
資料№５

ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

1-2 渡辺秀幸　委員
出産・育児大満
足の環境づくり

　大満足の「大」は無いほうが良い
のでは（スーパーのチラシみたい）。
　※出産・育児が安心して出来る環
境づくり等に文章を変える。

　策定中の第3次親子保健計画に
文言を合わせました。更に出産・育
児に満足できる環境づくりへの意気
込みを表したいという意見から大満
足としました。

　「出産・育児満足の環境づくり」と
修正しました。

こども課

1-2 渡辺秀彦　委員
妊娠出産支援と
親子の健康

　「出産・育児大満足の環境づくり」
という表現は、普通に「出産・育児
の満足度を高める環境づくり」とす
るか、「出産・育児の満足度を極め
る環境づくり」といった書き方でいい
のではないか。
②の(2)「親子で・・・GEO」読み方と
意味がわかりづらい

　２点とも策定中の第3次親子保健
計画に文言を合わせています。更
に出産・育児に満足できる環境づく
りへの意気込みを表したいという意
見から大満足としました。

　上記のとおり修正しました。

こども課

1-2 渡辺秀彦　委員
妊娠出産支援と
親子の健康

施策の方向①(2)
「愛着形成」という用語
　現行の総合計画ではP34に解説
がある。同じ意味でつかっているの
であれば、今回も解説が必要。第３
項の基本方針（P5）でも使われてい
る。

　用語の説明について追加します。 　解説追加しました。

こども課

1-2 渡辺秀彦　委員
妊娠出産支援と
親子の健康

施策の方向①(2)
「しつけの推進」について
　親の子供に対する虐待事案が全
国で増えているが、いくら「しつけ」
だといっても限度を超えた行為は虐
待となってしまう。厳しいしつけが虐
待につながらないよう注意を促す内
容（表現）も取り入れる。

　愛着形成ばかりに目を向けず、規
範意識を身につけさせることも大切
と考えています。しつけと虐待の混
同がないように推進します。

　親子保健計画の文言に合せ一部
修正しました。

こども課

1-2 渡辺秀彦　委員
妊娠出産支援と
親子の健康

「要保護児童対策地域協議会」につ
いて
　現総合計画P33に「要保護児童対
策地域協議会」と表記されている
が、現在はどうなっているのか分か
らない。

要保護児童対策地域協議会は現
在も情報共有と関係機関の調整と
いう役割を担っております。

「2子育て支援の充実」に具体的な
施策として記載しました。

こども課
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

1-2 渡辺秀彦　委員
妊娠出産支援と
親子の健康

施策の方向②(2)
「合言葉とノートパソコンの扱い」に
ついて
　合言葉に「９歳までは・・・持たせな
い」とあるが、同じ学年の小学生が
10歳になる時期はバラバラである。
９歳という定義に説得力があるのか
疑問。また、ノートパソコン１台で
「ゲーム機＋スマートフォン」以上の
ことができてしまう。「なるべくもたせ
ない」という表現でいいのではない
か。

　９歳までに電子メディアではなく、
外遊びや集団遊びをしないと子ども
の心身の健康は培われないという
ことであげており、学校のパソコン
教育とは別物と考えています。ま
た、９歳は脳の発達のほぼ完成す
る時期と言う意味で９歳を採用して
います。

　表現については一部修正しまし
た。

こども課

3-4 渡辺秀幸　委員
子育て支援の充
実
　具体的な施策

④子育てと仕事の両立支援（意見）
　公務員と違い、当地域中小企業で
は難しい課題だと思います。某地域
の大企業でさえ、出産退職、産後復
職もありません。産後復職・育児休
業が取れるよう、まずは企業に働き
かけて欲しい。

　職場環境の整備について、引き続
き、企業に働きかけてまいります。

　雇用環境の整備の項目に位置付
けております。

こども課
商工農林水産課

3-4 渡辺秀幸　委員 協働のとりくみ

2行目　将来の地域お支える人
材・・・
　お→を　誤字訂正

　誤字訂正します。 　修正済み。

こども課

7-8 渡辺秀幸　委員 現状と課題

　不登校児童生徒数は減少してい
ますが・・・子どもの社会性を育成す
る必要があります。
　下線部分の意味がよく理解できな
い。

　ここで述べる社会性は、自己有用
感、規範意識、コミュニケーション能
力、人間関係づくりの能力を指しま
す。

　文面に明記しました。

こども教育課

7-8 渡辺秀幸　委員 現状と課題

　学力も必要であるが、「いじめを無
くす」ためにも、子どもをこころ豊か
に育てる教育が必要だと思う。

　豊かな心を育てる教育は、重要で
す。

　具体的な施策②「ふるさと学習に
よる郷土愛の醸成」に「心豊かなこ
どもを育てる」との文言を入れること
により、その重要性を表しました。

こども教育課

7-8 渡辺秀幸　委員 現状と課題

（質問）
　子ども一貫教育カリキュラムの中
で、人を思いやる心、友を大切にす
る等など、精神面的なものなど盛り
込まれていますか？

　子ども一貫教育基本計画　「第2
章　豊かな心の育成」の中に盛り込
まれています。

-

こども教育課



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

7-8
35-36

岡崎忠雄　委員

　18歳までの一貫した子育てと教育
がなされて、後に進学、就職へと次
の段階へ進むために、ほとんどが
糸魚川を離れて戻ってこない。
　高卒後の人作り（専門学校や高校
の専攻科）を行い、地元への就労
や創業につなぐ必要あり。

　地元企業との連携は不可欠で
す。

　小学校では総合的な学習の時間
や教科の学習で、中学校では職場
見学、職場体験等を、市内企業の
協力を得て進めています。
　具体的な施策②に「地域や地元
企業と連携し、職場体験やボラン
ティアを実施する」ことを記載しまし
た。

こども教育課
商工農林水産課

13-14 渡辺秀幸　委員 生涯学習の充実

（意見）青海地区民の求める公民館
体制
　H26年より青海地区が新公民館体
制に移行しておりますが、青海地区
では、長年の間、16支館が、その地
区に合った特性のある地区づくりを
実施しております。（自治会は数少
ない）
　糸魚川市の新公民館体制の方針
統一は一応理解できるものの、公
民館と支館・市政との連携さえ出来
れば、体制には影響がないと考え
ます。これからの糸魚川市は、地区
づくりが町づくりに繋がると考えてお
ります。従来通り、支館を核とし、地
区づくりと公民館事業がスムーズに
運営できるように、行政の支援と調
整をお願いします。

　青海地域は、16支館（自治会）が
ベースとなってこそ効果的な「人づく
り、まちづくり」が可能と考えます。
　平成28年度から生涯学習課青海
生涯学習係が青海事務所内に移転
することを契機に、まちづくりのセク
ションと緊密に連携して、地区づくり
と公民館事業がスムーズに運営で
きるように、調整を図る予定であり
ます。

　文章的には、大きな修正は行いま
せんが、回答のとおり、ご提言を重
く受け止め対応します。

生涯学習課

35-36 鈴木秀城　委員 就業支援

　地域の課題をどのようにとらえて
いるのでしょうか。高校生の管内就
職率を施策指標にしているが、妥当
でしょうか？
　今、地域の課題は、大学進学をし
た若者で、地域に戻って働きたいと
いう人が、入社したいと思える企業
作りではないでしょうか。

　高校生の地元就職の増加と合わ
せ、大学等への進学者に多く地元
へ戻ってもらうことが重要であり、そ
のためには、企業の魅力向上や企
業活動の見える化を進める必要が
あります。

　地元企業の雇用環境の整備を含
めた魅力向上や企業活動の見える
化を位置付けます。

商工農林水産課

35-36 鈴木秀城　委員 職業能力開発

　職業訓練校のメニューは、企業や
求職者のニーズに合っています
か？

　職業訓練校やハローワーク等と
連携する中で、市内企業や求職者
のニーズを踏まえるとともに、新た
な分野の職業訓練も進めていく必
要があると考えております。

　企業や求職者のニーズに応じた
職業訓練への支援について位置付
けます。 商工農林水産課
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

39-40
97-98

岡崎忠雄　委員

　総合計画だから総花的に現状保
持（向上）を思うのだが、消滅集落
や農地等は救えない。消滅して負
の遺産となる前に考えるべきだ（移
住・跡地荒廃化防止）。

　集落地域等における持続可能な
地域活動を進めていくことで、集落
の維持、農地保全等を図っていく必
要があると考えます。

　持続可能な地域をつくるために、
住民同士の対話が第一歩であり、
対話の場づくりを促進します。対話
の中から地域の課題に気づき、活
動へとつながるように支援します。

定住促進課
商工農林水産課

41-42 鈴木秀城　委員 林業の振興

　木材販売数量を施策指標にして
いますが、これは第三者を動かす
目標となる。それも大切ですが、自
分たちで取り組むことのできる目標
『市役所として発注工事における、
地元木材の利用率100％』を掲げ取
り組むと良いと考える。

　市では「糸魚川市公共建築物等
における木材の利用の促進に関す
る方針」を定め、地場産材の利用に
努めています。
　また、構造上、100％県内産を使
えない場合もあることから、指標とし
ては設定せず、引き続き利用に努
めるとともに、市以外の事業主体に
対して利用促進を働きかけます。

　「糸魚川市公共建築物等における
木材の利用の促進に関する方針」
に基づき、地場産材の利用を促進
する旨、具体的な施策に掲載しま
す。

商工農林水産課

45-46 鈴木秀城　委員 商工業の振興

　現状と課題「建設業においては、
公共工事の減少する中、新分野へ
の業態転換など、新たな展開が課
題となっている。」
　この課題認識は、過去の考えでは
ありませんか？
　現在は、将来にわたり、地域の安
全・安心を確保し、優良な社会資本
を作る産業を官民挙げて育て、次
世代の担い手を確保することが、大
きな課題。本業で稼ぐことが重要と
されている。
　そして、地域強靭化や地域創生の
ために、自治体が知恵を出し、財源
を確保し、社会資本の整備を進め
ることが求められていると思う。これ
が、住みやすい地域を作り、今日的
な課題といわれる人口問題の解決
にもつながる。
　公共工事の減少が、前提の認識・
計画には反対です。

現状と課題について、再度整理を
行いたい。

「建設産業の経営基盤強化と収益
力の向上」の観点について追記しま
す。

商工農林水産課
建設課



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

45-46 渡辺秀幸　委員 主要事業

　地区集落販売車の増車支援 　高齢者等の見守りを兼ねた移動
販売が、一定の役割を果たしている
と考えられますので、移動販売事業
の支援を拡充したいと考えておりま
す。

　商工業の振興に、移動販売事業
の支援について、位置付けます。

商工農林水産課

91-92 岡崎忠雄　委員 市民参加の促進

　もっとも不足しているのは、市民
の（危機）意識だと感じます。「皆で
協力して糸魚川を作らなければ」と
いう意識と行動を起こさせること。

　地域活動や地域の課題に対して、
自分事として考え、関心を持ち、参
加することが大切です。

　④まちづくりへの市民参加の促進
に追加しました。
　基本計画の構成として、「協働の
とりくみ」を位置づけ、それぞれの立
場でできることを行う協働の取組を
促進します。

企画財政課
定住促進課
環境生活課

93-94 鈴木秀城　委員 自治組織・機能

住所名の変更。
　旧糸魚川中心部以外は、未だに
「大字」を使っています。これが正式
住所です。何ら機能や意味のある
名称でない。古臭く、田舎くさく、字
数が多いだけ。若者定着を目指す
市としてはすぐに変更すべきだと思
います。
　①大字を削除する
　②旧能生町、青海町は、糸魚川
市能生町○○、糸魚川市青海町○
○にすべきである。
普通の市であれば、○○市▲▲町
××丁目のスタイルです。
　本当に人口問題、若者問題に取
り組む気があるなら、まず自分達で
できることから始めるべきだと思い
ます。

　人口減少対策として、若者や移住
者のUIターンの促進を図るため、糸
魚川市のイメージアップへの取組が
必要であり、１つのご提案と受け止
めています。
　ご意見のとおり、人口問題、若者
問題への取組に対しては、行政を
含め、関連する個人や地域、事業
者等がそれぞれの立場で、自分事
として課題を捉え、取り組む姿勢が
必要です。
　今後は、市民や地域、事業者等
の自由な発想、アイデアを出しやす
い環境をつくり、またそれを活かし
て実現できる仕組みを作るなど、市
全体で新しい取組やチャレンジを応
援・後押しできる土壌づくりが大切
であると考えます。

　基本計画の構成として、「協働の
とりくみ」を位置づけ、それぞれの立
場でできることを行う協働の取組を
促進します。

企画財政課
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ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

97-98 渡辺秀彦　委員 移住定住の促進

将来の移住定住につながる若い世
代に対する情報発信

　糸魚川を体験してもらうインターン
シップを増やす施策
（施策案）大学等の体育会やゼミ
（研究室）の合宿地としての活用

（１）運動部やゼミ（研究室）の合宿
先として来てもらい、糸魚川の暮ら
しを体験してもらう。
（２）少人数なら空き家を利用し、多
人数であればスキー場の施設やホ
テル・民宿との連携により空室を安
く利用できるようにする。
（３）学生は全国から集まっているの
で、広い範囲に対するPRにつなが
る。
（４）将来的に観光客としてリピー
ターになったり、就職や転職の際に
居住地の候補となる可能性が高ま
る。

　これまでも大学等の合宿や地域
活性化の研究フィールドとしての受
入れを行っています。平成28年度
以降も引き続き、移住体験事業や
大学等連携集落活性化事業などに
より、大学生等の若い世代の受入
れとともに、有効な情報発信に努め
ます。

-

定住促進課

その他 渡辺秀幸　委員

高齢者買い物難民の支援事業
　青海地区は小売商店が激減し、
田海川以西はほとんど店がありま
せん。このような状況で、車のない
高齢者は日常の食材にも困ってい
るのが現状です。

　移動販売を行う事業者へ経費助
成を行っており、来年度から、補助
要件を緩和する予定です。

　３章で移動販売事業への支援に
ついて記載しています。

定住促進課
商工農林水産課

その他 渡辺秀幸　委員

タクシーによる買い物ヘルプ事業
　買い物の行く事が困難な高齢者
を地域で支える「買い物ヘルプ事
業」を始めた自治会もあると聞いて
おります。
　効果として、買い物による外出の
機会をつくることで、健康寿命の延
伸や閉じこもりの防止」が期待でき
ます。

　今後策定する地域公共交通網形
成計画の中で、利用しやすい公共
交通のあり方を検討します。
　また、地域における課題解決、支
え合いの観点からも、地域住民の
対話の場づくりと活動への支援を行
います。

　第４章、地域公共交通の確保の
地域公共交通網形成計画策定の
中で検討します。
　また、第６章、自治組織・機能の
充実での地域住民の自主的・主体
的な活動を支援します。

定住促進課
福祉事務所



ページ 委員名 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

その他 黒坂アイ子　委員

ヒスイ王国館の使用料について
　儲け目的で使用する場合と勉強
会に使用するのと一緒というのは
考えていただきたい（どこが経営し
ているのかわからないで言っている
のですが）
　実は俳誌の仲間が全国から集ま
る（5月1日）のですが、3万円～4万
円するので、糸魚川は高い所だと
思われそうです。
　もっと安くしていただければ、生き
甲斐対策につながるのではないで
しょうか。

　糸魚川タウンセンター株式会社に
関する内容であり、ご意見があった
ことを伝えます。

-

商工農林水産課
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