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【所属名：総務部企画財政課】 

【会議名：第８回糸魚川市総合計画審議会】 

 

会 議 録 
作成日 平成 28年 4月 11日 

日 平成 28年 3月 30日(水) 時間 13:30～16:24 場所 市民会館３階会議室 

件 

名 

・審議事項 

 (1)第２次総合計画基本構想（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 19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、 

神喰正秀、黒坂アイ子、水島喜代一、渡邉文恵、朝日仁美、鈴木秀城、岡崎忠雄、 

龍見和弦、松本利恵、綱島喜代子、渡辺文夫、横澤富士子 

【委員欠席者 ４人】 

加藤政人、山田卓也、中嶋千代子、磯野幸枝 

【事務局出席者 27人】 

金子総務部長、斉藤産業部長、岩崎市民部長 

こども課（磯野補佐、有水係長、山岸係長）、こども教育課（亀山補佐）、 

生涯学習課（佐々木課長、小島補佐）、文化振興課（磯野課長、磯貝係長）、 

環境生活課（五十嵐課長）、交流観光課（渡辺課長）、 

商工農林水産課（土田補佐、池田センター長、川口室長、木島係長）、 

総務課（井川補佐）、建設課（見辺補佐）、健康増進課（水嶋補佐）、 

定住促進課（渡辺課長、渡辺補佐、斉藤補佐）、 

企画財政課（藤田課長、小林補佐、中村係長、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） 

企画財政課小林補佐により進行。 

     

２ 会長あいさつ 

  皆さんこんにちは。陽気のほうもすっかり春らしくなって、市の総合計画の審議の具合

も春らしくなったのかと、山で言うと８合目くらいまで登ってきたのかなと思われます。

もう少しの頑張りだと思います。委員の皆様のお力添えをいただきながら、まとめられる

ように審議を図っていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  本日、中嶋会長が不在ですので、副会長の古畑が司会のほうを務めさせていただきます

が、よろしくお願いします。 

 

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、古畑副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
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№１に基づき説明。 

 

【質 疑】 

～第６章～ 

＜91～92P＞ 

 意見なし。 

＜93～94P＞ 

 意見なし。 

＜95～96P＞ 

（委員） 

 自分自身、差別や偏見をなくすべきだと思っている。ここで同和問題が出てきている。自

分自身ここの生まれではなく、いろいろなところを動いてきたが、糸魚川はそういう問題が

表面になっていないと思う。そういうことは無いほうが良いし、小さいときから映画などを

見てきて無いほうが良いと思うが、ことさらこれを問題といってあげることで問題となって

いく傾向があるのではないかと思う。今、そういうことを意識しないでいるなら、ことさら

問題視をしないほうがいいのではないかと自分では思っている。そのほうが、問題が消えて

いく、なくなっていくのではないかと思うが、やはり（この問題は）記載したほうがよいの

か。これをやることでなくなるのであればよいのだが、自分自身もどうなのかなと思う。 

（事務局） 

 今の話は、いわゆる寝た子を起こすなとの考えかと思うが、こういう問題については、そ

ういうものがある、あったんだと真正面から見据えて取り組むものという考えで、このよう

な記載としている。糸魚川においては、同和集落というものを形成しておらず、数軒ずつぽ

つん、ぽつんと散在しているということで、現実的には、部落問題、同和問題が意識にない

方がほとんどではないかと思う。過去、糸魚川においても結婚問題で自殺をされた事例があ

り、西日本のほうでは問題が根深く、近隣でもそういう問題が残っているところもある。子

どもたちが将来糸魚川だけに住むのであれば問題はないかもしれないが、日本全国へ飛び立

っていくことを考えると、こういう教育について正しく理解をしていただくため、このよう

な表記としている。 

（委員） 

 ことさら問題としていないし、さらっと書いてあるので良いのだが、日頃から自分自身そ

う思っていた。他のところへ転勤で行ったときに、絶対部落なんて言葉をつかってはいけな

い、仕事でも言ってはいけないと言われてきたが、能生に来たら皆さん、○○部落（集落の

意として）と平気で使っているので、すごくいいところだな、そういうことは無いんだろう

なと思った。実際、（皆さんが）感じていないので、皆さんの意識の中から消えていくこと

が良いことではないかと思う。 

（副会長） 

 私も教育のほうに携わっていた人間なので、同和問題については、小さい頃から発達段階

にあわせて、同和教育をきちっとしていくというのが本来の立場である。なぜかというと、

途中で初めて知ったということになると、無駄な偏見を持つという形になる。小さいうちに、

発達段階にあわせて、同和問題にきちっと対応していく、向かい合っていくということが大

切である。我々もそういう風に教育を進めているところである。 

（委員） 

 分科会で話をしたときには、具体的な施策にもその文言が入っていた。今回見ていただく

と、①にはそういう言葉がなく、そのような状況を加味した記載となっていることをご承知

いただきたい。 

（委員） 

 この場で言えばよいのか、就職の関連で言えばよいのかわからないが、障害者施設に雇わ
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れている人たちの中で、そういう勉強をしていない人たちがたくさんいて、実施に自分の孫

が嫌な思いをしたことがある。そういうところへの就職において、資格の無い人がいるので

はないかという気持ちがあるがどうか。保育所にも資格の無い人がいたり、安上がりでよい

のかもしれないが、なるべく知的障害のある方には、そういう勉強をされてきた方を配置し

て欲しい。西海の施設には、そういう方を扱う資格のある職員が配置されているか、そうで

ない職員もいるのではないか。 

（事務局） 

 実際には、保育士や介護士などいろいろな資格の職員が従事している。専門の研修も受け、

十分研修を積んだ方が配属されていると思う。保育園には、無資格の方もいるが、採用時に

は経歴等を把握したり、現場での指導で研修を積んでもらい、保育現場を支えてもらってい

る。 

（委員） 

 噂で聞いた話であるが、保育士の採用試験があって、15 人受けて２人しか採用となって

いない。無資格の方がたくさんいて、資格のある人が帰ってきても就職できないということ

になるのではないか。 

（事務局） 

 ワークセンターにしうみは、社会福祉法人が運営をしており、そちらでの採用となる。保

育士については、先ほどの話については臨時職員の募集についてかと思うが、採用にあたっ

ては資格のある方を採用した。正職員については、新年度有資格者３名を採用している。 

（委員） 

 ワークセンターに関係しているので発言するが、社会福祉法人の正規職員は専門の学校を

出た資格ある方を雇うか、普通大学を出た人ならこちらに来てから資格をとるようにしてい

る。ただし、作業の補助で雇われている方は、農業など地域の方であり、資格はもっていな

い。正規職員は資格のある人を雇っている。 

（委員） 

 子どもたちや働いている人、お互いに傷つくことである。そういうことがあり、直接所長

にも伝えた。 

（副会長） 

 今の件については、こういうご意見もあるということで、市のほうからも施設へ働きかけ

ていただきたい。 

（委員） 

 話が戻るが、私も同和問題については、委員と同様の考えである。トピックにH18と H28

のグラフがあるが、数字の出所はどこか。また数値として、このような結果なのか、しっか

り把握されているのか。そうでなければ、このグラフを削除したほうがよいのではないか。 

（事務局） 

 96ページの個別計画にある「糸魚川市人権教育・啓発推進計画」について、平成29年度

からの計画として策定作業を進めている。そのために、現在、人権に関する市民アンケート

をとっているところであり、その結果を（仮）H28 に反映させる。H18 は、その前段の計画

として、人権教育・啓発推進基本指針があり、それを策定するときに、アンケートを実施し

ており、その結果となっている。 

（委員） 

 今調査をしているとのことだが、その前の、直近のデータはないのか。 

（事務局） 

 基本指針については10年の計画であり、直近のデータとしてはH18のものしかない。 

（委員） 

 私の記憶では、平成 18年頃はたしかに同和という言葉は糸魚川でも聞かれたことだと思
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う。今、10年経って、このようなデータ（結果）は出ないと思う。「差別問題に関心を持っ

ている人の割合」とか書くのはどうか、あまりあおらないほうがよいのではないか。私も青

海の部落（集落の意）にいるが、部落と言われても何も応えない。時代が変わっているので、

ここで同和のことをあげるのは返って悪いのかなと思う。 

（事務局） 

 私自身も小さい頃は何気なく聞いてきて、今あまりあげないほうが良いのかなという考え

でもいた。ただ最近では、戦前の調査した同和地区で何人何世帯などの情報がインターネッ

トにアップされていることもあり、そういうものが出たときに、何も知らないことで問題が

生じても困るので、知っておくことも大事かと思う。市としては、インターネットに掲載さ

れたものについては削除を要請している。 

（委員） 

 ここでいう差別については、同和問題だけでなく、男女差別等を含めた大きい意味での差

別である。 

＜97～98P＞ 

（委員） 

 粗を探すようで悪いが、平成○年とあったり、H○年とあったりするので、統一したほう

が良いのではないか。 

（事務局） 

 全体を通して、統一して修正する。 

＜99～100P＞ 

 意見なし。 

 

～第３章～ 

＜35～36P＞ 

 （委員） 

分科会でもお話したかと思うが、郷土教育が行き届いていて、糸魚川の場合は、子どもさ

んはふるさとが大好きで、高校生も地元に就職したいという人が多い。今問題は、都会へ出

て行って大学卒業後に戻ってきて糸魚川で就職するところがないということで、22 歳のと

きに人口が減少している。大学生を地元に戻すような施策であったり、指標設定であったり、

データを取ったりということができないか。 

（事務局） 

 大卒の方のデータについては、企業等に聞かないとわからない状況であり、アンケート等

をとる中で少しずつ状況把握に努めている。実際のところ、県の統計データでも全県で３割

程度しか戻ってきていないという状況である。実態を把握した上で、ミスマッチ等も分析し

ながら、大卒者を取り戻す施策を検討していきたい。 

（委員） 

 その辺が新潟県としても大きな課題だと思う。高卒で就職する人よりも進学する人が多く

なっており、そういう人たちをきちっと糸魚川へ持ってくる工夫や施策が必要である。 

（副会長） 

 事務局のほうで、それらを含めて、今後の検討課題ということで、どこかに盛り込めるか

検討いただきたい。 

＜37～38P＞ 

 （委員） 

 現状と課題で、糸魚川の企業は、正規雇用より非正規雇用を求める傾向があるとなってい

る。正規雇用を拡大することによって、地元に帰ってくる条件が多くなるのではないか。非

正規では、なかなか都会から来なかったり、新卒でも地元に定着しないことになるのではな
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いか。そういう状況を改善しないと、この問題が解決しないと思う。もう少し、企業に対し

て正規雇用を増やすよう働きかけをしていくという、この 10年間に改善を図るような前向

きな取組があってよいのではないか。 

 勤労者福祉の増進について、具体的なことが見えていないのでお聞きしたい。中退金とか

建退金という制度があると思うが、そこへの加入率はどうなっているか。その制度を推進し

ている企業がどのくらいあるのかを把握していれば、それらへの加入を促進することで、勤

労者の福祉の増進につながるのではないか。 

 新潟県の最低賃金731円であり、電子部品製造業838円、自動車関連は843円、スーパー

の店員などは789円と最低賃金が決まっている。だいたい800円を超えているが、糸魚川の

パートの募集を見ると１時間800円とか、最低賃金ギリギリのところで雇用を進めているの

が糸魚川の事業者ではないか。これを少し上げていかないといけないのではないか。パート

労働者の時間賃金を 1,000 円にしなければならないと、政府自らそういっているわけであ

り、地元の企業のパート賃金ももう少し上げていくように、企業の皆さんに働きかけていく

ことが、福祉増進や勤労者の処遇改善、人材育成にもつながるのではないか。 

 勤労者福祉サービスセンターというものが上越にあり、そこへ加入してもらえば勤労者福

祉も向上するのではないかと思うので、この５年 10年の間に方向性を出してもらえるとよ

い。そこに加入すると、結婚・出産での祝い金や慶弔見舞金も支給されるし、温泉やコンサ

ートなどでの割引利用もできる事業が行われている。安く利用できるので、若者の行動範囲

を広がり、住みやすいまちづくりにつながると思う。 

 かつて糸魚川地区公民館の隣に勤労青少年ホームがあった。若い人たちが集まったり、取

組ができるような施設が必要ではないか。婚活イベントで男女が集まって飲んでも結果に結

びつかないという状況も聞いている。若い人が集まって企画したり、若者同士で事業に取り

組めるような工夫ができる場所があってもよいと思うので、少しはっきり１つ２つ打ち出し

てもらえると良い。 

（事務局） 

 ご指摘のとおり、非正規が多いということで、ＵＩターンにつながらないという認識は、

我々も強い危機感を持っているところである。賃金についても、初任給を含め、糸魚川の賃

金水準は首都圏等の地域に比べて低く、それがＵＩターンにつながらないという認識もあわ

せて持っているところである。総合計画の中では、企業への働きかけをするとしているが、

最終的には企業の皆様の努力、経営上の課題というところであり、働きかけイコール結果に

出るかは非常に難しいところである。地域的には、賃金水準があがる、もしくは正規になる

という形で、仕事を新たに作ることが大事かと思う。新たな分野への対策や新規事業への展

開等によって新たな雇用が生まれ、売上等によって賃金水準が上がるというところを市とし

て目指していく。働きかけについては、商工団体等とも連携して行っていく。 

 勤労者福祉サービスセンター等についての情報を持ち合わせていないので、もう少し調べ

させていただき、実態を含めた対応と市としての関わりについて回答したい。 

（副会長） 

 手元に情報がないという部分もありますので、調べていただいて対応願います。 

（委員） 

 具体的な施策の②で若者・女性に選ばれる雇用環境づくりとあるが、○の４つ目には高齢

者の雇用拡大について記載があり、内容的に相反するのではないか。高齢者の雇用も大切だ

が、どのような意図でここに記載しているのか。 

（事務局） 

 ご指摘のとおり少し矛盾があるかと思う。当初、若者・女性を中心にした施策としていた

が、分科会でも高齢者を含めた幅広い雇用についてご意見をいただいたところであり、現状

と課題にも、若者や女性に加えて高齢者について追記している。高齢者の雇用問題について
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も、定年延長や再雇用など、年金までのギャップに対する施策は引き続き行っていく必要が

あると考えており、見出しと内容の修正について、調整させていただきたい。 

（委員） 

 委員が言われたように、大学を卒業して帰ってきてほしい。去年の卒業生で５～６人が保

育士等の専門学校や短大に進学しており、自分の孫も短大へ言っているが、就職がなければ

帰ってこないと言っている。どうしても帰ってきて欲しいので受入れ体制をよろしくお願い

したい。 

（副会長） 

 全体としては、進学後、戻ってくるにも受入先がないというところが大きな課題である。

そのあたりも施策に入れながら対応をお願いする。 

（事務局） 

 委員の青少年ホームの整備についてのご質問については、担当課に確認のうえ、後日回答

したい。 

＜39～40P＞ 

（委員） 

 ２点伺いたい。協働のとりくみで、「人・農地プラン」とあるが、関連個別計画にも載っ

ていないので、どういう計画なのか。具体的施策①の２つ目の○に、電気柵の設置について、

市の助成等を受けて設置する場合は市への届出や申込があるかと思うが、全く個人で設置し

ているものについては把握されるのか。昨年神奈川で事故があったが、設置状況について市

で把握されるのかお聞きしたい。 

（委員） 

 有害鳥獣、イノシシなどの捕獲支援に関連して、我々も電気柵については設置しているほ

かに、タヌキやキツネを捕獲することもある。これは許可がないとできないのか。私どもが

やると動物をいじめているとか、警察に通報されたりもする。ここでいう捕獲支援は専門家

への支援により捕獲を進めるということか、誰でも捕っていいように支援するということ

か。 

（事務局） 

 「人・農地プラン」は、農業の担い手と今後の地域の農地利用あり方について決めたもの

であり、市内の公民館単位の 14か所で策定している。個別の名前を出す中で、今後地域の

担い手をどうするのか、この地域の耕作の状況がどうで、できなくなった農地をどなたに集

めていくかいうことを具体的に計画の中に位置づけたものとなる。この計画は地域の話し合

いでの計画であり、市としては年１回のプランの見直しにおいて関わり、プランに沿った地

域営農を進めている。 

（事務局） 

 電気柵の設置にあたっては、国の助成金をいただき、多少の地元負担をもらいながら、助

成をおこなっている。継続的に取組をされている地域については、それほど難しい説明は不

要であるが、初めて取り組むような地域については、販売業者とともに設置、注意を行い、

事故の無いように対応している。昨年の事故報道があって、糸魚川市でも全市で緊急的に点

検をおこなった。ああいう大きな事故につながるような事例は無かったが、注意看板等の設

置不備がいくつかあったので周知させていただいた。 

 有害鳥獣の捕獲支援については、誰でも彼でもイノシシ等を捕ってもよいというものでは

ない。免許を取っていただき、その上で有害鳥獣駆除の許可を取っていただいて捕獲すると

いうことになるので、資格や許可がないと有害鳥獣の捕獲は許されないものである。 

＜41～42P＞ 

（委員） 

 農業、林業ともみな関係があるが、そこに大卒者を新たに雇ってということはとてもとて
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も無理だなと感じる。収入とか魅力が増えることを考えないと、たとえ計画がこうであって

も実際に（収入が）高くならないと思う。新しく大学と提携しながらやっていただいている

が、収益が高くなることをしっかりやってもらわないと困る。私も 10年くらいなんとか農

業でもって障害者が工賃をとりながら生活する基盤ができないか頑張ってみたが、炭焼きを

やっても畑をやっても人件費を出すどころか、原価を出すのがやっとであった。これらの計

画を達成するには、もっと工夫が必要だと思うが、そのあたりをしっかりと取り入れてもら

いたい。 

（事務局） 

 大学を卒業した方が（サラリーマンと）同程度の収入を、農業・林業・水産業で確保する

のはなかなか難しいのが現状である。農業でいうと、糸魚川市は水稲が主なものになるが、

それだと約 15ヘクタールくらいの経営規模を持たないと、一般サラリーマン並みの収入を

得ることができない。一口で 15ヘクタール程度といっても相当の面積であり、新たにそれ

をやろうとすると、農業機械の購入や農地の確保が必要であり、なかなか取り組めないのが

現状である。もし、農業・林業・水産業を志そうとした場合、農業であれば農業法人がある

し、水産業であれば経営している漁師がおられるので、まずそういうところへ入って、研修

をしながら、少しずつ拡大していくのが現実的な対応かと思う。 

（委員） 

 所得が確保されない限り戻ってこない。自分がこれから子どもを育てて、住宅を建てて生

活をしようとしているのに、所得が確保できなければ無理である。ここが一番大きいのだが、

例えば具体的な例でいうと、山形等のさくらんぼは約1,000万円の収入がある。そうすると

何も言わなくても子どもたちはその跡を継ぎたいという状況である。糸魚川でこういう特産

物として高収入を得られるようになるものがあればよいが、それはとても時間がかかる。ご

存知のとおり、糸魚川では特に越の丸ナスがそういう状況ではあるが、生産で数を確保して

いくことが非常に難しい。いずれにしても、担い手を確保していくことについては、皆さん

で努力していくしかないと思う。 

（副会長） 

 所得を確保していくことは非常に大変であり、なかなか難しい分野だと思う。 

（委員） 

 関連個別計画に、木質バイオマス活用推進計画（平成 24年度策定）とあるが、今現状は

どうなっているのか。 

（事務局） 

 林業担当が出席していないので正確にお答えできないかもしれないが、数年前、原油が高

かった時期があって、そのときは原油を使うよりも、せっかくある森林資源を活用して発電

所をやればどうかということで検討したうえで計画を策定してきている。ただ、実現に取り

組むとなると原油との比較、他のエネルギーとの比較がでてくるので、木質バイオマス発電

など活用については、計画は策定したが、今後総合計画の期間において具体化できればして

いきたいということで記載している。 

（委員） 

 確かにこれが安いかと言えば実質どうなるかわからない状態である。他の地区でもバイオ

マスに取り組んでいるところがたくさんあると思う。計画を策定したけど、他が安くなった

ので止めるというのではなく、チャレンジする気持ちで、10 年くらいの長い目で見て取り

組まないとダメだと思う。長野県など各地でバイオマス発電に取り組んでいるところがたく

さんあるので、市会議員さんからも視察してもらえばどうか。 

（副会長） 

 そういう意見があったということでお願いする。 

＜43～44P＞ 
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（委員） 

 前回の資料のときには、姫川港の整備で、小型船の船だまりを作っていただけるような、

県の審議会で許可がおりた内容があったと思う。それと市の漁港の整備というものが全部抜

けているような感じである。もう少し海の魅力をアップするため、船だまりの整備だけでな

く、長野県から来た人たちが海を親しめるような施設整備が組み合わせられないか。 

（事務局） 

 姫川港の整備については、本章ではなく第４章で記載しており、その関連で小型船だまり

の件についてご報告させていただいている。姫川港の小型船だまりの整備については、姫川

港を利用しているセメント等の輸送船が安全に入港するための曳航船を停めておくことが

目的であり、漁港としての整備とは別であることを予めご報告させていただく。 

海の魅力につながる施設整備ということだが、姫川港に限って言えば、港湾施設というこ

とで荷揚げを行うことを目的としている施設であり、基本的には一般の方の立入・利用は制

限をさせていただいている。県の港湾では、直江津港などで釣り場の開放の動きがあるが、

姫川港については、堤防の高さが海面から高く（国の基準あり）、一定の高さがあると危険

であるため、現時点の構造では釣り場の開放は難しい状況である。ご意見としてうけたまわ

り、そういった可能性については引き続き調査していく。 

 （委員） 

 海の日のイベントで、遊漁組合の人たちが船を出して、釣りにこられた方をキス釣りに海

へ出ている。午前と午後に分けて行っているがだいぶ反響があり、かなりの人数が参加され

ている。ああいう船も安全に出入りできるようにするためには、護岸の今の船だまりでは一

般の利用の問題もあるが、もう少し整備して一般の方も使えるように規制を緩和して、安全

な施設にしてもらったほうが、海の安全、来た人の安全になり、もっと海に親しんでもらえ

るのではないか。今の時期ホタルイカのシーズンには、長野県から大勢、何千人も来ており、

それらを糸魚川の人たちが受け入れるようにしないと、長野県の人が夜にきて、明かりをこ

うこうとつけて、ホタルイカを捕るだけ捕ったら、ごみだけ置いて帰るという状況になって

しまう。それをうまく利用する形、何かできないか、海の資源がもったいないなと思う。そ

の辺、知恵を出して活用していただければと思う。 

（副会長） 

 そういう意見もあるということでご了解いただきたい。 

＜45～46P＞ 

 （委員） 

現状と課題の中の建設産業のところだが、「公共工事が減少する中」というのが、分科会

でそういう状況ではないのでないかと意見したところ、「建設市場が縮小する中」という風

に修正されている。この認識、建設市場が縮小しているというのは誰の認識なのか。３年前

まではこういう認識であったかと思うが、今の認識は国も県も、公共事業（社会資本整備）

が極端に少なくなっていたが、これからは一辺には戻ってこないが微増もしくは現状維持

で、少しずつ予算をつけて整備していかないと、老朽化した施設とか社会資本が維持できな

いというのが現状認識だと思う。 

（事務局） 

 縮小しているという意味合いで、まず１つは、市役所の道路改良部門においても、10 年

前に比較して1/2とか 1/3に事業費が小さくなっているということで、縮小しているという

表現としている。ただ、おっしゃられるとおり、新しい道路や橋を造るということについて

はなかなか手がけられないが、今までに造った老朽化した橋など、糸魚川市では500橋以上

の橋が存在しており、50 年を超えるものもある。これらを橋りょうの長寿命化修繕計画を

作り、補修点検をしていく立場に立って、新分野への進出とは他事業への進出ということで

はなく、今まで市内の建設業者で携わっていただけなかった橋りょう点検や保守、トンネル
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の分野についても進出していただきたいというものである。建設産業が全く違った分野へ手

を出していくという認識ではないので、もう少し具体的な書き方に改める。 

（委員） 

 くどいようだが、社会資本をきちっと造っていくということは、維持修繕、長寿命化を含

め、若い人たちのための新しい社会資本を造ることを含め、極端に昔のように大きな予算に

はならないだろうが、現状よりも少しずつ元に戻していくというのが、一般的な国や県の認

識だと思う。そうはいっても厳しい財政の中で、若者の定住や社会福祉も進めなければいけ

ないので、どうやってそういう財政を確保していくのかというテーマをこの総合計画の中で

あってもよいのではないか。それは市役所が努力しなければならない部分だと思う。 

 先日立ち話で、相馬御風宅の修繕の話があって、佐賀にある大熊重信の記念館の修繕では、

ふるさと納税で全国から寄附を集めて修繕したということもあるので、企画財政課ではそう

いう工夫をしていただきたいと思う。また、この前の分科会では、病院の送迎バス等に乗れ

るようにするとか、乗り合わせて使ったらよいとの話があったが、ＮＨＫの朝の番組でライ

ドシェアといってスマホで予約すると近くの人が乗せていくというのがあった。有料か無料

かはわからないが、試行的にやっているところがあるので、やはりもっと知恵を出してやっ

ていくということが、お金が無い小さな糸魚川市がやっていく上では大事なことだと思う。

今、大手では車の自動運転も進んでおり、糸魚川で実験フィールドとして受け入れるなど、

もっと知恵を出す、お金を稼ぐようなところを入れてもらいたい。 

（副会長） 

 社会資本の維持向上と、企画財政という部分でもうちょっと皆で知恵を出しあった取組が

必要ではないかということだが、事務局ではそのあたりいかがか。 

（事務局） 

 社会資本整備の関係で説明を加えたい。委員の言われる表記については、国の状況なのか、

市の状況なのかというところがあるが、国の予算が昨日29日に平成28年度予算が成立した。

96 兆円のうち、社会資本整備（公共事業）が約６兆円という状況であり、この６兆円とい

う数字は、過去３か年続いている。中身を見ると、老朽インフラの維持管理費のウエイトが

だんだん大きくなってきて、新規採択路線の着手がごく限られてきているのが、ここ３か年

の動きである。しかしながら、国では国土強靭化という表現も使っており、例えば国土交通

省で言えば上向き予算を要求するが、公共事業費が６兆円で落ち着くというような結果にな

っているのだと思う。一方、市のほうでも、財政状況を皆さんからご承知いただいた上で論

議をされるということは理にかなっていることであるが、大変厳しい状況を皆さんそれぞれ

の立場で受け止めていただいているかと思う。市の予算の中での公共事業費については大幅

に減るということはないが、少しずつ減ってきていることは事実である。それらを含めて、

表現については持ち帰り検討させていただきたい。 

（副会長） 

 いただいたご意見を踏まえて修正することで、委員よろしいか。 

（委員） 

 了承。 

（事務局） 

 委員からご意見のあった自動運転に関する件については、第４章の回答で入れている。今

回の資料は１章、３章、６章に関する部分のみ出させていただいているのでご了承願いたい。

財政に関する部分については、基本構想の中で総合計画推進に向けた行財政運営ということ

でお示ししている。基本計画とは別の構成を検討中であり、４月の審議会には資料を準備し

てご審議いただくこととしたい。 

（委員） 

 そのときに、多分財政（計画）は厳しくなることが想定される。厳しい状況をそのまま厳
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しいとするのではなく、こうやって工夫して良くしたいというアイデアを出してもらいた

い。 

＜47～48P＞ 

 意見なし。 

＜49～50P＞ 

 意見なし。 

＜51～52P＞ 

（委員） 

 協働のとりくみで、「観光協会が観光情報のワンストップ窓口となるよう取組を進めます」

とあるが、観光協会ではちゃんとワンストップ窓口として取り組んでおり、この表記だと取

り組んでいないように受け取られるので、更なる強化に努めるとか、もう少し良い表現にな

らないか。 

（事務局） 

 「ワンストップ窓口となるよう」の部分については表現を改めたい。「観光協会が」とな

っている部分については、おっしゃるとおり「連携して」といった言葉を入れることで聞こ

えよく、皆さんと一緒になって取り組む表現になってよいのだが、ここの協働のとりくみの

狙いとしては、役割分担という意味で記載していきたいものであり、まだまだ全体を通じて

調整が必要な部分が多々あるが、なるべく各主体の役割分担がわかるような表記としていき

たい。 

（委員） 

 観光協会も３地域合併して、糸魚川市観光協会となったので、その表記にしてほしい。 

 産業とか観光に関するもので、糸魚川市は直営とまではいかなくても、指定管理やいろん

な形になっている企業体に近いようなものがいくつかあると思う。10 年が経って合併の中

で、各地域にあるものがそろそろブラッシュアップして見えてきている事象がいくつかある

と思う。そういうものを統合的に考えて、具体的な施策までいかなくても、今後の検討課題

として１つのホールディングスにしてしまう上越市のやり方みたいな方法、冬だけのスキー

場、夏だけのゴルフ場など一体感を持って市全体で取り組むような形になることによって、

個々の部署が入りこんでいるでわかりにくいところにも、市民の協働感も生まれると思うの

でそういう検討ができないか。 

（事務局） 

 ただいまのご意見は非常に大局的に、また長い目で見たときのご意見かと思う。これまで

ご審議いただいている計画に欠けている視点かと思う。具体的にそのような表記になるかは

別として、今後を見据えた視点での表記に改める。 

（副会長） 

 今のようにアイデアということで、この中に入れられる部分があれば入れていただきた

い。 

＜53～54P＞ 

 意見なし。 

 

 

～第１章～ 

＜1～2P＞ 

 意見なし。 

＜3～4P＞ 

（委員） 

 事務局に訂正をお願いしたい。資料№２の４ページの二段目、「自己責任で接種している
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人はいる」とあるが、自己責任は間違いで、予防接種を受けた後に仮に健康被害が起きたと

しても、予防接種との因果関係がわかれば、国の制度として補償が受けられる。自分の責任

で病院にかかるとかは一切無いので、自己責任という言い方は間違いであるので訂正してい

ただきたい。 

 子宮頸がんワクチンの予防接種について、保健カレンダーに定期予防接種の予定表が出て

いる。当然、子宮頸がんの予防接種も無料なので掲載されているが、上のところには対象者

に個別で通知するとある。たぶん通知はしていないと思うが、通知を出すのかどうか。 

 表には載っていないが、新年度からＢ型肝炎の予防接種を０歳の赤ちゃんに対して行うこ

とが決まっていて、４月以降に生まれた赤ちゃん０歳児に対して新年度から無料で予防接種

を受けられることになっているはずである。その予定がこれには乗っていないが、市の予定

はどのようになっているか。 

（事務局） 

 今の２点について、はっきりした回答が今できないので、確認したうえで回答させていた

だきたい。 

＜5～6P＞ 

（委員） 

 ５ページの写真はどうしてこの写真にされたのか、何か意味があるのであれば教えていた

だきたい。下のトピックや前ページの写真は、かなり関わりのある、子どもたちや保護者の

表情がわかるものが載っているが、この写真は何か意味があるのかお聞きしたい。 

（事務局） 

 前回かなり空欄に近い状態だったので、内部でかなり論議をした。そのとき、指標として

２点あげているが、その指標に関わるような写真を用意しようということで、父親が育児参

加してじゃれつき遊びをしている、愛着形成につながっている保育ＭＥＮ’Ｓの活動の様

子、縦の系列で小学校につながっていくということを意識しているということで、園児とこ

こでは中学生であるが、中学生が園児と関わっているという縦系列でつながっているという

ような写真をトピックで取り上げさせていただいている。 

 上の写真については確認する。 

（委員） 

 下のトピックのような関わりのある写真のほうがよいのかなと思ったので意見した。 

（事務局） 

 無しにするか、より良い写真があれば差替えさせていただく。 

（副会長） 

 文字にも掛かっているので、ご検討いただきたい。 

＜7～8P＞ 

（委員） 

 具体的な施策③について、丁寧に文言を入れていただいて、全体を通しても意見により丁

寧に改善していただいて感謝申し上げる。 

（委員） 

 ②のふるさと学習による郷土愛の醸成について、「心豊かな子ども育てるため、ジオパー

ク学習を中心とした」とあるが、郷土愛の醸成はジオパーク学習だけではないと思っていて、

幼少期から地区活動の参加を呼びかけて、参加することによってこの糸魚川を好きになると

いう部分が、子どもたちには大きくて、ジオパークは本当に限定されたものかなと思うので、

やはり地区活動への関わりを大切にしたものをここに入れていただきたいと思うがどうか。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。ふるさと学習は、糸魚川では昭和の終わりくらいから代々

長く続けていて、それをジオパークの指定を受けたところから、ふるさと学習の名称自体を
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ジオパーク学習に変えて、子どもたちの参加する活動もジオパーク学習プログラムとして、

それまでのふるさと学習の名称を変えてきた経過がある。それに伴って、心はふるさと学習

であるが、名称をジオパーク学習に変えて対応しているところである。 

 また、次年度から改訂となる子ども一貫教育基本計画に、知・徳・体の３つのほかに、重

要な教育活動としてジオパーク学習、特別支援への取組とキャリア教育の取組という６本の

大きな柱があり、その１つとしてジオパーク学習が入っている。そこには地域のなかで関わ

って触れ合うなかで郷土愛を育んでいくという実践面もそこに紹介されているという状況

であり、心としてはジオパーク学習の中にご指摘のようなことを含めて記載しているところ

である。ただ、これだけでは一般市民には伝わりにくい面もあるかと思うので、少し文言に

ついては考えていきたい。 

（委員） 

 この教育の分野で入れていくのがよいのか、地区活動の分野で入れていくのがよいのかわ

からないが、幼少期から関わるというのは親子ともに地区活動に参加するというところにと

ても意味があると思う。やはり親がこの糸魚川を好きになるということになって、子どもた

ちも併せて醸成されるというのがあると思うので、親子が参加していけるような活動の内容

をこの分野でなくてもよいので含めていただければと思う。 

（副会長） 

 地域行事等も含めてということで、他の分野で入れられるところがあれば、委員の意見を

参考にしていただきたい。 

（事務局） 

 14 ページのところの具体的な施策の②、③にもご指摘のようなことが関連して上がって

いるので、そうしたところと関連付けながら進めていくことで考えている。 

（副会長） 

 14ページの②③のところで、この部分が含まっているということでよろしいか。 

＜9～10P＞ 

 意見なし。 

＜11～12P＞ 

（委員） 

 さっきも意見が出てきたが、青少年の集まる場所だとか、昔は青年団とか公民館活動など

いろいろなことで触れ合っているうちに結婚に結びつくというのが多かったが、それが少な

くなっているのは確かであり、そういうところを追加してもらえるとよいと思う。ただ婚活

婚活というだけで合わせるだけでは脳がないと思う。例えば、ふるさと支援や集落支援のよ

うに意気込みを同じくする男女を集めれば、そういう中で婚活にもつながるような活動にも

なるのではないか。ここでは婚活に絞った形ではなくて、若者たちが集まる場所とか機会に

ついて取り入れたらどうか。 

（事務局） 

 いわゆる婚活というふうに身構えたイベントでは成果が上がっていないところであり、総

合戦略でも生涯学習活動を通じた出会いの場を設ける必要があるということで掲載してい

る。婚活事業としてどこまでどうやれるかを行政としても模索している最中である。現在

40歳以下のアンケートをとって集計中であり、それらを見ながら今後の方向を考えたい。 

方向性としては、具体的な施策の①の２番目のように、婚活としてではなく、男女が出会え

る場を何らかの方法で作っていく必要がある。総合計画では方向性だけを出しているが、ど

ういう形で具体的に今後できるかを毎年検証しながら進めていきたい。 

（事務局） 

 実際の取組として考えているのは、各地区から若者の活躍の場を何とかして仕掛けられな

いかということで、若者の力活用事業、通称ワカチカと呼んでいるが、そういう事業の展開
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を検討している。そういう中で、若者たちが何か一つのことに一緒に取り組むということで、

そこが自然と出会いの場となるような、そういう仕掛けをしたいと考えている。総合計画の

中で、そこまで具体的に記載するかというところで、現在記載していないが、実際にはその

ような事業も展開していきたいと考えている。 

（副会長） 

 それでは、方策のところでまたいろいろ考えていただくということで、公民館での青少年

活動とか青年活動とかいろいろな部分があるかと思うので、そういうところで反映していた

だくことでお願いする。 

＜13～14P＞ 

（委員） 

 14 ページの関連個別計画の第２次糸魚川市子ども読書活動推進計画はどのような計画

か。 

（事務局） 

 平成 27年度の１年をかけて策定し、総合計画と同じく平成35年までの計画である。こど

もの読書離れが少しずつ進んでいるので、読書の効用というか、愛着形成や学力の向上に寄

与するなどいろいろな面があるので、家庭や地域、学校、園、図書館を含めて、子どもたち

に読書の環境づくりと習慣を作ってもらうという方策を大人全体がその方向に向かおうと

いう計画である。具体的には、平成 28年度にはブックスタートを始めていく。マタニティ

スクールや 10か月健診時に親子で読める本をプレゼントする企画である。これをまた配る

だけではなくて、こどもが 18歳になるまでにどんな本を読んだのか経過もわかるような方

向で進めていきたい。 

（委員） 

 図書館を利用する者としても、ブックスタートは良いと思うし、愛着形成の根っこの部分

を支える面でもありがたいと思う。 

＜15～16P＞ 

 意見なし。 

＜17～18P＞ 

（委員） 

 協働のとりくみで、「市は、市民の自主的な文化活動を支援します」とあり、それに関連

して、資料№５の最後に、ヒスイ王国館の使用料について少し高いのではないかという意見

が出ている。それに対する回答として、会社に意見を伝えるとなっているが、ここでひとつ

考えていただきたいのは、糸魚川タウンセンターは第３セクターの会社であり、完全な民間

の１企業ではない。糸魚川市と民間が共同出資で成り立っている会社である。先ほど調べて

もらったら、糸魚川市の出資割合が 38.4％であり、金額で 3,840 万円出しているというこ

とである。そうすると会社に対しても当然発言権があり、出資者として言えると思う。そう

であるならば、会社に伝えるということではなくて、せめて「市民や市民が主催する団体の

利用について、営利目的でない場合は、別体系の料金とできないか会社側と協議します」と

いうような回答がいるのはないかと思う。ちょっと対応が冷たいのではないかと思うがどう

か。 

（事務局） 

 ご意見の点について、表現が冷たかったかと思うし、委員におかれてはご容赦いただきた

いと思う。やはり第３セクターといっても株式会社であるという点が、市民会館やビーチホ

ールまがたまといった施設とは異なってくると思う。そういうところと違って減免等の規定

が適用にならないというところがある。株式会社であるので、収支をみて料金設定されてい

るものと思う。この点について配慮できるかは会社の判断となるが、審議会であった意見と

して伝えさせていただく。 
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（副会長） 

 非常に苦しいところですが、会社ということなのでということでよろしいか。 

＜19～20P＞ 

 意見なし。 

＜全体を通して＞ 

（事務局） 

 先ほどの予防接種の関係について調べてきたので報告する。 

 子宮頸がんワクチンについては、カレンダーに載っているが個別の通知は現在していな

い。表の上の部分の項目については、通知を行っているが、子宮頸がんワクチンについては

通知をしていない。 

 Ｂ型肝炎の予防接種については、今年の 10月から実施予定であり、カレンダーの印刷の

段階では不確定な要素もあったため記載されていないが、４月以降生まれるお子さんに対し

ては個別に通知をさせていただく。 

 

４ その他 

（１）次回の会議日程について 

・第９回審議会について、企画財政課中村係長より説明。 

（２）その他 

・なし。 

 

５ 閉会あいさつ(16:24) 

（副会長） 

本当に長い時間ありがとうございました。司会不慣れで、中身について盛り上がるところ

とシーンとなるところとそれぞれかと思いますが、後半になると疲れてきて頭が回らない

というような状態になっております。あともう少しで中間のとりまとめができるというこ

とであります。事務局のほうは大変ご足労いただいて、資料等準備していいただいており

ます。私たち感謝しながら、一生懸命また協力していきたいと思います。 

本日は、長い時間本当にありがとうございました。お疲れ様でした。 

以上 

 


