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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第1回糸魚川市定住自立圏共生ビジョン審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成28年１月15日 

日 平成 28年１月14日(木) 時間 13:30～15：50 場所 市役所202会議室 

件 

名 

 

協議題 (1) 第２次糸魚川市定住自立圏共生ビジョン（案）について (公開) 

出 

席 

者 

【委員出席者 10人】 

池田正夫、吉垣正、古畠孝俊、眞部一彦、山岸正光、田代由美子、柳音松、 

平野拓二、松澤和彦、歌川多喜司 

 

【事務局出席者 ７人】 

市長、金子総務部長 

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 １ 人 

 

会議要旨 

１ 開会 

 藤田課長より進行。審議会の公開について、了解を得る。 

 

２ 市長あいさつ 

 当市では昨年３月に市町合併から 10 周年を迎え、念願の北陸新幹線が開業した。本年は新

幹線開業後の新たな再出発の年と捉えており、市としても、新幹線とユネスコの正式事業化と

なった世界ジオパークを核として更なる交流人口の拡大に努めていく。 

当市の最重要課題である人口減少対策については、各地域や関係団体をはじめ、市民の皆さ

んと共に昨年 10 月に地方創生総合戦略を策定し、雇用創出や地域振興、移住定住の促進に向

けて、全力で取り組んでいく。 

定住自立圏構想については、平成 23 年に中心市宣言、形成方針、共生ビジョンの策定を行

ってきた。この度、定住や自立に結び付く各施策から構成される第２次共生ビジョンを策定し

たいことから、委員の皆様から、それぞれのお立場で建設的なご意見、ご提言をいただき、お

力添えをいただきたい。 
 

３ 自己紹介 

 名簿順に自己紹介。後、事務局の紹介。なお、委嘱状は机上配付とした。 

 

４ 会長・副会長の選出について 

 審議会条例第５条第２項の規定により選出。委員より「事務局一任」との発言があったこと

から、会長に能生地域区長連絡協議会の池田正夫さん、副会長に糸魚川市廃棄物減量等推進審

議会の柳音松さんを提案。「異議なし」の発言多数のため、事務局提案のとおり選任。 
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池田会長あいさつ 

 委員各位の建設的なご意見・ご提言をいただき、充実した内容の答申ができるようご協力を

お願いしたい。 

柳副会長あいさつ 

 皆様からたくさんのご意見をいただき、実りの多い審議ができるよう尽力したい。 

 

５ 諮問について 

 市長が諮問文を読み上げ、池田会長に渡す。のち、事務局より諮問文（写）を委員に配付。

藤田課長より３月中を目途に答申いただきたい旨を説明。 

 

６ 協議題 

（１）第２次糸魚川市定住自立圏共生ビジョン（案）について 

 中村企画係長より、今後の策定までの流れ及び資料№１～４について説明。 

【質 疑】 

 質疑なし。 

 

 金子主査より、資料№５について説明。 

【質 疑】 

「生活機能の強化に係る政策分野」の主な質疑 

（委 員） 

どのような観点で質問・意見等をすればよいか。 

（事務局） 

  当市の場合は１市１圏域なので、現在、市で行っている事業・今後予定している事業の中

から定住自立圏の方向に合う事業を掲載している。現状や課題、具体的取組として考えられ

る事業の提案などをお聞きしたい。次に策定する糸魚川市の別の計画の中で反映していくこ

とも考えられる。 

（委 員） 

第２次共生ビジョンを策定するのに形成方針を変更しないのはなぜか。総合戦略、人口ビ

ジョン、総合計画との関係性を教えてほしい。 

（事務局） 

  形成方針は方向性が変更なければ変更の必要はないが、形成方針を受けて、ビジョンは具

体的な事業を掲載しているので、時代の変化とともに追加していくことが必要になる。現在、

第２次総合計画を策定中であり、総合計画が最上位計画のため、総合計画と相反する形成方

針はあり得ないので、状況を見る中で見直しも必要である。 

総合戦略、総合計画との関係性については、市の最上位計画が総合計画であり、総合計画

は大綱的な位置づけである。人口減対策に特化した計画が総合戦略であり、今回の定住自立

圏構想は、糸魚川地域、能生地域、青海地域がいかに連携して新たな糸魚川市を形成するの

かという視点での計画であり、財源措置があるというのも大きな目的である。 

（委 員） 

今回、第２次共生ビジョンを策定するということで、第１次の５年間での取組の実績・成

果などを聞かせていただければ、もっと事業を掘り下げるなどの見方ができる。 

（事務局） 

  第１次計画で完了した事業としては、その他の「消防・救急無線デジタル化事業」が消防

団無線のデジタル化とあわせて 27 年度で完了し、糸魚川から能生へ水道管をつなぐ「水道
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管網広域化事業」が完了した。道路等の整備では「能生中央線改修事業」「正山線改良事業」

「青海通線改良事業」などが完了した。実績では５億から13億円程度の事業費であった。 

（会 長） 

修学資金貸与事業の活用状況はどのくらいか。 

（事務局） 

  現在、修学資金貸与は、医療技術者と医師、介護士の３種類がある。看護師は毎年新規で

５～７人くらい、介護士は昨年から始め３人くらい、医師は現在４人に貸与している。医師

は卒業して糸魚川総合病院に勤務している方もいる。ただ、医療技術者は、修学資金の貸与

を受けても市内に就職できない方も多い。現在、修学資金貸与制度全体の見直しをしており、

間に合えば新年度から、間に合わなければその次の年度から変更したい。 

（委 員） 

４ページの医療で、糸魚川総合病院の救急外来棟増設への支援とある。まだ出来て３年目

で、増設するという話は聞いていないが、増設しなければならないほど患者が溢れているな

ど何か理由があるのか。 

（事務局） 

  この形成方針は、今の救急外来棟が出来る前に作ったものであり、救急外来棟に関しては

達成したという意味で見てほしい。次回、形成方針を変更する際は、この部分が消える。 

（委 員） 

今は、医師不足が大きな課題であり、そちらにシフトした方がよい。地域医療の充実に入

ると思うが、国の方針として在宅医療の推進が叫ばれている。今まで県でやっていた在宅医

療推進センターの事業が、今後、市で運営しなければならない。推進事業が８つあり、スタ

ッフも少なく、これから高齢者も増え、非常に大変な状況の中で、在宅医療に関する文言が

あってもいいと思う。 

（事務局） 

  形成方針への追加はできないが、前段の部分や、担当課に確認し、具体的な事業があれば

具体的取組の中に入れる。在宅医療と在宅介護に関わるので、医療の分野か福祉の分野のど

ちらがいいのかも含め検討する。 

（委 員） 

６ページの福祉の関係で、糸魚川市は合併当時 52,000 人ほどいたが、10 年が経ち 6,000

～7,000 人くらい減っている。少子化対策として、子育て支援の取組はあるが、結婚しない

方が大勢いるので、結婚支援の取組についてはどう考えているか。 

（事務局） 

  総合戦略の中では婚活に力を入れている。適齢期の人数では男性が女性の２倍いる。男性

と女性の比率が違うので、移住で女性を増やす、高校卒業後の女性を市外へ出さないように

するなどの視点も必要になってくる。結婚はプライベートな部分になるので、行政だけでは

難しい。昔の仲人のような男女を結びつけてくれる方がいればよい。青年会議所でも取組を

してくれている。定住自立圏共生ビジョンの具体的取組は限られた事業しか載っていない。

福祉の分野の事業も多くあるが、３地域で連携するという視点で事業を載せている。 

（委 員） 

総合戦略など、同じ市の中で同時進行の計画があり、交付金目当てだと思うが、地域に住

む者はどの補助金をどのように使っても同じである。行政は考えていると思うが、相乗効果

があるような、１＋１が1.5では困るので、2.5や３になるような配慮をしていただきたい。 

（事務局） 

  そのことは十分承知している。市全体で考えると10しかなかった財源が11になれば、そ
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のプラス１で違う事業ができる。 

（委 員） 

年々高齢化しており簡単に問題解決できないが、在宅介護・在宅医療ということで、開業

医の先生は往診などでご苦労されていると思う。高齢化に伴い、介護とともに医療も在宅と

なり、糸魚川の中心部では、医師もいて、かかりつけ医という形で高齢者も安心感があると

思うが、能生地域や青海地域、糸魚川地域の山間地では健康面で不安を感じているのではな

いか。 

（事務局） 

  中山間地域の医療往診は重要だと思う。当市の最大の医療の課題は、医師不足と看護師不

足である。大きな病気は糸魚川総合病院へ、その他の病気についてはかかりつけ医へ行き、

日頃の健康管理をしっかりやっていただくようにしたい。医師確保がなかなか上手くいか

ず、かかりつけ医も高齢化が進んでいる。富山大学や新潟大学とも連携しているが、難しい

のが現状であり、国の制度を抜本的に変えてもらうのが一番いいと思う。研修医がなかなか

地元へ帰ってこない。 

（委 員） 

今のような状況を改善するために、在宅医療推進センターがある。在宅の方は、入院する

ほどでないが、かかりつけ医へ公共交通機関や歩いて行けない状況で、入院している場合と

違い、毎日医師が診る必要はない。むしろ必要なのは支援してくれる介護ヘルパーや看護師

で、その介護ヘルパーや看護師からの情報が医師へも伝わるようにすることで効率よく動け

る。それを推進するのが在宅医療推進センターであり、そこを充実することでそれらの問題

を解決できると思う。 

（委 員） 

そこが高齢者の定住面で不安があるところである。介護士や看護師が週１回でも訪問し、

健康状態を医師と連携をとってくれれば安心感がある。医療の取組の中で活かしてほしい。 

（総務部長） 

  医療と介護の連携について加えた方がよいというご意見だと思うので、担当課と相談をし

て、検討したい。非常に重要なことだと思う。 

（委 員） 

教育について、今回のビジョン案は、子ども一貫教育の方針からの抜粋なので、学校教育

だけになっている。３地域の連携を考えると、社会教育・生涯学習も地域の連携ということ

で載せてほしい。 

（会 長） 

  公民館に社会教育計画が示されていない。公民館は地域づくりと密接なつながりがあり、

片方で地域づくりプランを推進するよう言われるが、同様に社会教育計画が示されて、それ

に公民館活動が合致していく。それがなく、現場とすれば戸惑い・矛盾を感じているので、

整合性をとってもらわないと現場は混乱する。 

（事務局） 

  公民館の位置付けが社会教育・生涯学習だけでなく、地域づくりにも入っていく位置付け

となっていることを理解いただきたい。ただ基本は社会教育・生涯学習だと思っている。 

 

「結びつきやネットワークの強化に係る政策分野」の主な質疑 

（委 員） 

15ページの地域公共交通で、中山間地域は買い物弱者などの問題があるが、地域交通を使

い、人だけでなく、ほかにも色々なものが運べるのではないかと思う。買い物弱者の問題な
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ど総合的に検討されているか。 

（事務局） 

  買い物弱者のひとつの取組として、市内には宅配をやってくれる業者もいるので、昨年、

パンフレットを作成し配布した。移動販売車は市内に５台くらいある。移動販売車の燃料代

の補助は充実していきたい。移動販売車の購入は国の補助制度がある。 

（委 員） 

ひとつひとつの問題でなく、トータルで考えてもらいたい。観光、買い物弱者、コミュニ

ティバスなど、トータル的に考えて、効率よくやったほうがよい。 

21ページの都市交流について、昨年、日本画家の川崎さんが出雲大社と諏訪大社に奉納さ

れた関係で、出雲市長と諏訪市長と糸魚川市長が面会できた。神話で結ぶつながりができた

ので、交流人口の拡大に貢献できればと思う。ただ交流都市が増えればいいということでは

なく、交流してお互いにプラスになることも含めて検討した方がよい。 

（事務局） 

  出雲市と諏訪市とは縁ができたので、どのような形で発展させればよいか。奴奈川姫つな

がりで、連携して縁結びツアーなど縁結びトライアングルで発展すればいいと思っている。

都市交流は塩尻市と知音都市がメインで、合併前の友好都市はそれぞれのつながりの中でや

っているのが現状である。 

（委 員） 

４ページの医療と 15 ページの地域公共交通で文言を考えてもらいたい。黒部市民病院へ

行くと、糸魚川の議員や職員が大勢行っている。なぜ行っているのか、考えてもらいたい。

立派なことを書いても実際はそうでないということではないのか。足元をよく見て、立派な

文言だけ書くのではなく、地に足をつけたことをやるよう考えてもらいたい。 

15ページの地域公共交通の問題で、青海で買い物難民が出るのは想像もしていなかった。

青海通り線ではスーパーが撤退し、車を運転できる人はいいが、運転できない年寄りはスー

パーへ買い物をするためにバスの時間を勉強している。離れた集落ならバスを出してもらえ

ばいいが、町が連なるところでも買い物難民が出ていることも考えてほしい。 

（事務局） 

  買い物難民を考えると、本来は公共交通が多くあり、行きたいときに行けて、帰りたいと

きに帰れるのが一番いいが、糸魚川市は市域が非常に広く、路線バスのバス停前へ行くまで

に２～３キロも歩かないといけない集落もある。もうひとつは高齢化の進展で、老人だけの

世帯、老人一人暮らし世帯が増えている。ある雑誌で買い物難民の解消策のひとつとして、

朝、公民館に集まり、ボランティアが運転する車で大きなスーパーへみんなで買い物に行き、

帰りは荷物があるので家まで送ってくれる取組が紹介されていた。ひとり100円か 150円く

らいもらっているみたいである。ボランティアの問題や事故が起きたときの対応などの課題

を解決しないといけないが、買い物難民の問題だけでなく、高齢者の安否確認や高齢者が外

出する機会づくりなどもセットで対応している先進的な例だと思った。 

（委 員） 

離れた集落ならそれもいいが、町が連なっているところではどうか。 

（事務局） 

  色々なケースがあると思う。移動販売でも全てのものが揃うとは思わないが、最低限必要

なものが揃えばいいと思う。 

（委 員） 

有間川の温泉の近くの方々が、少し高くてもいいから来てほしいと移動販売をお願いして

いたが、ある人がチラシを持ってきて少し高いのではないかと言って問題になったことがあ
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る。色々な方がいるので、どこで折り合いをつけるのかも考えてほしい。 

（委 員） 

Ａコープも糸魚川ではかなり前に撤退しているが、山間地域においては県内でもがんばっ

ている所がある。中山間地域においてはお店がないところが増えている。移動販売にしても

給料が出るかわからないような状況である。姫川郷で年に１回くらい交流をもつが、みんな

事情が違っている。連合区長会での共通の課題といっても、医療の充実などは言えるが、糸

魚川総合病院へ通う交通手段がない方もいれば、近くなら歩いて通えるなどギャップが大き

い。福祉タクシーなど応援していただける分だけありがたいが、その程度であり十分でない。 

（委 員） 

先ほど、買い物の話があったが、バスで荷物も運搬している。例えば笹倉温泉や蓮華温泉

などへ荷物を運んでいる。バス停へ取りに来てもらわなければならないが、発送する人と受

け取る人がいれば、そのようなサービスをしている。傘や薬などの忘れ物も最寄りのバス停

へ受け取りにきてもらえば渡している。路線バスは糸魚川総合病院を経由するようにしてい

て、糸魚川駅と糸魚川総合病院が大きなハブになっている。糸魚川総合病院へ寄れば、全路

線行くので、早川や能生や西海などへ行くことができる。 

（会 長） 

  荷物の配達は無料か。 

（委 員） 

前払いで大人料金である。荷物を乗せる人から料金をもらう。 

（会 長） 

  おそらく知らないので、区長会で話をする。ひとりだけでなく、何人かで頼めば、頼まれ

た人が買い物をして、料金を何人かで割ることもできる。 

（事務局） 

  公民館と公民館の連携でできればいいと思う。 

 

「圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野」の主な質疑 

（会 長） 

職員研修事業が1,200万円で非常に額が大きいと思う。 

（事務局） 

  職員数は550人なので、割ると一人当たり２～３万円である。研修費にお金をかけるが、

職員のレベルを上げ、１人で何役もこなせるような職員を育てていかなければならない。人

口減少で収入も減るので、この職員体制を維持することは出来ないし、市民サービスを低下

させる訳にいかない。自然と職員のレベルを上げるしかない。 

（委 員） 

一般企業は利益を確保するため、何を削るかというと人件費である。そこでしわ寄せがく

るのが、人を育てることで、即戦力がほしい。地元の高校生を採用したいが、大卒のほうが

即戦略になりやすく、高校生は負けてしまう。それで、糸魚川には就職する場所がなく、何

人も残らなくなり、非常に残念である。先行投資的な意味合いで、２～３年我慢してしっか

り育て、教える方もその分自分の仕事ができないので大変であるが、人件費を減らすだけで

なく、少し増えても将来的に必要だという思いをもって、人件費を配慮していただきたい。 

（総務部長） 

  ありがたい意見をいただいた。市役所には１対１で対応しなければならない業務もあり、

コンピュータが発達したことにより効率的に事務ができ人員を削減できることもある。両方

を考えながら人員体制を考えなければならないし、将来に向かって10年後 20年後を考えて
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人材育成を含めて、職員確保をしなければならない。 

（委 員） 

ただ事務作業さえ早くやればいいというのではなく、将来ビジョンを考えられる職員、地

域の住民と積極的に接することが出来る職員になってほしい。今ある枠でしか話をしない職

員では駄目である。それは仕事を通じないと育っていかないと思う。 

（委 員） 

地域づくりは私の経験から裏方が必要である。昔は地区に婦人会や青年団などがあり、地

区の文化などを支えていたが、最近はなくなってきて、地域づくりを推進しようとしても難

しいのではないか。各地区の公民館長や区長などのリーダー的存在の方が組織化をしていく

ためにアドバイスしてくれる職員がいればいいと思う。 

（総務部長） 

  地域ごとに地域づくりプランを作って、地域の課題を住民が主体となって解決していく取

組を支援しており、市の窓口は定住促進課地域振興係になる。問題点について、１人や２人

ではできないが、みんなで協力してできることがないか集まって話し合いをしていくことが

大事であり、話し合いの仕方をどうすればよいかも含めて、地域振興係の職員が出向くなど

して対応しているので、何でも相談いただきたい。 

（事務局） 

  各地域で、色々な組織があると思うが、市の職員を使ってほしい。各地域で公民館事業や

区の役員等に若い人から入ってもらう工夫をしてほしい。区の役員等は親の世代が出ること

が多いが、30歳前後の若い人から公民館事業等に出てもらうことで、地域とのつながりが若

い時からできるので、そのような地域での人材育成も必要だと思う。 

 

全体を通しての主な質疑 

（委 員） 

13ページの防災行政無線整備事業だが、戸別受信機は全家庭に入っているのか。 

（事務局） 

  全家庭に設置できる環境になっているが、希望者のみである。防災行政無線は、外のスピ

ーカーと戸別受信機があるが、順次、デジタル化工事をしており、青海地域は今年度で完了

予定、能生地域は来年度に戸別受信機の入替えをする予定、その後、糸魚川地域で戸別受信

機の入替えをする予定である。市内全域では約7,000台入っており、個人負担は5,000円で

貸与する。デジタルになればきれいな音で聞こえる。 

（委 員） 

デジタル無線になると山間地で影になり電波が入らなくなる地域があると聞いたが、糸魚

川地区ではそのような所はないか。 

（事務局） 

  それらは調査し、中継局を設置している。家の中でも設置する場所により、電波が入りづ

らい場合は、個別に屋外アンテナを設置して対応している。 

 

７ その他 

（事務局） 

  多くの意見をいただいたが、ほかに意見があれば本日配付した意見シートで１月 29 日ま

でに提出いただきたい。いただいた意見をもとに修正したものを事前に送付し、次回、審議

いただきたい。 

次回の日程は、３月18日（金）午後１時30分としたい。 



8 
 

８ 閉会 

（副会長） 

広報１月号に第２次総合計画の市民アンケート結果が出ていた。「自然が豊かである」、「地

域が清潔できれいである」、「ふるさととして愛着を感じる」は非常に高いレベルだが、「高

齢者が安心して暮らしやすい」、「医療体制が整備されている」などは低く、市民が毎日の生

活の中で感じていることである。今後の審議会での審議の内容も問われていると感じた。 

全国で若い人、元気な高齢者に移住してほしいと頑張っている。ある移住者から聞いた話

で、糸魚川はインターネットで検索し、自然の豊かさが魅力で空き家を利活用して移住して

きたが、秋に膝が痛くなり、今後も住み続けるか検討中であるということである。問題は雪

や交通関係、買い物などかと思うが、移住者にとって良い自然が、ある意味で生活のリスク

にもなる。移住者を受け入れるには、地元としても、ともに生きる覚悟がないとやっていけ

ないという現実であると思う。 

在宅医療はこれから増えていくと思う。介護関係者や、医師、看護師などが一体とならな

いと、それぞれのニーズにそった医療活動ができないと思う。大変、手間もかかり、お金も

かかることだと思うが、安心して暮らせる地域づくりに必要なことだと思う。 

市の職員は、１つの仕事だけでなく、幅広い仕事を頭に入れながら仕事をしないといけな

い現実があるので、必要な研修を積んで、市民が安心できる仕事をお願いしたい。 

長時間の審議をありがとうございました。 

 

以上 

 


