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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第１０回直江津区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  【報告事項】 

   ・旧直江津銀行耐震改修事業について（公開） 

   ・上越市立水族博物館の整備状況について（公開） 

  【諮問事項】 

    上越市立水族博物館の管理の在り方の変更について（非公開） 

３ 開催日時 

平成２９年１０月１７日（火）午後６時００分から午後８時１３分 

４ 開催場所 

上越市レインボーセンター 第三会議室 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

議題の一部が「上越市審議会等の会議の公開に関する条例第７条第３号を根拠に非公

開とする」に該当するため 

７ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員： 青山恭造（会長）、竹内明美（副会長）、増田和昭（副会長）、 

青山義一、泉 秀夫、 川芳夫、河野健一、久保田幸正、田中美佳、

田村利男、田村雅春、中澤武志、町屋隆之、丸山朝安、水澤  

（欠席３名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：滝澤センター長、荒木係長、千田主事 

文化振興課：山本課長、大友副課長 

新水族博物館整備課：大瀧課長、若山副課長、新井係長 

８ 発言の内容 

【滝澤センター長】 

・会議の開会を宣言 



 

 - 2 - 

・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 

【青山恭造会長】 

 ・挨拶 

 ・会議録の確認：水澤委員、 川委員に依頼 

   議題【報告事項】旧直江津銀行耐震改修事業について、担当課へ説明を求める。 

【文化振興課：山本課長】 

 ・挨拶 

 ・施設概要について説明 

 ・資料№１「旧直江津銀行耐震改修事業について（報告）」に基づき説明 

【青山恭造会長】 

  説明に対し質問等はあるか。 

【増田副会長】 

  今回の改修工事の予算額についてと、以前も外壁等の工事をしていると思うが、その

時の費用も教えていただきたい。 

  そして、今回の工事で当建物の耐震改修は全て終わるのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  事業費については、工事費が全体で約７，９３０万円である。過去の工事で掛かった

費用については、本日、資料を持ち合わせていないが、一番費用が掛かったのは、煉瓦

塀とトイレの工事である。本館と別館については、これまでほとんど費用が掛かってい

ない。 

今回の整備は、耐震改修をしっかりして、別館も利用できるようになる。煉瓦塀につ

いては、近隣の人からも倒壊等の心配をいただいているが、今回の工事で不安も解消で

きると思っている。 

【増田副会長】 

  承知した。 

【中澤委員】 

  工事は壁だけになっているが、床や天井は改修しないのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  設計に入る前に現地調査をしている。床については、維持管理をきちんとしてきてお
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り、改修の必要はないと考えている。 

天井も当時の趣が感じられ、その状態で極力残したいと考えているので、天井も改修

の必要はないと思っている。 

基礎については、現在ある基礎を活かしながら内側から改修していく。 

【泉委員】 

  煉瓦塀をそのまま残して倒壊防止工事を行うということだが、どのようなやり方でや

るのか。「保存」することの意味が損なわれては困ると思う。 

  そして、資料の３ページに「別館東側」の外観写真がある。そこに短管が組んである

が、全ての工事が終わったら撤去されるのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  煉瓦塀は残すということが基本的な考えである。 

  工事のやり方は、内側から１ｍ間隔で鉄骨補強するので、外からの景観を損なわない

工法で考えている。 

  別館の東側の煉瓦塀については極力残したいと考えている。東側には以前、階段があ

った。今回の改修工事で既設の短管を撤去し、新たに鉄骨の階段を造り、東側の煉瓦塀

を倒壊させないための抑えとしての役割も兼ねることとしている。 

【泉委員】 

  当時の建物に鉄骨は使われていたのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  雨屋・付属屋は鉄骨で造られているので、改修工事においても鉄骨を使わせていただ

く。ただ、極力煉瓦を残したいと思っている。 

【竹内副会長】 

  改修計画は今回で終了ということだが、今回、改修工事を行うと建物の耐用年数はど

れくらいになるのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  明確にお答えすることは難しいが、今回の工事でしっかりと耐震補強して、維持管理

を行っていくので、ある程度、長期間での活用はできると思っている。 

【田村利男委員】 

  本館の前にあるライオン像だが、素材が柔らかい石でできており、土台も傷んでいる

かもしれない。ライオン像は今後も現状のままで保管されるのか。 
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【文化振興課：山本課長】 

  ライオン像については当建物の象徴的なものなので、そのまま残すことになっている。 

【町屋委員】 

  内装だが、壁は下のほうは汚れているのでもう少し綺麗にすることはできないか。そ

の場合の予算は出るのか。 

【文化振興課：山本課長】 

  今回の工事では、外壁及び内壁を漆喰仕上げにし、当時の趣を再現する。ただ、漆喰

仕上げをしても塩害等による痛みは将来的に予想されるが、維持管理については、状況

を見ながら市でしっかりと管理をしていきたい。 

【増田副会長】 

  国から補助金が出ていると思うが、どれくらいの補助が出ているのか。 

  ２点目は要望だが、今後、いろいろな人から意見を聴いて利用してもらうということ

だが、相当な予算で改修工事をするので、なるべく大勢の人から意見を聴き、新しい使

い方があるのならその意見も取り入れ、多くの人から使っていただけるような周知をお

願いしたい。 

  ３点目は、当施設の改修について、近隣の人へは丁寧に説明をしていただきたい。 

【文化振興課：山本課長】 

  国からの補助金についてだが、全事業費の５０パーセントの補助をいただき事業を進

めることとなっている。 

  次に利活用についてだが、当然、多くの皆様から利用していただきたいと思っている。

平成２７年度からは土日を中心に、三八市の開催日も併せてイベントを開催してきたが、

今後は、関係機関の皆様の意見を聴きながらしっかりと計画を立て、皆様へ報告させて

いただきたいと思っている。 

  次に近隣の人については、御挨拶だけはさせていただいている。今後、工事が具体的

になってきたら詳細を説明しながら進めて行き、丁寧にやっていきたいと思っている。 

【増田副会長】 

  よろしくお願いしたい。 

【青山恭造会長】 

 ・ほかに意見等はなく、当案件については終了とする 

  ― 文化振興課 退室 ― 
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  次に【報告事項】上越市立水族博物館の整備状況についてだが、はじめに事務局から

会議の流れについて説明を求める。 

【荒木係長】 

 ・これからの会議の流れについて説明 

【青山恭造会長】 

  では、担当課から説明を受ける。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

 ・挨拶 

 ・資料№２「上越市立新水族博物館の整備状況について」に基づき説明 

【青山恭造会長】 

  説明に対し、質問等はあるか。 

【竹内副会長】 

  愛称は全国から募集したが、新水族博物館の開館については、どこまでの範囲にＰＲ

するのか。 

  次に、開館前に直江津区地域協議会で視察することは可能か。 

【新水族博物館：大瀧課長】 

  ＰＲは全国に対して行い、全国の皆さんからお越しいただきたいと考えている。しか

し予算的な問題もあるので、集客のターゲットとして地域を絞りＰＲしていくのも一つ

の経営戦略ではないかということを指定管理者から聞いている。まずは、地元に対して

ＰＲし、次に長野方面、そして新潟方面、そして富山方面にも水族博物館が何館かある

が、そちらへも力を入れていきたい。首都圏を含む関東圏については、どの程度までタ

ーゲットとしていくのか検討している最中である。できるだけ広範囲に渡って集客を図

っていきたいと考えている。 

  次に、視察については、柔軟に対応していきたいと考えている。今後検討し、できる

だけ要望には応えていきたい。 

【田村雅春委員】 

  資料の「アクセス計画」についてだが、船見公園の駐車場前に押しボタン式の信号が

ある。開館後、交通量が増えてくると思うが、その信号はそのままなのか。 

  そして、そこから水族博物館まで信号機がないが、今後新設されることはあるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 
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  全体の交通の流れについては我々も交通量調査をしており、上越インターチェンジ・

上越高田インターチェンジから降りて、どういったルートで水族博物館まで来館される

かという調査を行った。確かに、押しボタン式の信号機があったり、Ｔ字路に信号機が

なかったりするが、開館後に再度調査し、信号機が必要であれば警察や道路管理者と協

議させていただく。そして、押しボタン式の信号機については、交通量や歩行者の動き

を考え、適切に対応していきたいと考えている。 

【青山義一委員】 

  例えば長野の人が車のナビゲーションシステムを使って来た場合、どの通路を示すの

か。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  富山方面と長野方面から来た場合、どのようなルート案内になるか、私自身や家族、

知人、職員が使っているナビゲーションシステムで試したことがあるが、やはり、上越

インターチェンジを降りて国道８号を左折し、石橋の交差点を右折して、イトーヨーカ

ドー方面へ進んでいき、水族博物館前のＴ字路を案内する経路を示すルートが多かった。

ただ、メーカーや性能等によりルートは様々であり、これから性能の良いものも出てく

ると思う。到着地付近で交通渋滞が発生していると、渋滞しているところを避けるよう

な案内をしてくれるものもある。 

【町屋委員】 

  国道８号上にＶＩＣＳ（ビックス）があったかと思うが、そういうものをもっと活用

していただければと思う。 

  それと、石橋の交差点に設置される案内看板はどうなるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  最初にＶＩＣＳの活用についてであるが、関係機関等と協議を重ね、スムーズな交通

誘導をしていきたいと思っている。 

  次に、石橋の交差点の案内看板であるが、そこまで来た人に迂回道路を案内する必要

はないと思うので、交差点で右折する案内看板を設置する。 

【町屋委員】 

  水族博物館へ行くにはいろいろなルートがあるが、どこから来ても柔軟に対応できる

ような案内看板にしていただきたい。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 
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  道を知っている人は、渋滞を避けるため、狭くとも早く着く道を通るが、子ども達も

含めて住宅地へ誘導することは、交通安全の面からも好ましくない場合があると思う。

一番良い形が取れるように検討していきたいと考えている。 

【丸山委員】 

  水族博物館から郷津海岸へ行く道の途中に三叉路のようになっている場所があるが、

そこを直線にしてほしいと考えている。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  開館までには間に合わないと思うが、該当部分は市道の認定も受けているので関係部

署に要望を伝え、十分協議をして地元の皆さんが一番良い形を検証し、いずれはきちん

とお示ししたい。 

【町屋委員】 

  水族博物館からの富山方面へ行った場合、海沿いに抜ければ良いが、もう一方の道へ

行くとまちなかへ行ってしまう。近くには国府小学校もあり、子ども達の通学路でもあ

るので、とても危険なのではないか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  交通誘導の関係で、そちらに廻すという計画はないので、今とそれほど変わらないの

ではないかと思うが、開館前と開館後に交通量の測定をしながら、皆さんに御迷惑をお

掛けしない方法を検討していきたい。 

【青山恭造会長】 

  開館後も横浜八景島に運営をお任せすると思うが、永年お願いするのか。 

  そして、経営は横浜八景島だが、行政はどこまで関わるのか。 

  それと、オープン時のイベントは何か考えているのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  横浜八景島とは開館後１４年の協定期間となっている。その後についてはその時に一

番良い形の組織形態で運営したいと考えている。 

  行政の関わりについては、全て指定管理者に任せきりということはない。経営状態を

把握し、財務状況が公共施設を管理する会社として適切かどうかを検証する。そして、

安全性の確保は欠かせないものであるが、設置者として管理する部署をきちんと市役所

内に置き、例えば、毎月の実績報告を求めて、きちんと指定管理業務が安全に行われて

いるかどうか等の確認をする。今後とも、責任を持って管理運営をしていきたい。 
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  次に、開館時のイベントについては、現在検討中である。何か良いアイデアがあれば、

随時電話やメール等で教えていただければと思う。 

【青山恭造会長】 

  展示生物については、横浜八景島のものなのか、上越市のものなのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  基本的には、全て上越市のものである。飼育生物に子どもが産まれれば、上越市の財

産となる。ただ、飼育プールにも一定の制約があり、子どもが産まれて飼育スペースで

対応できなくなることもあると思う。その場合は、横浜八景島が関わっている全国の水

族博物館の中で交換したり、場合によっては売却したり、飼育・繁殖の研究のために全

国の水族博物館と交換することは考えていかなくてはいけないと思うが、基本的には市

の財産である。 

【青山恭造会長】 

  では、その都度、行政と相談した上で行うということか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  そのとおりである。全ての決定権は市にあるので、市に無断で何かをするということ

はない。 

【町屋委員】 

  先ほど、竹内副会長から視察の件についての質問があったが、かなりの混雑が予想さ

れる中、ほかの来館者に紛れて視察するというのは、私たちの立場で視察してきたとい

うことにはならないと思っている。閉館後でも良いので、私たちがきちんと見られる時

間を取っていただければありがたい。 

【増田副会長】 

  先ほど「柔軟に対応する」と言っていたので、その言葉を信じていただければ良いの

ではないか。 

  私から４点ほどお聞きしたい。 

  １点目は、イトーヨーカドー前の押しボタン式信号機が以前から問題になっている。

先ほどの信号機の案件と併せて検討していただきたい。 

  ２点目は、水族博物館へ向かうための対策は資料にあるが、帰る時も海水浴客もいる

と思うのでかなりの渋滞が予想される。その際、上越インターチェンジや上越高田イン

ターチェンジ、富山方面へ向かって大型バスを動かすとか、いろいろ考えていると思う
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が、その辺を教えていただきたい。 

  ３点目に、初年度は想定以上の車が集中して来ると思う。その時に、今予定している

駐車場で良いのかどうか。もし、想定以上の車が来たらどうするのかという対策を考え

ておいていただければと思う。 

  ４点目は、所掌についてだが、これは教育委員会が所掌になるのだろうとお答えいた

だいているが、教育施設というよりも観光施設に近いと思うので、教育委員会の所掌に

なって大丈夫なのかという心配がある。中身を考えていただき御配慮していただければ

と思う。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  最初に１点目のイトーヨーカドー前の押しボタン式信号機の件である。 

押しボタン式の信号機は、渡る人を優先的するという考え方で交通安全のために設置

してあるものである。一方、車を運転する側としては、一人が渡る度にボタンを押され、

その都度停止するという不都合な面が出てくる。信号を管理している警察や地元の意見

を聴きながら検討していく必要がある。例えば、繁忙期の際は押しボタン式の時間を制

限して車をスムーズに流し、繁忙期以外で車の流れが少ない時は、押せばすぐに渡れる

というように、時期や交通量をみながら適切に対応していきたいと考えている。 

  ２点目の交通対策については、水族博物館に来る時と帰る時の交通予測をしており、

帰りは、来る時に比べると比較的分散化される。それは、今までの水族博物館で検証し

たことであるが、他の集客施設でも一定程度、同じ傾向がある。 

  帰りの際も混雑しないよう、いろいろな経路を活用しながら、交通対策を検討してい

きたい。 

  ３点目の駐車場の件については、一定程度の交通量や来館者の予測の中で、現在の駐

車台数を用意することで、不足はないものと考えている。しかし、我々の予想を遥かに

超える来館者で駐車場不足になるかもしれないので、常に見直しをして、十分な駐車場

を確保していきたい。そして、パークアンドライド方式についても検討する。例えば、市

役所の駐車場に駐車してもらい、そこからシャトルバスに乗り換えてもらうことを考えて

いる。そして、我々が重要視したいのは、公共交通機関の利用である。水族博物館は直

江津駅から歩いて１５分程度のところに建っている。駅から歩いて行ける水族博物館と

いうのは全国的にも少なく、願わくば、直江津駅まで電車で来ていただき、水族博物館

までの行き来の間、直江津のまちなかを回遊しながら歩いていただくといったことを考
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えている。 

  ４点目の所管部署の件であるが、私たちは「企画政策部 新水族博物館整備課」とい

うところに属しているが、水族博物館は教育委員会の所管施設であり、その事務を新水

族博物館整備課において行っている。今後も「博物館」という趣旨からすると、やはり

教育委員会が軸になると思っているが、一大集客施設として整備するため、教育委員会

の所管とは言え、観光面に力を入れないという考えはない。企画政策部というのは、地

域振興の全体を所管する部署でもあるので、観光部門をはじめ、市の各組織と連携しな

がら、より良い形にしたいと考えている。 

【泉委員】 

  整備状況の説明で大水槽内に日本海の海底地形を再現するためにシミュレーションし

たと言っていたが、深さを考えると直江津の沖合の相当な部分まで考慮されたのだと思

う。どれくらいの沖合まで考慮されたのか。 

  そして、海底地形についてだが、どの辺まで考えて、どこから情報を得ているのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  地図ソフトを使ったが、これは陸上地形はもちろん、海底地形も詳細に画像化されて

おり、なおかつデータ収集もできる。ただ、我々がデータ収集をする際に基本としてい

るのは、国が所管する国土地理院のものである。ここでも精密な海底地形のデータを持

っているので忠実に再現できると思っている。 

  沖合までの距離は断言できないが、少なくとも東は佐渡ヶ島、西は能登半島の突端く

らいまでの海底地形は把握している。 

【田村雅春委員】 

  先ほどの交通機関を利用してほしいということだが、直江津駅に降りた人に案内する

ための案内所のようなところは考えていないのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  回遊する方々や自転車でまちなかを行き来する人たちのための道標や、まちづくり団

体の方々が作成されたまち歩きマップ等を活用していく。だが、春日山では観光ボラン

ティアの方々が道案内をしたり、春日山のあらましを説明したりしているので、新水族

博物館でも、今の意見を踏まえ、皆さんから喜んでもらえるような仕組みづくりを考え

ていきたい。 

【青山恭造会長】 
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  それでは以上で報告事項については終了とする。 

※※ここから非公開※※ 

  次に【諮問事項】上越市立水族博物館の管理の在り方の変更について、再度説明をお

願いする。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

 ・資料に基づき説明 

【青山恭造会長】 

  説明に対し、質問等はあるか。 

【町屋委員】 

  市内の小中学生が団体で入館する際の料金の話があったが、資料のどこに書いてある

のか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  資料の中には記載していない。条例上、指定管理者がその都度設定するものなので、

指定管理者が経営上の判断で団体に提示するもので、料金設定を拡充したいとの提案が

あったので、我々もメリットがあるとして同意したいと考えている。 

【町屋委員】 

  では、今回の諮問とは切り離したほうがいいということか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  そうである。 

【竹内副会長】 

  障害者や付き添いのボランティアへの割引というのはあるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  障害者割引は継続されることとなっている。指定管理者も、入館料だけではなく、障

害者に配慮し、丁寧に対応したいという意向を持っているので、料金面やサービス面で

拡充できるのではないかと考えている。 

【竹内副会長】 

  ボランティアに対しての割引はあるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  基本的には障害者１名に対し、付き添い１名は無料になる。 

【田村雅春委員】 
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  老人ホームにいるお年寄りの人たちは割引対象になるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  要介護認定によっては障害の適用を受けている人もいると思うが、まずは、団体扱い

で減免することになる。障害の度合いにもよるが、今までどおり継続して料金は割安に

設定したいと考えている。 

【町屋委員】 

  資料に書いていないことも説明されているが、今回はあくまでも資料に書かれている

ことだけを諮問するということでよろしいか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  そのとおりである。まずは、指定管理者で新しくシニア割引を設定したり、高校生割

引を設定したり、料金が来館者にとってプラスに働くことは、我々も評価することであ

る。ただ一方で、民間企業が経営するので全体の収支で経営が成り立つように、なおか

つ、市税で負担しないような経営努力も必要だと思っているので、両者のバランスを取

って料金設定をしたいと考えており、上限額を委員の皆さんへ諮問し、条例上、議会で

議決を得た場合には有効となる。なお、指定管理者が減免を考えたり、新しい料金設定

する際は、市の承諾を得て設定されるので、著しく不当な高い金額だったり、経営が成

り立たないような安い金額設定であれば、市で確認を行い指導したいと考えている。 

【増田副会長】 

  今の回答を受け、２点ほどお聞かせいただきたい。 

市で以前に収支シミュレーションした際は不確定要素が多かったので、単年度黒字が

１５年くらいは続くが、その後は赤字になるような資料だった。だが、今の説明によれ

ば黒字が続くものと思ったが、その辺を話せる範囲でお聞きしたい。 

  ２点目は、休館日の記載はあるが、開館する時間の記載がないので教えていただきた

い。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  １点目の収支については、平成２６年の基本計画の中で収支見込みを立てたが、その

中でも単年度黒字としていた。１０年間は黒字になるという収支予測を立ており、今後

も単年度毎に財務状況は的確に判断をして、必要な場合は適切な財務上の指導を行い、

市からも持ち出しがない健全な経営をしていただきたいと考えている。 

  次に２点目の開館時間については、旧水族博物館の開館時間は９時～１７時であった。
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基本的には時間帯を変えずに営業したいと考えているが、指定管理者は、日本海に沈む

夕日を一つの売りにしたいと考えており、天候が安定して夕日が美しく見える期間には、

開館時間を延長したり、朝の早い時間に散歩する人のための早朝タイムとか、いろいろ

柔軟なアイデアを持っているので、方向性が決まったら皆さんへもお知らせしたいと考

えている。 

【田村雅春委員】 

  入館料については税込だと思うが、今後消費税が１０％になった場合は、入館料も変

わるのか。 

【新水族博物館整備課：大瀧課長】 

  入館料の１，８００円には消費税が含まれている。１０％になった後も、内税として

変更しないのか、増税と共に値上げするのか、それは現在の段階では明確には決まって

いない。我々としては内税として吸収していただきたいと思うが、経営判断の一つとし

て２％の増税は大きいと聞いているので、その時点で上限設定の変更が必要であれば皆

さんにお諮りし、条例の改正には一定の手続きがあるので、関係者や皆さんの意見をお

聞きし、適切な料金設定にしたいと考えている。 

【青山恭造会長】 

 ・ほかに質問等がないため、諮問について適当と認めるか採決 

 ・採決の結果、諮問のとおり適当と認めるということで、委員の賛同を得る。 

【青山恭造会長】 

  次に「その他」について、事務局へ説明を求める。 

【荒木係長】 

  次回協議会の事務局案：１１月２１日（火）午後６時から 

【青山恭造会長】 

  ― 日程調整 ― 

 ・次回協議会：１１月２２日（水）午後６時から 

【田村利男委員】 

  提案だが、今後、水族博物館の櫻館長からお話を聴いたり、意見交換をする場を設け

ていただきたいと思うがどうか。 

【町屋委員】 

  賛成である。料金の割引率がどうなるのかというような話も是非聞いてみたいと思う。 
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【青山恭造会長】 

  では、事務局から調整を取っていただき、そのような場を設定できれば実施したいと

思う。 

 ・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 北部まちづくりセンター 

    TEL：025-531-1337 

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

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 
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