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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第12回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 8月 5日 

日 平成 28年 7月 29日(金) 時間 15:00～16:30 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次糸魚川市総合計画修正案について 

 (2)第２次国土利用計画（糸魚川市計画）修正案について 

・その他 

出 

席 

者 

【委員出席者 13人】 

飯田芳之、渡辺秀彦、瀬下忠彦、古畑伸一、串橋静江、黒坂アイ子、水島喜代一、 

渡邉文恵、朝日仁美、山田卓也、岡崎忠雄、中嶋千代子、綱島喜代子、 

【委員欠席者 10人】 

仲林正之、渡邉秀幸、加藤政人、神喰正秀、鈴木秀城、龍見和弦、松本利恵、 

渡辺文夫、磯野幸枝、横澤富士子 

【事務局出席者 12人】 

金子総務部長、斉藤産業部長、岩崎市民部長 

総務課渡辺補佐、健康増進課伊藤補佐、商工農林水産課池田補佐 

定住促進課 斉藤課長、小林補佐 

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 ０人 

 

会議要旨 

１ 開会（15:00） 

・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。お忙しい中、ありがとうございます。いよいよ、この第２次

総合計画も最後の会議となりました。皆さんと、６合目、７合目、８合目、９合目と上を

目指してやってきて、いよいよ山頂にたどり着けるのかと思うと感慨もひとしおでありま

す。てっぺんに行って、いい景色をみたり、いい風に当たられるように、今日は最後の審

議となりますが、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次糸魚川市総合計画修正案について 

・企画財政課小杉主査から、資料№１（当日差替）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。 

 

【質 疑】 

（会長） 

 はじめに、都市像について、ご意見・ご質問をいただきたいと思います。 
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第１回総合計画を基に、文言を時代背景で変わってきた部分について、見直しがされ訂正

がされているかと思うがご意見・ご質問はないか。 

（委員） 

 なし。 

（会長） 

 それでは、ご意見・ご質問が無いようですので、都市像以外の部分で、全体を通してお気

づきの点がございましたら、ご意見・ご質問をお願いします。 

（会長） 

 36ページの未婚者数は、2010年までの数字が載っているが、それ以降の数字はあるのか。 

（事務局） 

 未婚者数の数値については、国勢調査の結果によるものである。独自の調査というものが

なかなかできないこともあり、国勢調査の結果を記載している。2015 年度、昨年の調査結

果については、まだ公表されていないので、分かれば載せたほうがよいのだが、間に合わな

いという状況である。 

（委員） 

24ページの人口減少対策のところの、「糸魚川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」

については、国勢調査に基づいて作成されていて、それに基づいて、総合戦略が策定されて

いるが、言葉的に一緒であるので、もっとこういうものという説明をしないと分かりにくい

のではないか。 

（事務局） 

 ５ページで言っているのは、平成 27年の国勢調査の速報値と昨年度策定した人口ビジョ

ン、これを推計の基にして作ったということ。24 ページのほうでは、当市での状況という

ことで、昨年作った人口ビジョンと総合戦略を策定しているということで、本来、27 年度

の国勢調査を基にして人口ビジョンについても見直しが必要となるが、詳細データがまだ示

されていないため、人口ビジョンの修正ができない状況である。来年の３月末には、今回の

国勢調査の結果を踏まえて、人口ビジョンの見直しをしたいと考えている。 

（委員） 

 そういうことか。ここだとファジーな状態（表現）である。こういう推進のものを作って

いくよといいながら、これだと、これから策定していくような記載となっているので、課長

が言われたことであれば理解できるが、言葉として何をどうやってやるのかが分かりにくか

ったのでお聞きした。今聞いて理解したが、これを読むだけだと分かりにくいのではないか。 

（事務局） 

 24ページのところは、今、「策定しています」で止まっているが、今後も状況を見て見直

しをかけながら進めていく旨を記載すれば、より分かりやすいかと思う。 

（会長） 

 ありがとうございました。そのように（修正を）お願いします。 

（委員） 

 今回、かなり修正をかけさせていただいているが、施策の方向性というのはほとんど変え

ていない。市民の方から読んで、ちょっと分かりづらい文章が多かったので、文章表現的な

部分を中心に修正をしている。後半部分などで修正が不足しているところもあるかもしれな

いので、会長さんが市長へ最終答申するまでに、もう少し言葉の表現については、しっかり

したものに仕上げたい。 

（会長） 

 当初から、皆さんでお話させていただいたように、市民の皆さんから受け入れてくれやす

い、生かしていただきやすいものを作りたいということで、目標を持って進めさせていただ

いていると思うので、最終になるのでそこのところ、よろしくお願いします。 
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（委員） 

 数値が違うのかなと思うところがある。46 ページの介護保険の要介護認定率は、この現

状と課題では、19.9 となっているが、56ページのところでは、認定者数の推計の一覧表が

トピックに載っていて19.4というふうになっていて、おそらく19.4が正しいのではないか

と思う。整合を図る必要があるのではないか。 

（事務局） 

 事案については、改めて確認させていただく。おそらく、基準日の違いによるものではな

いかと思うが、確認し統一させていただく。 

（会長） 

 誤解を招かないよう、数値については統一していただくようお願いする。 

（委員） 

 103ページのごみの減量化にある、３Ｒ運動については下に注釈もあるが、これはどれ位

ＰＲというか周知がされているのか。すみません、知らないもので。 

（事務局） 

 目的は減量化と資源の活用である。市民への周知については、広報等で行っていると思う

し、また、出前講座等で地域に出向いた際に説明している。（３Ｒについての周知が）積極

的かといえばそうではないかもしれないが、ごみの分別という点では、当市はかなり細かい

分類となっており、そういう面では積極的と言えるのかもしれない。 

（委員） 

 要望として、ここであえて「３Ｒ運動により」とするのであれば、よりＰＲしていかない

と、市民から周知してないよという話になるかと思う。ごみのことについては、みんな神経

を使ったりしているので、各地区でもいいので広げていただければと思う。 

（会長） 

 消費者協会のほうでは、結構前から３Ｒ運動というのは進めていて、袋の使いまわしだと

か、女性の間では男性よりも少し定着してきているのかなというふうに感じている。「買い

物の袋はいりませんよ」とかバッグを持っていくとかによって、減量化に寄与する、総体的

なものにもなっていくので、非常に良いことであるので、広げていかれたらよいと思う。 

（事務局） 

 確かに男性と女性で、意識の差が結構あるのかと思う。 

（委員） 

 そういうことなら謝らなければならないのかもしれない。 

（副会長） 

 学校教育の環境問題では、この３Ｒの取組がなされているが、地域での取組が弱いのかな

と思う。分別の部分では非常に徹底されていてよいのだが、この３Ｒについてはまだまだ地

域では浸透されていない部分が多いかなと思う。 

（委員） 

 観光地域づくりに向けた連携強化で、糸魚川版ＤＭＯをつくりとあり、欄外に用語の説明

があるが、要するにこれから新しい団体を作って観光振興に向けた体制を作りますというこ

とが書かれている。今回、基本計画という案が決定されて、来年 29年度から新しく第２次

としてスタートするわけだが、それからつくるというのであれば間に合わない、今からある

程度準備しなければならないと思うが、今の段階である程度準備がされているのか。 

（事務局） 

 糸魚川版ＤＭＯについては、この春、国のほうから糸魚川市観光協会がＤＭＯの団体とし

て認定を受けている。条件として、糸魚川市の観光協会は任意団体であるのでで、法人化を

しっかり進めるようにという条件がついている。それらを含めて、市と観光協会と一体とな

って、ＤＭＯの組織づくりを進めている。来年度からスタートするということではなくて、
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今現在もそういく形で組織づくりの取組を進めている。 

（委員） 

 そうすると、具体的にいつから発足してスタートするというところまでは決まっていない

ということか。 

（事務局） 

 法人としてのスタートはもう少し先になると思うが、観光地域づくりということでは、今

回、観光協会の職員も旅行業の資格を取得したので、今までは旅行業者でないと旅行商品の

販売行為ができなかったが、そういう意味では、今度は観光協会が旅行商品を作って、いわ

ゆる着地型観光の商品を売れるようになった。そのことにより、市内の観光事業者とより連

携がしやすくなる、稼げる観光協会にもなるということで、取組的には一歩ずつ進めている

状況である。 

（委員） 

 130ページの施策指標で、職員の人件費が出ていて、徐々に減っていって最終目標の平成

35年度で41億 3200万円という指標が出ている。現状では44億なので、約３億円くらい、

人件費としては減っていくという推計になっているが、人件費が仮に３億円減って、その減

った３億分が今必要とされているような事業に回っていくような形であれば、財源として非

常によい形になると思う。もし人件費が減っても、過去の市債の返済にあてなければならな

いという形になってしまうと、一般の事業に回るお金は実際増えない、そういう事態も考え

られると思うが、その辺の見通しというか予想はどのように考えているか。 

(事務局） 

 今回、今年の普通交付税の算定が終わって、この結果からすると、前年と比べると普通交

付税で 10億くらい減になる。その一方で、新幹線の固定資産税が８億くらい増えているの

で、収入全体で見ると若干の減となっている。その算定の段階で、人口減の影響がやはり出

てきている。前回と今回の国勢調査の差で3,500人くらいあり、その差による普通交付税の

影響が出ている。それから、合併算定替えとなって、合併特例が 10年経ってもう５年で無

くなる。その影響が大体８億くらいあるので、そういうことを考えると、人口減と合併算定

替えによる合併特例が終わることを考えると、もう５年間で６億から８億が歳入全体では減

る可能性があるということである。そういう中で、当然それに見合った職員体制が必要だし、

住民サービスが低下してもならないと考えているので、そういう意味で、毎年中長期の財政

見通しを作っているので、そういう中で、健全な財政運営をする中で、市民の利便性をいか

に下げないようにするかという形では進めているが、やはり人口が減ると施設の維持管理が

非常に大変になってくる。そういう意味で、今後の課題としては施設の適正配置であり、利

用度が低い、かつ維持費が高いような施設については、統合等も考えざるを得ない時代にな

ってきている。いずれにしても、市民の利便性については低下させないような形で進めてい

きたいと考えている。 

（会長） 

 それでは、ご意見ご質問が無いようですので、第２次糸魚川市総合計画修正案についての

審議を終了させていただきます。本日いただきましたご意見を踏まえて、事務局では計画の

最終調整をお願いします。 

 

 

（２）第２次国土利用計画（糸魚川市計画）修正案について 

・企画財政課小杉主査から、資料№２に基づき、新潟県との事前協議や庁内での検討を踏ま

え、修正した内容について説明。 

【質 疑】 

（副会長） 
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 耕作放棄地を荒廃農地と直しているが、耕作放棄地と考えてもいいかと思うが、実質的に、

耕作放棄地がどんどん増えてくることが考えられる。今、担い手が高齢化していて、個人の

担い手が多い。会社組織でやっているところも多少はあるが、会社組織でやっている部分は

収益に合わないとそこから撤退していきたいという部分が見られる。今、中山間とか多面と

かいろいろ方策が出てきているが、実質的には非常に厳しい部分があるのではないかと思

う。荒廃農地の適切な活用を図るといっても、非常になかなか難しい部分があるのではない

か。要するに、田んぼ、畑としてやっていくだけでも精一杯、それをつないでいくだけでも

精一杯、どういうふうにつないでいくかがそれぞれの地域での大きな課題だろうと思う。よ

く研修会などに行くと、６次産業化で付加価値を付けてもっと高く売れるというか、そうい

う部分を作っていかなければならないという講義を受けるが、やはりこの辺りでは米しかな

かなか浮かばない。そうすると、この農業も山と同じようになっていくのではないかという

危惧がある。山はもう全く荒れ放題で、どこの境界かもわからないという実態がある。そう

いうことで、農業も非常に大変なところへきているのではないかと思うが、そこら辺の文面

をみると有効に活用しますとなっているので、どういうふうに活用するのか。それがあるた

めに、クマやイノシシなどの有害鳥獣が近くに出てきている部分なのだろうなと思うが、地

域でも非常に悩んでいるところでもある。 

（事務局） 

 副会長の言われる点については、まさに実態がそういう状況になっているということであ

る。まず、二点目の話からいくと、糸魚川も有害鳥獣が特別多いというわけではなく、全国

的な傾向であるが、副会長が言われるように、やはり里山がなくなってきて、山があってす

ぐ人が住むところ、田んぼ・畑があるという形となり、その中間帯、いわゆる里山、昔で言

えば手入れのされた里山がなくなっている。里山があるといっても手入れがされていなく

て、里山がそのまま山になっていることである。そういうことで、糸魚川で一番多いのはイ

ノシシの被害であるが、全国的にみれば一番多いのはシカであり、半分以上がシカである。

糸魚川ではシカの被害はイノシシに比べたら少ない。そういった里山ということを考える

と、森の整備、森林の整備と非常に綿密な関係がある。もっともっと森林が手入れされて、

人が山に入れば、また、有害鳥獣も中間帯に下りてこない、田んぼや畑に出てこないという

状況が作れると思う。なかなか山が整備されないというところに原因があると思っている

が、今ちょうど伐期を迎えた50年生の木が多くなっている。50年生の林を持っておられる

方も、手元にお金が残るような林業であれば、木を切っても良いという話になるが、なかな

かそういう状況になく、国内の木材価格の低廉という状況が長く続いており、手が出ないよ

うな状況になっていることが、今の副会長が言われるような現状だと思う。林業も、全く手

をつけないということではなくて、施業を少しずつでも進めていかないと、使える木も使え

ないという状況にもなるので、森林組合が唯一の林業の担い手であるが、そういうところと

しっかりタッグを組んでやっていく、県も一緒になってやっていく必要がある。 

 一点目の耕作放棄地、ここでいう荒廃農地については、言葉のニュアンスからするとどう

かと感じる点もあるが、上位の国土利用計画でそう表現しているのであれば、言葉にそうこ

だわる必要もないかと思うが、糸魚川の農地は1,500haくらいあるが、やはり後継者につい

て不安な要素がある。今が頑張っているが、この頑張っている世代が 50代くらいならよい

が、それが実は 70代だということになると、もう何年農業ができるか、簡単に言えばそう

いう話になる。今、市内のほ場整備はかなり進んだが、昭和 40年代のほ場整備の田んぼで

は、今の機械がうまく効率的に使えない、非効率であるという状況である。今現在で、市内

の８地区くらいでほ場の再整備を望む声が出ている。これらについては、地権者、地区の皆

さんがやろうという気持ちが一つになれば、まだまだ国の制度もあるので可能である。糸魚

川の農地で他と比べて一番非効率なのは、排水が悪いというところである。今ある暗渠排水

では機械が埋まるなど非効率的な面があり、機械への投資もしづらい、農地の拡大もしづら
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いという状況がある。それらの課題も並べながら、少しでも効率的な農業ができるかどうか

というのが、今の糸魚川市の農業の中では大きな点だろうと思う。そのことが、農地を荒廃

させない、例えば３枚の田んぼが１枚になることで、１ha ほ場が可能になれば、今の機械

で十分対応できるので、そういった認定農業者を１人でも２人でも増やしていく、または、

会社組織等法人化をしていくことももちろんあるので、国のＴＰＰ対策でも担い手支援とい

うものは手厚くされている。そうは言いながら、押し付けるわけにはいかないので、丁寧な

説明をして、皆さんからご理解いただいて、やってみようという気運が高まれば、制度とし

ては決してないこともないので、副会長が言われるように地域懇談会、農政懇談会等できめ

細かな説明をしていく必要があるのではないかと思う。すぐ終わってしまうということでは

ないが、持続可能な農業にしていくためには、一方ではそういった基盤整備をやりながら、

担い手の確保をしていく、並行して取り組んでいく必要があると思っている。総合計画の中

にも、そのことはうたっているので、より農業者のみなさん、もちろん外部から農業に関心

があっておいでいただく方が、一人でも二人でも増えればよいと思っている。 

 一方で、能生谷でも移住された方で、若い人でも農業をやってみたいという人が増えてき

ており、認定農業者のもとで研修を重ねて独立される方もおられる。それは全体の中でみれ

ばわずかな動きでしかないが、そういった外部からおいでいただく方に農業を担っていただ

くという部分も非常に大事なことかなと思っているので、現在頑張っておられる方に、１年

でも長く頑張っていただけるような方策を講じていく必要があるかと思う。 

 また、糸魚川地域のもぐさは大変優良なもぐさであり、今回のＴＰＰ対策の中で、収益性

のあがる農業への転換については、国も大きくバックアップをしてくれている。全国的にも

この糸魚川のもぐさは高く評価されていて、昨年 27年度から、荒廃地を利用してもぐさを

生産する農家が２件ほど出てきている。これは、県も一緒になって進めていこうということ

で、これからは単に米だけではなくて、園芸が難しいとすれば、よもぎ等の取組もこれから

の農業の中でも注目される品種なのかなと思っている。もう少し拡大ができれば、産地化が

できるかと思っているが、まだまだごく一部である。けれども、もぐさの品質はよいといわ

れているので、会社組織でやっているところもあるが、個人農家でもそういう角度から手を

付けられている方もいるので、いろんな方策を講じていく必要があるのかなと思う。 

（会長） 

 ここのところは、適切な利用を図るということでよろしいか。（了承） 

 

（会長） 

 それでは、ご意見、ご質問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

修正案についての審議を終了させていただきます。 

 

 

４ その他 

（事務局） 

 慎重審議、大変ありがとうございました。 

今後のスケジュールについては、今ほどいただいた意見等を踏まえ最終調整を行って、

市長への最終答申については、８月２日に正副会長からご出席をいただいて行う予定です。

最終答申の内容については、後ほど改めて委員の皆様へお届けさせていただきます。最終答

申の文案については、本日皆様のお手元に配付させていただいたとおりですが、お気づきの

点があればお申し出いただければと思います。 

 最終答申後、８月10日の市議会全員協議会にて、最終答申の内容について審議をいただ

きます。そこでの修正意見等を反映したもので、９月市議会定例会に、議案として提出いた

します。 



7 
 

 議決を経た後、印刷製本を行い、年内を目途に製本を完成させる予定であり、委員の皆

様にもお届けさせていただきたいと思います。また、全世帯向けには要約版（ダイジェスト

版）を配布する予定で作業を進めてまいります。 

 

 それでは、審議のほうはこれで終了となりますので、正副会長からごあいさついただい

たのち、最後に総務部長からお礼のごあいさつをさせていただきます。 

 

（会長） 

 大変長い間、本当にありがとうございました。副会長さんをはじめ、委員のみなさん、

行政のみなさんには、力不足の私を支えていただいて、本日を迎えることができましたこと

をお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

私にとりましても、本当に長く重い１年でありました。この第２次総合計画とともに、

私もまた糸魚川市でよい年を重ねて、市とともに成長してまいりたいと考えております。 

本当に皆さんにはお世話になりまして、勉強させていただきましたことを、感謝を申し上

げまして、お礼の言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

 

（副会長） 

 今日、小杉さんのほうから、昨年のちょうど今頃、第１回のこの会が始まったというこ

とを聞いて、ちょうど１年間になります。12 回ということで月に１回くらいのペースで行

ってきたわけですけれど、ようやく頂上が見えてきたということであります。これも、市役

所の企画財政課の皆さんを中心として、一生懸命考えていただいた、委員の皆さんからたく

さんの意見をいただいたということで、少しでもいいものが出来上がってきたのかなという

ふうに思います。 

正直言って、私自身がこの市の総合計画については、今まで全く知りませんでした。こ

ういうものがあること自体も知りませんでした。したがって、私にとってもいい勉強をさせ

ていただいたかなと思います。これからは、地域あるいは一市民として、これを見ながら、

どういうふうに進んでいるのかなという部分を考えながら、また、市のほうにこれちょっと

おかしいんじゃないのということでご意見を言うかも知れませんけれども、そんな立場で行

きたいと思っています。 

副会長という立場をいただきましたけれども、本当に何もできませんでしたが、委員の

みなさん、そして会長さんのご支援があって、本当に無事務めることができました。それか

ら、企画財政課の方々は、ほとんど寝ないで仕事を進められていたのではないかなというふ

うに思っています。本当に長い間、ありがとうございました。 

 

 

５ 閉会あいさつ(16:30) 

（総務部長） 

 私のほうから、市を代表しまして、皆様がたに一言お礼の言葉を申し上げます。 

 今ほど、副会長の話にもありましたとおり、昨年の７月に、総合計画の案について、皆

様がたに米田市長のほうから諮問申し上げ、ちょうど１年、この間に２つの分科会でのご審

議も含めまして、十数回にわたるご審議を皆さんから、活発かつ幅広いご意見を出していた

だきながら進めていただきました。 

 本日、若干の微調整はありますが、概ねの案をまとめていただいたということで、これ

までの皆様がたのご尽力に対しまして、感謝とお礼を申し上げます。誠にありがとうござい

ました。 

 これからの日程については、小杉のほうからいたしましたが、市議会での審議を経て、



8 
 

９月に議決を経て、正式に決定をしたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、総合計画を実践していくうえでは、市民の皆様、事業者、行

政が一体になって進めていく必要がありますので、ぜひ、このように関わっていただきまし

た委員の皆様からは、それぞれのお立場で総合計画の実践に向けた取組についても、市民の

皆さんの先導役となって、一緒に進めていただければ大変ありがたいと思っております。 

お礼と言いながら、またお願いみたいなことを申し上げましたけれども、皆様がたのご

尽力に厚く御礼申し上げます。大変ありがとうございました。 

 

 

（小杉主査） 

 以上で審議会のほうは終わりたいと思います。 

一応確認になりますが、審議会委員の皆様の任期は９月末までとなっております。審議

につきましてはこれで終わりの予定ですが、市議会からの特別な修正意見等がなければ、会

議の開催は無いものと考えておりますので、ご了承願います。 

以上で、総合計画審議会は終了させていただきます。大変ありがとうございました。 

 

以上 

 


