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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第７回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 3月 22日 

日 平成 28年 3月 16日(水) 時間 13:30～16:28 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次総合計画基本計画（素案）について 

・その他 

 (1)今後の審議会の日程について（案） 

(2)次回の会議日程について 

(3)その他 

出 

席 

者 

【委員出席者 18人】 

飯田芳之、渡邉秀幸、渡辺秀彦、瀬下忠彦、古畑伸一、加藤政人、串橋静江、 

神喰正秀、黒坂アイ子、渡邉文恵、山田卓也、鈴木秀城、岡崎忠雄、中嶋千代子、 

龍見和弦、綱島喜代子、渡辺文夫、横澤富士子 

【委員欠席者 ５人】 

仲林正之、水島喜代一、朝日仁美、松本利恵、磯野幸枝、 

【事務局出席者 25人】 

金子総務部長、斉藤産業部長、健康増進課（水嶋補佐）、こども課（磯野補佐）、 

福祉事務所（加藤所長）、商工農林水産課（土田補佐、川口室長、大嶋係長）、 

建設課（串橋課長、見辺補佐）、総務課（井川補佐）、 

ガス水道局（丸山次長、青木次長）、環境生活課（松村補佐、高野係長、川原主査）、 

消防本部（小竹室長、伊藤係長）、定住促進課（渡邊課長、渡辺補佐、斉藤補佐）、 

企画財政課（小林補佐、中村係長、小杉主査、金子主査） 

傍聴者定員 － 人 傍聴者数 － 人 

 

会議要旨 

１ 開会（13:30） 

企画財政課小林補佐により進行。 

     

２ 会長あいさつ 

  皆さんごめんください。今日は第７回の審議会にご出席いただきありがとうございます。

前３回は２つの分科会に分かれて、委員の皆さんと行政の担当課の皆さんとの建設的な意

見交換の場であったと思います。それらをこれからの審議に大いに生かしながら反映して

いきたいと考えております。今日は久しぶりに大勢の皆さんと審議となります。どうぞよ

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次総合計画基本計画（素案）について 

・「第２次総合計画基本計画（素案）」について、企画財政課中村係長、小杉主査より、資料

№１に基づき説明。 
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【質 疑】 

～第２章～ 

＜21～22P＞ 

（委員） 

前回もお話したかと思うが、21 ページの現状と課題のところで、健康づくりということ

で予防の観点から考えると、最初に介護予防の内容が掲載されているが、予防ということに

なると健診体制という次の項目からくるほうがよいのではないかと思う。介護保険の項目に

ついてはその下に移して、順番をずらしてはどうか。 

隣のページの具体的な施策の④こころの健康づくりで、「早期介入支援を目指した見守り

支援の強化」の文章がわかりにくいと思う。介入してもどれだけのことができるのか、難し

い分野であるが、この内容であれば、「早期支援を目指し」という文言でどうか。 

トピックに健診受診者と未受診者との比較が載っているが、未受診者は医療費が３倍かか

っているという現状があるのだが、それに対する未受診者への施策が１つあがってきてもよ

いのかなと思う。 

（事務局） 

ご意見の１点目、２点目については、確かにそのとおりでありますので、ご意見をいただ

いた方向で調整させていただきたいと思う。 

３点目の医療費の比較に対する（未受診者への）具体的な施策について、記載の仕方を検

討したい。 

（委員） 

22ページの欄外の※印があり、ロコモの解説が載っている。同じものが34ページにもあ

り統一したほうがよいのではないか。 

（事務局） 

 ご指摘ありがとうございました。 

（委員） 

 ②食生活による健康づくりの推進について、野菜等の適正摂取や減塩の取組は、これも大

切であるが、栄養が足りないという部分がある。たんぱく質を摂っていない人がいるという

ことがある。低栄養に関する部分も入れていただきたい。ラーメンとおにぎりだけを食べて

いるという結果がでており、市役所職員でも多いと聞く。たんぱく質を摂るというところを

ぜひ入れてもらいたい。私自身、その団体から出させてもらっているので、これだけは言わ

ないとと思った。 

（事務局） 

 こちらの健康づくりの推進については、どちらかというと比較的若い方を中心に記載して

あるかと思います。低栄養ということになると、どちらかというと高齢者の方に見受けられ

る率が高いかと思う。そのあたりも勘案しながら、文章の表現を検討させていただきたい。 

（委員） 

 22ページ②の２つ目の○で、「幼少期に」とあるが、早寝早起きおいしい朝ごはんは幼児

期だけではないと思うので、「幼少期から」にしていただくと継続性があって、幼少期だけ

にならないので良いのではないか。皆さん結構、食生活に頑張ってくださっているので、「か

ら」と「に」ではだいぶ違うと思う。 

（会長） 

 幼少期からとしたほうが、継続性が出てよいのではないかという貴重なご意見かと思いま

すので、よろしくお願いします。 

＜23～24P＞ 

（委員） 

 分科会で申し上げるのを忘れたのだが、協働のとりくみのところで、２番目の文章で「市

民が健康管理の大切さを理解していただくよう、市民に対する地域医療・・・」とあるが、
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わかりにくいので、「市民に健康管理の大切さを理解してもらえるよう、地域医療の・・・」

にしたほうがわかりやすいのではないか。 

（事務局） 

 今いただいたご意見を基に、修正させていただく。 

（委員） 

 前回分科会でもお願いしたかと思うが、こういう小さな市町村では市単独での医師確保が

厳しいのではないかと思う。その際に、県と協働する部分が必要かと思うがどうか。やはり

医師確保は５万人くらいの市町村では市単独では難しく、大学等に頼らないという文章もあ

り、どうなのかなと思うが大変厳しいと感じている。県と協働する部分も少しいれていただ

ければと思う。県も関わっていないわけではないと思うし、今そういう会議が行われていな

いという事情もお聞きしているが、県全体を見ながら医師不足のところについては、県の力

も必要かと思う。 

 23ページの大学連携臨床研究事業というのがあるが、この事業を実施することによって、

大学から医師派遣をしていただけることが確実なのか。 

（事務局） 

 １点目の県との医師確保に向けた連携であるが、具体的な話をさせていただくと、2/15

に富山大学へ市長以下職員が、医師確保について、県本庁の職員、地域振興局の職員一緒に

うかがってきた。そういった意味では県との協働の部分もあるので、どういう表現とするか

もあるが検討していきたい。 

 大学連携事業については、直接医師確保につながるものではないが、当市の医療の状況に

まず関心を持ってもらい、少しずつ当市の医療に携わっていただきたいという意味でこの事

業を実施している。 

（委員） 

 予防的な事業として実施しているピロリ菌検査の内容を考えると、予防という観点である

が、その作業をするにあたって非常に効率が悪いかなと感じていて、といいながらもやらざ

るをえないのかなとも思うので、確かに関心をもっていただくということでは理解できる。 

（委員） 

 多分ここで目的として必要とされているのは、医師をとにかく確保するということだと思

うが、どうして指標に必要となる、目標とする医師の確保の人数としないのか。 

（事務局） 

 委員のいうとおり、医師の確保数を入れるのが合理的かと思うが、実際人口が減少してい

く中で、10 万人あたりの医師数が減っている中で、指標にしづらいというところである。

そのため、現在医師確保のために実施している修学資金貸与者数を指標としているものであ

る。 

（委員） 

 結局、本来必要である目標とすべき医師数を明確にしていないし、逆にいうと修学資金者

がこのとおり増えたからといって、はたしてこの施策の成果となるのか。この指標もあって

よいと思うし、本来の目的を達成するために、こういう２次目標があっても良いが、本当は

何人欲しいというのを打ち出していかないと、良かったのか悪かったのかがわからないし、

今どのくらい充足しているのか、どのくらい必要なのか市として把握していないような感じ

がする。しっかりと確保数を書くべきだと思うがどうか。 

（事務局） 

 わかりやすさの面からいうとおっしゃるとおりである。目標数値としては、増えていく指

標として事務局が考えたものと思うが、現状を維持するのも１つの目標かと思うので、数値

をどうするかは内部で検討させていただくとして、指標の設定について調整させていただ

く。 
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（会長） 

 非常に大切なところかと思いますので、よろしくお願いします。 

（委員） 

 トピックに医師数の推移があり、新潟県・国の平均を大きく下回っているとあるが、どの

くらい下回っているのか。 

（事務局） 

 手元にその数値を持ち合わせていないので説明できないが、記載の内容では説明不足であ

ると思うので、国・県の数値も記載することとしたい。 

＜25～26P＞ 

 意見なし。 

＜27～28P＞ 

（委員） 

 災害時の要配慮者の支援について、施策には記載があるが、現状と課題にはなぜその施策

が必要かの現状が書かれていない。また、主要事業にも記載がない。入るとすれば地域福祉

事業に該当するのかと思うが、整合性が取れていないのではないか。 

 要支援者の名簿は各地区等に来るが、実際はその地区がどう対処するかが大切であり、そ

の内容がないと思う。第５章（79 ぺージ）の災害関連に記載し、自主防災組織の支援に入

れてはどうか。大切なのは災害時に地区が何をするかであり、それがないと、名簿を作った

だけになる。地区の会長に渡してあっても、小さい地区ならわかるかもしれないが、大きい

地区ならわからないと思う。災害時にその会長がいなければ、誰もわからないということに

なってしまう。地区にどうして欲しいか、地区への支援について記載すべきであり、ここで

の記載でなくてよいと思う。 

（会長） 

 委員からのご意見ですが、確かに生かされにくい情報というか、個人情報はどの辺まで使

ってよいか、地区が一番把握して持てばよい情報であるのだが、なかなか使いきれないとい

うことでもあると思いますし、どういう風にこの項目で対応していけばよいでしょうか。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。災害時の要配慮者への支援に関する現状と課題について

は、内部でどのように記載すればよいか検討させていただきたい。また、79 ページの安全

安心な市民生活の保護と両方に記載すべきかもあわせて検討させていただきたい。名簿に関

しては、その生かし方は、地域に入って地域の方とお話していく必要があると思うので、そ

のあたりも書き込んでいければと思う。 

（委員） 

 認知症のことだが、仕事で朝が早いので、よく朝歩いていたり、走っていたりする人が多

いのだが、その中には徘徊の方がいる。ただそれは本人に聞いてもいいものかどうか、大変

微妙である。実際、お年寄りで午前３時半ごろ歩いている方もいる。協働のとりくみとして、

ボランティアや見守りネットワークで取り組むとあるが、私たちのような朝仕事の方（牛乳

配達や新聞配達）にもっとネットワークを広げて、この地域にはこういう方がいるという情

報などを共有するなど、地域においての見守りについて、もう少し明確に記載してほしい。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。施策の指標の中で、高齢者等見守り支援ネットワーク事業

所数がある。その中では、新聞配達や牛乳配達の方、金融機関の方など、目の届く範囲で異

変を感じたときはこちらに連絡をいただけるようなネットワークを作っているところであ

る。その中で、最終目標として、そういう事業所を増やしていきたいということで指標とし

ている。 

 また、認知症の方の割合は 70％くらいいらっしゃるが、そういう方たちを１人や２人の
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方で見守るのは困難であり、地域の方全体で見守っていただきたいと思っている。その中で、

認知症サポーター養成講座を実施しているので、そういう部分をこの中に盛り込めるも含め

て検討させていただきたい。 

（委員） 

 見守りネットワークの資料か何かで、自分の事業所が入っていなかった。個々の事業所名

を掲載している中で、抜けていることがあったのでそこはもう一度検討してもらいたい。 

（事務局） 

 確認する。先ほどあった徘徊という表現については、一人歩きとしている。歩くというの

は目的を持って歩いているので、そういうところも養成講座の中で勉強してもらいたい。そ

ういう部分も地域の方にわかってもらえるようにするのが行政の仕事かと思うのでよろし

くお願いする。 

＜29～30P＞ 

（委員） 

 分科会でお願いした内容だが、ここは障害の方の計画になるが、３障害を一つのくくりと

して考えていくのか、検討した結果こうしたのか。 

（事務局） 

 障害というのは、身体障害、知的障害、精神障害の方を含めている。認知症も含めてとい

うご質問か。 

（委員） 

 障害のそれぞれによって、その施策も違うのではないかと考えたので、それを一つのくく

りとしてよいのか。 

（事務局） 

 障害によってそれぞれ特性もあるので、３障害はあくまでも障害のある方という表現にし

ている。修正するとすればどのような表現がよいかご意見いただければと思う。 

（委員） 

 グループホームでもいろいろあると思う。精神とか知的で違う。どのあたりを目指すのか

で検討はしていただいたとは思うが、出しづらさも正直あるのかとも思うので、自分でも少

し考えてみたい。 

（委員） 

 基本方針で、まちづくりはなぜひらがなとしているのか。 

（事務局） 

 総合計画の章の名称として、ひとづくり、まちづくりという表現で統一させていただいて

おり、方針においてもひらがなとさせていただいた。 

（委員） 

 現状と課題で、４つ目の項目が追加されており、確かに新しい法律が施行されるが、従来

の法律と少し違っていて、自治体や行政機関に法的義務が課されるようになる、民間企業は

努力目標となり少し取り扱いが違う。これは不当な差別をしてはいけないということと、法

律的な配慮をしてくださいということになってきているのだが、この書き方ではわかりにく

いので表現を工夫していただきたい。具体的にどういう表現がよいかは意見シートで出させ

てもらいたい。 

（会長） 

 よろしくお願いする。 

＜31～32P＞ 

（委員） 

 現状と課題の４番目、「十分反映させないことが」とあるが、意味がわからない。例えば、

「反映されていないのが課題です」ということであればわかるのだが。 
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（事務局） 

 ご本人は比較的自宅にいたいと思っているが、家族の方はできれば施設に入ってもらいた

いということで、ギャップがあることを記載したかったものである。「反映されていない」

に訂正させていただきたい。 

（委員） 

 高齢者のことはよくわからないが、老人ホームも申込者を少なくすることが理想だし、在

宅介護者を増やすことがあるべき姿だとしているようだが、全体としてそれでよいのか。例

えば変な話だが、老人ホームの受け入れ先も少なくすべきということなのか。この課だけで

なく、市全体としてその方向を目指していくことになるのか。 

（事務局） 

 申込者の減少については、減らすという意味ではなくて、要介護度４、５にならないよう

に予防に力を入れたいというものである。そうなるとこの指標ではないほうがよいか。 

（委員） 

 状況がわからないのでお聞きした。要介護度４、５にならないように、重篤な介護者にな

らないようにしていくということか。 

（会長） 

 そのあたり、事務局で再検討していただきたい。 

（委員） 

 今の話に付随する部分であるが、トピックに要介護者等の認定者数の推計があり、その数

が増えていく見込みの中で、ホームの申込者数の減少を目指すというところで、矛盾してい

るような気がするがどうか。 

（事務局） 

 推計についてはだんだん増えていく見込みで記載しているが、今現在も、介護度が上がら

ないような取組を進めているところである。推計については、過去の状況も踏まえた推計で

あり、その部分を減らしていきたいというところの取組を挙げている。 

（会長） 

 取組の方向がもう少しわかりやすく表現できれば良いのかと思う。委員の皆様からも良い

表現があれば意見シートでも構わないのでお願いしたい。 

＜33～34P＞ 

意見なし。 

（会長） 

 それでは、第２章については閉じさせていただく。この後お帰りになって、お気づきの点、

どうしてもという意見があれば、意見シート等で提出いただきたい。 

 

～第４章～ 

＜55～56P＞ 

 意見なし。 

＜57～58P＞ 

（委員） 

 主要事業のえちごトキめき鉄道支援事業について、新年度から始まる事業で予算で8,130

万円ほど付いている事業である。鉄道自体は昨年から第３セクターで始まっているが、今年

から補助金を出す理由というか、その背景について伺いたい。 

（事務局） 

 えちごトキめき鉄道については、上越管内の３市と新潟県が出資をしている会社である。

平成 25年に支援スキームというものを作っており、トキ鉄もＪＲからの移行で非常に体力

的なものが弱いということで、今後 30年間、経営が安定するまでの支援として、トキ鉄が
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支払う固定資産税相当分を支援する覚書を交わしている。 

（委員） 

 路線バスの利用率を指標でみて、あまり変わらないなと感じる。もう少し、地元のバス会

社に対して、利用しやすいイコール乗りやすいバス路線を指導していかないと何も変わらな

いのではないか。逆に市では施策として何をやろうとしているのか。 

（事務局） 

 糸魚川バスの状況も人口減少に関わってきている。そうは言いながら、高齢化率も上がっ

ているので、交通弱者をターゲットに乗ってもらえるように考えなければならない。平成

28 年度から地域公共交通網形成計画で、鉄道、路線バス、コミュニティバスも含めて、全

体の流れを見ながらターゲットを絞ってやっていかなければならない。今現在路線バスのタ

ーゲットは中高生など定期券利用者となっているが、そのあたりの人口が減ってきているの

でなかなか伸びない、そうであれば、おでかけパス等を使った高齢者にターゲットを当てた

ものにならなければいけない。そういったところで、利用者ニーズ調査、乗降調査の分析を

しながら、どういったダイヤの組み合わせがよいのか、車両の軽量化、路線の見直しなど総

合的に判断しながら、なんとか乗っていただけるような取組をしていかなければならない。

そういう意味で、新年度から地域公共交通網形成計画を策定する中で進めていく。 

（委員） 

 民間企業を指導するというのは難しいと思うが、市単独でやれることではないと思うの

で、バス会社をうまく指導するという言い方が適切かわからないが、（事業者に）させて市

民のためになる形にしていかないといけないと思う。お客さんが乗っていないのに大きなバ

スが回っているし、逆に乗らないから古い大きなバスしか回せないのかと思う。新幹線がで

きて二次交通が大事だというところに、タイムリーにバスがでているかと言えばそうでもな

いと感じることもあるので、そのあたりをよくしていただきたい。 

（事務局） 

 おっしゃるとおりである。先ほど説明した地域公共交通網形成計画の策定にあたっては、

市だけで作るのではなく、事業者の方、民間の方、利用者の方等の意見を聞く中で、どうす

れば一番効率的でできるのかを計画していく。 

（委員） 

 全国的に高齢化が進んでいる。路線バスは平日は走っても、日曜日は２本くらいしか走ら

ない。そういう中で委員が言うように利用回数を増やすなんて逆行しているのではないか。

例えば高齢者が出て行きたくても路線バスが運行していなければ出て行けないわけで、利用

率もないわけで、市として助成しているなら、そこをもう少し意見を言って考えてもらうよ

うにしないと、ただ税金をつぎ込むというのはおかしいと思う。 

（事務局） 

 その辺については、路線バスがいいのか、コミュニティバスがいいのか、又は予約制のデ

マンド体系をとればいいのかがあるので、利用ニーズを把握する中でいろいろな形態を考え

ていくこととし、地域公共交通網形成計画の策定の中で論議していきたい。 

（副会長） 

 具体的な施策の中の②の２番目の施策であるが、基本構想の際に委員から意見があって追

加していただいた部分になるが、具体的な施策なので「努めます」だけではどうやっていく

のかが不足しているのではないか。例えば、「県や事業所等への働きかけを強め」とかを加

えると利便性の向上につながっていくのではないか。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。確かに「努めます」だけでは弱く、やはり利用促進が必要

であり、使ってもらわないと増便にはならないので、特に新潟方面であればＪＲ東日本に対

しての働きかけが大切であり、糸魚川市でこれだけのニーズがあるんだというデータを整え
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ていかないと増便にはつながらないと思う。事業所や地域の皆さんのご協力の部分について

も記載していきたい。 

（事務局） 

 協働のとりくみについて、市としてやらなければならない分野と、公共交通を運行してい

る事業者としてやっていただかなければならない分野、一方で市民の皆さんが利用しなけれ

ば事業が成り立たないのでその分野と、３者がうまく役割分担をしてやらないとこの公共交

通分野は口では言ってもうまくいかない分野である。計画の分野は新年度において、どうい

うスタイルの公共交通を組み合わせればよりよいのかを皆さんの意見を聞きながら策定し

ていく。一方で、地域公共交通を使うという視点を市民のみなさんから思っていただく必要

があり、そのスタンスを協働のとりくみに記載していかないと皆さんがおっしゃっていたこ

とにつながっていかないなと思うので修正が必要である。 

（会長） 

 分科会で思ったことだが、大きなバスを動かすことはいろいろ良いこと悪いことがでてく

る中で、デマンドタクシーは当市のようなところでは、使い方によっては利用者にとっても

経済的にも利用価値が高いと思う。トピックの中には言葉が載っているが、利用の仕方やど

ういうものかまだまだ知られていないのではないか。こういったものがあるよと皆に知らし

める中で使い勝手の良さを訴えて反映していければよいのではないか。 

（委員） 

 西海線は午後4時半でバスが無くなり、行くときは乗っていっても帰りは乗れない。勤め

が５時だと帰りは乗れないので、車でとなってしまう。施設が２つもあるのだから、もう少

し増やしていただければと思う。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。我々としても利用者のニーズ調査ができていない部分もあ

るので、利用者の状況や住民の皆さんのアンケートなどからそういった声を聞いて、ダイヤ

編成や路線の組み替えに反映していきたい。 

＜59～60P＞ 

（副会長） 

 現状と課題の２行目に「開通した。」とあるが、「開通し、」としてつなげたほうがよい。 

（事務局） 

 そのように訂正させていただく。 

（委員） 

 国道の整備について、青海から市振の間について、工事・補修はしているとは思うが、通

る度に、幅も狭いし崩れてこないかなど不安がある。こういう部分については、何年後にや

るとか具体的には書かれていないが大丈夫なのか。 

（事務局） 

 親不知については、旧青海町時代から西バイパスとして今の国道を別ルートを使って通れ

るようにしようという計画はあるが、国交省ではまず橋りょうの老朽化したものを直したい

ということが第一であり、歌高架橋などの改修を進めているところであり、その後東バイパ

スについてもこれからというところであり、（親不知については）いつになるということが

なかなか言えないため、計画に上がっていないのが現状である。市としても国交省への要望

は継続しているが、今現在計画として表になってきていないということをご承知いただきた

い。 

（委員） 

 私は梶屋敷に住んでいて、立壁から押上に向かっていい道路ができたなと感謝している。 

押上の合流部分で知らない人が反対車線を逆行しないか心配である。 

（事務局） 
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 状況は承知している。初めて来た人に対して配慮が十分かと言えばそうではないかもしれ

ない。この計画の中であげる、あげないではなく、国に対しても（要望として）話をしてい

きたい。 

（委員） 

 60 ページについて、具体的な施策の中に、ここだけ施策を実施することの効果が記載さ

れている。担当課としてはあえて上げていきたい内容のためか。 

（事務局） 

 ここだけ構成が違うのは違和感があるので調整する。 

（委員） 

 違和感はないが、重要だと聞いている。 

（事務局） 

 皆さんからもご承知おきいただきたいのは、８号東バイパス・地域高規格道路の２つの大

きなプロジェクトについて記載しているが、国では最近特にストック効果という言葉を使う

ようになってきている。この２路線は新規採択の枠でないと事業採択とならないことから、

新規要望の際にはどういう経済効果がでるのか、輸送力の強化、物流の動き、医療の面とか、

いろんな効果が期待できるという部分を前面に出していかないと採択にならないというの

が現状である。記載にあたっては担当では前面に出したかったものであり、掲載の仕方につ

いて検討する。 

（委員） 

 想いがあって入れたいということであればよい。 

（副会長） 

 入れてもらってよいと思う。上の部分との整合を図る意味で、別に囲むなどすればどうか。 

（事務局） 

 記載の方法について、部内で検討する。 

＜61～62P＞ 

（委員） 

 前回の素案に加えて、市道の改良率という指標をだされているが、ここでの数値目標はチ

ャレンジングな目標なのか、普通にやれば達成する数字なのか。 

（事務局） 

 数値的には４年間で1.5％とか、８年で２％という数字になっているが、道路延長は800km

以上あり、１％でも８kmとなる。５％とか 10％とすると、市の財政状況を踏まえると現実

的ではなくなるため、そのあたりを勘案する中での数値目標としている。 

（事務局） 

 現状と課題の３番目に、橋りょうなど老朽インフラに対するものになるが、これからは新

規に橋をかけるというよりはむしろ、現在ある市道について必要性を見極めたうえで、老朽

インフラへの整備に予算のウエイトがシフトしていく、いかざるを得ないと考えている。 

部内では、橋りょうの長寿命化修繕計画を策定しているが、例えば10か年で30億程度の

費用がかかるというイメージで積み上げをしている。改良率も伸ばしていく中で、老朽イン

フラの維持についても、これからの10年を見越した中では重要な点となる。 

親不知の駅の海側の高架橋も整備にはもう１年かかるが、あの橋も老朽化して耐えられな

いということで架け替えを行っている。それが終わると、能生の弁天大橋もまもなく限界を

迎えるという時期に来ていて、国の全体予算が増えれば新規に進めていけるのだが、そうい

う状況でない中で、老朽インフラ特に橋りょうの架け替えを最優先しようというのが国の考

えである。県も市も同様であり、幹線道路の安全を確保するということが、新しい道路を作

ることも大事であるが、それよりももっと大事だという考え方であることから、この計画で

７か年の計画を立てるわけであるが、10 か年を考えてみても、老朽インフラに対する維持
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管理費・修繕費のウエイトが少しずつ多くなっていくということが、この道路関係について

は言えることであり、皆さんからもご理解いただきたい。 

＜63～64P＞ 

 意見なし。 

＜65～66P＞ 

（委員） 

 66 ページの公営住宅の改修について、除却を含めた施設管理の検討とあり、トピックに

も公営住宅の戸数が書かれているが、去年策定した総合戦略、人口減少対策と関連して考え

ると、ある程度の戸数を維持したほうが良いのではないかと思うが、これは老朽化したもの

は将来的に減らしていくという考えか、それとも維持していくという考えか。 

（事務局） 

 老朽化しているのは西浜住宅、横町住宅、外波住宅であり、政策空き家ということで、現

在住んでいる方はいるが、新規入居は受け付けていないものであり、住む方がいなくなれば

取り壊す予定である。その３つの住宅については、今後改めて建てるという計画はない。た

だ、今後の住宅の需要について把握し、必要があれば建てることも検討される。現状として

他の住宅でも空きがあるので、今の状態が続くようであれば新しく建てる必要はないのでは

ないかと考えている。 

（委員） 

 空き部屋があるとのことだが、どのくらいあるのか。 

（事務局） 

 詳細資料が今ないが、例えば寺地住宅だと空いていたりするし、美山住宅や田伏住宅は埋

まっている。そんなにガラガラということはない。 

（委員） 

 横町ですか、住宅も古いけれども、住んでいる環境も劣悪で、住む方がいなくなれば除却

するということだが、その方たちが出て行くまでの支援が何か必要ではないか。 

（事務局） 

 特に西浜住宅は昭和30年代に建設されたものであり、老朽化がかなり激しくなっている。

横町住宅も同様であり、市が公営住宅として提供するものとして適正かと言われれば、十分

でない部分もあると感じている。新年度以降、今お住まいの方に別の住宅に移っていただい

て、空っぽにした段階で撤去するということも計画として考えており、今のまま出て行かな

い限りは壊さないということではなく、文化的生活の確保の面からも早急に対応していきた

い。 

＜67～68P＞ 

 意見なし。 

＜69～70P＞ 

 意見なし。 

＜71～72P＞ 

 意見なし。 

 

～第５章～ 

＜73～74P＞ 

 意見なし。 

＜75～76P＞ 

 意見なし。 

＜77～78P＞ 

（委員） 
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 78 ページの具体的施策の②の一番下の下水道処理施設へのつなぎ込みについて、どうい

うことなのかイメージできないので説明してほしい。 

（事務局） 

 し尿処理施設が老朽化してきたことから、前処理したし尿を下水道施設で処理したいとい

うものである。 

（事務局） 

 し尿だけだと濃いので、そのまま下水道に流すわけにはいかない。前処理としてし尿を下

水道施設で処理できる濃さに薄めたものを流して処理することとなる。現在のし尿処理施設

を改修するとなると多額な費用がかかるため、近くにある下水道処理施設につなぎ込むほう

が、今後の維持管理経費も安くなるということでこのような対応を考えている。 

＜79～80P＞ 

（副会長） 

 この中で一番大事なのは、防災訓練だと思う。施策の指標に、防災訓練の参加率を入れて

はどうか。自分も西海の自治振興会に入っているが、やはり課題はどのようにして大勢の方

に参加していただくかであり、毎年同じメンバーであるという状況がある。より多くの方か

ら参加していただくということで考えていく必要がある。 

（事務局） 

 市の防災訓練は全市的に行うようにしており、近年では土砂災害・津波に対するもので実

施している。想定する災害によって、参加率・参加人数が変わるため、実施した訓練の状況

もトピックの中で記載するなど、持ち帰って検討したい。 

（事務局） 

 糸魚川市は災害の宝庫であり、水害あり地震あり津波ありといろいろある。古畑副会長の

ご意見はごもっともであり、地区で毎年自主防災組織が主体となって、また、自主防災組織

がない地域でも防災訓練は行われているので、一番大事なのは、住民一人一人がもしかした

ら起きる災害に備えるということが防災意識の大事なところであるので、目標指標に入れる

べく検討したい。 

（委員） 

 80 ぺージの災害に強いまちづくりのところに、原子力災害について触れてあり、それに

関連しての質問であるが、今月の初めに柏崎刈羽原発の地元である柏崎市と刈羽村で、半径

５km 以内の住民に安定ヨウ素材を配布したというニュースをやっていた。糸魚川でも安定

ヨウ素材を購入して備蓄している状況かと思うが、実際に原子力災害が起きたときに、どう

いう方にどうやって配るのかという具体的な対策ができているのか。 

（事務局） 

 半径５km以内は全戸配付、半径30km以内は備蓄をするということであり、本来であれば

糸魚川市の場合は備蓄の必要はないかもしれないが備蓄をしている。備蓄量については、市

民の数プラスαということで、48,000 人分を備蓄している。保管については、糸魚川市役

所、青海事務所、能生生涯学習センターの３か所で行っている。ご質問のどのように配付す

るのかについては、小学生から大人については錠剤で飲む形となっており、それより小さい

お子さんについては粉のものを水に溶かして飲む形となる。粉のものについては、薬剤師会

の協力の下に、保管場所の３箇所において、水等で調合して飲んでいただく。錠剤について

は、保管場所の３箇所、若しくは市内の各避難場所で服用していただくことを考えている。

粉については溶解後、24 時間以内が使用期限となっており、実際投薬してから避難するま

ででは数日かかることも想定されるため、若干多めに備蓄している状況である。 

（委員） 

 東北大震災（原子力災害）から今月で５年となるが、その間、糸魚川市では新潟市や長岡

市で発生した放射性汚泥を受入れ、デンカや明星の工場で処理するという協力を始めてい
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る。新潟から運び込む前に放射性のセシウムという物質がどの程度含まれているか測定し

て、100ベクレル以下のものを受け入れている。糸魚川で受入れのときは、どうも測ってい

ないようで、3月のおしらせばんにもあるように毎回測定結果がでているが、糸魚川でやっ

ているのはセシウムがどれくらいあるのかではなく、セシウムからどれ位の放射線（ガンマ

線）が出ているかを測っているものである。これは、出るときは重さを量り、受けるときは

長さを測るようなものでかみ合っていないと思う。こういうやり方をしていると、もし、100

ベクレルを超えるような汚泥がきてもわからないのではないかという心配がある。市民はベ

クレルとかシーベルトとか言われてもわからない。本当に安全であるという判断がどこでで

きるのかすごく不安に思うし、もしかすると運搬する人が気づかずに運んでしまうかもしれ

ないので、そういうチェックができるのか非常に不安である。専門的な内容になるので、私

の発言が間違っているようなら訂正していただければと思うが、事務局としてもそのあたり

を十分確認していただきたい。 

（事務局） 

 放射性物質を含む汚泥の処理については、事故以来100ベクレル以下ということで、震災

発生以前から廃棄物として取り扱える量として、排出元の自治体と糸魚川市と企業とで協定

を結ぶ中で処理をさせていただいている。ベクレルという数値は排出元の自治体が測定して

いるものが全てである。排出元も新潟市、長岡市の自治体であり、全てをロット管理してい

て、運ばれる日の朝までに連絡をいただいたものを受け入れている。途中の何らかの原因で

増えるということは考えられないが、こちらとしては何らかの事故で空間線量が増えること

を心配していることから、それらを測定している。市としては空間線量を測ることで、周辺

に異常がないかを確認し、市民の安全の確保に努めている。 

（委員） 

 同じベクレルで測ることは考えないのか。 

（事務局） 

 ベクレルで測るためには、その場で測定するということができない。測定できるセンター

に運び込み、測定して数値化したものをいただくことになるため、実際の測定までのタイム

ラグが生じる。より確実に異常を判断できる空間線量で測ることとしたい。 

（委員） 

 災害があったときに必要となる食糧は、市でどのくらい備蓄しているのか。 

（事務局） 

 市で備蓄している量は、県内各市町村でどの程度備蓄するかの指針が県から出ており、人

口の1/8を備蓄することになっている。糸魚川市の約５万人で計算すると12,500食（6,250

人×２食）分を備蓄することになる。災害当日分については、各家庭で備蓄をお願いし、２

日目の分は市で備蓄し、３日目は県内の各市町村から応援が来るという形を想定し、市町村

では人口の1/8を備蓄する割合が出されている。ちなみに、その1/8の割合は、中越大震災

のときにそのくらいの備蓄が必要であったことからその数字が出ている。 

（委員） 

 人口の1/8の12,500食を備蓄するということだが、12,500人食べてしまえはゼロになる。

（対応として初日は）地区や家庭で何とかするとされているが、自主防災組織を作っている

ところであれば倉庫とかもあるので、備蓄食購入の助成とかはないか。例えば、各地区で備

蓄している場合はなど。 

（事務局） 

 まず備蓄量について報告させていただく。糸魚川市では防災センターと能生事務所、青海

事務所の３箇所で保管している。アルファ米だと3,400食、缶詰（副食）で4,700食、水は

1,500リットルを３箇所で保管している。 

 補助金については、防災組織で防災訓練を行う際の消耗品等への助成は行っている。 
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（委員） 

 地区等で備蓄品を購入する場合の補助金があるか。 

（事務局） 

 現在、備蓄品への補助金は用意していない。 

（委員） 

 災害に備えて自主防災組織が大事であるが、企業でいうと、質問でも書かせてもらったが、

ＢＣＰを企業がきちっと立てて、災害後すぐに復旧するためであるとか、周辺の人達や従業

員のために、非常用発電機を備えて、被災時には会議室へ受け入れるだとか、食糧や毛布を

用意しておくとか、早めに事業を立ち上げていけるようにするだとかのＢＣＰ計画を立てて

いる企業に対して、何かインセンティブを与えることができないか。お金ということではな

くて、ＢＣＰを作成している企業として公表するとか、優先して指名するとかをしてはどう

かとの意見をしたが、それについては地域防災計画のほうで取り扱うような回答であるがそ

ういう解釈でよいか。 

（事務局） 

 企業の事業継続計画は、災害時の際には役立つものだと認識している。地域防災計画の中

でも企業で取り組む事項として盛り込んでいるが、策定に向けた具体的な働きかけや策定の

メリットについてはまだ欠けていると感じており、地域防災計画も見直しをしていくので、

その中で何らかの対応を考えていきたい。 

（委員） 

 ある程度、企業側も行政からの働きかけがないとなかなか策定は進まないと思う。やって

おくと、災害時に非常に有効であり、また被災地でもそのように聞いているので、進むよう

に取り組んでもらいたい。 

（事務局） 

 この件に関連して、ＢＣＰ直接ではないが、市の入札の関係で、災害の協定を結んでいる

企業や団体については、部分的ではあるが有利になるとかいうところもある。ＢＣＰの策定

は重要なことであり、企業の皆さんへお願いしていきたいところであるので、（インセンテ

ィブの創出など）そういった部分は考えていかなければならないと思う。 

＜81～82P＞ 

（委員） 

 指標の中で、砂防事業の内容が消えてしまったようだがどうか。 

（事務局） 

 前回までのものは指標として好ましくないと考え、姫川の整備を一つの例として見直した

ものである。 

（委員） 

 前の指標では大所川、小滝川の件が含まれていたが、無くなったということではないとい

いうことか。 

（事務局） 

 それらの事業を行わないということではなく、指標を姫川に絞ったものである。 

＜83～84P＞ 

 意見なし。 

＜85～86P＞ 

 意見なし。 

＜87～88P＞ 

（委員） 

 マイナンバー制度に関連して、マイナンバーカードの交付にあたり、本人確認を行わなけ

ればならないが、糸魚川市でも顔認証として顔写真を撮影しているのか。本人確認の方法は
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どうか。 

（事務局） 

 糸魚川市でも顔認証システムは導入しているが、基本的には免許証等での確認としてい

る。 

（委員） 

 顔認証だと個人の顔がデータとして残ってしまう。認証後、ただちに消去しているのか、

行政として残しているのか、そのあたりが気になったのでお聞きした。 

（事務局） 

 データとしては、当然事後活用できないようにしている。ほとんど免許証で確認している

のが実態であり、明らかに違うかなと思われる場合に（顔認証）そういう対応をせざるを得

ないが、実際にはほとんど事例がない。 

＜89～90P＞ 

 意見なし。 

＜全体を通して＞ 

（委員） 

 進行方法について、一応勉強して両方から見てきているが、先ほどのケースのように、指

標がまるごと入れ替えてある場合などは、説明の際にもう少し時間を割いていただきたい。 

私たちも自分達で、分科会で話した内容がどのように反映されているか、ついていくのが精

一杯である。３種類あって照らし合わせるのだが、もう少し時間をいただきたい。 

 88ページの①の○の２つ目で、「教育と行政とが連携・・・」の部分で、言葉的にどうか

という意見があったかと思うがどうか。 

（事務局） 

 この部分についてはまだ修正が足りていないので申し訳ございません。分科会では教育と

いう大くくりだとこの部分では意味が伝わらないので、家庭教育や学校教育との整理も含め

調整するという内容であったかと思う。改めて修正させていただく。 

（委員） 

 修正箇所がわかるようにしていただくとありがたい。 

（会長） 

 ３章あり、事前に目を通していただけるよう早めに送らせていただいているが、量も大変

多いため、進行を少し急いだ部分もあり、お詫び申し上げる。次回（修正箇所の表示等）に

ついては、また事務局でも考えていただけるのではないかと思う。 

 

 

４ その他 

（１）今後の審議会の日程について 

 ・今後の日程について企画財政課小杉主査より、資料№6に基づき説明。 

 

（２）次回の会議日程について 

・第８回審議会について、企画財政課小杉主査より説明。 

（３）その他 

・なし。 

 

５ 閉会あいさつ(16:28) 

（副会長） 

３時間に渡って３つの章を皆さんから審議していただきました。疲れました。3 月 30 日

もう一回、３つの章がありますが、これで少し山を登りきってくるのかなというところで
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あります。もう少し皆さんの力をお借りして、より良い総合計画にしていきたいと思いま

す。今日は本当にお疲れ様でした。以上を持ちまして、第７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 

 


