
資料№４

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

91-92
市民参画のひと
づくりと活動支援

91-92

人材の育成 若手リーダーが育っていないのは
分かっている。危機感を持った取
組、活気づける方策を示してほし
い。

若手を育てる特効薬はないのでは
ないか。行政と住民の間を取り持つ
組織が必要と感じている。

住民同士の対話が第一歩であり、
対話の場づくりを促進します。対話
の中から地域の課題に気づき、活
動へとつながるように支援します。

定住促進課

91-92
人材の育成 若人同士の関わりが薄れている。

青年団がなくなったこともある。
同上 同上

定住促進課

91-92

人材の育成 若手リーダーを育てるのに、我々市
民の役割が見えない。一部の人だ
けが育成に関わっていくのであれば
これまでと同じだ。
例えば集落や地域としての目指す
姿が必要ではないか。どうやって将
来につなげていくかがわからないの
ではないか。

同上 同上

定住促進課

91-92

人材の育成 人材育成とまではいかなくても、青
年が何を考えているか、何を必要と
しているか、知ることは重要なことで
はないか。

同上 同上

定住促進課

91-92
人材の育成 地域においてどう考え、どう行動す

るかが大事だと感じている。
西海地区での若手の集まりは一つ
のきっかけになると思う。

同上
定住促進課

91-92

人材の育成 元気な地域といった、地域づくり活
動から、まちづくりへとつながってい
けば良いのだろう。

同上 同上

定住促進課

91-92

人材の育成 若者が地域の役員になりたがらな
い。消防団と同様に市（行政）や企
業においても休暇の取得許可など
のサポートが必要ではないか。

検討してみたい。 企業の社会貢献の一つとして、地
域行事等への参加に対する理解を
深めます。 定住促進課

91-92
まちづくり団体育
成支援

「まちづくり団体」の定義は 明確な定義はない。また定義づけ
ていくことは難しい。

-
定住促進課

総合計画審議会　第１分科会での意見・質疑（第６章）

- 1 -



 - 2 -

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

91-92

まちづくり団体育
成支援

地域だけでなく、糸魚川市全体をど
うするか考えることが大事ではない
か。地域における活動をしている団
体と同じように、市全体について考
える団体があっても良いのではない
か。

市内各地域づくり活動団体の情報
交換、交流などにより連携を促進す
る。

-

定住促進課

91

地縁コミュニティ
活動、地域づくり
活動の促進

トピックにあるコミュニティ活動協議
会加盟状況で青海地区に加盟がな
いがなぜか。分析していたら聞かせ
てもらいたい。

青海地区においても一般にコミュニ
ティ活動と言われる花いっぱい活動
などをしていない訳ではない。コミュ
ニティ協議会の組織としての条件が
あることなども、青海地区において
加盟のない要因かもしれない。
能生：百川、藤崎、高倉、柱道
糸魚川：湯川内、根知、小滝
伝統芸能の継承など昔ながらの活
動を行っている団体もある。

市コミュニティ活動協議会の組織・
活動の見直しと、団体の加盟促進
を行います。

定住促進課

91-92

地縁コミュニティ
活動、地域づくり
活動の促進

地域の人たちに人口減少の切迫し
ている状況を説明していく必要があ
る。

総合戦略策定に際して地区懇談会
を開催して人口の将来予測を伝え
させていただいた。どうすれば良い
か考えること、情報を共有していくこ
とは大事である。
平成28年度には懇談会の第２弾を
開催したい。市で進めている各地域
ごとの地域づくりプラン作成につな
げていきたい。

第２項の自治組織・機能の充実の
②地域づくりプランの策定とあわせ
て取り組みます。

定住促進課

91-92

地縁コミュニティ
活動、地域づくり
活動の促進

市からの団体へのイベント等の活
動補助金が３年で切られると聞いて
いる。改善されるのか。

団体の設立を支援していきたい。そ
の後は自ら運営できるように自主自
立してもらいたい。

第２項の自治組織・機能の充実の
①自治組織への支援で取り組みま
す。

定住促進課

91-92

地縁コミュニティ
活動、地域づくり
活動の促進

補助金の活用については規制せず
に使い勝手の良いものとしてもらい
たい。

同上 同上

定住促進課

92
まちづくりへの市
民参加の促進

具体的な施策の記載がない。 記載が漏れており追加する。 ④まちづくりへの市民参加の促進に
ついて追加しました。 環境生活課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

91

多様な交流の促
進

トピックにある外国人数のほかに子
どもいると思う。子どもは日本語を
話せるが親は話せないなど、言葉
の壁、文化の違いがあり、地域に馴
染めていない場合がある。

外国人生活相談事業において、日
本語セミナーや生活相談などの支
援を行っている。

主要事業に記載しています。

環境生活課

91-92

多様な交流の促
進

医療通訳とあるが、外国人の救急
対応はどうなっているか。300人に
ついて登録してもらい支援してはど
うか。

医療通訳制度は年度初めに周知し
ている。救急対応においては、119
番入電時、５か国語のメッセージを
流す機能を通信指令台に導入して
います。内容は「近くに日本語を話
せる方はいますか？　いたら変わっ
てください」という内容となっている。

-

環境生活課

93-94
自治組織・機能
の充実

93

自治組織への支
援

現在の後期基本計画には「地域の
実情に応じた」の記載があることか
ら、それぞれの地域性を鑑み、一様
に自主自立というのではなく、実情
に合わせた活動をさせてもらいた
い。

地域に合わせる記述に変更した
い。

「自治組織の状況や活動内容、住
民意識が地域によって違っており、
地域の実情に応じながら、自主自
立による自治運営を検討する必要
があります。」に修正しました。

定住促進課

93

自治組織への支
援

青海地域においては公民館体制が
いまだに浸透していない現実があ
る。

体制の移行により、公民館に主事
が配置されてからまだ期間的に少
なく事業の活性化により地域の拠
点となるよう、連携をとり進めていく
必要がある。

-

生涯学習課

93

自治組織への支
援

マンパワーの記載があるが、地域
においては、農業や雪で本当に
困っている。人材ボランティアをバン
クとして登録するなどのシステム化
が必要ではないか。
企業や行政でも、社会貢献休暇と
いった有給休暇を使える仕組みは
どうか。

市職員にはボランティア休暇があ
る。
現在もサポートしていただいている
企業があり、そのような情報を公開
するなど、企業価値の向上を含め、
地域人材の確保に努めていきた
い。

集落サポーター事業の充実と、同
事業でサポートしきれない隙間支援
を行う組織の設立を進めます。

定住促進課

93

自治組織への支
援

トピックにある集落サポーターはど
のように集めているか。

行政で募集している。団体や、個人
まで様々な形で応募があり、登録制
としている。集落単位の除雪や草刈
りなど要請に応じて活動している。

同上

定住促進課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

93

自治組織への支
援

除雪ボランティアの日当、保険制度
を改善してもらいたい。

集落サポーターは無償ボランティア
となっている。ボランティアのシステ
ム化を検討している。

同上
定住促進課
福祉事務所

94

自治組織への支
援

行政と自治組織の関わりも大事だ
が、それとは別に市全体を考えた時
に自治組織同士のつながりも重要
ではないか。「各自治組織同士の連
携・交流を進める」といった記述を加
えてはどうか。

第１項市民参画のひとづくりと活動
支援における記載も含めて検討し
たい。

市内各自治組織同士の情報交換、
交流などにより連携を促進します。

定住促進課

95-96
人権啓発と男女
共同参画の推進

96

人権意識の高揚
と人権啓発の推
進

上越の高校では同和教育を行って
いて重要と感じている。ぜひ糸魚川
の高校でも行ってもらいたい。

Ｈ28人権教育・啓発推進計画の中
で反映していきたい。
※糸魚川高校へ現状確認。
生徒向けに年に1回講演会実施。
H27は11月4日に、「情報社会を読
み解くヘイトスピーチについてを
テーマに、敬和学園大学準教授一
戸先生を講師に、全校生徒を対象
に1時間実施（保護者に公開とのこ
と）。
教員向けには、機会をとらえて研
修･講演会に出席。
市内の高校では、同様に同和教育
を実施しているとのこと。

-

環境生活課

96

人権意識の高揚
と人権啓発の推
進

人権啓発については研修会を開催
すると思うので、「各種研修会への
参加を通して」といった文章を加え
てはどうか。

Ｈ28人権教育・啓発推進計画の中
で反映していきたい。

具体的な施策①に追加します。

環境生活課

96

男女共同参画の
推進

審議会という記載があるが、青海の
地域審議会では報告が主となって
いる。形骸化しないようにしてもらい
たい。女性は少ないが、参加しても
らうのであれば意義深い会議にして
いただきたい。

会議の内容については、審議会等
の設置目的に沿う内容とし、適切な
開催に努める。女性の参画機会の
増に向け、委員推薦依頼や公募委
員募集の際には、趣旨の啓発に努
める。

-

企画財政課
青海事務所

96
男女共同参画の
推進

ハッピーパートナー企業の登録数
は

26企業 -
環境生活課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

96

男女共同参画の
推進

女性の社会参加への意識啓発や
人材育成に力を入れてもらいたい。
例えば学習支援など。

Ｈ28人権教育・啓発推進計画の中
で反映していきたい。

具体的な施策②の３番目に記載し
ています。

環境生活課

97-98
地域に根付く人
材の確保

97

現状と課題 「選ばれるため」とあるが「選べるよ
うに」ではないか。移住者に選ばれ
るはイメージが違いなじみにくい。

地域が移住希望者から選ばれるこ
とが大切と言う意味で記載したが、
表現については検討したい。

当初どおり「選ばれるため」としてい
ます。

定住促進課

98

情報発信 情報提供として、移住して定住され
た方、移住の先輩の話をPRしてほ
しい。

田舎暮らしの情報冊子を作り、そこ
に掲載してPRしている。動画でもPR
している。東京での移住相談会にも
糸魚川へ移住した人として参加して
もらっている。もっと活用していきた
い。

移住を希望する人への効果的な情
報提供の手法について研究を重ね
ていきます。

定住促進課

98

支援制度の確立 全国での競争の中で、様々な支援
があり、魅力ある内容にする必要が
ある。上路で農業者の移住促進事
業を行ったがうまくいかなかった。

過去の反省を踏まえて、具体的支
援制度を研究していく。

-

定住促進課

97-98
ＩターンとＵターンの違いは 地元出身者→糸魚川　Ｕターン

その他→糸魚川　Ｉターン
-

定住促進課

97-98

情報発信 糸魚川と言えば糸魚川静岡構造
線、ジオパーク、ヒスイをはじめとす
る石文化といったことは興味のある
人は知っている。
一方で新潟と言えば新潟、長岡と
いった印象があることも事実である
ことから、糸魚川に興味のある人
や、以前糸魚川にいたことがあると
いった、遠縁の人から来てもらう、
移住してもらうといったことが良いの
ではないか。縁がない人から来ても
らうには工夫が必要だ。

移住相談会などでの糸魚川の認知
度は低い。名前すら読んでもらえな
い。糸魚川を選んでもらう、糸魚川
で何かをしたいといった人に向けて
ＳＮＳ等を活用して、情報を発信して
いくことが必要。

認知度向上を含めて、情報発信の
充実のなかで、具体的手法を検討
します。

定住促進課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

97-98
支援制度の確立 移住には仕事が関わり、子育て環

境も大事だ。
所管課と連携して、支援制度を研究
していく。

-
定住促進課

97-98

支援制度の確立 短期移住を考えてはどうか。
移住の体験型もよいのではない
か。

まち歩き、山菜取り、さいの神行事
など、糸魚川市の特徴ある部分の
体験を実施、PRしているが、利用が
今一つ。H28はもう少しやり方を工
夫したい。

受入態勢の充実のなかで、地域と
一緒になって考えていきます。

定住促進課

97-98

情報発信 全国で一斉に移住促進の取組を
行っていて、移住希望者の奪い合
いとなっている。糸魚川の魅力をア
ピールする必要がある。

同上。 認知度向上を含めて、情報発信の
充実のなかで、具体的手法を検討
します。 定住促進課

97-98

情報発信 28年前に結婚を機に移住してきた
が、糸魚川の人が素晴らしいと感じ
ている。人の良さも糸魚川の魅力の
一つだ。

移住には、人間が魅力（決め手）と
なっている部分あり、人が人を呼ぶ
仕組みづくりを行っていきたい。

情報発信の充実のなかで、発信し
ていきます。

定住促進課

97-98

支援窓口 移住当時、転入奥様スクールという
事業があり、市内の施設や景勝地
を2日かけて巡った。転勤者の方も
参加していた。市が移住者を支援し
てくれたし、その場で友人ができた
り、仕事につながったりして、とても
助かった。友人や地域に支えても
らった。転勤者の人にとっては、糸
魚川の素晴らしさが伝わり、将来の
移住の種まきにもなるのではない
か。

生涯学習事業としてもあってもよい
かもしれない。具体的内容につい
て、所管課と研究していく。

-

定住促進課

97-98

同窓会応援事業の補助対象年齢
が引き下げられると聞いた。移住促
進とすれば高齢者より若者というこ
とだが、年配の移住希望も増えてい
ると聞くだけに残念だ。

若者のUIターン促進を図るため、同
級会応援事業として実施する。助成
額が変わるが高齢者を対象としたも
のも継続する。

ふるさと回帰同窓会応援事業とし
て、主要事業に記載します。

定住促進課
環境生活課

97-98

情報発信 移住から定住にはすぐつながらな
い。長い目で見ながらいろんな工夫
が良いと思う。転勤者への働きかけ
を行ってはどうか。

情報発信の充実のなかで、情報発
信していく。

-

定住促進課

97-98

情報発信 現在の糸魚川市の子育て支援はと
ても素晴らしい。（以前は良くなかっ
た）

情報発信の充実のなかで、情報発
信していく。

-

定住促進課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

97-98

受入れ態勢の充
実

空き家でボロボロになった空き家は
どうしたらよいのか。

使える良い状態の空き家と危険な
空き家に分かれる。危険空き家は
第２分科会で話し合っているので、
再度全体会でお願いしたい。

５章に記載有り。

環境生活課

97-98

支援窓口、情報
発信

定住の他に交流人口を増やす必要
がある。一度来てもらった人から再
度来てもらえるような、リピーターに
つなげていかなくてはならない。そ
のためには行政だけでなくみんなで
知恵を出し合い、目玉となる取組を
考えていく必要がある。

糸魚川としての売りを検討する。 -

定住促進課
交流観光課

99-100
ジオパーク活動
の推進

99

現状と課題 青海、糸魚川、能生でジオパークの
状況、認識は違っている。全市一律
ではない。全体では動いて良いし全
体で動くために何をするか。

市内全体がジオパークであり、表現
に工夫したい。

市内全域でジオパークの取組みを
推進するよう表現を修正しました。

交流観光課

99

保護と保全 ジオパークを売り出すには受け入
れの環境整備（トイレ、駐車場など）
が遅れている。早急な対応をお願
いしたい。

観光分野第３章で記載したい。 -

交流観光課

99

トピック ジオパーク学習の写真では弱い。
フォッサマグナミュージアムの入場
者数等の数値の方が良い。

追記したい。 ジオパークの３要素、ジオパークの
イメージ図を掲載します。 交流観光課

100

保護と保全 保全という考え方において、人工物
の構築についてはどう考えている
か。必要最小限にとどめ、自然環境
を保護する旨の記載はどうか。

記載していく。 清掃活動、自然環境の再生・維持
等の表現を追加しました。

交流観光課

100

ジオ学習 小中で授業が行われ、子供には広
がっているが、ジオパーク関連の図
書が少ない。こども向けのジオパー
クがわかる本や、大人子供向けの
講演会等はどうか。見えるところ、
取組しやすいところからの活動に工
夫をしてもらいたい。ジオパーク関
連の専門書に糸魚川の記述が少な
いので働きかけてはどうか。

教育委員会とも連携して検討した
い。

-

交流観光課
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100

ジオ学習 小中でのジオ学習は実際に市内の
特筆すべき地質等を学び、とても有
益だが、市のバス利用に制限があ
るのは残念だ。せっかくの学習なの
だから支援をお願いしたい。

教育委員会と検討したい。 -

交流観光課

100

地域振興の推進 世界ジオパークといっても名前だけ
では食えない。もっと活用して地域
活性化につなげるべきだ。地域にお
いて、地域振興や地域の生き残り
策を考える際には、ジオパークの活
用について、知恵を出し合って、策
を考えるべきだ。

そのようにしたもらえるとありがた
い。まさにこの６章で言いたかったこ
とである。

地域の創意と工夫で、地域の活力
を生み出す表現を追加しました。

交流観光課

100

協働の取組 市民は「ジオパーク、ジオサイトの
理解を深め」といった表記を追加し
てはどうか。

検討する。 標記を追加しました。

交流観光課

100

ジオパークを活用
した地域振興の
推進

ジオパークの地形を生かした山岳
マラソンをやめたのはとても残念。
市外からも大勢参加していた。

事業やイベントを支える団体や人材
が大切である。

-

交流観光課

100

ジオパークを活用
した地域振興の
推進

大学連携の記載がない。ジオパー
クは特殊な学問かもしれないが、大
学と連携した取組があれば、市民
へのPRや、報告書の公開など、教
育の立場で活用をしてもらいたい。
地域資源が子どもたちへ還元され
ることとなり、ジオパークの専門家
が育つきっかけになるかもしれな
い。

H27は9件研究フィールドとして連携
してきており、ジオパーク活動にお
いて大学との連携は重要であり、今
後も継続していきたい。

大学と連携した地域振興について
は、第１節の自主自立の市民活動
の推進の中で取り組みます。

交流観光課
定住促進課

100

ジオパークを活用
した地域振興の
推進

東大庭師倶楽部は独自にジオパー
クカレッジを主催していて、市で支
援している。

-

交流観光課


