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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度 第８回高田区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）上越地域医療センター病院の改築に向けた検討状況について（公開） 

（２）諮問事項 高田駅前コミュニティルームの廃止について（公開） 

（３）自主的審議に係る提案 高田公園周辺の雨水排水対策について（公開） 

（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（公開） 

３ 開催日時 

平成２９年１０月１６日（月）午後６時２６分から午後８時４２分まで 

４ 開催場所 

高田公園オーレンプラザ 会議室 

５ 傍聴人の数 

１人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員：西山要耕（会長）、髙野恒男（副会長）、 

青山捷一、浦壁澄子、大滝利彦、小川善司、北川 拓、小竹 潤、 

佐藤三郎、澁市 徹、杉本敏宏、山中洋子、山本信義、吉田隆雄 

・地域医療推進室：小林室長、森田副室長 

・用地管財課：佐々木課長、髙橋副課長、渡邉係長 

・事務局：南部まちづくりセンター 佐藤センター長、槙島係長、小林主事 

８ 発言の内容 

【槙島係長】 

・吉田副会長、飯塚委員、小林委員、髙橋委員、松矢委員、宮﨑委員を除く１４名の

出席があり、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 
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・同条例第８条１項の規定により、議長は会長が務めることを報告 

【西山会長】 

・会議の開会を宣言 

・会議録の確認：髙野副会長、小竹委員 

次第２「議題等の確認」について、事務局に説明を求める。 

【佐藤センター長】 

資料により説明。 

【西山会長】 

「議題等の確認」について、質疑を求めるがなし。 

 

―上越地域医療センター病院の改築に向けた検討状況について― 

 

【西山会長】 

次第３報告（１）「上越地域医療センター病院の改築に向けた検討状況について」

に入る。 

地域医療推進室に説明を求める。 

【地域医療推進室 小林室長】 

資料№１により説明。 

会長から依頼があったことから、上越地域医療センター病院（以下、「センター病

院」と記載。）の地域別患者数の推移に関する資料を配布する。 

【西山会長】 

地域医療推進室の説明について質疑を求める。 

【吉田隆雄委員】 

資料№１の３ページに記載された、第１回策定委員会の検討状況「病床規模」にあ

る４つ目の意見「市としては、まず、診療機能等を熟議していただく中で、場所等も

導き出されていくものと考えている。」とはどのような話か。 

【小林室長】 

そのひとつ前に記載してある委員の意見に対し、検討委員になっている市健康福

祉部長が答えたもの。 
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医師確保の見込みや予算規模、建設場所、経営形態が決まらないと具体的な検討は

できない、場所等を決めた上で診療機能の議論をした方がよいという意見が委員か

ら出た。これに対し、市健康福祉部長から、市としてはまず診療機能の議論をしてい

ただいた上で、場所等を決めていきたいと答えたもの。 

【吉田隆雄委員】 

診療機能が多くなればそれだけのスペースが必要になるから、それに対応できる

場所が自ずと選ばれると理解してよいか。 

【小林室長】 

そのとおり。 

【澁市委員】 

資料№１の８ページ「５ 各経営形態の比較」の法人税について、一般財団法人の

場合、利益がなければ均等割のみ課税とあるが、どのような意味か。またいくらぐら

いか。 

【小林室長】 

所得に税率をかけて税額を計算するものが所得割、例えば所得１００万円で税率

１０％なら１０万円の税額になる。 

これとは別に、法人税は利益がない赤字の場合でも税金がかかる。これが均等割

で、１年間営業すると均等割が７万円課税されると承知している。 

【山本委員】 

資料№１の６ページ「３ 経営形態の見直しについて」にある５つ目の意見「公立

病院がある地域は、地域全体の医療費が少ないとも聞く。」という意見の意図が分か

れば教えてほしい。 

【小林室長】 

これは、医師をされている委員の発言。いろいろな、全国の病院をご存知の方の発

言。我々には、公立病院がある地域で地域全体の医療費が少ないということを裏付

けるデータはない。このような発言があったということで、理解を。 

【髙野副会長】 

センター病院周辺は、保健医療福祉ゾーンになっていると聞いている。今も、その

ゾーン計画は継続しているか。 
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【小林室長】 

市では、平成１５年度に上越市保健医療福祉ゾーン基本計画を策定した。 

Ａ、Ｂ、Ｃの３つのゾーンに分かれており、Ａゾーンは現在特別養護老人ホーム等

の介護保険施設が建っている場所、Ｂゾーンはその東側で眼科が開業している場所、

Ｃゾーンはセンター病院南側の青田川との間。 

Ｂゾーンは温浴施設にするという計画があり、民間事業者を公募したが応募がな

く、眼科が開業している。Ｃゾーンは途中まで買収を進めたが、未買収地もあり頓挫

（とんざ）している。 

現在市としては、この保健医療福祉ゾーン整備計画は、ないと捉えている。 

【澁市委員】 

そのような市の長期計画を決める時は、市議会に諮るのか。やめる時は、市の独断

でやめることができるのか。どのような手続きにより、計画はないということを言

えるのか。 

【小林室長】 

市議会の議決が必要な計画は、基本的には市総合計画だけ。 

各計画に基づきいろいろな事業を展開する際に、それぞれ予算が必要になるので

その都度予算として議会の承認を得て事業実施している。 

保健医療福祉ゾーンについては、Ｂゾーンに温浴施設を入れようという計画を変

更した時も、Ｃゾーンの計画を断念した時も、議会へ説明をしてきたと承知してい

る。 

【北川委員】 

資料№１の６ページに、地域包括ケアシステムと記載されている。 

平成３０年度から、センター病院が地域包括支援センターを受けると思う。医師会

が公募に手を上げて、地域包括支援センターを受けたのだと思うが、一般財団法人

になった時にも地域包括支援センターを引き継ぐのか。 

【小林室長】 

医師会はセンター病院の指定管理を今年度限りとし、来年度は受けないというこ

とだったので、確か病院長名で手を上げたと思う。 

【北川委員】 
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３０年度以降はセンター病院の指定管理を受けないことが分かっていながら、医

師会が、なぜ地域包括支援センターに手を上げたのかが分からなかった。 

【小林室長】 

高齢者支援課が担当しており、詳細は分からない。 

ただ、去年の「上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会」の中

で、センター病院としても地域包括ケアにきちんと取り組んで行きたいという話が

出ていた。 

医師会の指定管理が今年度限りということが、予定外だった。センター病院には、

地域包括ケアに取り組んで行きたいという思いは去年からあった。今年に入ってか

ら公募があり手を上げることになったが、そのタイミングで医師会が指定管理を受

けるのをやめることにしてしまった。そのため、たぶん病院長名で応募したのだと

思う。 

【北川委員】 

分かった。 

センター病院が移転した場合、地域包括支援センターとして担当する高田区の町

内は変わるということか。 

【小林室長】 

地域包括支援センターに手を上げるためには、基本的に担当エリア内に何らかの

拠点になる場所が必要と聞いている。センター病院は高田区の一部と和田区を担当

するエリアに手を上げたので、例えば仮定の話だが、金谷区にセンター病院が移転

したら、高田区か和田区に拠点が必要になるし、金谷区を担当したい場合には次の

更新時に手を上げ直す必要があると認識している。 

【杉本委員】 

今日は、センター病院の改築に向けた検討状況についての報告。 

上越地域医療センター病院基本構想策定委員会（以下「基本構想策定委員会」と記

載。）の中で話し合われたことではあるだろうが、改築と経営形態見直しとは、本来

は関係ない話だと思う。このように一緒に話し合われているということは、具体的

にどのような関わりがあるのか。 

【小林室長】 
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医師会が指定管理を今年度限りで終えることが決まる前、昨年から、改築にあたり

経営形態の見直しをしようという動きはあった。 

また、公立病院に義務付けられていることから昨年度策定した病院改革プランの

中でも、経営形態について議論することになっている。 

センター病院の改築を機に、変更しないことも含め経営形態について議論しよう

と考えていたものが、我々とすると少し前倒しになってしまった。医師会から今年

度限りでと言われたことから、今年度中に結論を出さなければならなくなった。 

【杉本委員】 

我々地域協議会の立場では、経営形態の話と改築の話は全く別件。 

もし諮問になれば、経営形態は経営形態できちんとした報告と議論が必要。改築は

改築でまた別に必要。そこは、けじめをつけておく必要があると思うが。 

【小林室長】 

経営形態について、諮問が必要ということか。 

【杉本委員】 

今はそうは言わないが、分けて考えれば当然そうなると思う。 

【小林室長】 

指定管理を継続し、指定管理先が変わるだけなので、諮問事項には当たらないと考

えている。 

もし独立行政法人にした場合は、センター病院の土地と建物はその法人の財産と

なり、市の公の施設としては廃止になるので、諮問が必要だと考えていた。 

 

―諮問事項 高田駅前コミュニティルームの廃止について― 

 

【西山会長】 

次第４議題（１）「諮問事項 高田駅前コミュニティルームの廃止について」に入

る。 

用地管財課に説明を求める。 

【用地管財課 佐々木課長】 

当日配布資料№１により説明。 
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【西山会長】 

ただ今の説明について、質疑を求める。 

【杉本委員】 

設置目的に、「にぎわいと活力のある地域社会を形成するため」とあるが、どの程

度達成できたか。 

廃止理由について、利用者が少ないこととしており、設置目的が達成できなかった

からではない。目的を達成できなかったから廃止するなら、私はすぐに了解するの

だが、目的は達成できたが利用者数が少ないからという理由では、首をかしげたく

なる。 

【佐々木課長】 

前回の会議において、施設を廃止することに至った反省として、利用者数が一桁以

上多いミュゼ雪小町や高田小町と比べると、ミュゼ雪小町はいろいろな文化活動の

拠点、高田小町は古い町家を活用した地域活動の拠点という、それぞれに特徴を持

った考え方を持たせていることに対し、高田駅前コミュニティルームはその点が弱

かったと説明した。 

駅に非常に近いことから、高校生や受験生相手の予備校等や、民間企業の利用が多

く、それらの利用が減少したことからこのような形になった。高田駅前にあるとい

うだけでない、何かしら役割を持つ特徴ある貸館施設にできなかったことが反省点。 

【杉本委員】 

平成２８年度の利用者が約１，６００人いるから、にぎわいと活力のある地域社会

にその分は貢献しているはず。しかし実際は、この施設を使う人たちは、会場へ行っ

てすぐに会議に入り、終わればすぐに帰ってしまう。地域のにぎわいや活力とは、全

く関係ない。 

だから施設の在り方そのものが、本当ににぎわいと活力のある地域社会を形成す

るためのものだったのかどうかという点が問われてしまう。 

設置する時点で、あんなところにこんな施設を作っても、という議論があったのに

設置した。結果として、にぎわいの創出にもつながらなかったし、活性化にもつなが

らなかった。 

３千人なら３千人でにぎわいを作る努力をしなければならない、１千人なら１千
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人でも少しは貢献できるようなことを考えなければならない。そのような努力を含

め、自分たちが掲げた目標との関係でどこまでできたかということは、きちんと検

証する必要がある。廃止するのは仕方がないが、ただ人数が減ったから廃止すると

いうのではあまりよくない。 

【佐々木課長】 

昨年度、パンフレットを作成し、市の施設に配置するなど、利用率向上のための工

夫をした。 

しかし、高田駅前コミュニティルームには、駅に近いという利便性はあるが、イベ

ントと合わせて施設を利用してもらうという機能がない。単純な貸館施設として作

られたものであることから、積極的に人を引き込める機能がなかった。 

【北川委員】 

平成２８年度、いくつの団体が利用して合計１０５件か。 

【佐々木課長】 

実際の利用団体数は整理していないが、学習塾等を含む民間企業の利用件数が、 

１０５件のうち７４件。 

【北川委員】 

それは、７４社ではないと考えてよいか。 

【佐々木課長】 

そのとおり。７４社より少ない数の民間企業が何回か繰り返し使用している。 

一方、２８年度に町内会等は７件。その他サークル活動は１８件。民間利用とサー

クル利用が主体になっている。 

【北川委員】 

実利用団体数は、分からないということか。 

【佐々木課長】 

そのとおり。 

【髙野副会長】 

ここは町内会館がない町内会が利用するというように、最初から集会だけを目的

とした施設として使われてきたのだと思う。私が知る限り、ここでコンサートや演

劇をしているのを見たことがない。ここににぎわいと書いてあるが、初めからにぎ
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わいを出すには難しい施設だったと思う。 

利用件数や利用者を増やすとしても、それは会合する人を増やすだけ。それがにぎ

わいにはつながらないと思うが、皆さんはにぎわいを作るのにどのようなことをし

たか。 

【佐々木課長】 

施設の設置目的と運営形態が合っているかどうかだと考える。単に貸館、部屋を用

意しているだけというところが受け身だったと考えている。 

ミュゼ雪小町や高田小町は貸館の他に、事業を実施し集まってもらっている。しか

し、この施設の目的には、にぎわいと活力のある地域社会を形成するとあるが、貸館

の部屋があるだけで、事業を実施してこなかったことが、結果として反省すべき点

だと考えている。 

【髙野副会長】 

施設には椅子と演台しかなく、それでにぎわいが出るのかどうか。利用する人たち

は、何もないと感じたようだ。にぎわいを出すなら色々そろえることをしなければ

ならなかったと感じる。 

【西山会長】 

意見でよいか。 

【髙野副会長】 

廃止するならそれはそれでよいと思う。 

【山本委員】 

この諮問は、高田駅前コミュニティルームの廃止か、あの施設そのものの廃止か。 

【佐々木課長】 

高田駅前コミュニティルームという公の施設の廃止についての諮問。答申を得ら

れれば、市議会１２月定例会に廃止条例を上程する予定。貸館としての機能がなく

なるもの。 

あの場所は、市が購入し区分所有している市の持ち物。市庁舎の全体的な在り方の

検討を行うことも予定しており、その中で、一つの選択肢として、市の事務所や事業

で使うことも含め検討する。 

【西山会長】 
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よろしいか。 

【山本委員】 

後段のことがあったので、確認した。 

【西山会長】 

他に質疑を求めるがなし。 

それではこれより委員による審議に入る。 

高田駅前コミュニティルームを廃止するということに関し、高田区の住民の生活

に及ぼす影響という観点から、地域協議会に意見を求められている。この点につい

て意見を求めるがなし。 

諮問について、適当と認めるかどうか採決することを諮り、委員全員の了承を得

る。 

諮問事項高田駅前コミュニティルームの廃止について、適当と認めるか採決し、委

員全員の賛成により、適当と認めることに決する。 

附帯意見を求めるがなし。 

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、附帯意見を付けず、適

当と認めると答申する。 

 

―休憩― 

 

―自主的審議に係る提案 高田公園周辺の雨水排水対策について― 

 

【西山会長】 

次第４議題（２）「自主的審議に係る提案 高田公園周辺の雨水排水対策について」

に入る。 

１０月２日（月）の午後、委員１１名の参加を得て視察研修を行なった。 

概要について、事務局に説明を求める。 

【佐藤センター長】 

資料№２により説明。 

【西山会長】 
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今回は、市担当課の説明では十分に理解できず、自主的審議事項とするか判断がつ

かないという意見があり、理解を深めるために実施した。 

この件について意見を求める。 

【北川委員】 

自分は視察に参加していない。参加委員の感想を聞きたい。 

【西山会長】 

参加委員に意見、感想を求める。 

【大滝委員】 

市と国交省の関係者から、それぞれの設備や施設の説明を受けた。 

まず北城町にある排水機場の説明を受けた。非常に良い設備だった。排水ポンプを

３基設置できるところに今は２基設置され、あと１基分の準備はあることは確認で

きた。しかしその１基をどうしようかというところが、非常に気にかかる。 

そのあと水戸の川沿いに回った。図面でも分かるとおり、住宅地を大回りしてい

る。この全区間で同じ流量になるようにはなっておらず、広い所と狭い所があること

を実際に現地で確認し、その解消が必要だということを確認できた。 

最後に高田公園で、外堀の水位調整のための水門操作方法などについて細かく説

明を受けた。この操作をする人のレベルが高いと言うのだが、実際は大雨が降ると水

があふれ床下浸水などになっているので、地域の方から、市ではそうは言うが現状は

違うという話を聞きたかった。地域で被害を受けている人のことを考えると、市とは

反対側から言う人がいた方がよかったと思う。 

【髙野副会長】 

排水機場のそばを通ったことはあるが、あのような素晴らしい設備があることや

町内会が操作の委託を受けていることは知らなかった。その町内会は、非常に苦労さ

れていると感じた。 

今のポンプ２基で大丈夫かと、３基なくても大丈夫かなというのが私なりの考え。

自主的審議事項に上げるなら、この大回りした所のバイパス工事を早くしてほしい

とお願いしたい。計画はあると言うが、優先順位などもある。まっすぐなバイパスで

つなげれば、ある程度被害を防ぐことができると感じた。 

【澁市委員】 
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あの排水機場は３基のポンプを据えられるようになっているが、現在２基しかな

いということだったが、流れ込む河川の断面積が足りないのでポンプは２基で十分。 

市の説明では、合併前に市が作った雨水排水整備計画が現在の計画。下水道は汚水

と雨水を分けて排水する。前回の会議で私が配った新聞のコピーに、全国的に汚水の

整備状況は良いが、雨水はあまり整備されていないとある。上越市について見ると、

図面に雨水幹線が書かれているが、これが１０年以上前に計画され、計画されただけ

で全く手つかず。担当課長は、５年に１回降る確率がある時間雨量約５０ミリの雨が

降ると、高田ではかなりの部分が湛（たん）水するだろうと話していた。理由は、雨

水幹線排水路が整備されていないから。 

これに関し９月の市議会で、一般質問が出ていた。それに対し市長は、雨水管理総

合計画を現在作っており、それに基づき浸水被害の軽減に努めたいと答弁している。

１０年以上前の雨水排水整備計画を改定しなければいけないと言う。それだけたて

ば土地利用は変わり、田んぼはほとんどなくなっている。雨が降った場合の水の出方

も変わる。当然改定が必要だが、問題は全く手を付けていないことだと思う。 

だから排水機場に入る河川の断面積が足りないので、どうしても湛水してしまう。 

外堀はダムのようなもので、南堀は最大１メートル、北堀は５０センチくらい水面

を上げ下げできるということだった。これを利用して、たくさん雨が降りそうなとき

はあらかじめ水面を下げておき、降った時に下流で湛水しないようにコントロール

することもできると思う。 

今回もし地域協議会として検討を進めるなら、高田公園のお堀周辺だけでなく高

田区全体の雨水排水計画について、整備計画改定を早め、優先順位を付け、地域住民

の意見を聞きながら早急に整備をお願いする。東本町や北城町は被害にあう可能性

が高いので、そのようにできると見る。 

【西山会長】 

時間の関係がある、短く。 

【澁市委員】 

特に北堀から関川へ計画された雨水幹線、ここに暗渠（きょ）の水路を作れば高田

公園の外堀周辺の水はかなり楽にコントロールできるようになる。質問されて、担当

の方は予算を付けてもらえないのだというような顔をしていた。 
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【西山会長】 

感想はここまでとする。 

これから何を論点にして議論するか。ただ、優先順位を早めることを求めるだけで

は意見書とは言えない。意見書を提出するかどうかは別として、話し合いが必要なこ

と、自主的審議に上げて検討していくことについて意見を求める。 

【杉本委員】 

自分が提案したので、是非取り上げ議論を。 

現場を見てきたので、議論するなら改めて担当課から来てもらい、視察研修でお願

いしたことも含め、行政としてその後どのように考えているかという辺りから聞い

ていけばよいと思う。 

【西山会長】 

この件について自主審議に上げるか、意見を求める。 

【小川委員】 

あれだけのポンプがきちんと整備され、機動力もある。災害は、自然の力が人間の

力を上回った時に起きる。関川の水位が一定の所まで上昇したら、あのポンプで排水

することはできなくなるという説明があった。儀明川も護岸すれすれまで水位が上

がる時がある。自然の力はやはり相当なもの。人間は高床にするなど、自衛措置をと

る以外にないという感想を持った。 

【青山委員】 

合併前上越市の雨水対策は絶対に必要で、そのうちお堀周辺だけを切り取り意見

書案としたほうがよいと思う。 

内堀、外堀では、ある程度独立した排水ができると思うが、残念なのがセンサーで

はなく担当が目視により操作していること。きちんとしたセンサーを整備し、管理し

た方がよいと思う。 

【吉田隆雄委員】 

ポンプに書いてあった排水能力をもとに自分で計算したところ、毎秒２キロリッ

トル、時間当たり７，２００キロリットル。それが２基で１万４，４００キロリット

ルの排水能力しかないことが分かった。 

お堀にたまった水と周辺に降った雨の関係や、集水域は何平方メートルで時間雨
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量何ミリの雨が降った時にはこのポンプでは間に合わないという答えが欲しかった。 

間に合わない時はポンプ車を要請すると言うが、それも順番があり早目にお願い

することができず、何か頼りない。ポンプ２台でどのくらいなら間に合い、足りなく

なればポンプ車で対応するという話をしてくれれば安心できてよく分かるのだが、

排水機場で聞いた話の半分以上はメーカーに代わって話をしているようなものだっ

た。 

私たちが本当に聞きたいのは、時間雨量何ミリならこのポンプで十分だとか、北堀

にポンプを設置して直接排水管で関川に流すなどの斬新な話。 

是非これは、自主的審議していきたいと思っている。 

【西山会長】 

市担当課の説明では、雨水幹線の事業計画がある、ポンプは３基目の設置場所があ

るというように、全部「計画がある」ということだった。 

だから、意見書にした場合に何を書いたらよいのか。「早くしてほしい」と書けば、

「分かりました。一生懸命検討する。なるべく早期に実現したいと考える。」という

回答が来て、それで終わりという気がする。 

雨水排水の事業を早期にということのほかに議論ができるなら、皆さんで話し合

っていくこともできると思いながら、それが何なのか私には思いつかなかった。 

これまでの発言を参考に、議論していくかどうか意見を求める。 

【髙野副会長】 

もう一度市担当課から、計画や優先順位などを細かく聞いてから判断したらどう

か。 

【西山会長】 

先ほど、杉本委員も。 

【杉本委員】 

私は逆、自主的審議事項に決めてから話を聞くと。 

【大滝委員】 

杉本委員が書かれたとおりで、これは極めて重要なことだと思う。会長が言われ

た、これをどのように審議してもただ優先順位を上げてほしいとなるだけで自主的

審議にはならない、という話ではない。地域でこれだけ心配し、この間もどんどん避
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難準備情報や避難勧告が出されているのだから、もっと早く整備してくれと言うべ

き。地域協議会自体が地域のひとつの代表なので、その意見を上げることは絶対に必

要。自主的審議にならないというのは、少し違う。 

優先順位の話になると、違う所、例えば頸城区下吉だとか浦川原区顕聖寺だとか、

その都度水が上がるところがたくさんある。ただ地元としては、これだけ苦しんでい

るのだから早くしてくれと、地域協議会の意見として上げることが必要だろう。 

自主的審議になるかどうか、というのは違うと思う。 

【西山会長】 

早くしてもらいたいのはみんな一緒。 

【佐藤委員】 

参加していないので現状がまだ分からないが、意見を聞くと緊急性が高いと思う

ので、早く対策を取った方がよいと思う。 

【小竹委員】 

自分も参加していないが、話を聞くと視察研修に参加した委員は誰一人として納

得して帰ってきていないので、もっと追究するべきだと思う。 

ただ、地域協議会で自主的審議事項として上げた場合に、結果がついてくるか分か

らないので時間の無駄になってしまわないか気になる。 

ただ、やらないよりはやった方がよいと思う。市が地域協議会をどのように扱って

くれるか見たい面もある。できるならしたいと思う。 

【浦壁委員】 

皆さんの意見に納得している。独自の意見はない。 

【西山会長】 

自主的審議事項とした場合も、必ずしも意見書を提出する必要はない。自分たちで

どこが問題なのか議論し、その結果として意見書を出すことができる。まずは自主的

審議して、最終的に意見書を提出するかどうか諮ることになる。 

まずはこの件についてもう少し話してみたいということなら、自主的審議しても

よいと感じた。それが意見書にならないとしても、私たちが地域のことを考えるとい

う意味では決して無駄ではない。 

自主的審議事項に上げるかどうか採決することを諮り、委員全員の了承を得る。 
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杉本委員が提案した自主的審議に係る提案「高田公園周辺の雨水排水対策につい

て」を自主的審議事項とすることについて採決し、委員全員の賛成により、自主的審

議事項とすることに決する。 

先ほど、市担当課からもう一度説明を聞きたいという意見が杉本委員、髙野副会長

からあったが、これについて三役が預かることを諮り、委員全員の了承を得る。 

 

―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― 

 

【西山会長】 

次第４議題（３）「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」

に入る。 

前回の会議における意見は、資料№３に整理した。 

本日は、意見書に記載する内容、主な意見とそれを補足する意見などを整理し、そ

の内容で市長へ意見書を提出するかどうか諮りたい。 

このことについて意見を求めるがなし。 

この進め方でよいか諮り、委員全員の了承を得る。 

意見書に記載する内容について、意見を求める。 

先ほど、保健医療福祉ゾーン計画はなくなったという話があった。意見書を、どの

意見を柱にしていくか話し合いを。 

【髙野副会長】 

どの意見というより、高田でなければならないというポイントを詰めていくこと

が必要。 

【西山会長】 

どうしても現在地でなければならない、ここにあることが有意義だという内容が

ないと説得力がない。その柱となるものを考えてほしい。 

【杉本委員】 

どうしてもここになければならないということを、前面に出す必要がある。いくつ

かに絞ったらよいと思う。 

一つ目は資料№３のＤの地域との関わり、歴史的経緯。センター病院側から病院の
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人たち自身が地域にとけ込もうとしてきた、地域の人たちと一緒になって作ってき

た病院だということが必要。 

二つ目はＢ（患者実績）とＣ（近くにあるということ）。先ほど、地域別患者数の

推移に関する資料が配られた。これを見ると高田の人がずっと３割を超えている、お

よそ三分の一が高田の人なのだから、これは高田の病院であるということを２番目

に出す。 

Ａの病院機能のことは書いても仕方がない、あってもよいが。 

Ｆ（医療福祉ゾーン）はやはり大事。いつのまにか計画がなくなるということは、

もってのほか。あそこはそのようなゾーンとして進めてきたのだから、きちんと全う

することが必要。 

四つ目はお金の話。今１６億円の借金がある。残っている民地２千坪を買っても大

した金額でなく、坪１０万円として２億円くらい。上越妙高駅前だと４～５万坪と言

っているので、（１万坪あたり）坪１０万円なら１０億円、坪１５万円なら１５億円。

土地だけでそれで、その上に建物をとなったら、財政難だと言っている上越市ではま

かない切れない額になってしまう。だから財政的にも現在地が一番よい。 

【北川委員】 

保健医療福祉ゾーンは何年か前に、ＢゾーンとＣゾーンは今後も手を上げる業者

が出てこないからやめるという事業の見直しがされていた。議会の議事録を読んで

もそのように書かれていた。だから計画はないようだ。いつのまにか分からないうち

になくなったということでもなさそうだ。 

【杉本委員】 

分かった。 

【大滝委員】 

北川委員の話も分かるが、その将来像を見て新しいクリニックが入って来ている

のだから、ゾーン計画はやめますと言えば、彼らにしてみれば今さら困るという気持

ちになるのではないか。 

【北川委員】 

Ｃゾーンはできていなくとも、半分くらいはそれなりに形になっているのだから、

それを無駄にしてしまうのは市民感情からしてよろしくないと思う。 
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【西山会長】 

基本構想策定委員会では、まず機能がありそれに必要な場所をという順で議論し

ている。そこがポイントだと思う。場所を決めてそこに合うように作るのではなく、

地域に合った機能面が大切だと考える。 

上越高校が別の場所に新校舎を建てた。同じ場所に建てると予算が２～３倍必要

なので断念したと聞いた。その議論からすると、センター病院もどうなのか。 

地域との関わりは載せた方がよいが、意見書の序文にはなっても柱にするのは難

しいと思う。仮に新しい場所に移転したら、そこでまたコミュニケーションができて

くるようにどこでも住民とのつながりはある。昔からの地域とのつながりを生かし

てほしいという内容は、入れても序文だと思う。 

【大滝委員】 

新しいところに作れば予算が半分で済み、同じ場所だと倍かかると言うが、今のセ

ンター病院は全部壊すのではなく、最近直した所は少し直せばそのまま使えると思

う。当初は、現在の場所に建てられないなら新しい場所に建てればよいと思ったが、

今の場所に土地がありそこに建てられるなら、同じ場所に建てられて今の建物の一

部も使えるので、効率的だと思う。 

【西山会長】 

個人的には、今あるものを再利用しても将来的にまた直す必要があるので、新しい

ところに一気に作った方が。これは場所とは別の話で。 

私が一番ひっかかったのは、機能面が優先で場所ではない、場所ありきの話ではな

く病院機能が優先という点。その機能が、現在の場所に最も合っているというように

進めていかないと駄目だと思う。そこが大切だと思う。 

【澁市委員】 

利用者、特に外来患者の３割以上が高田区の人で、近辺の金谷区を合わせるとだい

たい５０％くらい。外来患者数は毎年増えている。年寄りが多いので、歩いて行ける、

シルバーカーで行けるということは、地域の拠点病院として非常に重要だというこ

とは絶対に言わなければいけない。もし移ったら非常に不利益を受ける。私たちを含

め、特に近辺の人たちがそのような影響を受けることは非常に重要。 

二つ目は病院機能。センター病院は現在、回復期と慢性期の機能がある。上越地域
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の２次医療圏の中で、高度医療機能を持つのは中央病院、上越総合病院、けいなん病

院の３つだと思う。そこまでの高度機能は資料№１の中では全く考えられておらず、

あとはリハビリテーション機能と発達障害児へ対応できる機能だから、今の施設で

十分耐えられると思う。 

三つ目が、現在地と新しい場所のどちらに建てた方が安いか。既に３千坪を買収し

てあるところに２千坪の民地を買って、そこに建てるとする。中央病院のように７～

８階建てにすれば、今持つ機能を十分収容できる建物を空き地に建てられる。そうす

れば高くつかないと思う。上越高校は鉄筋４階建てだったから壊すのにお金がかか

るが、今のセンター病院は２階建てだから、安く壊せる。だからコストのことは考え

る必要はない。 

あとは長期計画の話。宮越市長の時にのびやかＪプランを策定し、その後、保健医

療福祉ゾーン計画を作った。それで、三つの福祉施設と医院が建った。市が保健医療

福祉ゾーンだと旗を振って誘致しておきながら、突然その計画はないですというこ

とはあってはならない。議会の承認を得ていないかもしれないが、長期計画は２０～

３０年先を見て計画しているのだから、Ｃゾーンが頓挫したからやめるというのは

あまりにも身勝手。長期計画を作ったなら、それを維持するべきという論点が出てく

る。 

【髙野副会長】 

長期の点から見れば、現在少子化が進んでいる中で過疎化が進んだ場合、市の施設

をまちの中に集めることになると思う。そのようなコンパクトシティになったとき

に、やはりセンター病院はまちの中にあった方が、使い勝手がよく多くの人が使える

という提案があってもよいと考える。 

【西山会長】 

発言していない委員に意見を求める。 

【青山委員】 

センター病院の南側にある介護保険施設の経営母体は、千葉県から来た。自分が町

内会長をしていた時に、町内会館で説明会を開いた。その近くに橋を作る計画もあっ

た。お金のあるなしや方針が変わったということでなく、自然の流れとして今の場所

に作り替えるというのが妥当。 
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【浦壁委員】 

宮越市長の時に、福祉ゾーンというのがあったことは大事。今はテーマが強調され

るので、ゾーンがあれば市民もその気になる。せっかく今の場所に介護施設もあり、

市民が受け入れている。あちこちにバラバラにあるより、福祉ゾーンを前面に出して

あそこを福祉ゾーンにするということに力を入れ、この点を強調し、現在地にと推し

進めたら訴える力があると思う。 

【山本委員】 

いずれ諮問事項になる可能性がある件。住民に重大な影響を及ぼすので、先手を打

って意見書を出した方がよい、意見をまとめておいたらよいと思う。 

【佐藤委員】 

ここに暮らしている住民の声を尊重していかなければならないと思う。住民のこ

とがいちばん大きい。 

【西山会長】 

福祉ゾーンの話が出ているが、そのことを強調しすぎると、周りに福祉施設や福祉

の学校が集中しているインター周辺の方が適地になってしまう。センター病院が今

後取り組んで行く内容から言うと、南高田でなければならない。 

【杉本委員】 

だから一番ではない。最後に入れる内容。 

【西山会長】 

主たる部分は何がよいか。 

【杉本委員】 

近くにあるということ、患者がほとんど高田区の人だということ。 

【髙野副会長】 

外来入院患者の地域別実績、ここを推すのがよい。 

【杉本委員】 

そこが中心だと思う。 

【澁市委員】 

Ｂ（患者実績）とＣ（近くにあるということ）を合わせて。 

【杉本委員】 
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最初にＤ（地域との関わり、歴史的経緯）のことを話したが、会長が言うようにこ

れを前文の最初に書くべき。歴史があり、病院と地域の人が一緒になって作ってきた

病院だということが最初にないといけない。 

【西山会長】 

Ｂの患者実績とＣの近くにあるということ、Ａにある地域のリハビリテーション

等の重要性を中心にしてよいか諮り、委員全員の了承を得る。 

Ｄの地域との関わりや歴史的経緯を序文に、最後には周りとの連携とすることを

諮り、委員全員の了承を得る。 

他に意見を求める。 

【杉本委員】 

お金の話を後ろに。具体的な数字ではなく、市はお金がないと言っているので、で

きるだけ安く作るためにここでと。 

【青山委員】 

我々はセンター病院をあそこに残すべく意見書を出すのであり、経営形態などに

は一切触れる必要はないということでよいか。 

【西山会長】 

触れなくてよい。本日、地域医療推進室は経過説明に来たもの。 

【杉本委員】 

地域医療推進室は、基本構想策定委員会の説明に来たもので、この議論とは関わり

がない話だと理解すればよい。 

【西山会長】 

場所と経営形態は別のものだと思う。来年３月末で医師会が手を引くので、４月か

らどうにかしないといけないということで検討しているのだと思う。 

北川委員に意見を求める。 

【北川委員】 

出ている意見でよい。 

【西山会長】 

それ以外で記載すべき内容について、意見を求める。 

【山本会長】 
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関係町内の皆さんからの声が出ていることも、記載したらどうか。前回会議で話を

聞いている。市民からこれだけ強い要望があるということも。 

【杉本委員】 

それは前文に。 

【西山会長】 

地域との関わり、歴史のところで触れる形でよいか。 

【山本委員】 

そうしないと、地域協議会では何もしてくれないとなってしまう。 

【西山会長】 

意見書案をここで完成させることは無理なので、三役で預かることを諮り、委員全

員の了承を得る。 

基本構想策定員会は、次回会議で設置場所にも触れる予定。我々の意見書は来月の

頭には提出できるように準備したい。正副会長が作成した意見書案を皆さんに送付

するので意見をいただいたうえで、１１月１～３日の間に会議を開き採決し、すぐに

市長へ提出することを諮り、委員全員の了承を得る。 

【澁市委員】 

第３回の基本構想策定委員会の日程は１１月とある。その前に。 

【西山会長】 

中旬と説明していたか。 

【杉本委員】 

中旬と言っていた。 

【西山会長】 

１１月の冒頭には開かない。提出は第１週に。 

【澁市委員】 

分かった。その日をにらんで。 

【西山会長】 

会議後に提出してもしかたない。 

【西山会長】 

次回の会議を１１月１日（水）午後６時３０分にこちらで開催し、意見書の内容審
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議と、雁木整備事業補助金制度の改善について市から報告を受けることを諮り、委員

全員の了承を得る。 

三役が作成した意見書案を皆さんへ送付し、それに対していただいた意見を三役

で検討したうえ１１月１日に皆さんに諮り、文言修正したのち採決し、翌日市長へ意

見書を提出するという進め方でよいか諮り、委員全員の了承を得る。 

先ほどの内容で、市長へ意見書を提出することを諮り委員全員の了承を得る。 

【杉本委員】 

今日この会議の前に、高田地区町内会長連絡協議会（以下「町内会長連絡協議会」

と記載。）の会議があった。その場で、先日話を聞いた「上越地域医療センター病院

の現地での改築を求める町内会」の町内会長の方々から、町内会長連絡協議会として

も力になってほしいという要請があった。 

【髙野副会長】 

町内会長連絡協議会の会長に、会議後の懇親会で要望書を提出することを確認し

てほしいとお願いした。私たちは欠席しているので、今、結果はわからない。 

【杉本委員】 

たぶん決まっていると思う。 

【髙野副会長】 

町内会長連絡協議会からも出そうという話になっているので、了承を。 

【杉本委員】 

高田の北部地区の人たちも、高田の問題だから頑張らなければならないと言って

いる。 

【西山会長】 

以前お馬出し公園の名称変更の時に、地域の町内会長から市長へ要望が出て、地域

協議会からもそれに合わせて意見書を提出したことがあった。今回、町内会長連絡協

議会から要望が出る場合は、同様になる。 

もう一点。雁木の件で１１月１日に担当課から説明を受けた後に、観光面からの雁

木について話をしたいと思う。ただし当日は無理なので、それ以降にしたい。 

 

―事務連絡― 
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【西山会長】 

「事務連絡」について、事務局に説明を求める。 

【佐藤センター長】 

・協議会等日程 １１月１日（水）午後６時３０分～ 高田公園オーレンプラザ 

１１月２０日（月）午後６時３０分～ 高田公園オーレンプラザ 

１２月１８日（月）午後６時３０分～ 高田公園オーレンプラザ 

・配布資料 

金谷区地域協議会意見書（写し） 

中郷区地域協議会意見書（写し） 

ぬくもり展案内（高田文化協会） 

【西山会長】 

事務局の説明について質疑を求める。 

・会議の閉会を宣言 

９ 問合せ先 

自治・市民環境部  自治・地域振興課 南部まちづくりセンター 

TEL:０２５-５２２-８８３１(直通) 

E-mail:nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp  

１０ その他 

別添の会議資料もあわせて御覧ください。 

 


