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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第10回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 5月 30日 

日 平成 28年 5月 26日(木) 時間 13:30～14:30 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次国土利用計画（糸魚川市計画）素案について 

・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 16人】 

飯田芳之、瀬下忠彦、古畑伸一、加藤政人、串橋静江、黒坂アイ子、水島喜代一、 

朝日仁美、山田卓也、鈴木秀城、岡崎忠雄、中嶋千代子、松本利恵、綱島喜代子、 

渡辺文夫、磯野幸枝 

【委員欠席者 ７人】 

仲林正之、渡邉秀幸、渡辺秀彦、神喰正秀、渡邉文恵、龍見和弦、横澤富士子 

【事務局出席者 ８人】 

金子総務部長 

定住促進課 斉藤課長、小林補佐、杉野係長 

企画財政課 藤田課長、有水補佐、嶋田係長、小杉主査 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 １人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:30） 

・企画財政課嶋田係長により進行。 

 

 

２ 会長あいさつ 

  皆さんごめんください。今日は第10回の総合計画審議会にご出席いただきありがとうご

ざいます。先だって、５月９日に副会長と中間答申をさせていただきました。これまでの

皆さんの熱心な審議、時間を問わずご審議いただいたことに感謝を申し上げます。ありが

とうございました。これからは、市議会、地域審議会、パブリックコメントということで、

一段と市民の皆さんの意見も加わって充実したものになっていくのではないかと思いま

す。今日はまた、ご審議をお願いするわけですが、最後までよろしくお願いいたします。 

 

 

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次国土利用計画（糸魚川市計画）素案について 

・企画財政課小杉主査から、資料№１に基づき、提出のあった意見や庁内での検討を踏まえ、

修正した内容について説明。 
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【質 疑】 

（副会長） 

 語句的なことだが、２ページの「糸魚川－静岡構造線」のところで、改行で１文字下がっ

ており、１文字前へ出ると思う。 

（事務局） 

 １行目から２行目にかけてのところであるが、１文字分前へ出す修正を行う。 

（副会長） 

 ７ページの市土の保全と安全性の確保で、公園及び学校等の防災施設の充実とあるが、公

園というのは実態的にはどういうものをイメージして防災施設と考えられるのか。どういう

ことをされるのかお聞きしたい。 

（事務局） 

 災害発生時の避難場所とか仮設住宅のための用地として、オープンスペースの確保という

基本的な考え方がある。平常時はそのような利用はないわけではあるが、災害発生時には必

要な施設となるため、一定規模は維持をしていく、減らしていかない考え方で土地利用を考

えたい。 

（委員） 

 よく理解できていないんですが、こちらの計画は概要の方向性というようなまとめになっ

ているかと思うが、これまでの計画は、より具体的な施策を書いていたのかと思う。これは

本当に方向性、概要にとどまっている作りになっているがそれでよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

 国土利用計画につきましては、国及び県の計画があるわけであるが、基本的な土地利用の

方向性についてまとめるものとなっている。例えば、農地であればこういう利用の仕方、住

宅地でおいてはどういう方向性で土地利用について考えていく、そういう方向性についてま

とめているものになる。国土利用計画の下には、都市計画や農地の振興計画などの個別計画

において、さらに具体的な取組についてまとめていくことになるので、国土利用計画は土地

利用の大きな方向性についてまとめているものとお考えいただきたい。 

（委員） 

 前回の計画では、国とか県の主要事業なども載っていたかと思うが、そのあたりについて

は、具体的には他で定める形となるのか。（国土利用計画の内容が）方向性や概要にとどま

るということであれば了解した。 

（会長） 

 事務局のほうで、方向性や概要にとどまるという形で理解してよろしいか。 

（事務局） 

 あくまでも、土地利用に関する方向性を定めるものとしており、具体的な取組については

別に個別の計画を立てるという考えである。 

（会長） 

 別の企画か何かで、計画を考えていくということになるのか。 

（事務局） 

 国土利用計画の現行の計画は、第１回の審議会の際に、委員の皆様にお配りをしている。

（今回お持ちいただくご案内をして、見比べていただければご理解いただけると思うが、）

国土利用計画は、全国及び新潟県の土地利用の流れを踏まえ、糸魚川市における基本的な方

向性をまとめている。まとめ方としては、参考資料等で、言葉の説明やアンケートの結果等

を添付しているが、今ほど説明している部分については、大きなくくりとしても、第１に市

土の利用に関する基本構想、第２に市土の利用目的に応じた区分ごとの目標、第３に第２に

掲げる事項を達成するために必要な措置の概要の大きな３つの区分についてまとめている。 

（委員） 
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 これとは別に主要事業的なことがわかるもの（計画）が出される（作成される）というこ

とであれば了解した。 

（委員） 

 これを読んで、「すごいな」とか「糸魚川市の将来が見えるな」とか「こんな風にしたい

な」というのがないから、そういうご意見が出るのだと思う。素晴らしくきれいにまとめて

あるが、どんな風に特色をだしていくのかがよくわからないが、どの市町村もこのようなス

タイルでまとめているのか。もう少し個性のあるものを作っていくということは、あまりし

ないものなのか。 

（事務局） 

 この国土利用計画は、事業計画とは少し違っていて、糸魚川市の宅地や森林があるわけだ

が、土地の利用をどういうふうに進めていくのか、単に進めるだけではなく、一定の農地や

森林を保護しながら、どういう考え方で土地利用を進めていこうかという最も基本的な考え

方を掲げたものである。この基本のものを基にして、もう少し具体的なものとして、市街地

であれば都市計画マスタープランが作られるし、中山間地であれば森林基本計画や農村計画

が作られるということで、そういう計画については、この国土利用計画が上位計画となるの

で、この計画の方向性を外して個別計画を作ることはできないということである。総合計画

はどちらかというと事業計画の基みたいな形であるが、この計画はあくまでも市の土地の利

用をどういう方向でするのかを定めたものであり、少し漠然とした形でわかりづらいかと思

う。 

（委員） 

 好意的に考えるとある程度次の計画（個別計画）でどうにでもなるといえばおかしいが、

どんな方向に持っていってもこの上位計画には収まるような作り方になっているのだが、そ

れを良しとするのか、もう少し色を出していくほうがよいとするのかがあるのかと思う。こ

の計画は素晴らしいと思うし、次の実施計画となる計画（個別計画）では、ある程度柔軟に

特色を出せるのかと思うけれど、そういうことでよければよいが、逆にいうとそれを離れて

逸脱して計画できないとすると、この国土利用計画で（詳細の）方向を示すというものでは

ないということでよいか。 

（事務局） 

 皆さんには漠然としていてわかりにくいところがあるかもしれませんが、糸魚川市の土地

全体746平方キロメートルあるが、一言でいうとこの土地を自然と調和しながら、バランス

よく土地利用しようというものである。そういうことを、都市的地域や農村地域という形で

記載している。このほかに、都市計画地域（この街なかや住宅の密集地）は都市計画区域と

なっている。この都市計画区域内には用途地域の指定がされており、住宅地域、商業地域、

工業地域等がある。それらに指定されると建築物を建てる場合に、用途の制限がかかること

になる。より具体的にはそういうところで次の都市計画があり、都市的地域の利用の方向と

して都市計画マスタープランが作られる。これらは大きい大まかな方向を示した国土利用計

画のもとに作られることとなり、農地の利用については農業振興地域整備計画があり、どの

農地を保全していくのかを記載する。そういう場所については農地転用をかけるときには規

制がかかることになり、それらが下位の計画で定められる。森林については森林計画があっ

て、規制がされた区域では森林を勝手に伐採することができない。このように次の計画が定

められていくが、それを包括的に市全体の土地利用をバランスよく使おうというのがこの構

想の基本の部分であり、時代が多少変化したとしても大きくその考え方が変わるところはな

いと考えていただければと思う。したがって非常に漠然としたものとなっていることから、

皆さんは書いてあること自体は特に非常識なところはないと感じられるのかと思う。 

（会長） 

 方向性ということが出てきていますが、都市計画審議会などでは、細かいところでいうと
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商業や住宅のところで、やはり時代がこれだけ変わってくると、前は商業指定されていたと

ころであっても、一番最初の頃にも話題に上がっていたかと思うが、用途の変更ということ

が生まれてくるのかと思うので、そういうものは個別の計画のところで話し合われていくの

かなと思う。委員から（国土利用計画のつくりに関して）話題にあげていただいて、この計

画はやはりこのままでいいのかなと考える場をいただいたと思う。ありがとうございます。 

（委員） 

 正直、実際個人としても、実家の作っていない田んぼは兄が毎月来て、田んぼも作れない

ので、草刈りをしたりしているが、この次の世代になったときどうなるのかということとか、

山なんかは全く境界も私たちすらわからないし、その次の子ども達がどうやって引き継いで

いくのかがとても心配である。自分の家もそうだし、実家もそうであり、こちらに住んでい

ないということもあり、そういうことが糸魚川市全体で数多くあるのだろうから、そういう

あたりは次の世代の人達が保全や管理ができるようにどうしたらよいのかと心配するとこ

ろである。 

（副会長） 

 今、委員が言われたように、私のところでも農業、山もあるのだが、そういう部分では全

体でやろうといっても難しい面がある。農業については多面的な制度がでてきて、皆で守っ

ていこうという国の方策としては出てきているが、なかなか実質的にはうまくいかない部分

もある。ですので、これからこういう細部のところでは、そういう土地利用というか、山の

境界もわからないというような部分は今後大きな課題となってくると思う。ですから、山は

荒れ放題、耕作放棄地はどんどんできてくる、そういう部分は間違いなく訪れるであろうと

思う。だからそれを防ぐために、どうしていかなければいけないのかというのは、また細か

い部分で、皆で英知を出しながら考えていかなければいけないところだと思う。 

（委員） 

 ７ページの３番目のところ、５行目の修正の箇所で、中山間地域等の農山漁村地域とあり、

少し漁村が引っ掛かるところであり、中山間地域に漁村がマッチするのかしないのかあやふ

やなので、この文章全体から考えると、小さな拠点が主となると思うので、中山間地域等を

消すか、もしくは農山漁村地域を消すかした方が良いのでないか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。ここでは、国土利用計画の中の地域区分としては、都市地域、農

山漁村地域、あと自然維持地域の３つの区分で計画は構成されている。その中において、都

市地域と農山漁村地域の土地の管理の部分について記載しているところである。確かに、中

山間地域というと漁村の部分が合わないとのご指摘であり、ここでは、都市地域、農山漁村

地域に関してのそれぞれの土地利用、土地の管理のことを記載すべきかと考えているので、

中山間地域等の表現を見直しさせていただければと思う。 

（委員） 

 検討をお願いする。 

（副会長） 

 ９ページ７のところで、地籍調査とは土地の境界、面積及び地目等の情報をより明らかに

することであれば、文章的に、「効率的な土地利用のためには、土地の境界、面積及び地目

等の情報をより明らかにする地籍調査は有効であり」にした方が、分かりやすいと思うがど

うか。 

（会長） 

 ありがとうございます。私もお聞きしていて、その方が分かりやすいなと思った。事務局

のほうよろしくお願いします。 

（事務局） 

 ありがとうございました。言いたいことと書いている文章がなかなか日本語になっていな
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い部分も多々あるかと思うので、ご意見を踏まえ調整させていただきたい。 

 地籍調査については、糸魚川市においても能生地域を中心に進めているところである。土

地の問題もあり、全地域に拡大して取り組む状況にはなっていないが、境界を明確にしたり、

地目を把握するという点では有効な手段であるので、（地籍調査の）理解の得られるところ

から取り組んでいければということで記載している。 

（委員） 

 地籍調査は理解が得られないのでしょうか。理解が得られづらい事業なのでしょうか。一

般的にこの予算は国が９割以上出すような（※正確には、市が実施主体の場合、国1/2、県

1/2、市 1/2を負担）市町村にとっては負担が少ない事業であって、山等の話と関連するが、

これから財産をしっかりと確定していくことは大事だと思うが、（地籍調査を）やらない市

町村も結構あるし、糸魚川市は少しずつ進めているとのことだが、理解や協力が得られづら

い事業なのでしょうか。 

（事務局） 

 やはり土地の問題となり、境界等が確定をしていくというところで、すごく大事な事業に

なる。市街地等でお隣さん同士の境界がはっきりしているようなところに地籍調査が入り、

境界等がしっかり定められ公図として法務局に備え付けられるという作業については、皆さ

んご理解いただけるところかと思う。しかし、測量したときに、皆さんが思っているところ

とは違うところに境界があることが判明したりすることもまた事実である。そうしたときに

は問題が生じてくることから、そういったものをある程度クリアしてから、こういった課題

もあるということを皆さんに理解していただいたうえで進めないと、（測量を）やったはい

いが、境界等が確定せずに終わってしまうという課題が残ってしまう懸念がある。用地とい

うか、土地の調査については、調査したからにはある程度しっかり確定をし、成果品として

法務局に備え付けられるまでが一つの作業となるので、例えば境界が違っていても納得をし

ていただけるとか、面積が大きかったり小さかったりと、当然測り直すと登記簿面積が変わ

ってくることもあるので、それらを踏まえて事業成果について皆さんから共通の認識をいた

だいた上で進めていくことが望ましいと思う。 

（委員） 

 なかなか進まないのはどうしてなのかなと思っていた。住民が嫌がっているのか、事業を

やるほうが手間なのでやらないのか、現状はどうか。 

（事務局） 

 現状、困っている地域が少ないという部分が１つある。今、市で進めているのは、更正図

と現状が一致していない、公図が無いような地域ということで先行して進めているが、どう

しても今後は座標でしっかりと定めることになるので、特に市街地においては面積の大きさ

が違うと税金にも跳ね返ってくることにもなる。そういう面からいくと、いずれは全市行っ

た方が良いし、市町村においては100％近く地籍調査を行っているところもあるが、どちら

かと言えば、糸魚川市は遅れている地域かと思う。先ほど言った山林などでは、この地籍調

査をかければ座標でしっかり土地が固まるので、山を知らない人の代になっても自分の土地

を復元することができる。また、今回（東日本大震災の）津波があったが、津波で土地の形

が全部わからなくなっても、こういう地籍調査をやっていることで、また元の形に復元でき

るので、やれば本当に良い制度であるが、やるにはそういう住民の理解が必要であり、一挙

にできないのでかなり時間をかけてやらなければならないという事業である。 

（委員） 

 わかりました。 

（会長） 

 地籍調査というのは非常に大事なんだなと思った。先ほど副会長からお話いただいた、文

言で修正していただくと、よりわかりやすくなるのでよろしいかなと思う。 
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（委員） 

 ９ページ上から４行目、空き家に関する問題の分野で、空き家等の発生とあるが、空き家

が発生するという表現はこういう分野では使うものなのか。私は素人であり、空き家が発生

するというのはどうなのかなと思う。空き家というのはまさに住んでおられない家のことな

のだろうから、空き家等の予防とかでもいいのかなと思う。発生は言いたいことはわかるが、

この分野でこういう言葉は正しいのか。 

（事務局） 

 ありがとうございます。ここで発生予防と言いたいところは、老朽空き家、危険空き家で

あり、今後発生しないようにという意味合いでは、発生という言葉を使っている。空き家が

住まなくなってすぐのような状態のときは、発生予防という表現は合わないので、危険空き

家と住める空き家というか活用可能な空き家の表現として文章的には整理をさせていただ

きたい。 

（委員） 

 予防という点でお願いしたい。集落の奥へ行くと、じいちゃん、ばあちゃんだけで住んで

いて、「俺が死ねばこの家はだめなんだ」という話をよく聞く。そうすると３年か５年後に

は確実にそれが空き家になる。そういうのを予防というか、例えば市とかがやるかわからな

いが、「将来どうするつもりか、今のうちに市営住宅とかに入っておいて、この家をおまん

たの力で処分しないかね」と言えば空き家の予防になる。そういうところがいっぱいあり、

山のほうへ行くととても気になる。もう今、一軒か二軒しか住んでいなくて、例えばぐりー

んバスケットの送迎で行っても、一人暮らしで病院通いして、「俺はもうじき死ぬんだわ」

って言いながら、「死んだらどうするんだね」と聞けば、「子どももいないし、崩れるまでこ

のままにしておくしかないだろう」と言われると、これは完全に空き家となる。これがその

ままいけば、空き家が崩れて、50 年か 100 年経てばきれいになるかもしれないが、それま

ではずっと廃墟でお化け屋敷みたいに残ってしまう。それらを所有者が生きていて力がある

うちに、なにがしかの補助を出したり、（移転までの間）１週間くらい市営住宅に入れても

らうとか、そういうことができないかなとつくづく思うことがある。確かに空き家予防とい

うのはおかしな言い方だけれども、そういうのをいっぱい見て、不安だなと痛切に感じる。

何もしないで手をこまねいていたら、明らかに中山間地ではポツンポツンとあばら家があっ

て、崩れて屋根が落ちて、３回５回と来るうちにどんどん落ちてくる。（意見として）お願

いした中に、そういうことになる前に何か手が打てないのかと感じたところである。 

（会長） 

 文言でもうちょっと違う表現になる気がするので、検討していただけたらと思う。もう少

し言葉を入れたらよいのではないか。 

（事務局） 

 ９ページ４行目の空き家は危険空き家であり、前段の空き家は活用できる空き家を指して

いる。大きく言うと、放置されている危険空き家と、今人が住んでいないけれど他の利用方

法、他の方から住んでもらう方法がある空き家と２種類がある。活用できるものについては、

空き家の登録情報制度を糸魚川市でも持っていて、登録していただいて、他の方に住んでい

ただけるように情報提供を行っており、何件かは（売買や賃貸借等が）成立しているものも

ある。今、委員が言われるように、そのままずっと５年 10年放置しておくと、だんだんあ

ばら家になってきて危険空き家になる。防犯上も好ましくないし、環境も好ましくないので、

そういうものを発生させたくないというのが後段の空き家の意味だと思っている。そういう

点からすると危険空き家等の言葉を足したほうが理解しやすいのだと思うので、調整させて

いただきたい。 

（会長） 

 今、委員がおっしゃられたように、方向としては行政のほうでも取り組むことができるよ
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うなご意見だったので、行政のほうでも考えていただけたらと良いかと思う。 

（委員） 

 今、具体的に危険空き家というのは、ここでは適正管理に向けた施策を推進するとあり、

具体的には危険空き家の現状について書いていないが、現実にはそういう状況が発生してい

るのか。そういうことに対する今の行政の対応としてはどのようなことができるのか教えて

もらいたい。委員が言われたのは現実には、例えば孤立して一戸がある場合には、それはそ

れなりに危険は少ないが、隣接するようなところだと非常に危険であり、影響が起こりうる

と思われるので、そのあたりを教えて欲しい。特に街なかにそういう危険空き家があると四

方向に影響があるのではないか。 

（事務局） 

 特定空き家といって、空き家調査の中で危険と思われる空き家については特定空き家に指

定する制度がある。例えば、危険度合いが道路に覆いかぶさって倒れそうであるとか、隣地

に倒れそうだとか、安心安全の面で危険だと判断される場合には、代執行といって行政で強

制撤去できる制度ができている。ただし、やはり個人財産なので容易に手を出すことができ

ない。執行しても下手すると裁判沙汰になるかもしれない、動き出したばかりの制度であり、

問題点も残っている。危険なもの、人様に迷惑がかかる、他の全体の安全に関わるというよ

うなものは、そういう制度を使って撤去を進めるというところまで来ている。実際に糸魚川

市で執行したことはない。 

（委員） 

 個人的な話になるが、私の土地に家を建てた人が借金をして、国とか何かに取られて、私

たちは土地代がもらえず、５年 10年と経っている。そこがあばら家になって、樹木が茂っ

て、80歳の女性がそれで転んでけがをした事例もある。 

（事務局） 

 今言われたことが、日本全国の課題となっていることから、国で空家等対策の推進に関す

る特別措置法ができている。今までは市の条例などで、そういう危険なものは行政代執行で

撤去するとしていたものが、法律に基づいてできるようになった。ただし、どういったもの

が特定空き家となるのか、明らかに雪が積もっていて崩れると道路側へも影響があるような

ものは判断しやすいが、そうではないものなどどういうものを行政で対応するのかを決めて

いく必要がある。当然行政でやればタダでやれる訳ではないので、その方に対して費用を請

求することになるが、そういう方は支払能力がないケースもあるので、それが課題としてあ

る。そういった施策について書いているのが、総合計画の第５章（99 ページ）になるが、

その中の空き家等の適正管理の項目で、今年から空き家等対策協議会を設置して、そういう

細かいところを決めて対応していくこととしている。 

（会長） 

 第２次国土利用計画（糸魚川市計画）について、今まで建設的なご意見、ご質問をいただ

きました。それらを踏まえて、修正したもの原案とすることでご異議ございませんか。 

（委員） 

 なし。 

（会長） 

 ご異議が無いようですので、第２次国土利用計画（糸魚川市計画）の審議を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

 

 

４ その他 

（１）次回の会議日程について 

・第 11回、第12回の審議会の日程について、企画財政課小杉主査より説明。 
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（関連して） 

・５月19日の市議会全員協議会において、基本構想、基本計画について説明を進めている。

全ての説明が終わっているわけではないが、基本構想の審議をいただく中で、都市像につ

いて、まったくダメという感じではないが、新たな都市像という考え方もあってもよい、

見直しもありとの意見や、また見直ししなくてもよい、などの意見をいただいている。今、

皆さんから基本構想、基本計画とご審議を進めていただいた中で、改めてこの都市像につ

いて皆さんのお考えをお聞きする場面も必要かと考えており、それらを踏まえて、また今

の基本構想、基本計画を見直していただければと思う。 

 

（２）その他 

 ・なし。 

 

５ 閉会あいさつ(14:30) 

 皆さんお疲れ様でした。本当に皆さんからいろんな意味で意見をいただいて、そして今

日まで進めてくることができました。あと、もう１回、２回ということであります。これか

ら、先ほど会長からも話がありましたが、市民それから議員の皆さんからご意見をいただい

て、それらを反映した中でもう一度練り直していくということで、最終的なまとめになって

くるかと思います。もう少しですが、皆さんからお知恵をいただきながら、まとめのほうに

行きたいと思います。以上を持ちまして、第 10回糸魚川市総合計画審議会を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。 

 

以上 

 


