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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第３回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 27年 9月 28日 

日 平成 27年 9月 28日(月) 時間 13:15～15:45 場所 市役所201・202会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)基本構想素案検討について（基本構想の１～３） 

  ・総合計画とは 

  ・本市を取り巻く社会経済環境 

   ・まちづくりの主要課題 

出 

席 

者 

【委員出席者 18人】 

飯田芳之、仲林正之、渡邉秀幸、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、鈴木秀城、 

岡崎忠雄、中嶋千代子、松本利恵、渡辺文夫、横澤富士子 

【委員欠席者 5人】 

  加藤政人、神喰正秀、龍見和弦、綱島喜代子、磯野幸枝 

【事務局出席者 8人】 

金子総務部長、総務課（井川課長補佐）、定住促進課（斉藤課長補佐） 

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 2 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:15） 

・企画財政課小林補佐により進行。 

 

２ 会長あいさつ 

 

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）基本構想素案検討について（基本構想の１～３） 

・「１ 総合計画とは」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

（１）計画策定の趣旨 

（委 員） 

  真ん中以降で「その一方で、全国に目を向けると」とあるが、内容については全国だけ

でなく、当市も直面している問題なので、「全国や当市においても」という表現を入れた方

が良い。次の行の「世代間や世帯間における様々な格差」の「格差」という表現が適切か

疑問である。 

（事務局） 

  全国の状況を踏まえながら、当市においても同じ状況なので、「当市においても」の部分

について表現を修正したい。「格差」については、ほかに適切な表現があれば修正するか、

このままで問題がないのか庁内の関係課に照会し、適切な表現にしたい。 
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（委 員） 

  「格差」とはどのようなことを指しているのか。 

（事務局） 

  例えば、就職における賃金格差、教育分野における義務教育から上の教育を受けられる

家庭環境の違い、情報等の利用など、色々な分野において格差があるということである。 

（委 員） 

  「格差」という表現がふさわしくないと思ったので検討をお願いしたい。 

 

（２）計画の名称と意義 

  異議なし。 

 

（３）計画の期間と構成 

  異議なし。 

 

（４）計画の推進にあたって 

（委 員） 

  計画の推進にあたって、総合計画は審議会で作っているが、事業の効果・検証は市の職

員だけで判断しているのか、このような審議会で判断しているのか。 

（事務局） 

  総合計画については審議会で審議いただき策定しているが、その後の推進にあたっては、

市民や民間事業者と一緒に進めていく。これまでの総合計画の進め方の中では、総合計画

の指標の確認については市役所の中でチェックし、進めてきた。 

（委 員） 

  効果の確認を市でやっているのでは、意味がない。 

（事務局） 

  今回の計画からは目標指標をしっかり定めていきたい。目標指標が到達されているかの

検証が重要になってくる。市民アンケートの結果がまたひとつの評価になってくる。 

（委 員） 

  このような会を作って検証するならいいが、市で目標数値を作って、市で効果を検証し

ても、同じことの繰り返しである。効果を判断するのは市民だと思う。第２次・第３次と

計画を作っていくなら、ある時点で市民に確認していかないと、糸魚川市は良くならない。 

（事務局） 

  市の中でも総合計画の下に色々な計画があり、計画を策定する際には、アンケート調査

を行い、市民の声を捉えている。目標指標は行政側が測定し判断するのではなく、統計資

料をもとに全体的な状況からみて判断できる目標設定をしていきたい。 

（委 員） 

  まわりを見ながらでなく、糸魚川市をどうするかという話なので、糸魚川市単独の指標

でないと良くならない。まわりと一緒では、計画をたてなくても簡単にできる。指標ばか

り作っても、効果を誰が確認するのか。第三者を入れて、本当に成果があったか検証して

いかないと、計画だけでは駄目である。 

（事務局） 

  現在の総合計画にも、平成28年度の目標値が掲載されている。その数字については、市

で毎年、事務事業評価で事業の評価をしている。総合計画に関しては、策定の段階で市民

アンケートを行い、効果測定をしている。外部の方から総合計画が効果的に進んできたか

評価・検証してもらう仕組みはこれまでなかったので検討したい。 

（委 員） 
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  先般、柏崎原発が再稼働する条件として、30 キロ圏内の避難先が新聞発表されていた。

避難先に糸魚川市が指定されているが、柏崎原発で事故が発生したときの避難計画を入れ

なくてよいか。避難者を受け入れる施設やヨウ素剤の配布などいくつか課題があると思う

が、十分対応できる体制をこの計画の中で対応するのか、別の計画で対応するのか。 

（事務局） 

  原発事故発生時の広域的な避難受入の具体的な計画については、総合計画に入れるとい

うよりは、その下に糸魚川市防災計画を定めているので、その中に具体事例に応じた対策・

体制を定めた方がよいと考える。 

 

・「２ 本市を取り巻く社会経済環境」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づ

き説明。 

【質 疑】 

（１）計画策定の背景 

①急激な人口減少、少子化 

（委 員） 

  ４行目に「６割の地域で人口が半減以下になり」とあるが、「半減以下」では理解できな

いので、「半数以下」ではないか。 

（事務局） 

  事務局で修正する方向で検討する。 

（委 員） 

  「２ 本市を取り巻く社会経済環境」で「急激な人口減少、少子化」に触れているが、

次の「３ まちづくりの主要課題」で具体的に糸魚川のことに触れている。ここでは、あ

えて全国的な書き方にしてあり、そのあとに本市のことが書いてある。なぜ、このような

作りになっているか。 

（事務局） 

  ２番目のところで、糸魚川市を含めた社会経済全体、国全体の課題、課題までといかな

くても時代の背景を示し、その背景を踏まえた上で、糸魚川市における課題はどのような

ものがあげられるかという順番で作った。現在の総合計画の表題としては「時代の潮流」

と記載されているが、今回は「計画策定の背景」と言葉を変えさせてもらった。 

（委 員） 

  ２番目では、糸魚川をどうしようかということが読み取れない。次のまちづくりの主要

課題で、全国に重複したものが書かれているので、どのような意図なのか。前回がそのよ

うな流れの作りになっているからなのか。 

（事務局） 

  今後、主要課題に応じて計画を策定していく流れになるが、その前に、市の課題を洗い

出す時代の背景の説明が総合計画上、必要ではないかと「２ 本市を取り巻く社会経済環

境」を入れている。時代の背景自体が糸魚川市の課題と直結するかどうかは別として、国

としての背景はこのようなことがあるということがないと、次の糸魚川市の課題にいかな

いのではないかという思いがあり、このような作りにしている。 

（事務局） 

  計画を策定する際には、外部要因と内部要因をわけて分析する。ここでは外部要因のこ

とを言いたかったのだが、タイトルが良くないので、外部要因のことを説明しているとわ

かりやすいようにタイトルを変更したい。 

（委 員） 

  全国的にはこのような動きをしていて、それに同調するように糸魚川市はこのように推

移しているとか、糸魚川市は違う状況で推移しているので、このように計画を立てていき

たいということがないと読み取りにくい。 
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（会 長） 

  「①急激な人口減少、少子化」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえで原案

とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

②高齢化の進行 

（委 員） 

  高齢化になっているのは仕方ないが、健康寿命をもっと延ばすために、食生活が非常に

大事になってくる。糸魚川市は塩分が多く、ラーメンとごはんの重ね食いなども改善され

ていない。健康寿命を延ばすために、食生活改善の働きかけをしてほしい。 

（委 員） 

  いいことが書いてあるが、高齢者が働く場所は限られる。糸魚川市には働く場所がある

が、若い人がなかなか就職しない。色々な条件があって働かない人がいるのだと思うが、

高齢者が働きに出て行ったときに若い人の働く場所が少なくなり、人口減少につながるの

ではないか。高齢者が働くのはいいと思うが、その反面、若い人が働きたくても働けない

という事情を考えると違うのかなと思う。 

（事務局） 

  雇用の現場において、高齢者の方が勤めることによって、若者の雇用の場が不足するの

ではないかという懸念もあると思うが、高齢者のための雇用の場を作るだけでもなく、若

者の雇用の場を作るだけでもない。総合計画においては、高齢者福祉の観点から高齢者が

活躍できる場を作るという視点は必要で、若者が雇用され糸魚川市で生活していくという

点も必要なので、併記というと言葉が違うかもしれないが、どちらも重要なこととして考

えなければならない。繰り返しになるが、ここでは国の状況として、高齢化が進行してい

るが、このような場が必要だということが全国的な状況だということを書いている。まち

づくりの主要課題の中で、雇用の充実といった点で若者の雇用について触れているので、

一緒に検討いただきたい。 

（委 員） 

  市内の会社で、65 歳まで定年延長で雇用しており、65 歳以上も 35 人ほどいるが、この

９月で、65 歳以上を全員辞めさせる。時代が変わり、後継者をつくるために、金がかかっ

ても若い人を入れていくということである。 

（事務局） 

  職場だけでなく高齢者が活躍する場は生活の中でいくらでもある。体が動くうちは地区

の仕事やボランティアなど、色々と活躍できる場を設ければどうかという意味合いが非常

に強い。できればそのようにご理解いただきたい。 

（委 員） 

  それなら、「生産年齢人口が減少する中で」を書かなければいい。「生産年齢人口が減少

している」のは糸魚川市も全国もそのとおりだが、高齢者を活用して地域の財源を稼ぐな

ら意味が通じるが、ボランティアなら「生産年齢人口が減少」はいらない。税収を上げる

ために70歳までどこかで働いてもらって、人口を増やすという気持ちで書いているならい

いが、地区のボランティアなら話が違う。 

（総務部長） 

  全体的な構成を説明する前に、個別ごとに審議しているので、ご理解いただけてないと

ころがあると感じている。「２ 本市を取り巻く社会経済環境」は、表題が「計画策定の背

景」と書いてあるので、わかりづらいかもしれないが、当市の社会経済を取り巻くグロー

バルな流れ・関係が10年前と変わっている部分と変わっていない部分があると思うが、こ
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こに捉えている視点が、今後、総合計画を議論していくうえで、時代の背景の捉え方とし

て適切かどうか議論いただきたい。「３ まちづくりの主要課題」は、このような時代背景

も含めて、当市の中で考えた場合、グローバルに考えたもの、ローカルに考えたもの、両

方あわせた中で、今後７年間の中で何が課題かを捉え、これらの課題を解決していくため

に、どのような総合計画を作っていけばよいかということを議論いただきたいというのが、

今日お願いしたいところの流れである。最初にそのような説明がなく、不親切だったと思

っているが、そのように議論をお願いしたい。 

（委 員） 

  「働けるうちはいつまでも働きたい」と書いてあるが、「生産年齢人口が減少する中で」

はカットして、「高齢者の方々にいかに力を発揮していただくかが課題となっている」と書

くならいい。 

（事務局） 

  最後の２行は、限定するような表現になっているので、前段からの流れを考えると、果

たして「生産年齢人口が減少する中で」という表現がいいのか、無くした方がすっきりす

るのか、再度、事務局で検討したい。 

（委 員） 

  「生産年齢人口」は働く人という意味でなく 15 歳から 64 歳までの人口のことなので、

その人口が減少することは産業界なり、日本全体の大きな課題であることは事実である。

誤解のないような表現はもちろんすべきだと思うが、「生産年齢人口が減少する」ことは日

本や当市にとっても課題だということは事実だと思う。 

（事務局） 

  生産年齢人口が減少することは大きな課題であるが、ここでは条件的に「生産年齢人口

が減少する」ということを前提とした中で、後段が課題となるという表記になっているの

で、「生産年齢人口が減少する中で」よりは「生産年齢人口が減少するとともに」など別な

言い方ができるかと思うので検討したい。 

（会 長） 

  「②高齢化の進行」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえで原案とすること

にご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

③教育への期待の高まり 

  異議なし。 

 

④情報化など技術革新の進展 

（委 員） 

  前回の総合計画の「③高度情報化の進展」では、最後の３行に「コンピュータ犯罪や個

人情報流出の防止、情報セキュリティ対策の強化」と防犯に関することが載っている。今

回は「社会面・制度面での対応が課題」となっており、当然、防犯も含まれていると思う

が、来月からマイナンバー制度が始まり、個人情報の取扱いが非常に増える。行政が取り

扱う量が増えるということと、市民も個人情報が使われる機会が増える。少し前に国民年

金の個人情報流出がニュースになったが、セキュリティの部分が今回あまり書かれていな

い。例えば、原子力発電所の災害対応や焼山が噴火した時の対応と同じくらい重要なこと

だと思うが、そこが抜けている気がする。 

（事務局） 

  今ほどの点が欠けていたと思う。マイナンバーという大きな事柄もあるので、事務局で
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再度、記載する方向で検討する。 

（会 長） 

  「④情報化など技術革新の進展」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえで原

案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

⑤日本経済の現状 

（副会長） 

  見出しが、前回では「低経済成長と産業構造の転換」となっており、それならわかるが、

「日本経済の現状」では、現状なので課題になっていない。ここになぜ、載っているのか

わからない。もし、入れるとすれば、「⑨国・地方自治体を通じた厳しい財政状況と地方分

権の推進」の前に日本経済は高度経済成長が望めないということで入ってこないと、違和

感がある。見出しを変えるか、位置を変えないと、ここだけ浮いている。 

（事務局） 

  ご指摘のとおりだと思うので、文章も含めて全面的に見直しをする。次回の審議会で、

見直ししたものを出す。 

（会 長） 

  こちらは次回に持ち越しとする。 

 

⑥資源・環境問題への対応 

  異議なし。 

 

⑦自然災害への対応と公共インフラの老朽化 

  異議なし。 

 

⑧都市間競争の激化などグローバリゼーションの進展 

（委 員） 

  都市間競争の激化とあるが、文章からは競争している様子が見えてこないので、前回の

ように「近隣地域はもとより、遠く離れた地域や外国との競争」などの一文があればわか

りやすいと思う。 

（事務局） 

  文章を作っていく中で、その一文が抜け落ちたと思うので、前回のような文章を付け加

えるか、表題を見直す等で修正をする。 

（委 員） 

  訪日外国人旅行者数が2020年に向けて2,000万人を目指すとなっているが、先日、3,000

万人に修正するというのを聞いたので、情報が正確なものになったのであれば、修正した

方がよい。 

（会 長） 

「⑧都市間競争の激化などグローバリゼーションの進展」について、いただいた意見を踏

まえ修正したうえで原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

⑨国・地方自治体を通じた厳しい財政状況と地方分権の推進 

  異議なし。 
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（２）国・県の動向 

①国の計画 

（委 員） 

  前回の計画で、「北陸地域は日本海国土軸に位置づけられ」とあり、地域間であまり競争

せず、みんなで連携していくという内容だったが、その結果、今回の構想では、「地域間連

携を進め」という一文があった方がいいと思う。 

（事務局） 

  今回、国の計画の「まち・ひと・しごと創生」の地方創生の取組の中でも地域間連携を

重要視していく部分があるので、文章を検討する。 

（会 長） 

「①国の計画」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえで原案とすることにご異

議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

②県の計画 

（委 員） 

  異議はないが、ひとつ質問と確認をしたい。非常にきれいにまとまっていると思うが、

原案は、職員がワーキングチームで作っているのか、シンクタンクやコンサルタントのア

ドバイスを入れて作っているのか。 

（事務局） 

  各課から職員１名ずつの検討委員会で作っている。シンクタンクやコンサルタントは入

っていない。 

（委 員） 

  ２番の本市を取り巻く社会経済環境は、客観的なものになるので、どこの市が書いても

同じになるかと思うが、ただ、取り巻く課題も多分、各市によって本来は多少は違ってく

ると思う。人口が多い都市・産業が活性化している都市と、農村地域の市では、本市を取

り巻く状況は違うと思う。これを読むと、どこの市が書いてもこれが課題だと受け取れて、

それはそれですごく客観的に書かれていて当然なのかもしれないが、３番の主要課題や、

その後の政策で、糸魚川市の特色をきちんと出してもらっているのか心配になってくる。

市役所のワーキングチームが、７年間でこんなことをやりたい、こんな色があるものをや

りたいというのがもっと強く押し出されてもいい。第２次糸魚川市総合計画も名称はそれ

でいいが、国の計画であれば、キャッチフレーズがある。総合計画は全体計画なのである

程度バランスを取らないといけないと思うが、何かひとつ特色があるものにしたいと思う

し、ワーキングチームの中で思いがあれば、それを出してほしい。 

（会 長） 

  市役所の中でもそうだが、審議委員会の中でもそのような思いを作ることはできる。そ

れらを含めて、これから考えながら意見を言っていただき、進めていきたい。 

（事務局） 

  庁内検討委員会では、３番のまちづくりの主要課題を中心に検討している。その中で、

糸魚川市は、人口減少問題、子ども一貫教育、健康寿命の延伸を強く位置づけるべきでは

ないかと意見が出ており、それらを中心にしたいと考えているが、全体調整の中で提示し

ている。 

（総務部長） 

  「計画策定の背景」とあるが、時代の背景だと思っている。当市が捉えている中で、事

務局案で９つ出したが、これだけでいいのか考えていただき、時代背景として欠けている
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ところがあれば、ご意見をいただきたい。次のまちづくりの主要課題も同じである。 

（会 長） 

  ただいまの９項目以外で、これからの糸魚川市を考えた中で、お気づきになるような不

足していることがあれば、ご意見をいただきたい。 

（総務部長） 

  今、なければ、次回のときで結構である。 

 

・「３ まちづくりの主要課題」について企画財政課小杉主査より、資料№１に基づき説明。 

【質 疑】 

（１）人口減少と年齢構成バランスの改善 

（委 員） 

  文章の中に「財政力指数」など専門用語があり、資料作成の際に、専門用語の簡単な説

明を入れてもらえればわかりやすく、会議もやりやすいと思う。 

（事務局） 

  ※だけ付けてあり、説明が入っていなかったので、次回から説明を加え、わかりやすい

資料作成に努める。 

（委 員） 

  人口の年齢構成バランスを改善しなければならないのはその通りだと思うが、具体的に

バランスを改善するために、どのような施策を打つかはこの後出てくる構成になっている

のか。 

（事務局） 

  事務局で考えている総合計画の構成としては、ここで課題を掲載し、課題を解決するた

めに基本構想と言われるものになるが、構想の柱をつくり、その柱の下に基本計画という

かたちで色々な事業がつくかたちを考えている。 

（委 員） 

  「持続可能なまちづくりを進める」とあるが、人口の推移で20年・30年先の統計的な数

字は出ているが、糸魚川市として機能するのは何万人までと考えているか。 

（事務局） 

  前々回、人口ビジョンをお配りし、まだ説明していないが、近いうちに総合戦略とあわ

せて説明する。人口ビジョンの中で、持続可能な糸魚川市であるためにどのような人口規

模・人口構成が必要か謳っている。シュミレーションであるが、出生率を上げる・転出を

抑える・転入を増やした場合、どれくらいの規模が期待されるかという人口を示している。

2060年（平成72年）、国の推計では23,000人まで人口が減るが、糸魚川市の人口ビジョン

で期待される人口としては 30,000 人としている。持続可能なまちづくりを進めるうえで

2060年に人口30,000人を維持したい。 

（会 長） 

「（１）人口減少と年齢構成バランスの改善」について、いただいた意見を踏まえ修正し

たうえで原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

（２）中山間地域・高齢化集落への対応 

（委 員） 

  「買い物、通院、金融機関の利用、除雪など、家族や地域の助け合いが無ければ、日常

生活を維持することが難しくなっている」というのは実情だと思う。課題であるが、糸魚

川市は何をするのか書いてない。自治活動といっても高齢者ばかりで、地域では難しい。
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糸魚川市でこれをするから、自治会でこれをしてほしいということならわかるが、これで

は自治会に頼んでいるだけである。離れた集落の現状をわかっているのか。しなけばなら

ないことはわかるが、若い人がいないのだから、どうするのか問題にしていかないとまち

づくりの課題にはならないと思う。 

（事務局） 

  この課題については、前回の計画にはなかったもので、新たに追加した。平成25年度に

高齢者生活調査ということで、職員が各集落をまわり、生活の実態を75歳以上の高齢者世

帯から直接お聞きし、アンケート結果をまとめた資料がある。その資料をもとに、買い物・

通院・金融機関の利用・除雪等の課題について、どのような対策をしていかなかればなら

ないか、現在、答えが出ているものではないが、方向性までは見えてきている。ここでは

課題としてあげ、この後、施策の中でどのように対策していくか決めていく。 

（会 長） 

「（２）中山間地域・高齢化集落への対応」について、いただいた意見を踏まえ修正した

うえで原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

（３）協働による自治活動活性化と地域コミュニティの充実 

（委 員） 

  昔に比べたら、市民の活力が無くなってきているのが一番の課題だと思う。現状では、

今までみたいに、市や金持ちの人、偉い人がやってくれると思っていては、糸魚川市は発

展しなく、衰退の一途をたどるばかりである。国や県に準じてやっていては埋没して、平

均に落ちていくだけである。一番の課題はみんなでやらないと糸魚川は生きていけないと

いうことで、一番大事だと思う。みんなで協力してやるという人づくりが今一番の主要課

題だと思うので、３番に重点をおいてほしい。 

（会 長） 

  やること全て、みんなで元気を出してやるという意味で、サブタイトルに「みんなでや

ろう」などつけて、何をやるべきか一目でわかるようにするのも良いかもしれない。 

（事務局） 

  そのようにお考えいただけるのは有難いことだと思う。自治会に任せてばかりというこ

とではなく、みなさんも一緒にやっていこうというのが、これまでもそうしてきたところ

であるが、総合計画を進める中でポイントになると思うのでお願いしたい。 

（会 長） 

「（３）協働による自治活動活性化と地域コミュニティの充実」について、いただいた意

見を踏まえ修正したうえで原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

（４）地域医療体制と介護サービスの充実 

（委 員） 

  「地域医療体制と介護サービスの充実」の前に、健康づくり推進の項目が抜けていると

思う。健康づくりの推進、疾病予防、介護予防があって、次に、地域医療体制と介護サー

ビスに繋がると思う。前回の計画では１番目に要介護高齢者の増加防止があがっていたに

も関わらず、今回はその項目がない。健康づくりの項目を追加してほしい。地域医療体制

の環境整備となっているが、今の地域医療の現状は、充実するのが非常に困難な状況にあ

るということを市民がどれだけ理解しているか。以前、ＮＩＣＵを備えた医療体制を整え
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てほしいという話もあったが、出産に関して入院ができる医療施設の中では 200 件出産を

扱わなければ存続できないという課題が目の前にぶら下がっている中、糸魚川市全体で出

生が300件を割り、富山県や上越市に流失している状況がある。200件の出産を維持するた

めにどうするか、産科がなければ小児科の存続も難しい。そのような実情を市民が理解し、

市内の病院で診療をできない状況の方もいるが、地元の中核病院を大切にするという気持

ちを育てるというところがないと、整備するばかりではいけないと思う。市民が糸魚川市

にある開業医や医療機関を大切にするという気持ちがないと、医療機関の存続も難しいと

いう現状をもう少し考えていかなければならない。 

（事務局） 

  地域医療体制の整備・充実の前に、健康づくり・介護予防に対する取組が必要だという

観点が漏れているので付け加えたい。これまで、まちづくりの主要課題の（１）として要

介護高齢者の増加防止をあげていたが、庁内検討委員会の中では、高齢者が増えること自

体は問題ではなく、健康で長生きしてもらうことにシフトしていこうという観点で項目か

らは落としたかたちになったが、健康づくり・介護予防の視点は当然必要なので、この項

目の中に付け加えたい。地域医療体制は、これからは整備というよりは、維持・充実であ

り、医療体制を維持していくためには、市民の利用や意識改革の啓発の取組も必要だとい

うご意見なのでその表現も検討したい。 

（会 長） 

  出産は、何をするにも近くのほうがいい。糸魚川で安心して出産しようという機運が盛

り上がるといいと思う。少し上越へ流れている感がある。 

（委 員） 

  リスクの高い出産が予測される場合は、糸魚川総合病院では小児科体制や専門職員の体

制が整っていないので、三次救急へ紹介されるのが現状である。それは、今後もやむを得

ない状況と捉え、医療機関は専門の医師と医療関係者の体制整備をするためには、役割分

担を担ってやっていかなければ存続できないということを前提に考え、糸魚川地域をどう

大事にしていくか。そこが欠けているので何も充実されていないと不満ばかり思ってしま

う。 

（委 員） 

  前の計画の中では、救急医療体制の確保が極めて重要な課題であるということを明確に

し、10 年間やってきたので、それがきちんと確立されていれば、これでよいが、救急医療

体制が充実したのか分析をはっきり示してほしい。糸魚川の地域医療に対して充実してい

るとは言えない市民の思いがあるので、行政としてきちんと受け止め、対応していく努力

をしてほしい。糸魚川でがんの手術をしても放射線治療ができないので、放射線治療をす

るために上越や富山の病院へ行かなければならない。充実させるためには、がんの手術を

したら放射線治療まで全て糸魚川でできるようにするとか、子どもを産むためには、産婦

人科を維持し、子どもを育てるまでの体制を作るなど、きちんと謳ってほしい。 

（総務部長） 

  救急医療、その中でも医師確保が非常に重要で、全国的にも難しいが、糸魚川は特に難

しい。市長が先頭になって、医師確保の取組をしているが、この現状である。医師確保を

することが救急医療を確保していくうえで極めて重要である認識はみなさんと同じであ

る。明確にそれを記載していく必要があると思っている。 

（委 員） 

  出産の話が出たが、その後の子どもの医療に関してイメージが薄いと思う。10 年前に比

べると補助も充実しているが、検査をしてもその後これ以上調べるのであれば別の病院を

紹介されるのが現状で、検査の段階、予防の段階でも、もう少し糸魚川でできればいいと

思う。今後、この課題を踏まえて、対応策の中で出てくるのかもしれないが、子どもの出
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産と発育までの医療に対しても文章があれば、今後の対応策に適応できる課題になると思

うので検討いただきたい。 

 

（５）子ども一貫教育の更なる充実 

（委 員） 

  ここだけ、今までやってきたことを継続してやっていく必要があるような書き方になっ

ていて、時代背景や生活の背景が無く、今までやってきたからやっていく、そして更なる

充実が求められるというだけに見えてしまい、手段が先行している感じに見える。前回の

（４）の内容があった方がよりわかりやすいと思う。 

（委 員） 

  同じ意見で、前回の(４)の最初の一文を入れた方が丁寧でわかりやすいと思う。糸魚川

市の柱で、日本一の子どもをつくるというのが強く打ち出されていて、その成果は確実に

出ていると思う。糸魚川市の施策はすばらしいと感じている。前回の部分を入れてもらう

と、保育園・幼稚園の先生、小中学校の先生、あらゆる子どもを取り囲む市民が子どもを

大切に育てている体制ができてきてると実感しているので、これでも十分だが、もう少し

入れた方がいいと思う。 

（事務局） 

  前回を参考にしながら、教育の基本となるところ、もう少し現在の課題というかたちで、

今の子どもの教育に求められているところを含めて検討・修正したい。 

（会 長） 

「（５）子ども一貫教育の更なる充実」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえ

で原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

（６）市内産業の活性化と雇用充実 

（委 員） 

  男女共同参画推進委員でもあるので、そちらの部分から伺いたい。中段に「女性の働く

場を確保」「ブランド力」というキーワードが出てくるが、委員になった当初から言われ続

けていることで、起業に対しての支援を、国や県の指針に基づいて糸魚川市もしていると

いう説明を受けるが、その都度、活用されている方向が見えてこない。国、県や市がやっ

ているのに、どうして活用できないのか、市民に伝えてない現状、制限した女性に向けて

言っているから活用されていないのか、全体的な市民に向けていないから活用されていな

いのかなどの課題が見えてこない。現状と課題というところがここには載っていないと感

じた。 

（会 長） 

  市でも起業する方に対しての助成やアドバイスの制度があるか。 

（事務局） 

  市でも県でも起業支援制度はある。 

（会 長） 

  商工会や会議所でも、小規模企業振興基本法ができてから、女性向けだけでなく、小さ

なところ向けに色々ある。それも国からのものなので、入口はどこであれ、支援事業はあ

ると思う。市は近いので、市に聞けば安心なので、糸魚川市でやるとすればどのように手

続きすればよいかわかればよいか。 

（委 員） 

  そこまでいかない方で、例えば、子育てが終わって、一度退職した方がどうしたらよい
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か考えるときのセミナーや勉強の支援があるという話は聞くけど、なかなか活用されてい

ないのが現状である。今、勤めていて産休で戻る方への支援は調べれば色々ある。離職し

て主婦になった方への支援も多分あると思うが、なかなか活用されないし、そこまでモチ

ベーションを上げるためのセミナーや勉強会がないのか、出てくる参加者がいないのか、

上越や長岡へ行くと女性団体が行政と手を取り合って開催している。今後10年後を見据え

て、今できていないということを書いてあってもいいと思う。10 年後に向けて、ほかの地

域を見習って自らここでできる女性支援を活用して、雇用の充実をはかっていくことがで

きればいいと思う。 

（会 長） 

  糸魚川市にはサポート部署はあるのか。 

（事務局） 

  企業支援室がある。今ほどの意見を聞いて、さらりと入れすぎてしまった感じがする。

総合戦略を作っていく中で、女性が転出をして戻ってきてもなかなか勤めるところがない

という現状が多くあるというところまでは把握してきた。それに対して、どのような職場

をどのように市内で求めていけばいいのか、それで女性が何人帰ってこれるのかという具

体的なことはこれからである。子育て後の就職や起業するための情報が少ないという点と

似てくるが、転出された方が戻ってくるときの情報提供についても多く必要になると思う

ので、働く場所の確保とあわせて、情報提供の仕組みも視野に入れた検討をしていかなけ

ればならない。表現については検討させてほしい。 

（会 長） 

「（６）市内産業の活性化と雇用充実」について、いただいた意見を踏まえ修正したうえ

で原案とすることにご異議ないか。 

（委 員） 

  異議なし。 

 

（７）安全・安心な生活環境の確保 

（委 員） 

  道路網の整備について記載されており、交通基盤として欠くことができない要素である

となっているが、救急車両が出入りできない市道がある。まず、これらを整備しなければ、

住みよいまちにならない。救急車が通れないということは、車椅子を積んだ大きい介護の

車も通れず、そこに住んでいる人はどうするんだということになる。そのような問題を解

決するために、色々な要望の中でも優先順位をつけて取り組んでもらいたい。道路網の整

備は、何年かの間にそのような問題をなくしていくと明記してほしい。 

（事務局） 

  まちづくりの主要課題について、先ほどお願いしたように、全体を通じて課題として漏

れている点がないか、再度、確認をお願いしたい。 

（会 長） 

  これもまた、次回までに一読いただき、事務局へ連絡いただきたい。 

 

４ その他 

（１）次回の会議日程について 

・企画財政課中村係長より向こう３回の予定を説明。 

 

（２）その他 

（事務局） 

  いただいた意見で修正するが、足りない点があればお寄せいただき、修正したものを皆
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さんにお示しして、最終案にもっていきたい。 

（委 員） 

  市民アンケート結果はいつ頃まとまるか。今、パブリックコメント中の総合戦略はいつ

公表されるのか。 

（事務局） 

  アンケートは９月末締切で実施中である。集計がまとまるのが10月いっぱい、分析等を

して11月中に報告書としてまとめる予定である。総合計画の審議を進めるにあたり、早め

に集計結果の概要版の資料をお届けしたいと考えている。総合戦略は、人口ビジョンとあ

わせて、10月 16 日または 11 月４日あたりで説明したい。説明が長くなると思うので、審

議の内容と照らし合わせ、時間が取れるタイミングで、公表するもので説明する。 

 

５ 閉会あいさつ(15:45) 

（副会長） 

  本日は基本構想の素案を審議していただいた。それぞれの立場から、それぞれの思いを

発表していただいた。これから基本計画が審議されていくが、委員の皆さんの思いを言っ

ていただき、ただ計画を作って終わるのではなく、みんなで向かっていける計画にしたい

と思う。以上をもって第３回糸魚川市総合計画審議会を閉じる。大変ご苦労様でした。 

 

 

以上 

 


