
平成２９年度 第１０回高田区地域協議会 

次 第 
 

日時：平成２９年１１月２０日（月） 

午後６時３０分～ 

会場：高田公園オーレンプラザ 会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 議題等の確認 

 

 

 

３ 報告 

（１）諮問事項 （仮称）旧第四銀行高田支店の設置について（通知） 

 

（２）北本町ガス供給所について 

 

（３）諮問事項 高田駅前コミュニティルームの廃止について（答申・通知） 

 

（４）自主的審議事項 上越地域医療センター病院の改築について（意見書） 

 

 

 

４ 議題 

（１）自主的審議事項 高田公園周辺の雨水排水対策について 

 

 

 

５ 事務連絡 

 

 

 

６ 閉会 

■今後の予定 

１２月１８日（月）地域協議会（高田公園オーレンプラザ） 

１月１５日（月）地域協議会（高田公園オーレンプラザ） 

２月１９日（月）地域協議会（高田公園オーレンプラザ） 





 

北本町ガス供給所敷地の土壌調査の結果について 
 

ガス水道局維持管理課 
1. 調査の概要 

本土壌調査は、環境大臣が指定する指定調査機関に委託し、国が定めるガイドラインに基づき特

定有害物質による汚染の有無や汚染の範囲を調査した。 

調査対象とした物質は、過去に石炭ガス製造を行っていたことから、発生が予想される 7項目の

特定有害物質（ベンゼン、シアン化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその

化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物）とした。 

 

2. 土壌調査結果と対応 

 

 

（1）汚染の状況について 

   対象地における、土壌ガス調査ではベンゼンが検出され、土壌溶出量調査では水銀、シ

アン、鉛が基準値を超過し、土壌含有量調査では鉛が基準値を超過したことが確認された。

また、敷地内 4 か所の観測井戸での地下水調査では、すべての井戸で特定有害物質は検出

されず、現時点において地下水の汚染は確認されなかった。 

 

（2）土地の評価について 

現状においては、周辺環境に飲用の井戸がないこと、敷地内への立入り制限が継続され

ていることから健康被害が生じる状況にはなく、緊急的に措置を講じなければならない土

地ではない。 

 

（3）汚染物質の拡散防止策について 

土壌には基準値を超過した汚染物質が含まれており、拡散していないことを確認するた

め、継続的な監視が必要であると考えられる。監視方法として、地下水の汚染の状況を的

確に把握することができると考えられる場所において、基準値を超過した 4 項目の物質を

対象に地下水調査をすることとし、頻度については「土壌汚染対策法に基づく調査及び措

置に関するガイドライン」を参考に調査開始の平成 27 年から 10 年目までは年 1 回以上、

11年目以降は 2年に 1回以上行うことと考える。 

また、汚染の拡散等を未然に防止するため、高濃度のベンゼンが検出された箇所のター

ルについては、掘削除去を行うことが望ましい。 

 

（4）地下水の観測地点について 

観測地点については敷地境界を囲む四方位とするのが一般的であり、現在の 4 か所の観

測井戸は地下水の汚染の状況を的確に把握することができる場所として適当である。 

   ただし、将来において当該敷地周辺に飲用の井戸の申請許可がなされた場合は、今回の

調査結果及び申請井戸の内容を基に新たに指定調査機関と協議を行い、観測地点の再検討

を行うことが望ましい。 

 

◎局の対応について 

①今後も敷地への立入制限を継続する。 

②地下水調査は、法的義務は無いものの平成 36年までは年 1回、それ以降については 2年に 

1回継続監視する。 

③タールが検出された 1箇所については、平成 30年度に必要な手続きを行い掘削除去する。 

④周辺に飲用の井戸の申請許可があった場合は、地下水の観測地点の再検討を行う。 

3. 平成 30年度に行う工事について 

平成 30年度は、管理棟等（基礎を含む）、他施設及び敷地境界の埋設管路の撤去を予定している。 

 

 

（1）管理棟等の基礎の撤去について 

①管理棟等の基礎の撤去については、地表面より深さ 20cm程度の範囲であり、土壌の飛散ま

たは流出を伴わない掘削で行うことから軽易な土地の形質変更※2に該当するため、申請や

届出は不要で施工が可能である。 

②基礎コンクリートの搬出は、土壌汚染対策法の適用は受けないため、建設リサイクル法ま

たは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適切に処理すること。 

③掘削土壌には汚染物質が含まれていることから場外搬出は行わず、敷地内での拡散を防止

するため、敷地内へ仮置きし掘削後は元の区画へ埋め戻すこと。 

 

（2）敷地境界の埋設管路の撤去について 

①埋設管路の撤去に伴う管の切り離し工事は深さ 50cm 以上の土壌掘削を伴うため、市環境保

全課と協議を行い、必要な申請を行うことで施工が可能である。 

②撤去管の搬出は、土壌汚染対策法の適用は受けないため、建設リサイクル法または廃棄物

の処理及び清掃に関する法律に基づき適切に処理すること。 

③掘削土壌の扱いについては、上記③と同様とする。 

 

※1土地の形質変更とは「土壌の掘削と盛土」のことを示す。 

※2 軽易な土地の形質変更とは 3,000 ㎡未満の形質変更で、土壌の飛散または流出を伴わない深さ

50cmを超えない範囲の掘削を示す。 

 

◎局の平成 30年度に行う工事の対応について 

指定調査機関からの報告書に基づき適切に施工するとともに、注意事項を遵守して工事を行う。 

指定調査機関による調査結果は下記のとおり（報告書より） 

指定調査機関による土地の形質変更※1の対応については下記のとおり（報告書より） 
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（凡 例） 

   ：ベンゼン土壌ガス（41地点）   ：鉛（23地点） 

   ：シアン化合物（3地点）      ：水銀（1地点） 

●：地下水観測井（4地点）   （全調査区画数 122地点） 

 

      : 

 

 

  ：ベンゼン土壌ガス（140volppm） 

 ■：敷地境界線（敷地面積 11,846㎡） 

 

 

 

4. 調査結果の詳細 

（1）平成 27年度調査結果を含めた土壌調査の分析結果 

 土壌ガス調査よりベンゼンが検出され、土壌溶出量調査では基準値を超過した水銀、シア

ン、鉛が検出され、土壌含有量調査では基準値を超過した鉛が検出された。 

                 

項目及び単位 

基準値を超過したもの  

検出値 区画数 

第一種特定有害物質（ベンゼン） 土壌ガス（volppm） 0.05～140 41 0.05未満 

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

シアン化合物 
溶出量（mg/L） 0.1～1.1 3 検出されないこと 

含有量（mg/kg） なし  50以下 

水銀及びその化合物 
溶出量（mg/L） 0.010 1 0.0005以下 

含有量（mg/kg） なし  15以下 

鉛及びその化合物 
溶出量（mg/L） 0.011～0.050 23 0.01以下 

含有量（mg/kg） 160～520 10 150以下 

砒素及びその化合物 
溶出量（mg/L） なし  0.01以下 

含有量（mg/kg） なし  150以下 

六価クロム化合物 
溶出量（mg/L） なし  0.05以下 

含有量（mg/kg） なし  250以下 

カドミウム及び 

その化合物 

溶出量（mg/L） なし  0.01以下 

含有量（mg/kg） なし  150以下 

※1「検出されないこと」とは、その結果が定量下限（0.1mg/L）を下回ることをいう。 

 

（2）地下水調査の分析結果 

構内設置の 4か所のすべての地下水観測井において、汚染物質の検出は無かった。 

特定有害物質の種類 項目 単位 計量の結果 基準値 

第一種特定有害物質 ベンゼン mg/L 0.001未満 0.01以下 

第二種特定有害物質 

シアン化合物 mg/L 0.1未満 検出されないこと 

水銀及びその化合物 mg/L 0.0002未満 0.0005以下 

鉛及びその化合物 mg/L 0.005未満 0.01以下 

砒素及びその化合物 mg/L 0.001未満 0.01以下 

六価クロム化合物 mg/L 0.02未満 0.05以下 

カドミウム及び 

その化合物 
mg/L 0.005未満 0.01以下 

※2「検出されないこと」とは、その結果が定量下限（0.1mg/L）を下回ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

（3）基準値を超過した特定有害物質が検出された区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  10  20  30  40  50ｍ 

ガスホルダー 

基礎・土間 

 

● 

管理棟 

タールが確認された地点 

（ベンゼン土壌ガス 140volppm検出地点） 

※1 

基準値 

※2 



 

 

平成２９年１０月１７日 

 

 

 （宛先）上越市長 

 

 

高田区地域協議会 

会長 西 山 要 耕 

 

 

 

 

高田駅前コミュニティルームの廃止について（答申） 

 

 

平成２９年１０月５日付け上用第３６１７３号で諮問のあった、諮問第５２号：高田駅

前コミュニティルームの廃止について、適当と認めます。 
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平成２９年１１月２日 

上越市長 様 

高田区地域協議会   

会長 西山 要耕 

 

上越地域医療センター病院の改築について（意見書） 

 

上越市地域自治区の設置に関する条例第７条第１項の規定に基づき、このことについて

自主的に審議した結果、上越地域医療センター病院は現在地において改築し、引き続き地

域住民とともに歩むよう提案します。 

 

記 

 

上越地域医療センター病院は、明治４１年、旧陸軍第１３師団が高田に駐屯すると同時

に衛戍病院として創設され、高田陸軍病院、国立高田病院を経て、平成１２年３月に市へ

譲渡されてからは市立病院として現在に至っています。 

この間、地域の住民は１００年以上にわたりこの病院を受け入れ、ともに歩んできまし

た。現在は、地元町内会のお祭りや防災訓練などに病院職員が参加するなど、地域と病院

との間に信頼関係ができており、地域で病院を支えることが地域住民の安心につながって

います。 

現在、上越地域医療センター病院の改築に向けた検討が進んでいることから、病院周辺

１５町内会から当地域協議会に要望書が出されました。これを受け、当地域協議会では今

年９月、その代表者から、病院の改築について意見をお聞きしました。皆さんからは、病

院を現在地に建て直すことを強く要望する声が寄せられました。 

上越地域医療センター病院は、高齢者でも杖やシルバーカー（歩行補助用の手押し車）

で歩いて通えることから、高田区の多くの方が利用しています。入院する家族の見舞いも

歩いて通えることなどから、特に高田区に暮らす高齢者は非常に安心感をもって日々の生

活を送ることができています。 

市の調べでは、病院の地域別患者実績は高田区の患者が最も多く、外来と入院患者の合

計人数は平成２５年度からの４年間、常に全体の３割を超えています。このことは、高田

区の住民がどれほどこの病院を頼りにし、病院が地域住民にどれほど好影響をもたらして

いるかの現れと言えます。 

高田区では、体が不自由な高齢者はこれから増えることが見込まれ、回復期、慢性期の

病院機能やリハビリテーション機能をしっかり持つこの病院は、人口が多い高田区でこそ、

より一層大きな役割を果たすものと考えます。 

以前、病院周辺を保健医療福祉ゾーンと位置付ける計画があり、現在は病院周辺に介護

保険施設等が設置されているという現状もあります。 

これらのことから上越地域医療センター病院は、現在地において改築することが、高田

区の住民生活に寄り添うものと考え、提案するものです。 
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自主的審議事項 高田公園周辺の雨水排水対策について 

委員から提出された質問 

（提出順） 

委員名 質問 

杉本委員 １０月２２日～２３日に、超大型の台風２１号が襲来しました。この 

台風により、高田地区にも多大な被害が出ました。また、被災寸前の地 

域も多数ありました。 

１．台風２１号による高田地域の被害状況の全体像を示していただ

きたい。 

２．とりわけ、 

①高田公園のお濠とそれに繋がる水戸の川の状況 

②関川の水位、水門と排水機場の操作状況 

③北城雨水幹線の状況 

④北城地域の浸水被害 

について、詳しく報告していただきたい。 

澁市委員 １.公共下水道事業計画について 

①外堀北堀からの排水のための本城町第 1 雨水幹線排水路を含む、現

在有効な公共下水道事業計画は、何時作成されたのか？ 

②その中に盛り込まれている雨水幹線排水路のうち、高田区の排水路

整備の実施計画（実施設計及び工事年度、積算工事費など）とその進

捗状況はどうなっているか？ 

③実施計画において、各雨水幹線水路の計画排水量の決定に用いられ

ている計画降雨の再起確率、量、継続時間などの計画諸元はどのよ

うなものか？ 

④雨水幹線排水路の整備が遅れているとすると、その主な原因は何

か？遅れている場合には、計画降雨と同じ程度の降雨があった場合

には、高田区においてどの程度の湛水被害が発生するか？ 

⑤雨水幹線排水路が整備されていない場合には、計画降雨と同程度の

降雨があった場合には、水戸の川排水機場につながる排水路の能力

が不足し、周辺が湛水するのではないか？ 

⑥水戸の川排水機場につながる雨水幹線排水路が、計画どおりに整備

された場合には、排水機場の排水能力は不足するのではないか？ 

次ページへ→ 



委員名 質問 

澁市委員 

（つづき） 

⑦現行の公共下水道事業計画が策定されてから、土地利用の変化や土

地利用計画の改定などによって、地域の排水の状況が変化してきて

いると考えるが、市ではこれをどのようにとらえているか？ 

⑧現行の雨水幹線排水路を含む公共下水道事業計画を改定する考えは

あるか？改訂する場合、どのような内容（策定年度、事業実施の計画

期間、事業費、など）が想定されるのか？ 

⑨公共下水道事業計画に含まれる雨水幹線排水路の中で、実施のため

の優先度を決めるための順位を付けることは可能か？ 

２.高田公園の外堀の貯水機能について 

①高田公園の外堀(北・中・南)は相当な貯水能力を有しているとの説明

があったが、本城町第 1 雨水幹線排水路が完成するまでの間、この

貯水機能を活用して、水戸の川沿岸の洪水・湛水を防ぐ計画は考え

られるか？ 

３.市の関係課の連携について 

①高田公園外堀の排水、水戸の川排水路、水戸の川排水機場、本城町第

１雨水幹線排水路(計画)、など高田区市街地の排水に関与している課

は、上下水道建設課、河川海岸砂防課、および、都市整備課であると

考えるが、これらの課のうち、計画・設計・実施・維持管理に関して

総合的な連絡・調整を行う責任を負っているのはどの課か？ 

髙橋委員 去る１０月２３日の台風２１号に伴う大雨では、高田区内においても

道路の冠水や浸水があったようです。 

当日の大雨による高田区内への影響を、把握する範囲で資料としてい

ただきたい。 

 



台風２１号に関する高田区内における 

浸水被害状況図 
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H29.10.23台風被害一覧表（高田区）

床上 床下 小計 床上 床下 小計
東城町2丁目 0 0 1
東城町3丁目 2 2 1 1 1
本町1丁目 0 1 1
本町2丁目 3 3 2 2
仲町1丁目 0 4 4
寺町3丁目 1 1 0
西城町1丁目 1 1 0 1
北城町1丁目 0 0 1
北城町3丁目 0 0 1
北城町4丁目 1 1 15 15 1
東本町3丁目 2 2 2 2 1
東本町4丁目 0 2 2

新町 0 0 1
高土町2、3丁目 0 0 2

合計 0 10 10 0 27 27 6 1

住家 非住家
町内名 農地浸水道路冠水
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