
第 9回名立区地域協議会 次第 

日時：令和 2年 12月 15日（火） 午後 6時 30分から 
                      場所：名立区総合事務所 2階 第 2会議室 

 

 

1 開 会 

 

 

2 協議事項 

自主的審議事項「ろばた館の存続に向けて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 その他事項 

令和 2年度第 10回地域協議会の開催予定 

・令和 3年  月  日（  ）午後  時  分から 

 

 

4 閉 会 



整理
№

意見の概要 件数 割合

1 高齢者支援の視点から施設、温浴機能を維持してほしい 13 10.6%

2 収支の改善に対する意見 12 9.8%

3 地域の拠点として施設、温浴機能を維持してほしい 11 8.9%

4 施設廃止の理由についての意見 9 7.3%

5 「ゆらら」と「ろばた館」の比較に関する意見 9 7.3%

6 施設の再利用、別用途使用に関する意見 7 5.7%

7
中山間地域における生活や環境保全も含めた施設の必要性に
関する意見

7 5.7%

8 設備を更新しない市の方針に対しての意見 6 4.9%

9
「廃止は決定なのか」、「方針は変わらないのか」、「検討中と理解
してよいか」等の意見

5 4.1%

10 入館料に関する意見 5 4.1%

11 他地域の温浴施設との比較に関する意見 4 3.3%

12 泉質に関する意見 4 3.3%

13 イベント等の実施により利用者を増やす 4 3.3%

14 ろばた館の利用に関する意見 4 3.3%

15 ろばた館への交通手段に関する意見 4 3.3%

16 上名立分館を避難所とすることに対する意見 3 2.4%

17 次世代の子ども、若者に関する意見 3 2.4%

18 ろばた館のPRに関する意見 2 1.6%

19 人口減少に関する意見 2 1.6%

20 その他 9 7.3%

計 123 100.0%

ろばた館に関する地域との協議で出された意見等

※意見自体は81件（人）だが、発言内容が複数の項目に渡るものを分割したこと、また複数の
　 項目に重複記載したことから、総件数が多くなった。
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ろばた館に関する地域との協議で出された意見の整理 
 

※市の回答は割愛 

№ 会場 内  容 
整理

№ 

1 
ろばた

館 

ろばた館は、温浴を利用しなければ入館料が無料である。少しで

も収支を改善するため、以前のように入館料を領収した方がいい

と思う。 

10 

2 
ろばた

館 

ろばた館でイベント（うまいもん市、そば打ち体験など）を行う

と、新潟市や糸魚川市など市外からも人が集まる（常連が 10組近

くいる）。イベントを定期的に開催することで固定客を増やす努力

をしてほしい。また、加工グループだけでは限界があるので、地域

協議会や総合事務所も一緒になり、名立区全体で、ろばた館を活

性化するためのイベント等を考えていく必要があると思う。 

13 

3 
ろばた

館 

ろばた館は近隣で生活する高齢者にとって、欠かせない場所であ

る。特に一人暮らしの高齢者は、家で入浴せず、毎日のようにろば

た館のお風呂を利用している。廃止になった後、このような高齢

者をどのように支援するのかが課題だと思う。 

1 

4 
ろばた

館 

家のお風呂の代わりとして、毎日ろばた館のお風呂を利用してい

る一人暮らしの高齢者がいる。 
1 

ろばた館を利用している高齢者の多くは、シニアカーで通ってい

るため、施設機能をうみてらす名立に移した場合、自力で通えな

くなってしまう。 

5,15 

5 
ろばた

館 

ろばた館とうみてらす名立では、客層が異なる。また、雰囲気も違

う。ろばた館に通う人は、施設の雰囲気が好きで通っているため、

ろばた館が廃止になったからといってうみてらす名立に通う人は

いないと思う。 

5 

6 
ろばた

館 

ろばた館に行きたいけれど交通手段がなくて行けない高齢者が多

くいる。バス時刻の見直しや、集落の中まで巡回するバスを運行

するなど、通いたい人が通えるように工夫してほしい。 

15 

7 
ろばた

館 

温浴と食堂を廃止し、貸館機能のみを残すという話があったが、

温浴がなくなれば人は来なくなると思う。お風呂を楽しみにろば

た館を訪れる人が多いので、お風呂は必要である。 

3 

8 
ろばた

館 

経営が厳しい状況であることは理解できるが、ろばた館は高齢者

の居場所となっている。廃止になれば、高齢者の居場所がなくな

り、元気もなくなってしまうと思う。 

1 

9 
ろばた

館 

施設が老朽化し、経営が厳しい状況ということは十分に理解でき

る。しかし、ろばた館を必要としている高齢者のためにも、廃止の

方向性を出す前に、今後どうやって施設を維持していくか、どう

したら収入を増やせるかを考えてほしい。 

1 

10 
ろばた

館 

ろばた館の建設に際し、景観を重視しこの場所になった経緯があ

るが、地権者との交渉は苦労した。南部地区は、年々人口が減って

いる中で、何か 1 つでも拠点となる施設がないと、中山間地域は

どんどん寂しくなってしまう。 

3 
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11 
ろばた

館 

各地域でいきいきサロンを開催しているが、2 か月に 1 回くらい

のペースで、近隣のサロンと合同でイベントを行い、その会場と

してろばた館を利用してはどうか。このように、ろばた館の活用

方法は沢山あると思う。 

13 

12 
ろばた

館 

温浴と食堂に多くの経費がかかっているが、もう少し工夫できな

いのか。 
2 

13 
ろばた

館 

ろばた館廃止後の避難所の展開案として、公民館上名立分館とあ

るが、公民館と協議はしているのか。また、上名立分館は避難所の

設置条件を満たしているのか。 

16 

14 
ろばた

館 
市は廃止の意向だが、この考え方が変わる可能性はあるのか。 9 

15 
ろばた

館 

資料３の利用状況を見ると、利用者の約半数が名立区の住民であ

り、地域に密着した施設であると思う。私はＵターンで名立に戻

って来たが、名立に戻ろうと思った要因の 1 つが、ろばた館があ

ることであった。 

3 

16 
ろばた

館 

入館料の徴収、営業時間の短縮、食堂の廃止、廃湯の再利用、テナ

ントの募集など、施設の廃止と言う前に、経営状況を改善するた

めに工夫できることがあるのではないか。 

2 

17 
ろばた

館 

越後田舎体験の受け入れをしているが、その際にもろばた館を利

用している。ろばた館は、県外との交流の拠点施設にもなってい

る。 

3 

18 
ろばた

館 

一人暮らしの高齢者にとって、ろばた館は毎日通っている大切な

居場所となっている。廃止した場合、どのように支援していくの

か。また、ろばた館がなくなれば、この地域で自立した生活が出来

なくなると話している高齢者もいる。 

1 

ろばた館がなくなれば、この地域で自立した生活が出来なくなる

と話している高齢者もいる。 
7 

19 
ろばた

館 

市は中山間地域の水源や農業を守れと言うが、その一方で、中山

間地域の施設をどんどん廃止し、生活し難い環境にしている。私

たちは中山間地域を守っているのだから、市はそこで生活する

人々を守るべきではないか。このままでは、地域がますます寂し

くなってしまう。 

7 

20 
ろばた

館 

農業従事者は高齢化していて、後継者を探さなくてはならない。

これからこの地域で農業を続けていくうえで、ろばた館は核とな

る重要な場所だと考えている。 

3,7 

21 
ろばた

館 

施設には数字に表れない価値もある。我々はこの地で水道水源を

守っている。市内にばかり施設を整備するのではなく、このよう

な施設を残すことができないのか。 

7 

若者の利用を増やしていきたいと考えるが、改善のための良い案

はない。 
17 

22 
ろばた

館 

高齢者以外でも、お盆や正月などで、家族が帰省した際の拠り所

として、ろばた館を使っている方が多くいる。また、「お湯がいい」

「大広間がいい」というリピーターが多い。 

3 

「お湯がいい」「大広間がいい」というリピーターが多い。 12 
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23 
ろばた

館 

2 月の行政懇談会で廃止の方針を示されたが、住民は「いずれ廃

止」という認識を持っている。廃止の方針は今後の状況によって

変わるのか。金太郎飴方式で、一律の考え方で全ての施設の評価

をするのは違うと思う。 

9 

24 
ろばた

館 

区内に複数の温浴施設がある区はどうなるのか。市役所の中で異

なる区分に分類されていたとしても、市民から見れば同じ温浴施

設である。 

11 

25 
ろばた

館 

代替として上名立分館の名前があがっているが、分館は使い勝手

が悪い。先日、近隣の農村公園に複数のテントを張ってキャンプ

する人たちがいた。施設の再利用策など、物事の柔軟な発想や考

え方が、行政はできないのか。 

6 

26 
ろばた

館 

説明いただいた内容は理解できたが、ろばた館が入館料を無料と

していることに疑問を感じる。利用料を払わず、大広間で 1 日過

ごす人もいる。当会では定期的にろばた館を利用していることか

ら、廃止されると困る。 

10 

27 
ろばた

館 

ろばた館の建設にあたり、地元として東京まで陳情に行くなどの

働きかけをした経緯もあり、思い入れがある。25 年経って、廃止

の話が出ていることを寂しく思う。 

20 

28 
ろばた

館 

ろばた館が廃止となった場合、公民館上名立分館を代替施設とす

る案が提示されているが、分館にはエアコンがない（2階）ため高

齢者にとって環境が良くない。また、2階への階段が、高齢者にと

っては不便である。 

1 

29 
ろばた

館 

一人暮らしの高齢者からは、「ろばた館がなくなったら本当に困

る」という切実な声を聞いている。高齢者にとってろばた館は憩

いの場であり、支えとなっている。また、うみてらす名立までは距

離があり、高齢者は通うことができない。 

1 

うみてらす名立までは距離があり、高齢者は通うことができない。 5,15 

30 
ろばた

館 

説明の内容は理解できたが、行政はこれまで、集客努力をしてき

たのか疑問である。 
4 

地元で生活する高齢者にとっては、「ろばた館がなくなると自分の

居場所がなくなってしまう」というほど、重要な問題である。 
1 

31 
ろばた

館 

廃止の方向性を示す前に、クラウドファンディングや寄付を募る

など、収入を増やす努力をしてほしい。 
2 

32 
ろばた

館 

当会では、75 歳以上の方を対象に年 2 回交流会をろばた館で実施

していて、60 名ほどが集まる。過去にうみてらす名立で開催した

ことがあるが、部屋が狭く、参加者からは不評であった。うみてら

す名立では、ろばた館で行っている「ゆったり」とした活動ができ

ず、代替施設として機能しないのではないか。 

1,5 

33 
ろばた

館 

単位老人クラブも人数が減っていることから、区全域の老人クラ

ブが集まり、行事を実施することが多い。その際、ろばた館を利用

している。（うみてらす名立では場所がない。） 

1,5 

34 
ろばた

館 

ゆめ企画名立は、うみてらす名立が所有するバスを活用し、宴会

をろばた館で行うなど、ろばた館の運営にも力を入れることがで

きないのか。 

2,5 

35 
ろばた

館 

廃止について納得はできないが、ろばた館の現状については理解

できた。いきいきサロンでは、ボランティアの研修会をはじめ、定

期的にろばた館を使用していて、高齢者はもちろん、ボランティア

1 
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の皆さんにとっても癒しの場、憩いの場となっている。高齢者、ボ

ランティア含め、ろばた館は高齢者福祉の拠点施設となっている。

ろばた館をなくされると困る。市のトップが代われば、方針も変わ

るのかとまで思う。 

36 
ろばた

館 

市は廃止を前提に話を進めているため、設備が壊れても修繕しな

い方針に疑問を感じる 
8 

各町内会でもろばた館を使用しているため、貸館機能だけでも残

してほしい。ろばた館の機能は全て廃止となるのか。 
6 

37 
ろばた

館 

温浴がなくなるのは仕方ないという思いもある。貸館機能だけで

も残してもらえると有難いが、その場合、管理人や施設の清掃な

どと、課題も多く残る。 

6 

38 
ろばた

館 

施設の機能だけを見れば、上名立分館やうみてらす名立を代替施

設として活用することはできると思う。また、ろばた館の空調設

備等を見直すことで貸館として使うことも可能だと思う。しか

し、市の説明では、地域の皆さんの「気持ちの代替」をどうする

のかが見えてこない。資料にあるように維持管理に係る経費等を

見れば「廃止は仕方ない」という方もいると思うが、そこで議論

が終わってはいけない。地域の方の気持ちをどう繋いでいくかを

考えなければいけない。 

6 

市の説明では、地域の皆さんの「気持ちの代替」をどうするのか

が見えてこない。資料にあるように維持管理に係る経費等を見れ

ば「廃止は仕方ない」という方もいると思うが、そこで議論が終

わってはいけない。地域の方の気持ちをどう繋いでいくかを考え

なければいけない。 

20 

39 
ろばた

館 

ろばた館はお湯の質が良い。お風呂に入った後は、体がポカポカ

する。ろばた館にしかない魅力もあるので、廃止前提ではなく、

もう少し前向きに検討してほしい。 

12 

40 
ろばた

館 

ろばた館の廃止は「決定」ではなく、「検討中」と理解してよい

か。3月にいきなり「廃止します」とならないか不安である。本

日、私たちと協議したことで「地元と協議済み」とされては困

る。まだ時間があるのなら、もう少し考えてから結論を出してほ

しい。 

9 

41 
ろばた

館 

資料を見れば厳しい状況であることは分かる。しかし、実際に地

域で生活し、ろばた館を必要としている方がいる。ろばた館のリ

ピーターも多くいる。その方たちの気持ちも考えて検討してほし

い。 

3 

資料を見れば厳しい状況であることは分かる。しかし、実際に地

域で生活し、ろばた館を必要としている方がいる。 
7 

42 

名立地

区公民

館 

内容は理解した。区内に 2 つの温浴施設があることが、まず最初

にろばた館の廃止が挙げられた理由なのか。それとも収支の部分

が理由なのか。 

4,5 

地域協議会でも議論されていると思うが、温浴と食堂を廃止した

としても、建物は使用できるようにできないか。 
6 

43 

名立地

区公民

館 

サウンディング調査で手を挙げる企業がいなかったということは

廃止が決定ということなのか。資料にも大規模修繕はしないとあ

るが、設備が壊れたら廃止ということなのか。 

9 
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資料にも大規模修繕はしないとあるが、設備が壊れたら廃止とい

うことなのか。 
8 

44 

名立地

区公民

館 

全国的な人口減少には冷静に対応しなければならないが、ろばた

館はすぐに朽ち果てるような建物ではない。マイナス要因が並ぶ

資料であるが、うみてらす名立があるからろばた館はいらないと

いう理屈にはならないと思う。うみてらすは複合的な施設、ろば

た館は温浴がメインの施設である。人口減少の中でも周りを見れ

ば、大潟区のジムリーナや高田のオーレンプラザ、武道館などの

新たな施設整備が行われている。感性の時代に、懐かしさや癒し

の施設をなくそうとしている。能生のマリンドリームと権現荘、

シャルマンスキー場のように、海と山・自然を連携させるような

取組ができないか。 

5 

能生のマリンドリームと権現荘、シャルマンスキー場のように、

海と山・自然を連携させるような取組ができないか。 
11 

市民あっての市政である。限られた範囲への説明でなく、区全体

で考えてもらえるよう取組んでもらいたい。 
20 

45 

名立地

区公民

館 

オープンした平成 7年からの公費投入額はいくらになるか。 20 

46 

名立地

区公民

館 

高齢者のシニア割引をなくせば、多少の経営改善につながるので

はないか。 
2 

47 

名立地

区公民

館 

熱い想いがあって作った施設だが、このような状況になることも

仕方ないことだと思う。所長からも想いがあればそれに応えてい

きたいとの話しもあったが、とは言え市の公費負担は減らない。

建物は区内でも指折りのきれいさを保っており、まだまだ使用で

きる。建物を壊すわけでないないとのことなので、次の使い道を

みんなで考え利用しましょうというのが今日の主旨だと思う。 

6 

48 

名立地

区公民

館 

お金がないと言いながら、以前、隣の上名立分館体育館の屋根を

ふき替えた。ふき替えるだけの価値や利用があるのか。また、ろば

た館の大広間のろばたは実際に火を焚くわけでもなく、単なる飾

りで、取っ払って大広間を大きく使えるようにした方がいいので

はないか。利用者を増やすことで、少しでも長く使える施設とし

てほしい。 

14 

49 

名立地

区公民

館 

公の施設を再配置するにしても、有力な市議会議員がいるいない

等、地域によって格差が出ないように、公平なジャッジをしても

らいたい。 

20 

50 円田荘 

前日の懇談会に出席した方から発言の依頼を受けた。 

説明はマイナス面が多く、ろばた館の存続が心配だ。中山間地域

で楽しみが少ない中、ろばた館は生きがいにもなっている。 

3,7 

元々利益を追求する施設ではないはずだ。うみてらす名立とろば

た館両方使えるプレミアム券を発行し、事前購入することで売り

上げに貢献することができないか。 

2 

51 円田荘 

説明が脅かしのように感じた。修繕も含め、これだけのランニン

グコストがかかることを見通していなかったのか。それに伴う資

金の確保もしてこなかったのか。ボイラーが壊れたから廃止でな

く、長期的な資金計画や設備の更新ができる補助事業はないのか。 

4,8 
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大切な雇用創出の場でもあり維持してほしい。 20 

52 円田荘 

一人当たりの公費負担が令和元年度は 1,401 円とあるが、どのよ

うになれば採算が合うようになるのか。 

最初から採算度外視なのに、採算が合わないからやめたいとしか

聞こえない。 

2 

休止となった大島区のあさひ荘における、雇用などの状況を把握

しているのか。 
11 

53 円田荘 

これまで区内で廃止している体育施設と温浴施設のろばた館とで

は、施設の持つ意味やニュアンスが異なる。厳しい状況の中だが、

温かみのある公費の使い方ができないか。 

4 

54 円田荘 

民間事業者への貸付などは、例えば、無印良品がキャンプ場を運

営しているが、そのような活用方法も検討できないか。さらに、折

平の獅子舞もイベントとしてやられているが、市外の団体にも出

演してもらうことで、集客につなげられるのではないか。 

13 

また、外部への発信、働きかけが少ないと感じる。実施している

「うまいもん市」なども、もっと情報発信できるのでは。 
18 

55 円田荘 

機能の展開案を見ると、ろばた館からうみてらす名立へシフトし

ているが、逆にうみてらす名立からろばた館へのシフトが必要で

あり、更に多く利用できるような方法を考えてほしい。まちづく

り協議会などとも協力し、ろばた館までの交通の足を確保し、自

然豊かな南部方面に目を向けることが考えられないか。海へ向か

う矢印が山に向かうように温浴を維持して存続してほしい。 

5 

まちづくり協議会などとも協力し、ろばた館までの交通の足を確

保し、自然豊かな南部方面に目を向けることが考えられないか。 
15 

56 円田荘 
経費削減の取組などの話しが、委託先のゆめ企画名立から聞こえ

てこない。 
2 

57 円田荘 

東京からＵターンで地元に戻った。折居そば生産組合でそばを栽

培していて、名立をそばの里にしたいと思っている。長野県松本

市は、そばで地域おこしに力を入れている。名立にも自分のよう

なそば打ちの人材がいることを伝えたかった。ろばた館もそばを

使って集客する手法を考えてほしい。他の例を見ても、そばを求

めて遠くから人が来ている。 

13 

58 円田荘 

25 年経過し、機能が停止したら廃止にしたいとのことだが、ボイ

ラーなど大規模修繕が必要な設備が壊れたらどうするのか。入替

時期を引っ張っても故障が頻発して余計に費用がかさむ。 

あとどれくらいの年数維持できるかの想定しているのか。 

8 

59 円田荘 

数年間何もしないで意見を聴くわけでもなく、「こういう状況だか

らこうなりました」という報告にしか聞こえない。意見を聞くな

らもっと早くに聴くべきで、「どうしようもない状況で、こうする

しか仕方ありません」としか聞こえてこない。 

経費の削減も人口減少も理解できる。だったらどうすれば存続で

きるかを展開していれば、もっと違った対応もできたと思うので、

責任も踏まえて意見を吸い上げてくみ取ってもらえればと思う。

結論ありきでの報告の形はやめてほしい。 

資料№4の内容が結論で、このようにすると思ってしまう。 

4 
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60 円田荘 
次世代の子どもたちにつながる具体的なアイデアなどを入れてほ

しい。若い人にも振り向いてもらえるものが欲しい。 
17 

61 

公民館

上名立

分館 

今後の名立区の人口は減少することが予想されている中で、地域

の施設を廃止すると、人口減少がさらに加速するということも考

えられるのではないか。 

19 

62 

公民館

上名立

分館 

ろばた館を廃止した際の避難所の代替案として、公民館上名立分

館が挙がっているが、その際はエアコン等の必要な設備を整備す

る予定はあるのか。 

16 

63 

公民館

上名立

分館 

ろばた館の一番の目的は、地域住民同士の交流、名立区外の方と

の交流だと思う。よって、温浴施設がなくなれば魅力がなくなっ

てしまう。 

3 

ボイラー等の機器の更新が迫っているという話もあったが、温浴

がなくなれば人は来なくなる。 
8 

「ろばた館はお湯がいいから利用している」という声も多く聞い

ている。温浴を残す方法をもう少し検討してほしいと思う。 
12 

64 

公民館

上名立

分館 

ボイラー等の機器の更新について、大規模な入れ替えは予定して

いないようだが、小規模な修繕を繰り返して維持していくよりも、

省エネでコストがあまりかからない最新の機器に入れ替えた方

が、コスト削減に繋がるのではないか。 

8 

また、ろばた館は温浴を利用しない場合、大広間は無料で利用で

きる。食堂を利用される方はよいが、持ち込みで食べ物を持って

来て、食器はろばた館の物を使っていても、入館料は徴収されな

い。むしろ洗い物の分だけコストがかかる。この点を見直すこと

も必要ではないか。 

2,10 

65 

公民館

上名立

分館 

ろばた館の経営状況が厳しいということは理解できたが、経営が

厳しいのに何故、年末年始の稼ぎ時に休館するのか。帰省した家

族がろばた館に行きたくても行けない。営業すればいつも以上に

集客を見込めると思う。噂では、「ろばた館は市の施設であるから、

ろばた館の職員も市職員と同じように年末年始は休みをとる」と

いう話も聞いている。 

2 

66 

公民館

上名立

分館 

本日の説明を聞いていると、ろばた館を廃止するための地域への

説明に感じてしまう。地域へ何も話さずに廃止するわけにはいか

ないから、今回の機会を設けたのではと思ってしまう。 

ろばた館は開業当初から営利目的でなく、入館料で儲ける施設で

はない。また、毎日 100人、200人と利用者がいれば、収入は増え

るかもしれないが、設備の老朽化は進み、とっくに機器が壊れて

いたと思う。ろばた館は人口減少が進むこの地域を何とか盛り上

げるために整備された施設である。本日の説明をもって、「地域へ

廃止を伝えた」とし、このまま廃止されてしまうのではないか。 

4 

67 

公民館

上名立

分館 

桑取の「くわどり湯ったり村」と糸魚川市能生の「柵口温泉」は、

新型コロナウイルスの影響もあり、経営が非常に厳しいため営業

をやめるという話を聞いているが、何か情報はあるか。 

また、近隣の温浴施設が休業・廃止となれば、その利用客が流れ、

ろばた館の需要は増えるのではないか。「ゆらら」よりも「ろばた

館」の方がお湯がいいこともある。 

11 

近隣の温浴施設が休業・廃止となれば、その利用客が流れ、ろばた 12 
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館の需要は増えるのではないか。「ゆらら」よりも「ろばた館」の

方がお湯がいいこともある。 

68 

公民館

上名立

分館 

ろばた館は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、館内で

の飲食を規制しているのか。せっかくろばた館を利用するなら飲

食もしたいと思っているので、状況を聞きたい。 

14 

69 

公民館

上名立

分館 

冷暖房費もかかっているので、ろばた館でお金を使わずに利用し

ている人から、いくらかでも負担をしてもらうことができないか。 
10 

70 

公民館

上名立

分館 

以前の行政懇談会でも話したが、ろばた館は PRが足りていない。

市のホームページには掲載されているようだが、パソコンが使え

ない人もいるため、多くの人が見ているとは思えない。新聞折り

込み等でチラシを全市に配布する、うみてらす名立でも宣伝する

などしてはどうか。 

18 

また、ろばた館を含め、市職員はどれだけ公共の温浴施設を利用

しているのか。アンケートを取るなどして、利用状況を教えてほ

しい。 

14 

もう１点、ろばた館を廃止した際の代替案として、うみてらす名

立と公民館上名立分館が挙がっているが、この 2 つの施設もいず

れ老朽化する。2 つの施設についても老朽化による廃止の話が出

て、今回と同じことの繰り返しになるのではないか。 

20 

71 

公民館

上名立

分館 

以前、ろばた館を利用した際、閉館時間の 30分ほど前であったが、

「もうレジを閉めてしまった」と言われた。結果的に入浴するこ

とはできたが、良い気分はしなかった。 

担当課として、従業員への指導は行っているのか。 

14 

72 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

ろばた館の廃止は何年後の予定なのか。 9 

また、「人口が減少しているので廃止する」と言うが、ろばた館が

廃止されれば、これまで以上に人口減少が進むと思う。 
19 

73 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

先日、ろばた館の関係団体との協議に参加した。その際にも感じ

たが、市は「収支が合わなければ廃止する。切り捨てる。」という

言い方をされる。しかし、私たちはこの地域で上越市の水源を守

っている。水源を守る私たちに、ろばた館は必要な施設である。私

も今後 15年は農業をやることを見込み、機械も更新している。地

域の中には、80 歳を過ぎても農業に従事している方もいる。この

方たちは疲れを癒せる、ろばた館のお風呂を楽しみにしている。

この方たちの楽しみや生きがいはどうなるのか。また、昭和 40年

災害と昨年の台風 19 号では、台風 19 号の方が雨量が多かったに

も関わらず被害は少なかった。それは、ここに住む人が、この地域

を守っているからである。収支が合わないから切り捨てるのでは

なく、こういった事情も考えてほしい。中山間地域の施設がどん

どんなくなれば、今後この地域に住む若い人もいなくなってしま

う。そうなればもっと過疎化は進んでしまう。ろばた館は、災害を

防ぎ人口を維持するためにも必要な施設ではないか。ろばた館の

収支だけでなく、大災害が起こった時の被害額など、もっと総合

的に考えてほしい。 

4,7 
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地域の中には、80 歳を過ぎても農業に従事している方もいる。こ

の方たちは疲れを癒せる、ろばた館のお風呂を楽しみにしている。

この方たちの楽しみや生きがいはどうなるのか。 

1 

74 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

不動森あげ米かいでは、地域のパンフレットを作成した。これは、

5 年 10 年後を見据えて地域を広く PR するために制作したもので

ある。このように今後を見据えて活性化するための方法も考えて

ほしい。パンフレットを見てもらえば分かるが、不動地区では県

外・国外との交流の場としてもろばた館を使っていて、需要があ

る。価値観や温度差の違いもあると思うが、収支が合わないこと

だけを見ないで、もっとトータルで施設の必要性を考えてほしい。

私は、ろばた館があることに生きがいを感じるので、簡単に廃止

するとは言ってほしくない。 

3 

価値観や温度差の違いもあると思うが、収支が合わないことだけ

を見ないで、もっとトータルで施設の必要性を考えてほしい。 
4 

75 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

温浴と食堂に多くの経費がかかっているため、これを廃止したい

という話があったが、ろばた館は温泉があって、大広間でゆっく

りとくつろげるところに魅力があると思う。廃止にあたっては収

支状況だけでなく、水源涵養地域などの付加価値も考慮して検討

してほしい。 

4 

76 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

指定避難所について、ろばた館の代替案として公民館上名立分館

が挙がっているが、施設も狭く避難できない。地元の方からも同

じような声を聞いている。ろばた館は広さもあり、避難所として

機能していると思うが、そのあたりはどのように考えているのか。 

また、「想定外」の避難者数が出た場合はどうするのか。 

16 

77 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

温浴は廃止するが、施設は残るので地域で活用できるという話が

あったが、不動地区では「ひまわり会」という農産物の加工グルー

プがある。ろばた館で定期的に開催している「うまいもん市」に出

品していたが、今年度活動を休止した。しかし、農産物を楽しみに

しているお客さんもいるため、最近になって活動を再開した。「う

まいもん市」のお客さんは、温泉とうまいもん市をセットで楽し

みたくて訪れているので、温泉がなくなれば集客は見込めなくな

る。 

6 

「うまいもん市」のお客さんは、温泉とうまいもん市をセットで

楽しみたくて訪れているので、温泉がなくなれば集客は見込めな

くなる。 

3 

78 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

ろばた館は、温泉を利用したり、食堂を利用すればお金がかかる

が、食べ物を持ち込み、大広間で懇談するだけの場合、お金がかか

らない。この点が問題だと思う。施設を利用しているので、100円

でも 200円でも徴収してはどうか。 

10 

79 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

資料を見ると、食堂では収入 200 万円に対して 600 万円の支出が

ある。単純に割合で計算しているため、このような数字になると

思うが、食堂は損してまでやる必要はないのではないか。商売な

ら、普通はやめるのではないか。 

2 

80 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

私はデイサービスで働いているが、デイサービスの利用者が週 3～

4回、ろばた館の風呂を利用している。利用者の中には家で入浴で

きないという方もいるので、廃止になると困る。こういった視点

でもよく考えて検討してほしい。 

1 
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今夏に館内の冷房が壊れ、風呂上がりの暑い中、汗をかきながら

でも利用する方もいた。ろばた館は廃止してはいけない施設だと

思う。 

20 

81 

不動地

域生涯

学習セ

ンター 

不動地区では、いまだ青年会があるが、ろばた館を含め若い世代

が地域で交流する場所がなくなると、区外へ出て行ってしまう人

もいるし、出会いがないため婚期を逃している人もいる。昔は交

流事業がきっかけで結婚する人もいた。 

ろばた館の存続も大事だが、一番大事なのは若い世代の流出をい

かに食い止めるかだと思うので、若い世代の交流事業を真剣に考

えてほしい。 

17 

 



№ 意見の概要 件数 意見

1

高齢者支援の
視点から施設、
温浴機能を維
持してほしい

13

・ろばた館は近隣で生活する高齢者にとって、欠かせない場所である。特に
一人暮らしの高齢者は、家で入浴せず、毎日のようにろばた館のお風呂を利
用している。廃止になった後、このような高齢者をどのように支援するのかが
課題だと思う。
・家のお風呂の代わりとして、毎日ろばた館のお風呂を利用している一人暮
らしの高齢者がいる。
・経営が厳しい状況であることは理解できるが、ろばた館は高齢者の居場所
となっている。廃止になれば、高齢者の居場所がなくなり、元気もなくなってし
まうと思う。
・施設が老朽化し、経営が厳しい状況ということは十分に理解できる。しか
し、ろばた館を必要としている高齢者のためにも、廃止の方向性を出す前
に、今後どうやって施設を維持していくか、どうしたら収入を増やせるかを考
えてほしい。
・一人暮らしの高齢者にとって、ろばた館は毎日通っている大切な居場所と
なっている。廃止した場合、どのように支援していくのか。また、ろばた館がな
くなれば、この地域で自立した生活が出来なくなると話している高齢者もい
る。
・ろばた館が廃止となった場合、公民館上名立分館を代替施設とする案が提
示されているが、分館にはエアコンがない（2階）ため高齢者にとって環境が
良くない。また、2階への階段が、高齢者にとっては不便である。
・一人暮らしの高齢者からは、「ろばた館がなくなったら本当に困る」という切
実な声を聞いている。高齢者にとってろばた館は憩いの場であり、支えとなっ
ている。また、うみてらす名立までは距離があり、高齢者は通うことができな
い。
・地元で生活する高齢者にとっては、「ろばた館がなくなると自分の居場所が
なくなってしまう」というほど、重要な問題である。
・当会では、75歳以上の方を対象に年2回交流会をろばた館で実施してい
て、60名ほどが集まる。過去にうみてらす名立で開催したことがあるが、部屋
が狭く、参加者からは不評であった。うみてらす名立では、ろばた館で行って
いる「ゆったり」とした活動ができず、代替施設として機能しないのではない
か。
・単位老人クラブも人数が減っていることから、区全域の老人クラブが集ま
り、行事を実施することが多い。その際、ろばた館を利用している。（うみてら
す名立では場所がない。）
・廃止について納得はできないが、ろばた館の現状については理解できた。
いきいきサロンでは、ボランティアの研修会をはじめ、定期的にろばた館を使
用していて、高齢者はもちろん、ボランティアの皆さんにとっても癒しの場、憩
いの場となっている。高齢者、ボランティア含め、ろばた館は高齢者福祉の拠
点施設となっている。ろばた館をなくされると困る。市のトップが代われば、方
針も変わるのかとまで思う。
・地域の中には、80歳を過ぎても農業に従事している方もいる。この方たちは
疲れを癒せる、ろばた館のお風呂を楽しみにしている。この方たちの楽しみ
や生きがいはどうなるのか。
・私はデイサービスで働いているが、デイサービスの利用者が週3～4回、ろ
ばた館の風呂を利用している。利用者の中には家で入浴できないという方も
いるので、廃止になると困る。こういった視点でもよく考えて検討してほしい。

ろばた館に関する地域との協議で出された意見等

資料№3

1



№ 意見の概要 件数 意見

2
収支の改善に
対する意見

12

・廃止の方向性を出す前に、今後どうやって施設を維持していくか、どうした
ら収入を増やせるかを考えてほしい。
・温浴と食堂に多くの経費がかかっているが、もう少し工夫できないのか。
・入館料の徴収、営業時間の短縮、食堂の廃止、廃湯の再利用、テナントの
募集など、施設の廃止と言う前に、経営状況を改善するために工夫できるこ
とがあるのではないか。
・廃止の方向性を示す前に、クラウドファンディングや寄付を募るなど、収入
を増やす努力をしてほしい。
・ゆめ企画名立は、うみてらす名立が所有するバスを活用し、宴会をろばた
館で行うなど、ろばた館の運営にも力を入れることができないのか。
・高齢者のシニア割引をなくせば、多少の経営改善につながるのではない
か。
・元々利益を追求する施設ではないはずだ。うみてらす名立とろばた館両方
使えるプレミアム券を発行し、事前購入することで売り上げに貢献することが
できないか。
・一人当たりの公費負担が令和元年度は1,401円とあるが、どのようになれば
採算が合うようになるのか。最初から採算度外視なのに、採算が合わないか
らやめたいとしか聞こえない。
・経費削減の取組などの話しが、委託先のゆめ企画名立から聞こえてこな
い。
・ろばた館は温浴を利用しない場合、大広間は無料で利用できる。食堂を利
用される方はよいが、持ち込みで食べ物を持って来て、食器はろばた館の物
を使っていても、入館料は徴収されない。むしろ洗い物の分だけコストがかか
る。この点を見直すことも必要ではないか。
・ろばた館の経営状況が厳しいということは理解できたが、経営が厳しいのに
何故、年末年始の稼ぎ時に休館するのか。帰省した家族がろばた館に行き
たくても行けない。営業すればいつも以上に集客を見込めると思う。噂では、
「ろばた館は市の施設であるから、ろばた館の職員も市職員と同じように年
末年始は休みをとる」という話も聞いている。
・資料を見ると、食堂では収入200万円に対して600万円の支出がある。単純
に割合で計算しているため、このような数字になると思うが、食堂は損してま
でやる必要はないのではないか。商売なら、普通はやめるのではないか。

2



№ 意見の概要 件数 意見

3

地域の拠点とし
て施設、温浴
機能を維持して
ほしい

11

・温浴と食堂を廃止し、貸館機能のみを残すという話があったが、温浴がなく
なれば人は来なくなると思う。お風呂を楽しみにろばた館を訪れる人が多い
ので、お風呂は必要である。
・ろばた館の建設に際し、景観を重視しこの場所になった経緯があるが、地
権者との交渉は苦労した。南部地区は、年々人口が減っている中で、何か1
つでも拠点となる施設がないと、中山間地域はどんどん寂しくなってしまう。
・利用者の約半数が名立区の住民であり、地域に密着した施設であると思
う。私はＵターンで名立に戻って来たが、名立に戻ろうと思った要因の1つが、
ろばた館があることであった。
・越後田舎体験の受け入れをしているが、その際にもろばた館を利用してい
る。ろばた館は、県外との交流の拠点施設にもなっている。
・農業従事者は高齢化していて、後継者を探さなくてはならない。これからこ
の地域で農業を続けていくうえで、ろばた館は核となる重要な場所だと考えて
いる。
・高齢者以外でも、お盆や正月などで、家族が帰省した際の拠り所として、ろ
ばた館を使っている方が多くいる。また、「お湯がいい」「大広間がいい」とい
うリピーターが多い。
・資料を見れば厳しい状況であることは分かる。しかし、実際に地域で生活
し、ろばた館を必要としている方がいる。ろばた館のリピーターも多くいる。そ
の方たちの気持ちも考えて検討してほしい。
・前日の懇談会に出席した方から発言の依頼を受けた。
説明はマイナス面が多く、ろばた館の存続が心配だ。中山間地域で楽しみが
少ない中、ろばた館は生きがいにもなっている。
・ろばた館の一番の目的は、地域住民同士の交流、名立区外の方との交流
だと思う。よって、温浴施設がなくなれば魅力がなくなってしまう。
・不動森あげ米かいでは、地域のパンフレットを作成した。これは、5年10年
後を見据えて地域を広くPRするために制作したものである。このように今後
を見据えて活性化するための方法も考えてほしい。パンフレットを見てもらえ
ば分かるが、不動地区では県外・国外との交流の場としてもろばた館を使っ
ていて、需要がある。価値観や温度差の違いもあると思うが、収支が合わな
いことだけを見ないで、もっとトータルで施設の必要性を考えてほしい。私
は、ろばた館があることに生きがいを感じるので、簡単に廃止するとは言って
ほしくない。
・「うまいもん市」のお客さんは、温泉とうまいもん市をセットで楽しみたくて訪
れているので、温泉がなくなれば集客は見込めなくなる。

3



№ 意見の概要 件数 意見

・説明の内容は理解できたが、行政はこれまで、集客努力をしてきたのか疑
問である。
・内容は理解した。区内に2つの温浴施設があることが、まず最初にろばた館
の廃止が挙げられた理由なのか。それとも収支の部分が理由なのか。
・修繕も含め、これだけのランニングコストがかかることを見通していなかった
のか。それに伴う資金の確保もしてこなかったのか。ボイラーが壊れたから
廃止でなく、長期的な資金計画や設備の更新ができる補助事業はないの
か。
・これまで区内で廃止している体育施設と温浴施設のろばた館とでは、施設
の持つ意味やニュアンスが異なる。厳しい状況の中だが、温かみのある公費
の使い方ができないか。
・数年間何もしないで意見を聴くわけでもなく、「こういう状況だからこうなりま
した」という報告にしか聞こえない。意見を聞くならもっと早くに聴くべきで、「ど
うしようもない状況で、こうするしか仕方ありません」としか聞こえてこない。経
費の削減も人口減少も理解できる。だったらどうすれば存続できるかを展開
していれば、もっと違った対応もできたと思うので、責任も踏まえて意見を吸
い上げてくみ取ってもらえればと思う。結論ありきでの報告の形はやめてほし
い。資料№4の内容が結論で、このようにすると思ってしまう。
・本日の説明を聞いていると、ろばた館を廃止するための地域への説明に感
じてしまう。地域へ何も話さずに廃止するわけにはいかないから、今回の機
会を設けたのではと思ってしまう。ろばた館は開業当初から営利目的でなく、
入館料で儲ける施設ではない。また、毎日100人、200人と利用者がいれば、
収入は増えるかもしれないが、設備の老朽化は進み、とっくに機器が壊れて
いたと思う。ろばた館は人口減少が進むこの地域を何とか盛り上げるために
整備された施設である。本日の説明をもって、「地域へ廃止を伝えた」とし、こ
のまま廃止されてしまうのではないか。
・先日、ろばた館の関係団体との協議に参加した。その際にも感じたが、市
は「収支が合わなければ廃止する。切り捨てる。」という言い方をされる。しか
し、私たちはこの地域で上越市の水源を守っている。水源を守る私たちに、ろ
ばた館は必要な施設である。私も今後15年は農業をやることを見込み、機械
も更新している。地域の中には、80歳を過ぎても農業に従事している方もい
る。この方たちは疲れを癒せる、ろばた館のお風呂を楽しみにしている。この
方たちの楽しみや生きがいはどうなるのか。また、昭和40年災害と昨年の台
風19号では、台風19号の方が雨量が多かったにも関わらず被害は少なかっ
た。それは、ここに住む人が、この地域を守っているからである。収支が合わ
ないから切り捨てるのではなく、こういった事情も考えてほしい。中山間地域
の施設がどんどんなくなれば、今後この地域に住む若い人もいなくなってしま
う。そうなればもっと過疎化は進んでしまう。ろばた館は、災害を防ぎ人口を
維持するためにも必要な施設ではないか。ろばた館の収支だけでなく、大災
害が起こった時の被害額など、もっと総合的に考えてほしい。
・価値観や温度差の違いもあると思うが、収支が合わないことだけを見ない
で、もっとトータルで施設の必要性を考えてほしい。
・温浴と食堂に多くの経費がかかっているため、これを廃止したいという話が
あったが、ろばた館は温泉があって、大広間でゆっくりとくつろげるところに魅
力があると思う。廃止にあたっては収支状況だけでなく、水源涵養地域など
の付加価値も考慮して検討してほしい。

4
施設廃止の理
由についての
意見

9

4



№ 意見の概要 件数 意見

5
「ゆらら」と「ろ
ばた館」の比較
に関する意見

9

・ろばた館を利用している高齢者の多くはシニアカーで通っているため、施設
機能をうみてらす名立に移した場合、自力で通えなくなってしまう。
・ろばた館とうみてらす名立では、客層が異なる。また、雰囲気も違う。ろばた
館に通う人は、施設の雰囲気が好きで通っているため、ろばた館が廃止に
なったからといってうみてらす名立に通う人はいないと思う。
・うみてらす名立までは距離があり、高齢者は通うことができない。
・当会では、75歳以上の方を対象に年2回交流会をろばた館で実施してい
て、60名ほどが集まる。過去にうみてらす名立で開催したことがあるが、部屋
が狭く、参加者からは不評であった。うみてらす名立では、ろばた館で行って
いる「ゆったり」とした活動ができず、代替施設として機能しないのではない
か。
・単位老人クラブも人数が減っていることから、区全域の老人クラブが集ま
り、行事を実施することが多い。その際、ろばた館を利用している。（うみてら
す名立では場所がない。）
・ゆめ企画名立は、うみてらす名立が所有するバスを活用し、宴会をろばた
館で行うなど、ろばた館の運営にも力を入れることができないのか。
・内容は理解した。区内に2つの温浴施設があることが、まず最初にろばた館
の廃止が挙げられた理由なのか。それとも収支の部分が理由なのか。
・全国的な人口減少には冷静に対応しなければならないが、ろばた館はすぐ
に朽ち果てるような建物ではない。マイナス要因が並ぶ資料であるが、うみて
らす名立があるからろばた館はいらないという理屈にはならないと思う。うみ
てらすは複合的な施設、ろばた館は温浴がメインの施設である。人口減少の
中でも周りを見れば、大潟区のジムリーナや高田のオーレンプラザ、武道館
などの新たな施設整備が行われている。感性の時代に、懐かしさや癒しの施
設をなくそうとしている。能生のマリンドリームと権現荘、シャルマンスキー場
のように、海と山・自然を連携させるような取組ができないか。
・機能の展開案を見ると、ろばた館からうみてらす名立へシフトしているが、
逆にうみてらす名立からろばた館へのシフトが必要であり、更に多く利用でき
るような方法を考えてほしい。まちづくり協議会などとも協力し、ろばた館まで
の交通の足を確保し、自然豊かな南部方面に目を向けることが考えられない
か。海へ向かう矢印が山に向かうように温浴を維持して存続してほしい。

5



№ 意見の概要 件数 意見

6

施設の再利
用、別用途使
用に関する意
見

7

・代替として上名立分館の名前があがっているが、分館は使い勝手が悪い。
先日、近隣の農村公園に複数のテントを張ってキャンプする人たちがいた。
施設の再利用策など、物事の柔軟な発想や考え方が、行政はできないの
か。
・各町内会でもろばた館を使用しているため、貸館機能だけでも残してほし
い。ろばた館の機能は全て廃止となるのか。
・温浴がなくなるのは仕方ないという思いもある。貸館機能だけでも残しても
らえると有難いが、その場合、管理人や施設の清掃などと、課題も多く残る。
・施設の機能だけを見れば、上名立分館やうみてらす名立を代替施設として
活用することはできると思う。また、ろばた館の空調設備等を見直すことで貸
館として使うことも可能だと思う。しかし、市の説明では、地域の皆さんの「気
持ちの代替」をどうするのかが見えてこない。資料にあるように維持管理に係
る経費等を見れば「廃止は仕方ない」という方もいると思うが、そこで議論が
終わってはいけない。地域の方の気持ちをどう繋いでいくかを考えなければ
いけない。
・地域協議会でも議論されていると思うが、温浴と食堂を廃止したとしても、
建物は使用できるようにできないか。
・熱い想いがあって作った施設だが、このような状況になることも仕方ないこ
とだと思う。所長からも想いがあればそれに応えていきたいとの話しもあった
が、とは言え市の公費負担は減らない。建物は区内でも指折りのきれいさを
保っており、まだまだ使用できる。建物を壊すわけでないないとのことなの
で、次の使い道をみんなで考え利用しましょうというのが今日の主旨だと思
う。
・温浴は廃止するが、施設は残るので地域で活用できるという話があったが、
不動地区では「ひまわり会」という農産物の加工グループがある。ろばた館で
定期的に開催している「うまいもん市」に出品していたが、今年度活動を休止
した。しかし、農産物を楽しみにしているお客さんもいるため、最近になって活
動を再開した。「うまいもん市」のお客さんは、温泉とうまいもん市をセットで楽
しみたくて訪れているので、温泉がなくなれば集客は見込めなくなる。

6



№ 意見の概要 件数 意見

8
設備を更新しな
い市の方針に
対しての意見

6

・市は廃止を前提に話を進めているため、設備が壊れても修繕しない方針に
疑問を感じる。
・資料にも大規模修繕はしないとあるが、設備が壊れたら廃止ということなの
か。
・修繕も含め、これだけのランニングコストがかかることを見通していなかった
のか。それに伴う資金の確保もしてこなかったのか。ボイラーが壊れたから
廃止でなく、長期的な資金計画や設備の更新ができる補助事業はないの
か。
・25年経過し、機能が停止したら廃止にしたいとのことだが、ボイラーなど大
規模修繕が必要な設備が壊れたらどうするのか。入替時期を引っ張っても故
障が頻発して余計に費用がかさむ。あとどれくらいの年数維持できるかの想
定しているのか。
・ボイラー等の機器の更新が迫っているという話もあったが、温浴がなくなれ
ば人は来なくなる。
・ボイラー等の機器の更新について、大規模な入れ替えは予定していないよ
うだが、小規模な修繕を繰り返して維持していくよりも、省エネでコストがあま
りかからない最新の機器に入れ替えた方が、コスト削減に繋がるのではない
か。

7

中山間地域に
おける生活や
環境保全も含
めた施設の必
要性に関する
意見

7

・ろばた館がなくなれば、この地域で自立した生活が出来なくなると話してい
る高齢者もいる。
・市は中山間地域の水源や農業を守れと言うが、その一方で、中山間地域の
施設をどんどん廃止し、生活し難い環境にしている。私たちは中山間地域を
守っているのだから、市はそこで生活する人々を守るべきではないか。このま
までは、地域がますます寂しくなってしまう。
・農業従事者は高齢化していて、後継者を探さなくてはならない。これからこ
の地域で農業を続けていくうえで、ろばた館は核となる重要な場所だと考えて
いる。
・施設には数字に表れない価値もある。我々はこの地で水道水源を守ってい
る。市内にばかり施設を整備するのではなく、このような施設を残すことがで
きないのか。
・資料を見れば厳しい状況であることは分かる。しかし、実際に地域で生活
し、ろばた館を必要としている方がいる。
・説明はマイナス面が多く、ろばた館の存続が心配だ。中山間地域で楽しみ
が少ない中、ろばた館は生きがいにもなっている。
・先日、ろばた館の関係団体との協議に参加した。その際にも感じたが、市
は「収支が合わなければ廃止する。切り捨てる。」という言い方をされる。しか
し、私たちはこの地域で上越市の水源を守っている。水源を守る私たちに、ろ
ばた館は必要な施設である。私も今後15年は農業をやることを見込み、機械
も更新している。地域の中には、80歳を過ぎても農業に従事している方もい
る。この方たちは疲れを癒せる、ろばた館のお風呂を楽しみにしている。この
方たちの楽しみや生きがいはどうなるのか。また、昭和40年災害と昨年の台
風19号では、台風19号の方が雨量が多かったにも関わらず被害は少なかっ
た。それは、ここに住む人が、この地域を守っているからである。収支が合わ
ないから切り捨てるのではなく、こういった事情も考えてほしい。中山間地域
の施設がどんどんなくなれば、今後この地域に住む若い人もいなくなってしま
う。そうなればもっと過疎化は進んでしまう。ろばた館は、災害を防ぎ人口を
維持するためにも必要な施設ではないか。ろばた館の収支だけでなく、大災
害が起こった時の被害額など、もっと総合的に考えてほしい。

7



№ 意見の概要 件数 意見

9

「廃止は決定な
のか」、「方針
は変わらない
のか」、「検討
中と理解してよ
いか」等の意見

5

・市は廃止の意向だが、この考え方が変わる可能性はあるのか。
・2月の行政懇談会で廃止の方針を示されたが、住民は「いずれ廃止」という
認識を持っている。廃止の方針は今後の状況によって変わるのか。金太郎
飴方式で、一律の考え方で全ての施設の評価をするのは違うと思う。
・ろばた館の廃止は「決定」ではなく、「検討中」と理解してよいか。3月にいき
なり「廃止します」とならないか不安である。本日、私たちと協議したことで「地
元と協議済み」とされては困る。まだ時間があるのなら、もう少し考えてから
結論を出してほしい。
・サウンディング調査で手を挙げる企業がいなかったということは廃止が決定
ということなのか。資料にも大規模修繕はしないとあるが、設備が壊れたら廃
止ということなのか。
・ろばた館の廃止は何年後の予定なのか。

10
入館料に関す
る意見

5

・ろばた館は、温浴を利用しなければ入館料が無料である。少しでも収支を
改善するため、以前のように入館料を領収した方がいいと思う。
・説明いただいた内容は理解できたが、ろばた館が入館料を無料としている
ことに疑問を感じる。利用料を払わず、大広間で1日過ごす人もいる。
・ろばた館は温浴を利用しない場合、大広間は無料で利用できる。食堂を利
用される方はよいが、持ち込みで食べ物を持って来て、食器はろばた館の物
を使っていても、入館料は徴収されない。むしろ洗い物の分だけコストがかか
る。この点を見直すことも必要ではないか。
・冷暖房費もかかっているので、ろばた館でお金を使わずに利用している人
から、いくらかでも負担をしてもらうことができないか。
・ろばた館は、温泉を利用したり、食堂を利用すればお金がかかるが、食べ
物を持ち込み、大広間で懇談するだけの場合、お金がかからない。この点が
問題だと思う。施設を利用しているので、100円でも200円でも徴収してはどう
か。

11
他地域の温浴
施設との比較
に関する意見

4

・区内に複数の温浴施設がある区はどうなるのか。市役所の中で異なる区分
に分類されていたとしても、市民から見れば同じ温浴施設である。
・能生のマリンドリームと権現荘、シャルマンスキー場のように、海と山・自然
を連携させるような取組ができないか。
・休止となった大島区のあさひ荘における、雇用などの状況を把握している
のか。
・桑取の「くわどり湯ったり村」と糸魚川市能生の「柵口温泉」は、新型コロナ
ウイルスの影響もあり、経営が非常に厳しいため営業をやめるという話を聞
いているが、何か情報はあるか。
また、近隣の温浴施設が休業・廃止となれば、その利用客が流れ、ろばた館
の需要は増えるのではないか。「ゆらら」よりも「ろばた館」の方がお湯がいい
こともある。

12
泉質に関する
意見

4

・「お湯がいい」「大広間がいい」というリピーターが多い。
・ろばた館はお湯の質が良い。お風呂に入った後は、体がポカポカする。ろば
た館にしかない魅力もあるので、廃止前提ではなく、もう少し前向きに検討し
てほしい。
・「ろばた館はお湯がいいから利用している」という声も多く聞いている。温浴
を残す方法をもう少し検討してほしいと思う。
・近隣の温浴施設が休業・廃止となれば、その利用客が流れ、ろばた館の需
要は増えるのではないか。「ゆらら」よりも「ろばた館」の方がお湯がいいこと
もある。
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№ 意見の概要 件数 意見

13
イベント等の実
施により利用
者を増やす

4

・ろばた館でイベント（うまいもん市、そば打ち体験など）を行うと、新潟市や糸
魚川市など市外からも人が集まる（常連が10組近くいる）。イベントを定期的
に開催することで固定客を増やす努力をしてほしい。また、加工グループだ
けでは限界があるので、地域協議会や総合事務所も一緒になり、名立区全
体で、ろばた館を活性化するためのイベント等を考えていく必要があると思
う。
・各地域でいきいきサロンを開催しているが、2か月に1回くらいのペースで、
近隣のサロンと合同でイベントを行い、その会場としてろばた館を利用しては
どうか。このように、ろばた館の活用方法は沢山あると思う。
・民間事業者への貸付などは、例えば、無印良品がキャンプ場を運営してい
るが、そのような活用方法も検討できないか。折平の獅子舞もイベントとして
やられているが、市外の団体にも出演してもらうことで、集客につなげられる
のではないか。
・東京からＵターンで地元に戻った。折居そば生産組合でそばを栽培してい
て、名立をそばの里にしたいと思っている。長野県松本市は、そばで地域お
こしに力を入れている。名立にも自分のようなそば打ちの人材がいることを伝
えたかった。ろばた館もそばを使って集客する手法を考えてほしい。他の例を
見ても、そばを求めて遠くから人が来ている。

14
ろばた館の利
用に関する意
見

4

・ろばた館の大広間のろばたは、実際に火を焚くわけでもなく、単なる飾りで、
取っ払って大広間を大きく使えるようにした方がいいのではないか。利用者を
増やすことで、少しでも長く使える施設としてほしい。
・ろばた館は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、館内での飲食を
規制しているのか。せっかくろばた館を利用するなら飲食もしたいと思ってい
るので、状況を聞きたい。
・ろばた館を含め、市職員はどれだけ公共の温浴施設を利用しているのか。
アンケートを取るなどして、利用状況を教えてほしい。
・以前、ろばた館を利用した際、閉館時間の30分ほど前であったが、「もうレ
ジを閉めてしまった」と言われた。結果的に入浴することはできたが、良い気
分はしなかった。担当課として、従業員への指導は行っているのか。

15
ろばた館への
交通手段に関
する意見

4

・ろばた館に行きたいけれど交通手段がなくて行けない高齢者が多くいる。バ
ス時刻の見直しや、集落の中まで巡回するバスを運行するなど、通いたい人
が通えるように工夫してほしい。
・ろばた館を利用している高齢者の多くはシニアカーで通っているため、施設
機能をうみてらす名立に移した場合、自力で通えなくなってしまう。
・うみてらす名立までは距離があり、高齢者は通うことができない。
・まちづくり協議会などとも協力し、ろばた館までの交通の足を確保し、自然
豊かな南部方面に目を向けることが考えられないか。

16
上名立分館を
避難所とするこ
とに対する意見

3

・ろばた館廃止後の避難所の展開案として、公民館上名立分館とあるが、公
民館と協議はしているのか。また、上名立分館は避難所の設置条件を満たし
ているのか。
・ろばた館を廃止した際の避難所の代替案として、公民館上名立分館が挙
がっているが、その際はエアコン等の必要な設備を整備する予定はあるの
か。
・指定避難所について、ろばた館の代替案として公民館上名立分館が挙がっ
ているが、施設も狭く避難できない。地元の方からも同じような声を聞いてい
る。ろばた館は広さもあり、避難所として機能していると思うが、そのあたりは
どのように考えているのか。また、「想定外」の避難者数が出た場合はどうす
るのか。
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№ 意見の概要 件数 意見

17
次世代の子ど
も、若者に関す
る意見

3

・若者の利用を増やしていきたいと考えるが、改善のための良い案はない。
・次世代の子どもたちにつながる具体的なアイデアなどを入れてほしい。若い
人にも振り向いてもらえるものが欲しい。
・不動地区では、いまだ青年会があるが、ろばた館を含め若い世代が地域で
交流する場所がなくなると、区外へ出て行ってしまう人もいるし、出会いがな
いため婚期を逃している人もいる。昔は交流事業がきっかけで結婚する人も
いた。ろばた館の存続も大事だが、一番大事なのは若い世代の流出をいか
に食い止めるかだと思うので、若い世代の交流事業を真剣に考えてほしい。

18
ろばた館のPR
に関する意見

2

・外部への発信、働きかけが少ないと感じる。実施している「うまいもん市」な
ども、もっと情報発信できるのでは。
・以前の行政懇談会でも話したが、ろばた館はPRが足りていない。市のホー
ムページには掲載されているようだが、パソコンが使えない人もいるため、多
くの人が見ているとは思えない。新聞折り込み等でチラシを全市に配布す
る、うみてらす名立でも宣伝するなどしてはどうか。

19
人口減少に関
する意見

2

・今後の名立区の人口は減少することが予想されている中で、地域の施設を
廃止すると、人口減少がさらに加速するということも考えられるのではない
か。
・「人口が減少しているので廃止する」と言うが、ろばた館が廃止されれば、こ
れまで以上に人口減少が進むと思う。

20 その他 9

・当会では定期的にろばた館を利用していることから、廃止されると困る。
・ろばた館の建設にあたり、地元として東京まで陳情に行くなどの働きかけを
した経緯もあり、思い入れがある。25年経って、廃止の話が出ていることを寂
しく思う。
・市の説明では、地域の皆さんの「気持ちの代替」をどうするのかが見えてこ
ない。資料にあるように維持管理に係る経費等を見れば「廃止は仕方ない」
という方もいると思うが、そこで議論が終わってはいけない。地域の方の気持
ちをどう繋いでいくかを考えなければいけない。
・市民あっての市政である。限られた範囲への説明でなく、区全体で考えても
らえるよう取組んでもらいたい。
・オープンした平成7年からの公費投入額はいくらになるか。
・公の施設を再配置するにしても、有力な市議会議員がいるいない等、地域
によって格差が出ないように、公平なジャッジをしてもらいたい。
・大切な雇用創出の場でもあり維持してほしい。
・ろばた館を廃止した際の代替案として、うみてらす名立と公民館上名立分
館が挙がっているが、この2つの施設もいずれ老朽化する。2つの施設につい
ても老朽化による廃止の話が出て、今回と同じことの繰り返しになるのでは
ないか。
・今夏に館内の冷房が壊れ、風呂上がりの暑い中、汗をかきながらでも利用
する方もいた。ろばた館は廃止してはいけない施設だと思う。

計 123

※意見自体は81件（人）だが、発言内容が複数の項目に渡るものを分割したこと、また複数の項目に重複記載したこと
　 から、総件数が多くなった。
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