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 会 議 録 

１ 会議名 

 第７回柿崎区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

⑴ 協議事項（公開） 

・地域の皆さんと地域協議会委員との懇談会のまとめについて 

⑵ 自主的に審議する事項（公開） 

・柿崎区保育園にかかる課題と今後について  

⑶ 報告事項（公開） 

  ①会長からの報告 

   ・柿崎区地域協議会視察研修について 

②市からの報告  

 ・台風２１号による被害状況等（柿崎区）   

   ・地域おこし協力隊について 

⑷ その他（公開） 

３ 開催日時 

平成２９年１０月３０日（月）午後６時３０分から午後８時３８分まで 

４ 開催場所 

柿崎コミュニティプラザ ３０５～３０７会議室 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く) 氏名（敬称略) 

・委  員：長井洋一(会長)、小出優子(副会長)、 、加藤滿、金子正

一、佐藤健、武田正教、新部直彦、榆井隆子、引間孝史、湯本清

隆、 渡邉征雄 
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・事 務 局：柿崎区総合事務所 南博幸所長、佐藤誠司次長、風巻雅人総務・地

域振興グループ長、古屋靖夫建設グループ長、島岡聡市民生活・

福祉グループ長、唐澤幸代地域振興班長、長井英紀主任、小田切

房子地域おこし協力隊員 (以下グループ長はＧ長と表記)  

８ 発言の内容（要旨） 

【佐藤次長】 

・会議（地域協議会）の開会を宣言 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数

以上の出席を確認、会議の成立を報告 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第１項の規定により、会議の運営

は会長が行う旨を説明 

【長井会長】 

・会長挨拶 

・会議録署名委員に引間委員を指名 

 

【長井会長】 

  協議事項（１）「地域の皆さんと地域協議会委員との懇談会のまとめについて」 

 ６会場で開催せていただき、実行委員会の方で資料の様に「懇談会のまとめ」を

作成していただいた。それを基にいろいろ協議いただきたいと思う。 

  最初に実行委員の方から内容の説明をお願いしたい。 

 

【佐藤委員】 

  １０月１７日に検討委員会を開催した。内容について補足を兼ねながら説明 

 させていただく。 

まず、何が目的で懇談会を実施したのか、地域協議会委員および各町内会長は 

理解されていないのではないか。また地域住民の意識があまりにも薄いために 

各会場の出席者が少なすぎた、色々と反省すべきものが多いと思う。 

  最初の懇談会のテーマ「災害発生時の町内会や保育園・学校などにおける子ど
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もや高齢者の避難支援体制」についてであるが、この問題を見てみると町内会長

であればこういうことをやればよいと分かると思う。柿崎区における自主防災組

織の結成率は１００％であるが、訓練は５８町内会の内、実施されている町内会

は８町内会である。これらについても、あまりにも自主防災組織の訓練が少なす

ぎる。だからこのテーマで意見を聞いても分からなく、実際の意見が言われない

のではないかとも聞いている。なぜ実施できないのかという大きな問題点がある

と思う。また、毎年５月ころに行政へ防災訓練計画書を提出することになってい

るし、上越市においては自主防災組織等の活動育成事業で上限が３０万円で機材

購入や整備を行った町内会に支給される。しかし、機材を購入しただけで宝の持

ち腐れという格好であり、こういうものを大いに役立てて防災訓練をやっていた

だければ、このテーマについてはある程度理解でき、色々な意見も多く聞けたの

ではないかと思う。本当に災害等が発生した場合、はたして町内会で対応するこ

とができるかを考えると大変不安であると見受けられた。そういう中で今後行政

への要望としては、なぜ自主防災活動ができないのか、町内会への指導を徹底し

て実施していただきたいと考えている。 

  次に空き家対策についてである。行政には町内会ごとに空き家件数あるいは所

有者名も報告してあるが、所有者に対する指導はどうなっているのか、そこに不

安な要素がある。また、野良猫や小動物の発生で町内会としても環境美化に苦慮

している状況がある。そこで行政への要望事項として、空き家等の適正管理およ

び活用促進に関する条例が７月から施行されていると思うので、所有者に対する

指導強化を是非お願いしたい。また、上越市空き家等対策協議会もあるので、積

極的に活用していただきたいと思う。 

  その他でバスの利用促進対策についてだが、高齢者世帯が多く交通利用者の不

便が段々と多くなり交通の便が悪くなってきているため、上越市地区公共交通懇

話会があるので、これらをもう少し活用しながら行政指導の下でいろいろと協議

いただければと思っている。その他は皆さんに配布されている資料で確認いただ

きたい。 

  最後に、この様な状況の中で今後の地域との懇談会の開催については、皆さん

のご意見等を伺いながら来年度に向かって進みたいと考えている。 

  以上、私から補足説明をさせていただいた。 
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【長井会長】 

  皆さんから出掛けていただき、いろいろと地域の皆さんの声を聞いていただい

た。地域協議会そのものを知っていただくという１つの狙いは、少しは達成でき

てきていると思う。懇談会で出た色々な話を今度は地域協議会の中でどう取り上

げて、どう取り組んで行いくかは、今度私たちに投げ掛けられた課題だと思う。

この中から私たちが地域の皆さんと一緒に取り組まなければならない問題につ

いて、色々協議を煮詰めていかなければならないと思う。 

実行委員会でまとめていただいた内容で、最初の「災害発生時の町内会や保育

園・学校などにおける子どもや高齢者の避難指示体制」の件だが、実行委員長の

佐藤委員からは、自主防災組織はできているが果たしてきちんとした防災訓練が

できているのかどうかという点を指摘されている。この辺を皆さんで考えた中で

取り組まなければならない事があると思うがいかがか。 

 

【渡邉委員】 

  共通項目１つ目の災害発生時の問題だが、町内会単位が一番身近な組織であり、

今行政側では町内会が自主防災組織を持って、その中で防災訓練をするという形

になっている。しかし、５８町内会の内８町内会しか訓練を実施していなく未実

施の所が多い。聞いた話だが市全体とか区全体での防災訓練はしないと、その辺

の理由をお分かりなら聞かせてほしい。 

 

【長井会長】 

  行政側では区全体での防災訓練の実施は計画していなく、あくまで町内会単位

でお願いしたいというのが大筋だと言われるが、決まっているのか。 

 

【南所長】 

  市全体でどう考えているかは担当課に聞かないと分からない部分もあるが、今

の方向性から言うと大規模な防災訓練は市全体で実施している。これはどちらか

と言うと消防や警察、県、市、国、こういう関係する機関がいざ何かあった時に

どう動くかというシミュレートも含めて訓練を行っている。 

  住民の皆さんの避難に関わる訓練は、詳しい事は分からないので担当に確認し
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次回説明させていただくが、基本的な考え方は地域ごとに特性があり、住んでい

る皆さんの年齢構成もあるし避難場所もある。だから今住んでおられる所で避難

訓練を、自分の家そして避難する場所、そういうものを皆さんで共通の認識を持

っていただきながら避難していただく、そのための訓練を行う事を考えて実施し

ていただいているのが基本だと思っている。 

  また大きな方針や市として今後どうするのかというところは調べて次回報告

させていただく。 

 

【佐藤委員】 

  自分の命は自分で守るということが基本なので、町内会で訓練すべきものだと

思う。行政を頼りにする問題ではないと思う。 

 

【金子委員】 

  私の集落は１９戸しかない小さな集落で、防災訓練は私が町内会長であったこ

ろの８年の内で２回やった事があったが、毎年はできないと実感していた。 

１０月２８日に現町内会長が元消防士で防災士の資格もあることから、訓練を

実施した。糸魚川の大火もあったことから消火栓を使っての訓練で、女性の方が

放水する場合はホースをどの様につなぐのか、消火栓はどうやって開けるのかを

訓練した。その他に、消火器の使い方についても訓練を行った。もう１つ、大き

な町内会では救急用の担架を購入された所もあると思うが、私らの町内会は無い

ので、逃げ遅れた人や足腰の悪い人をどうやって運べば良いのかを元消防士の方

に教わった。竹の棒２本と毛布を使って緊急時の担架を作る方法で、竹の棒くら

いなら山にあるので準備された方がよいと言われた。こういう訓練は、小さな町

内会でもやれると思った。今回は集落の皆さんから非常に良かったと言われた。

毎年はできないかもしれないが隔年または３年に１回くらいは思い起こすため

にも、やるべきだと実感した。 

行政も訓練の実態を把握して、防災士もかなりおられるのだからそういう人達

を指導していただければ、訓練を実施する町内会も、８町内会が１０、１５とな

って、周りが増えていけば私達もという雰囲気になると思う。 
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【長井会長】 

  先日柿崎体育館で馬正面、桃園、川井の消火訓練を含めた防災訓練があった。 

やはり実際にやってみると「うん、なるほど」と感じた。また、こんなに人がい

たのかと思うほど人が出てくださったので、何かの機会があれば集落単位か幾つ

かの集落が一緒になっての訓練も大事だと感じた。集まってみると普段顔を合わ

せない方ともお会いできるので、やはり１年に１回位はやっておかなければなら

ない事なのではないかと感じた。 

 

【 井委員】 

  実行委員会でまとめていただき行政への要望をあげていただいてあるが、柿崎

区の地域協議会として実際に行政に要望する時に「行政へ要望」と書いたこの形

で良いのか、それとも要望書を作成して出すのか、その辺を確認したい。 

 

【長井会長】 

  意見書ではなく要望書であるから、今日審議したこの形で良いか。 

 

【南所長】 

  要望書という形はあまりないが意見書という形はある。考え方として、皆さん

の方で地域へ出ていろいろな声をひろっていただきまとめていただいた。それを

地域協議会の中で皆さんが話をされて、今後この地域はこの方向性でこんな事が

必要だと整理した段階で例えば意見書となるのか、そういう形で市の方に文書で

ということはあると思う。しかし、この形だけだとこんな声がありましたという

だけで、協議会の中での議論・検討整理がまだなされていない。ただ、当然こう

いう意見は大変大切な事なので私共で担当課の方には伝える方向ではいる。地域

協議会でどうされるのかは皆さんでお話しいただきたいと思う。 

 

【渡邉委員】 

  この間の実行委員会では、あくまでも取りまとめという形を作っておいて、そ

れを地域協議会に諮って皆さんからの意見をお聞きし、それでどういう形にする

かを協議会で出していただく方向であったとの認識でいた。だから、この場でこ
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ういう形にして行こうと決めれば良いと思う。 

 

【長井会長】 

  市長に直接意見を言える組織なので、地域の要望を踏まえた中で意見を述べる

とすれば意見書という形がベストだと思う。 

 

【佐藤委員】 

  意見書で良いのではないか。 

 

【長井会長】 

  どこかが音頭をとれば、柿崎区全体では難しいとしても、各町内会で自主防災

組織の訓練を少なくても１年に１回くらいはやってくださいと呼び掛けするこ

とができると思う。それぞれ町内会の様子によって違うと思うが。 

  先般の馬正面の訓練に参加させていただき感じる事は、消防団などで出て来た

人は皆若い人ばかりで、年寄りばかりでなく若い人が参加してくれるというのが

あって、地域づくりに若い人を巻き込むには自主防災組織の活動が定着してくれ

ば非常に良いのではないかと感じた。ただ、毎年となると負担になり消防団の成

り手が無くなると困る部分もあるが。 

 

【佐藤委員】 

  毎年が負担になるということ自体がおかしい。今年行った中で、少し落ちてい

る所も見つかる訳で、それに対して来年はこうしましょうとできる。 

  私らの場合は年２回実施している。地元消防団を主体とするのと、１回は頸北

消防署から来ていただき指導を受けている。その他に各町内会の役員の中で警防

担当がいて役員同士でもいろいろやっている。若い人達も結構出て来ている。 

 

【長井会長】 

  何とか上手に地域づくりとミックスできるような自主防災組織の防災訓練が

できれば良いが。呼び掛けでできれば良い。強制だといやがられることもある。 
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【佐藤委員】 

  行政も年１回訓練の計画書を提出してくださいとしているが、各町内会が提出

していない。なぜ提出されないのか、なぜ訓練ができないのかという問題になり、

行政の指導として持って行くべきだと思う。そのために自主防災組織等の活動育

成事業で補助金上限３０万円がうたわれているので、それで資材を購入するなど、

いくらでも対応できると思う。あれも無いこれも無いということは実際にやって

みないと分からない問題だ。 

 

【長井会長】 

  実施状況などをどう踏まえるかとなると、やはり行政が主体になってやってい

ただきたいのと、いつやってどういう結果になったかの報告を求めたい。 

 

【佐藤委員】 

  この頃水害や災害が結構頻繁に起きているから防災訓練は重要だと思う。 

 

【長井会長】 

  全く訓練をやった事の無い所には非常に負担になる。正直言えば防災士がいな

いとか、中心になってやる人がいないとか。 

 

【金子委員】 

  防災士会がある。町内会に防災士がいなくても要請すれば派遣してくれると思

う。頸北消防署もお願いすれば来てくれると思う。 

 

【佐藤委員】 

  今年５月に防災士の柿崎支部が設立され現在３３名の防災士がいる訳なので、

どうしてもできない場合は防災士から来ていただいて指導してもらうとか、小さ

な町内会については１つではなく２つや３つの合同でやっても良く、やり方は

色々あると思う。 
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【長井会長】 

  やっていない所がほとんどだが、自主防災組織を立ち上げてある訳なので、そ

の組織から避難訓練、防災訓練をやっていただく取り組みを行政で指導していた

だきたい。 

 

【佐藤委員】 

  なぜできないのか、そこから問題が出てくる訳だから、絞りながら色々と検討

されるべきだと思う。 

 

【長井会長】 

  私らが何かできる訳ではなく、行政から実効性のある防災訓練を実施してもら

うように働き掛けることしかできない。 

  それでもできないとなると何をすべきか分からなくなるが、やっておられる地

区をモデルケースとして見ていただくとまた取り組みもできるかも知れない。 

  地域性があり関心の高い所とそうではない所がある。意識の差というのは非常

に大きいと思う。 

 

【佐藤委員】 

  市から活動資金３０万円を町内会は貰っている訳だから、お金を貰っていて何

もやらないのはおかしい。行政の指導を強化してもらうしかないのではないか。 

 

【長井会長】 

  一生懸命にやっている所のケースや、具体的に若い人がどのくらい出てきてい

るかとか、やった結果の反省とか、積み重ねがあることなどについてはどうか。 

  いずれにしても取り組み易い実効性のある防災訓練への対策を検討していた

だけないか。 

 

【武田委員】 

  私の集落は隣の集落と一緒に毎年やっている。消火栓から水出しをやってみる

と、使用していないのでパッキンが劣化していて水が漏れて使えない状態だった。
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全部の消火栓をチエックしたら半分近くが同様の状態だった。昨年は煙からの脱

出を消防署から来ていただいて訓練した。そういう実例を色々と挙げて、こんな

事をやればどうか、人数が少なければこうしたらどうか等、各町内会長に幾つか

のひな形を示してあげれば良いのではないか。こんなことを行政にお願いしては

どうか。 

 

【長井会長】 

  昨年訓練を実施し報告のあった町内会は８町内会。これを毎年少しずつ増やし

て行く努力をすべきだと思うし、意識を高めて行くことは大事だと思う。 

  どういう取り組みができるのか、行政の方とまた話をしながら防災訓練に関し

ては検討して行きたい。中心はやはり行政の指導の在り方で、今日出た話などを

基にしていただければと思う。 

 

【長井会長】 

  次に、２番目の「空き家が増えている状況と対策」についてであるが、町内会

によって取り組みが全然違う所もあり偏りを感じた。全国的な問題で市も全体で

取り組んでおられるが、なかなかよい方向になく、そのままになっている。 

  この件で意見はどうか。 

 

【金子委員】 

  行政の方にお聞きしたいが、解体するには分別が必要で、昔の様にひとまとめ

にする訳にはいかなく高額な費用が必要なのだが、その後に更地にすると固定資

産税が上がるというのは本当か。 

 

【島岡Ｇ長】 

  宅地に付いては建物が建っていることで、その土地は減税されている。しかし、

建物を取り壊すことによって減税が無くなり、普通の宅地課税となるために上が

る。 
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【南所長】 

  今税額が上がるという説明をしたが、土地を評価しその評価額に課税させてい

ただいている。一方でそこに住宅を建てると住宅用地としてある程度の免除があ

る。住宅がなくなればその免除部分が無くなるので、元に戻って普通の課税にな

る。だから、上がるというのではなく元に戻るという事だ。 

 

【佐藤委員】 

  以前に各町内会長に空き家対策の調査で、空き家の所有者や電話番号等が分か

れば報告するようにと行政から依頼がきていた。しかし、どこまで空き家の対策

をしているのかが一向に目に見えていない。折角上越市の空き家等の適正管理お

よび活用促進に関する条例が３月の市議会で設定され、それが４月から施行され

たのだから、町内における空き家対策について少しでも前進しているものが見え

れば良いが全然見えない。行政として所有者に対しどの様な取り組み・指導をし

ているのか、その辺が疑問に思う。 

 

【長井会長】 

  最終的には行政でという所が出て来てしまうが、なかなか地域協議会で取り組

める問題でもなく難しい。市全体でやっていただくしかないのかという気もする。 

  出向いて話を聞くと、町内会の取り組みしだいで、まったく人の住まない管理

しない空き家になるか、人は住まないが管理している人がいる空き家という所も

あった。最終的には町内会の考え方１つの部分も出て来てしまうと思う。 

 

【佐藤委員】 

  行政も空き家に関する文書を出しているのだから、所有者に対してどの様な説

明・指導をされているのか。協議会としてはやるべきものではなく、行政から所

有者にもう少し積極的に指導してもらうしかないと思う。 

 

【南所長】 

  空き家にもいろいろと種類があり、まだ住める住宅だけど色々な事情があり住

んでいない空き家。過去に住んでいたがかなり放置されていて危険な空き家。こ
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の様に利用できる空き家とそうでない空き家がある。危険空き家については放置

すると皆さんの生活に支障をきたすこともあるので、それが分かれば所有者に連

絡して対応していただいている。行政が所有している物であれば当然私共の責任

として対処するが、個人が所有の物であると手を出せる範囲が限られている。た

だし、周りの方にご迷惑が掛かるようであれば所有者の方と話をし、どうしても

だめだとなれば、それはまた制度があり除却を行うこともある。 

  もう１点、まだ住める空き家については所有者の方が色々お考えになり、貸す

のかどうするかはあるが、それを除却するとなれば除却する補助金も昨年の９月

に制度として作られているので利用していただければ良いと思う。 

私共としてはそれを周知していくしか手立てがない状況で、空き家がどうして

も町内に支障をきたす、生活に支障があるとなれば私共にお伝えいただき、それ

を町内の皆さんにお願いして行くしかないと考えている。 

 

【長井会長】 

  個人の意識が大事であり、迷惑の掛かる空き家にしないような方向で家主の心

得が必要だし、空き家になるとこうですと周知する様なことも必要だ。行政の仕

事が主になるところが多く、地域協議会としてはなかなか具体的に取り組める方

向にはないと思う。 

 

【長井会長】 

  次に、その他の件でデマンドバスの運行利用を検討してほしいとの意見が１つ。

それから若い人の人口を増やしたい、若い人が働きたい職場の誘致を。そして世

代を超えて参加できる行事を増やし、子供たちと一緒に地域を元気にしたいなど

の意見が出ている。地域協議会はどう捉えて、どう良い方向に持って行くかが大

事な点だと思う。 

  バスの運行に関して行政に話を聞いたら、公共交通懇話会があって、利用する

地域の代表の方から出ていただき随時話を聞き、直すところは直しているとのこ

と。ただ今はバスの利用が非常に少ない状況だ。そうかといって公共交通のバス

がない地域が増えるのは先の事を考えるとどうかと思う。金谷へ行った時、運転

免許証を返納すると金谷から買い物に行くのは大変だから、こちらへ回るバスを
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作ってもらえないかとの意見が出ていた。こういう問題はどこの地域でも高齢化

が進めば余計に出てくると思う。 

  この辺についていかがか。 

 

【佐藤委員】 

  上越市の公共交通懇話会という制度があるのだから、それをもう少し積極的に

活用しながらいろいろな問題点を詰めて行き、良い方向に持って行かなければな

らないと思う。 

  段々と高齢化になってきていて、みんな免許証を返納している。その辺を考え

ないといけない。バスに乗る人間が少なくなったから、うんぬんという問題では

なくなってきている。細かな中身は懇話会の中で詰めていってもらった方がよい

と思う。 

 

【 井委員】 

  地域協議会として協議しているので、マイクを持って、議長が指名してから１

人１人が話をするやり方にしてください。 

 

【長井会長】 

  地域懇談会に出て話を聞き、多岐にわたることや簡単に取り組める問題ばかり

ではないので大変なのだが、皆さんからの意見はどうか。 

 

【 井委員】 

  今回の実行委員会で、行政への要望と地域協議会としてという２つに分けて資

料を作っていただいた。先程確認させていただいたが、これだけでは行政への要

望にならないと思う。これを意見書としてまとめて、協議会として市長に出すの

か。我々が意見書を出すのは市長宛てであって総合事務所長に出すのではない。

そう考えた時に、これをまとめて市長に出せるのか、そのレベルにあるのかを協

議会として話をしなければならないと思う。自主防災組織でやっている所が柿崎

区では少ないからそれを行政側に働き掛けて、もっとやってもらう様にお願いし

たいというのは、市長に我々が言う様な話ではないと思う。 
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  私も町内会長をやっており、今年何年かぶりに避難訓練をやった。そこで１つ

思ったことは、訓練には沢山の種類がある。避難する、消火する、逃げるなど。

これら１つ１つの訓練を例えばＤＶＤなどで各町内会に配布していただき、それ

を我々が見て実際にやってみる。だからＤＶＤ等を市として作ってくれないかと

か、それなら我々が市長に意見書として出せると思う。そうでなければ行政から

働き掛けてくださいと言っても、行政は今一生懸命に働き掛けてくださっている

のだから。それが町内の町内会長に届いていないだけであって、届け方が悪いの

かも知れないし、受け止め方が悪いのかも知れない。だからこの件については、

先程会長が行政側と相談してみると言われたが、もう一度そういう眼で相談して

いただければ良いと思う。 

  空き家については、資料に「町内によってかなり偏りがあるが、全体としては、

今のところ管理できている空き家が比較的多い」とある。私は、柿崎区では意外

と空き家では困っていないと思った。もっと空き家で困っている所は沢山ある。

私が参加した範囲では今直ぐの心配は意外と無いと思ったので、この件に関して

は我々が懇談会で実態を把握しておくレベルで良いと思う。 

  その他で、地域協議会として、バスの運行に関する住民の声を伝えるために「上

越市地区公共交通懇話会」に働きかけ、話し合いの機会を設けたいとあるが、こ

れは「上越市地域公共交通活性化協議会」とは違うのか。懇話会と活性化協議会

とがあるが違いはあるのか。 

 

【南所長】 

  市全体の公共交通を考えるのが活性化協議会であり、地区毎に置いてあるのが

交通懇話会である。ここに書いてある懇話会は、柿崎区の懇話会だ。 

 

【 井委員】 

  私はこの懇話会というのは初めて聞いたが、柿崎区で公共交通懇話会が実際に

どの様な活動をされているのか、地域協議会としては知らなければならないと思

う。 

  懇談会で地域の皆さんから、非常に困っている、デマンドバスがあれば良いが

との話を聞いた。公共としてバス路線はあるが、例えば金谷とか雁海は今でもバ
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ス路線は無い。そういう所で住んでおられる方が免許を返上して、足が無くなっ

てどうするのだといった時に、バス路線を今から引いてデマンドバスを運行する

訳にはいかないと思う。だから、懇話会としてどこまで踏み込んで議論している

のかを我々が調べて、あるいは懇話会と話し合いを持って、この議論はそこから

の再スタートになるという事。私は今回の懇談会の一番の収穫はこのデマンドバ

スについてであり、少なくても我々協議会として今後公共交通についてどうする

のかをこれから調査して、例えば意見書として出せる様な代物になるのか、ある

いは懇話会に具申してお任せするのかを少し突っ込んで協議したら良いと判断

する。 

 

【渡邉委員】 

  意見を行政に出すことや懇話会との話し合いを持つことは良いのだが、地域と

の懇談会の中で意見を出してくれた人に対する対応も考えておく必要があると

思う。聞いた、働きかけをした、だけど意見を出した人は自分の意見はどうなっ

たのか、がある。今回の場合は行政の皆さんが一緒の懇談会ではなかったので、

協議会だけが地域の皆さんから直接話を聞いている訳だから、聞かれた地区の人

達にお知らせしてあげる方法も考えておかないといけなく、その部分が不足して

いると思う。 

 

【長井会長】 

  懇談会の取りまとめをして、広報もあるがその結果を皆さんにお返しする形が

大切だと思う。皆さんから意見を出してもらい懇談会のまとめをしている訳だが、

その中で 井委員からは良い方向を出していただいた。 

  公共交通懇話会の事務局は、地域協議会の事務局と同じく地域振興班が預かっ

ている。内容を話せるか。 

 

【唐澤班長】 

  柿崎区の地区公共交通懇話会だが、いま柿崎区の委員は１５名いて、路線バス

の通っている各町内会から代表１人ずつで、町内会長から出ていただいている。

それが均等に地域全体におられるので、柿崎、川西、正直、下黒川、黒川、黒岩
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から代表で町内会長に出ていただき、後は学校関係で久比岐高校があるのでＰＴ

Ａ会長やまちづくり振興会とか社会福祉協議会、老人クラブ連合会の会長など地

域の方と、バス会社、タクシー会社、これらのメンバーで構成されている。会議

は年に何回開催するなどの決まりはなく、市や懇話会からこういう課題でどうか

と提案があった時に開催している。今年度についてはまだ開催がなく、メンバー

も見直されてからは１回も開催されていない。今年は１２月に開催を予定してい

る。 

 

【長井会長】 

  行政指導で公共交通懇話会が組織されている中で、私達の懇談会で聞いた意見

もこの会に反映できる様に取り組みができればと思う。 

 

【 井委員】 

  今の事務局からの説明で今年はまだこれからだということだが、過去に会議を

された議事録はオフィシャルになっているのか。柿崎区の懇話会で過去にどうい

う事が話し合われ、それがどう反映されてきたかというものがあるか。 

 

【唐澤班長】 

  市の交通計画に載っている計画・目標に対し、それぞれの区でその目標に向け

てどのように取り組むかを決めて行くこともあるが、会議等を設けると会議録を

作成し本課である新幹線・交通政策課とまとめていく。 

  具体的にどんな事を話し合うかというと、一昨年に上直海線を全線デマンド化

にする。それは事前に懇話会で協議をし、今利用率はこうだし経費はこうだと話

し合いを持って、ではデマンド化も良いのではないかと方向性を出したこともあ

った。 

  黒岩線についても主要道路を回っていた路線を下灰庭新田まで回れば、下灰庭

新田の方も利用するというようなアンケート結果が出たので、その様にデマンド

バスのルートを変更したこともある。 

  それが更に年数が経ち、今年度については数年経った黒岩線、水野線について

今後どうして行ったら良いかの話し合いを持って行こうと考えているところで
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ある。 

 

【南所長】 

  今担当が説明した通りであるが、その中で公共交通計画の中に１３区各地区の

バス路線を今後どうするかということと、課題が何で今どれ位利用があるか、そ

れを整理し地区別メニューで一覧にしてある。それを皆さんに参考資料として提

出し、それを基に問題点の洗い出しや今後の方向性をどうすれば良いのかを検討

される材料として示すことはできる。 

 

【佐藤委員】 

  浜線がバスの利用客が少ないので本数を減らすという市の方針が出た。以前に

黒岩・黒川線のバスの関係で懇話会が設立したと考えている。私も一昨年から参

加させていただき、浜線は今まで柿崎から直江津まで行っていたが利用客が少な

いので柿崎から鵜の浜まで、そして鵜の浜から乗り換えて直江津へ行く様にした

いという話の中で私たちが参加させていただいた。その前は山間地の皆さんが主

な委員になって活動されていたと記憶している。 

 

【長井会長】 

  公共交通懇話会の内容も少し分かってきて、懇話会で決めていただかないとで

きない感じがするので、もう少し時間を掛けて勉強させていただきたいと思う。

今日の話はここで打ち切りではなく、次回も再度話を出していただき、来年度以

降地域懇談会をどうするかを含めて継続でお願いしたいがよろしいか。 

 

 ・「はい」の声 

 

  では、協議事項１番目の懇談会の件については、今日の段階ではまとめきれて

いないとご理解いただきたい。 

 

【長井会長】 

  ５番目、自主審議に係わる事項で、柿崎区保育園にかかる課題と今後について、
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をお願いしたい。 

  ９月９日に保育園の視察をし、皆さんから感想を述べていただいた。柿崎区の

保育園は非常にきちんと整備されていて現状の状態が長く続けば良いと思うが、

将来的には問題が出てくる部分もあると思われる。そんな中、実際に保育園に子

供を預けておられる保護者の代表の方からも少し話を聞く機会を設けたらどう

かと思っている。そこで、この次の段階として協議会委員全員は難しいとは思う

が何人かで行って、保護者の皆さんからの話を聞いてきたいと思うがいかがか。 

  １１月、１２月の少し忙しい時期になるが、委員の代表何人かで４つの保育園

をまわって保護者の代表の方から話を聞いてくる。そして、それを取りまとめた

中で次の段階をどうするかを検討したいと思うがいかがか。 

 

【 井委員】 

  この保育園の件については、見学の後で自主的審議にするかどうかを議論した。

それで、自主的審議に挙げるかどうかをもう一度協議するという結論になったの

ではないのか。私は見学した後で、行政側は統合した方がよいのではないかと木

田からこられ説明された時に、行政主導で勝手にどんどん進められては困ると意

見させていただいた。その後に４つの保育園を見学して、これを自主的審議にす

るかどうか、そこに挙げるかどうかを議論することになったと記憶している。 

  今回の次第にも自主的審議で保育園をあげ、ずっとこれがあがってきているが、

今度は４つの保育園を回って保護者と代表者で協議しましょうと言われたが、そ

れは会長の意見なのか。保育園の保護者と議論して何が得られると思うか。保護

者は園児が卒業すればもう保護者でなくなり次の人が入ってくる。今在籍されて

おられる方の意見は聞いたら分かる。私は代表者が行って保護者の方から意見を

聞いても得られるものは少ないと思う。行きたい人がいたら行ってもらっても結

構だが。 

 

【長井会長】 

  保育園の視察を終えた段階で皆さんからいろいろな意見を出していただいた

中で、保育園の問題を進めるかどうかを協議すべきとの意見もあったが、この問

題についてどうしたら良いのか、難しい問題だと思っている。 
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前から自主審議の中で取り組んできたが、何年か後には子供が少なくなり、保

育園の継続問題が出て来る。その時点まで待つという手もあるが、その辺は皆さ

んの意見で考えたい。他の所のいろいろな状況を聞くと、保育園と小学校とが連

動している部分があるので、なかなか厳しい問題だと聞いている。吉川の場合は

どこの保育園も困っていた関係で統合できたが、柿崎区の場合は今直ぐに困って

いる状況ではないということもある。ただ、保育課の説明で伺った様に、この次

の計画にも載っていないという中で、柿崎区の保育園はこのままで良いのかとい

うことで話を出させてもらった。今はまだ取り組むべきでないとなれば自主審議

から降ろす形も出てくると思うが、今まで取り組んできた中で、この時期から話

を出しておかないと柿崎区の要望する保育園の在り方にならないのではないか

と思われ、ぎりぎりになってからではこちらの要望が通らない心配もしている。

その辺、皆さんから意見を伺いたい。 

 

【武田委員】 

  先程、保護者の話を聞いても意味がないとの事であったが、私は今の保護者が

保育園をどう思っているのか、どうあって欲しいと思っているかを先ず知らない

と統合などの話は進められないと思う。年寄りは地域にあった方が良いと考える

かも知れないが、それは昔我々が子供の頃はお爺ちゃんお婆ちゃんが保育園へ子

供を送って行き、迎えに行くことがあったからだ。今は保育園バスが運行されて

いるので、遠くでも良いとか、やはり地域に欲しいなど、保護者からは保育園に

よって未満児の扱いなどそれぞれに差があり均一で無いため色々な意見が出て

くる。全般的に見て、保護者としてどうしてもらった方が一番良いのか、そのた

めに議論していかなければならなく、我々年寄りだけで考えてこちらの都合だけ

でやると問題が出ると思う。急いで進めることではないが、その辺を良く考え、

実際に保育園の保護者またはこれから保護者になられる方にどうあって欲しい

かを確認し把握する必要があると思う。 

 

【渡邉委員】 

  私も保護者会の皆さんとの話し合いは、やらないよりやった方がもちろん良い

と思う。それと、いま小中一貫校の話が出てきている。そうなるとたちどころに
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保育園もその渦に巻き込まれて行く状況が出てくる可能性がある。小中一貫校に

関しての具体的な話は聞いていないが文字としては見ている。それで、保護者会

の話を聞いた部分を踏まえておいた方が良いと思う。 

 

【佐藤委員】 

  この件に関しては地元から問題点が出てきている訳ではないので、ここで新た

にやって火をつける様な格好ではうまくない。この保育園に係る問題に関しては

もう少し時間を掛けて皆さんと協議した方が良いとなったのではないのか。 

  それと、保護者との会議も良いと思うが、保護者の委員は１年で終わる。そこ

で、どうやって会議をやるのかの問題も出てくると思う。だから、今ここで急い

でやるべき問題ではないと思う。 

 

【長井会長】 

  少し重い課題に取り組んでいる感じがするが。 

  自主審議を打ち切るかどうかを含めて、ここで結論を出した方が良いか。 

  今早急に何とかしなければならないという問題として出てきている訳ではな

く、こういう話は非常に難しいと思うが、テーブルにのせ自主審議事項として保

育園の視察をしていただいた訳だが、まだ取り組まなくても良いとなれば今回で

打ち切りも仕方無いと思う。 

 

【南所長】 

  参考までに話をさせていただく。 

１点目は、そもそもこの保育園の関係については、今、市が進めている保育園

の整備計画は第二次になり順次整備を進めてきているが、柿崎がまだその計画に

入っていない。今度の第三次計画を作るにあたって、地域の皆さんがどう考えて

おられるのかを基にしたいので、地域の声を協議会の皆さんから拾っていただき

まとめていただきたいとのことで保育課の方で進めてきた。 

もう１点は方向性としての話だが、先程何人かの方から統合という話が出てい

たが、統合を念頭に置いた進め方ではない。子供の数が減っているという話を

長々としたためそう感じられたと思うが、あくまでも地域としてどういう姿・形
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が良いのか、その辺を考えていただきたいということであり、初めから４つある

ものを２つだとか３つだとか、そういうことではないので誤解のないように考え

ていただきたいと思う。 

 

【金子委員】 

  今４歳、５歳、６歳児を持っている親御さんは、子供がもう１、２年で保育園

を巣立って行くので関係ないとか関心が薄いとの意見があるかも知れないが、今０

歳、１歳、２歳の子供を持っておられる親御さんは、これからの保育に関してこう

保育してもらいたいとの思いがあると思う。だから、これからの保育に対する意見

を聞く機会があった方が良いと思う。 

 

【長井会長】 

  先程から話が出ているように、本当に困ってどうしようという案件であれば取

り組みがスムーズかも知れないが、将来を見越してという形なのでどちらとも取

れるし、意見も分かれると思う。それで、提案をした側としても正直迷いもある。

ただ先程所長から話があった様に、この次の計画に柿崎が載っていないというと

ころで、このままにして置いて良いのかという感じを受ける。今日ここで打ち切

りではなくもう少し保育園の在り方に付いて、どんな方法があるのかを含めて検

討の時間が欲しいと思う。今回の保護者との面談に関しては時期尚早の部分もあ

るし、保護者だけではなくもっと広く意見を聞くことも必要かも知れないので、

どういう取り組みができるのかを検討させていただき、再度会長提案で継続審議 

とさせていただきたいと思うがいかがか。 

 

【小出委員】 

  地域へ出向いて保護者の思いとか要望を聞く機会があった方が良いのではな

いかとの意見が出ている。また聞く必要が無いとの意見もあった。先程所長が地

域のベストを探りたいとの話もあったので、今の保護者の方がどういう要望・願

いがあるかを出向いてヒアリングすることは、別の言い方をすれば若い女性層と

の懇談会みたいな感じで捉え、出向いて行っても良いのではないか。また、自主

的に審議する事項として掲げてあるので、するかしないかとなってしまうが、今
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どういう課題があってどういう思いを持っているのかを聞く価値はあると思う。 

 

【長井会長】 

  もう少し精査させていただき、この次に私の方からこんな形で進めてみたいと

提案させていただきたいと思うが、それでよろしいか。  

 

 ・「はい」の声 

 

【長井会長】 

  では次に報告事項に入る。 

  先ず、私の方からの報告で地域協議会の視察研修の件だが、当初決めていただ

いた日程からずれてしまった。相手の都合を予定もしないで計画してしまったた

め、この様な日程になってしまった。１１月２２日に富山の射水市へ出掛けてき

たいと思う。詳細は資料の通り、よろしくお願いする。 

 

  次は市からの報告で、最初に「台風２１号による被害状況等について」お願い

する。 

 

【風巻Ｇ長】 

 ・資料№３にて説明 

 

【長井会長】 

  次の報告で「地域おこし協力隊について」お願いする。 

 

【風巻Ｇ長】 

・資料№４にて説明  

 ・小田切房子隊員のあいさつ 

 

【長井会長】 

  その他案件に入る。 
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 ・第８回柿崎区地域協議会の開催日について 

日 時：平成２９年１１月２８日（火） 午後６時３０分から 

会 場：柿崎コミュニティプラザ  ３０５～３０７会議室 

 

・第９回柿崎区地域協議会の開催日について 

日 時：平成２９年１２月１９日（火） 午後２時から 

会 場：柿崎コミュニティプラザ  ３０５～３０７会議室 

 

 ・地域活動支援事業検討委員会を１１月中に２回くらい開催し、１２月の地域協

議会で案の説明を予定したい 

 

【長井会長】 

  皆さんの方で、その他案件で行政への質問意見や地域協議会の内容で何かある

か。 

 

【佐藤委員】 

  夜の会議はあまり好まないが。 

 

【長井会長】 

  １１月までは１８時３０分からとするが、１２月から３月までは昼間開催とし

たいと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

【長井会長】 

・閉会を宣言 

（午後８時３８分閉会） 

 

９ 問合せ先 

柿崎区総合事務所総務･地域振興グループ 

TEL：025-536-6701（直通） 

E-mail：kakizaki-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

mailto:kakizaki-ku@city.joetsu.lg.jp
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10 その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 

 


