

ＪＡの農薬５割低減の取組な
ど、安全・安心な農産物の提供
に努めている。

既に、農薬と化学肥料の使用量を
低減するエコライス栽培に取り組ん
でおり、その取組について追加記載
します。

商工農林水産課

39-40

販路拡大 販路の拡大が大切であるが、Ｊ
Ａだと価格を抑えられてしまう
傾向である。糸魚川市全体とし
ての売り込む考えはあるか。

ＪＡや漁協等と歩調を合わせた
話し合いを進め、ステップアッ
プできるよう検討したい。

-

商工農林水産課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課
41-42 林業の振興

41-42

松くい虫被害等 松くい虫やナラ枯れ被害の状況
はどうか。

以前と比べて被害が広がってい
る状況はない。被害防止のた
め、空中散布も検討されるが、
水源の保全なども考慮する必要
がある。

-

商工農林水産課

41-42

林業就業者 林業の就業者の数は。 現実的には、ぬながわ森林組合
の従業員と他若干名程度であ
る。

施策指標として掲載します。

商工農林水産課

41-42

林業施業 林の手入れ（下草刈り、間伐）
は進んでいるか。

条件の良いところ以外は、山場
や奥地となり、施業条件が悪く
ペースが落ちる（施業が進まな
い）。

-

商工農林水産課

41-42

林業施業 負のスパイラル（林業は儲から
ない→やる人が減る→施業が進
まない→儲からない）に陥って
いるのではないか。

現状と課題に掲載済み。 -

商工農林水産課

41-42

利用拡大 市の発注工事に地元産材の利用
を条件づけるなどの取組で、利
用拡大が図れないのか。

地元産材を使ってもらうため
に、推進協議会で補助（上限30
万円）もおこなっている。環境
を守るという側面からもＰＲに
努める。

市は「糸魚川市公共建築物等にお
ける木材の利用の促進に関する方
針」に基づき、地場産材の利用を促
進する旨、具体的な施策に記載しま
す。

商工農林水産課

41-42

鳥獣対策 鳥獣対策の面からも山林の整備
が必要ではないか。

山林の整備が鳥獣被害対策にも
重要と考えるが、現状、森林に
おける被害報告がない。

-

商工農林水産課

43-44 水産業の振興

43-44

地産地消 地元の水産物があまり手に入ら
ない（提供したくでもできな
い）。

８～９割は市外へ流通してい
る。地元消費の増につなげる必
要がある。

地元消費の拡大については記載済
み。 商工農林水産課

43-44

特産品 能生のベニズワイガニは有名だ
がゆでて冷凍したものを提供し
ている（保健所の指導）。ゆで
たてを提供できるようにするな
ど、販売を促進するための規制
緩和ができないか。

保健所等関係団体と協議した
い。

-

商工農林水産課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

43-44
特産品 ズワイガニは冷凍でなくても提

供可能。
ＰＲしていく必要がある。 -

商工農林水産課

43-44

観光連携 観光と結びつけた取組を強化し
てほしい（セリを見せる。美味
しいものを食べさせるなど）。

H28年度において、さざえファー
ム事業として、さざえを採って
もらい、そこで食べてもらえる
取組を行う。

さざえファームの取組について、具
体的な施策及び主要事業一覧に記
載します。 商工農林水産課

43-44

観光連携 農林水産業は観光と密接に関連
しているので、行政としても産
業部全体でもっと連携して取り
組んでほしい（民間には伝わり
にくい）。

産業部内での連携に努める。 -

商工農林水産課

45-46 商工業の振興

45-46

企業支援 事業者からの相談で、商工会議
所（商工会）と行政とで対応で
きることを明確にして、わかり
やすくできないか。

基本的には、商工会議所（商工
会）が窓口となっているが、市
に相談があった場合には、必要
に応じて情報の共有を行ってお
り、役割の周知に努めたい。

協働のとりくみ（役割分担）に、市と
商工団体の連携について、位置付
けている。 商工農林水産課

45-46

中心市街地活性
化

中心市街地の活性化の取組は、
他の地域も巻き込んで実施する
必要がある。

現在、糸魚川駅前銀座商店街で
行われている「駅前市場」にお
いても、他地域からの出店があ
るなど、中心市街地と中山間地
域等が連携し、双方が活性化し
ていく必要があると考えてい
る。

中心市街地と中山間地域等、他の
地域との連携による活性化につい
て追記したい。

商工農林水産課

45-46

公共工事 公共工事が減少とあるが、認識
が一時代古いのではないか。県
の夢おこしプランでも、建設業
者の収益を上げると言ってい
る。行政は担い手の確保・支援
を行い、建設業がなりわいとし
ていけるよう国等の事業・予算
の確保をしていく姿勢が必要で
はないか。

現状と課題について、再度整理
を行いたい。

「建設産業の経営基盤強化と収益
力の向上」の観点について追記しま
す。

商工農林水産課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

45-46

公共工事 建設事業自体が悪者にされてい
る感があったが、現在は社会保
障費の方がはるかに建設事業費
より多くなっている。社会資本
として必要なストックは整備す
るという方向性が大切ではない
か。

建設業は、当市の主要産業の一
つであり、社会資本を整備・蓄
積し、継続的・中長期的に、地
域経済の発展や市民生活の向上
をもたらすようストック効果を
高めていく必要がある。

現状と課題に、ストック効果の必要
性について追記します。

商工農林水産課

47-48 新たな産業の創
出

47-48

ブランド戦略 流通につながるまでが大変であ
る。食材としてだけでなく、知
名度を上げるなど、ブランド戦
略の今後の方向性を示す必要が
ある。

新幹線開業前から、首都圏を中
心に地元産品の販路拡大と知名
度の向上に努めてきており、今
後、ブランドコンセプトの構築
に向けた検討を行う予定であ
る。

地元産品のブランド戦略について、
より広い内容で計画に位置付けた
い。

商工農林水産課

47-48

創業・企業 ビジネス創出に向けた取組はあ
るか。

ビジネスチャレンジ事業があ
り、今後小売業等のほかにも対
象を拡大していく予定である。

新たなビジネス創出に向けた取組
の支援について位置付けている。 商工農林水産課

47-48

起業支援 ふるさと納税を活用した支援が
できないか。

ふるさと納税では、企業支援の
メニューはない。NPOや自治組織
への事業支援を検討中である。
企業の資金調達の支援として、
クラウドファンディングへの助
成を実施する予定。資金調達を
通じて企業ＰＲにもつながると
考える。

新たな取組として、クラウドファン
ディングを活用する際の支援につい
て位置付けたい。

商工農林水産課

47-48

６次産業化 今後、６次産業化はやるべきと
考える（ジビエの活用、観光農
園、おもしろジオパークな
ど）。

市内でも、汐路ぶどう園、ひだ
まり、ＳＫフロンティアなどが
６次産業に取り組んでいる。課
題として手が足りないという現
状があり、飲食業等との連携強
化が必要である。

-

商工農林水産課

49-50
誘客・宣伝活動
の促進
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

49-50

誘客宣伝 イベント（営業）で東京方面へ
行く。食と観光は切っても切れ
ないので、商工農林、交流観光
の連携が大切。

以前の見る観光から、現在は体
験する観光に変わってきてい
る。喜んでもらい、また来ても
らえるものにしていく。

④観光関連産業の活性化と地域振
興の中の「民間事業者、関係機関
などと連携」で対応します。 交流観光課

49-50

お土産 お土産品が少ないの開発が必
要。

売り方、見せ方を工夫した情報
発信をおこなう。

④観光関連産業の活性化と地域振
興の中の「市内特有の食材を利用
した料理の提供や土産品の開発」
で記載しています。

交流観光課

49-50

イベント イベントに中高生のボランティ
アから参加してもらうことでリ
ピーターにもつながる。

計画に反映する。 協働のとりくみに、「市民は、糸魚川
の見どころやい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。」を追加します。

交流観光課

49-50

イベント 魅力あるイベントを継続するこ
とが大切。つちのこ探検隊も10
年くらい続いている。小さくて
も心のこもった活動、楽しいこ
とを続けていく。

イベントは立ち上げた時の気持
ちを継続することとても大切で
あると考えている。

③イベント等の実施と支援の中の
「民間主導によるイベントの開発を
支援します」で記載しています。 交流観光課

49-50

宣伝活動 最近、糸魚川市がメディアにと
りあげられることも多くなった
が、情報がバラバラでつながっ
ていない。マスコミとの交流会
を行い、情報交換がおこなえば
どうか。

メディアに取り上げられた後の
受入れ態勢やフォローが大切で
ある（あいさつ、どこへ行けば
よいのかなどへの対応）。
マスコミとの情報交換の中から
逆に情報を得る場合も考えられ
るし、うまく情報発信につなげ
ることもできるかもしれない。

②効果的な宣伝活動の強化の中の
「マスコミ等をを通じた宣伝活動を
強化」で対応します。

交流観光課

49-50

宣伝活動 今年、さいの神をＰＲしたが、
市外からの来客はどうか。日を
1/15への統一を検討したり、ふ
るまいなどの状況をお知らせし
たり、継続してＰＲしていけれ
ばよい。

具体的な数の把握はない。 -

交流観光課

51-52
受入れ態勢の充
実



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

51-52

観光施設整備 ここでいう観光施設とは何を指
すのか。

スキー場や高浪の池、トイレな
どの施設のほか、観光案内看板
も含む。

-

交流観光課

51-52

観光協会 観光協会もようやく一本化した
取組ができつつある。利益を得
る受益者としての観光協会と市
全体の観光を考える観光協会と
分けて考える必要があるのかも
しれない。観光についての共通
認識を深めるため、行政との十
分な協議が必要である。

今後も十分な協議を進める中
で、観光行政を進めていきた
い。

①観光の担い手の連携強化の中の
「糸魚川版ＤＭＯをつくり」対応しま
す。

交流観光課

51-52

観光協会 観光協会のワンストップ窓口化 観光情報の案内機能は、マリン
ドリーム、ピアパーク、ジオパ
ル、駅北口で同じ案内ができる
体制を構築している。

-

交流観光課

51-52

観光協会 地域にお金が落ちる仕組みにし
ていく必要があるが、行政だけ
では限界がある。観光協会と協
力して取り組みたい。

-

交流観光課

51-52

体験型観光 観光スポットをつないだ体験型
観光を推進してほしい。スキー
場なら白馬や妙高との連携、市
内の海山川の活用、自転車道の
活用（サンセットを見せる）な
ど。

レンタサイクルの利用は開始し
ている。

②体験型観光の推進、「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。」を追加します。

交流観光課

51-52

体験型観光 ＪＲやトキ鉄への自転車持込は
できるようになるか。

妙高はねうまラインでの実証実
験がおこなわれている。

-

定住促進課

51-52

おもてなし 観光事業者だけでなく、市民全
体のお客さんに対する「心づく
り」が大切ではないか。ヒスイ
（石）の説明ひとつで、また来
てもらえる、もらえないが変わ
る。

計画に反映する。 協働のとりくみに、「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。」を追加します。 交流観光課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

51-52

おもてなし おもてなしの心を醸成すること
が大切であり、あいさつでも良
いので市民でできることをみん
なで取り組んでいけるとよい。

計画に反映する。 同上。

交流観光課

53-54
ジオパークの活
用

53-54
魅力づくり 観光地としての魅力づくり。 地域資源、食、文化などと関連

づけが必要である。
具体的施策の観光資源の連携と魅
力づくりで記載しています。 交流観光課

53-54

定住人口１名（減）を補うに
は、外国人観光客９人分の消費
が必要であり、国内旅行者では
宿泊28人、日帰り84人に相当す
る。

-

交流観光課

53-54

魅力づくり ユネスコ正式事業化のメリット
は。

審査が厳しくなるが、それに伴
いさらに上を目指した取組へと
活動の質の向上が望める。ユネ
スコのブランド効果も期待され
る。

-

交流観光課

53-54

ジオパークの活
用

ジオパークは堅い、難しすぎ
る。子どもたちが楽しめるもの
にして欲しい。ジオパークを楽
しむストーリーづくりが必要で
はないか。

わかりやすい、楽しんでもらえ
る工夫とともに、学習にもつな
がる仕組みを検討する。

ここでは、ジオパークの観光的資源
を分かりやすくストーリーとして結び
つけるという表現とします。 交流観光課

53-54

ジオパークの活
用

糸魚川は友人を連れてきたいところ
か。ジオパークは観光なのか、教育
なのか。何か専門的に特化したも
のにしていく、再検討する時期では
ないか。市民の理解を深める必要
もある。

専門的なものと、初心者向けのも
の、２面性を踏まえた取り組みとし
たい。

ここでは、ジオパークの資源を観光
的要素に結びつけるという表現とし
ます。

交流観光課

53-54

指標 ジオパークで糸魚川を訪れた人数
などはどうか。

ジオパークで訪れた人の人数は把
握していないが、アンケート等でジ
オパークの認知度を調査している。

糸魚川ユネスコ世界ジオパークの
拠点施設であるフォッサマグナ
ミュージアムの入館者数のグラフを
トピックに反映します。

交流観光課

53-54
インバウンド 白馬からのお食事バスは良かっ

た。
100人程度の入込であった。 -

交流観光課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課
53-54 利益を生むことで継続につながる。 - - 交流観光課
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