行政に伝えた意見に対する行政の対応方針

№

開催日等

意見等

当日の回答等

市の決算概況(1)の71ページにある健全化判断比率
等の表記について、実質赤字比率、連結実質赤字
（1）
R2.11.6清 比率、資金不足比率は黒字などで横線だけ引いて
確かに分かりにくいため、行政に伝える。
里区
ある。良いことだが、経常収支比率や経常一般財
2
源比率などが表記されていない。あればもっと分
かりやすい。

行政の対応方針（令和3年1月時点）
実質赤字比率をはじめとした健全化判断比率は、地方公共団
体の財政の健全化に関する法律に基づき算定し、その結果を
公表しているものであり、ご意見の経常収支比率や経常一般
財源比率は同法に基づき公表する比率ではないことから、同
じページに併記することはなじみません。なお、経常収支比
率や経常一般財源比率は、地方財政状況調査（決算統計）に
関する指標として、令和元年度決算の概況（１）の86ページ
に記載しています。

関係課

財政課

消防防災、危機管理等の防災業務は、各区総合事務所の総
務・地域振興グループが所掌しており、集約していません。
なお、災害発生時の迅速かつ機動的な対応等を目的に、産業
（2）
防災対策の市の部署について、牧区と中郷区はな 牧区と中郷区の防災業務が板倉区に集約され
R2.11.6清
建設グループについては、地形・地勢等を踏まえて市全域を4
ぜ板倉区に集約されたのか疑問である。もう少し たのか、合理性はあるのか、行政の見解をた
人事課
里区
つのグループに設定した上で、総合事務所間の平均距離が最
3
知恵を絞るべきではないか。
だす。
短になるなど、集約の合理性や客観性が高い区又は木田庁舎
担当課に業務を集約し、平常時から多人数で対応できる体制
を整備しています。

田尻ふれあいセンターのそばに消防の乾燥塔があ
るが、撤去を市に要請しているが、予算の都合な
のか、そのままである。NTTから公衆電話設置の話
（3）
もあり、携帯電話よりも災害に対応できることか
R2.11.9吉
どのような状況になっているか、調査した
ら設置する予定であるが、駐車場の真ん中に塔が
川区
い。後ほど、詳しい場所を確認したい。
5
あり、非常に不都合である。スクールバスの乗降
場にもなっているので邪魔にもなる。総合事務所
に言ってあるが、何年も前から撤去の申請をして
いるが、何年待ちなのか。

町内会からは令和2年春に要望を受けており、現地確認の上、
当該ホース乾燥塔は現在消防団で使用していないことから、 危機管理課
令和3年度中に撤去する方針としています。

4月から地域協議会委員になった。地域協議会委員
（4） R2.11.8合
の任期を変えていただきたい。4月に改選してすぐ
併前上越市
ご意見として承る。
に、前任者の審査基準を基に採択の審査をするの
7
（直江津）
は難しい。例えば12月改選等にしてはどうか。

地域協議会委員の任期は、地方自治法によって4年以内の期間
とされており、選任投票の効率化に鑑み、委員の選任投票を
市議会議員選挙と同日に行うため、任期を令和2年4月29日か
自治・地域振
ら4年間としています。改選後の委員による1年目の審査にあ
興課
たっては、採択方針や審査基準等の事前説明を丁寧に行い対
応しており、今後も1年目となる委員ができるだけ十分な理解
の下で審査に励むことができるよう取り組んでいきます。
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行政に伝えた意見に対する行政の対応方針

№

（5）
10

開催日等

意見等

県立柿崎病院の統廃合問題だが、他市の病院に比
べ、市長や市議の動きが鈍い。命を守ることは何
R2.11.9吉
よりも大事であり、へき地病院については赤字な
川区
のは当たり前であり、経済原理を導入するという
のは間違いだと思うが、どのような認識か。

当日の回答等

コロナ禍を受けて国の考え方も変わりつつあ
る。センター病院も含めて、医師会とも意見
交換を行う予定であり、議会としての議論を
進めたい。赤字のままというわけにはいかな
いが、地域医療を担う病院はなくてはならな
い、市として大切な病院であると思ってい
る。その意識は共有していきたい。

行政の対応方針（令和3年1月時点）

関係課

県立柿崎病院について市が経営主体等になることは財政負担
や医師確保の面から困難であるとの考えは、県に対し既にお
示ししているところです。この間、昨年1月の県病院局経営企
画課長来庁時には健康福祉部長が、8月の県病院局次長来庁時 地域医療推進
には副市長が対応し、それぞれ当市が経営主体等となること 室
が困難であるとお伝えしたとともに、10月には福祉部長が県
病院局に赴き、引き続き県による運営体制が維持存続される
よう、市として改めて要望したところです。

これまでの通年での有害鳥獣捕獲や電気柵の設置のほか、令
和2年度からは新たに鳥獣被害対策実施隊を組織し、主に農作
有効なのは「わな」であり、子連れで連鎖的
物被害が発生しやすい夏季において、地元集落との連携の
（6）
有害鳥獣が生息しにくい環境づくりはどうする
にかかる事例もある。何が有効な手段かを試
R2.11.9吉
下、農地周辺に出没する個体の捕獲強化に取り組んでいま
か。780ｋｍの電気柵の大半は柿崎と吉川である。 行錯誤しながら行政とともに取り組んでいき
川区
す。また、里山の管理が行き届かず鳥獣の生息場所となって
13
このまま増えると困るので、対策はないか。
たい。清里ではクマの人的被害もあったた
いる等の指摘もあることから、森林整備との連携を図り、生
め、しっかり取り組んでいきたい。
息地から農地や住宅地周辺への移動ルートを遮断するための
緩衝帯の整備等に引き続き取り組んでいきます。

環境保全課
農村振興課
農林水産整備
課

クマの生息域と人の生活圏を区分するため、目撃件数の多い
中郷区や名立区において、生息地から住宅地周辺へ移動する
ルートを遮断する電気柵の設置や緩衝帯を整備した結果、整
備前と比べ目撃件数が減少しており、今後も森林整備との連
（7）
清里区でもクマによる人身被害が発生した。県も
携を図りつつ、クマの出没が多い地域での整備について検討
R2.11.6清
クマはどこにでも出没する時代になった。対
クマ出没特別警報を発令し注意喚起を図ってい
していきたいと考えています。また、クマやイノシシの生態 環境保全課
里区
策を強化するよう市に伝える。
14
る。市としても効果的な対策をお願いしたい。
に関する学習会や 広報紙などを通じて、住宅地周辺に誘引し
ないための方策や被害に遭わないための取組など、鳥獣被害
に対する意識啓発を図り、地域の皆さんと連携しながら、地
形や出没状況に応じて総合的かつ効果的な対策を行い、人身
被害の防止に努めていきます。
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№
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当日の回答等

行政の対応方針（令和3年1月時点）

関係課

鳥獣被害について、イノシシやクマが人里にやっ
森林環境譲与税を財源とした森林経営管理制度に基づく取組
てくる原因はいろいろだが、山の荒廃を改善する
を順次進めています。令和2年度には、森林経営に関する意向
ことが大事と考える。森林環境譲与税の制度もあ
調査について、未整備森林の中から1地区（吉川区内約30ha）
（8）
り、山を整備することが被害を減らす手立てにな 明後日も桑取地区で森林に関わる管内視察を
R2.11.9吉
を対象に実施しています。今後、経営管理権を取得し、順次 農林水産整備
る。糸魚川では地権者と相談して既に取組を進め 行い、勉強する予定であり、行政とも協力し
川区
森林整備を進めていく予定です。当該取組等により森林整備 課
15
ていると聞いている。税を利用し、里山整備を鳥 て取り組んでいきたい。
（主に間伐）を進めることで、森林の見通しが改善され、大
獣捕獲とともに進めてほしい。せっかく1人年間
型鳥獣が出没しづらい環境づくりに寄与するものと考えてい
1000円を払うのだから見返りとして効果があるよ
ます。
うに行政とともに協力して活用してほしい。
道路整備に関しては、要望が多く、優先順位 当市の道路整備は、令和元年12月に策定した「上越市道路整
をつけて整備を進めている。命に関わるこ 備計画」に基づき、計画的に進めています。
大型箱物の整備だけではなく、人々の生活に密着
（9）
と、また財産に関わることが優先されるのが ご指摘の箇所については、要望路線の一つとして、他に寄せ
R2.11.11三 した市道の整備をしてほしい。三和区井ノ口に障
現実である。道路整備計画は、点数で評価し らせた要望路線と共に整備の必要性を評価しましたが、結果 道路課
和区
害者施設ができたが、周辺の道路整備がきちんと
18
ているが、利用が少なくても中山間地など必 として別の路線を先に整備していくこととなり、道路整備計
されていない。
要なところを加点しているため、地元の声を 画には登載できませんでした。令和6年度に行う次期整備計画
挙げてほしい。
の策定時に改めて評価していく予定です。
天王川については、市で土砂溜ピットの清掃を毎年計画的に
行うとともに、施設の老朽化に伴う修繕も適宜実施していま
11月1日に天王川クリーンアップ作戦を実施し、た
す。草刈りやごみ拾い等については、市で全ては対応できな
くさんの市民に参加いただいた。市道が冠水する
いことからボランティアの皆さんの協力を得ながら、クリー
（10） R2.11.8合
こともあり、市の雨水管理総合計画では、側溝の
ン活動には市の担当者も参加し、天王川の維持管理に努めて
併前上越市
ご要望として承り、行政に伝えていきたい。
清掃や土砂の詰まりなどは、ソフト事業として住
います。
21
（直江津）
民が率先して行うとある。本来、清掃などは行政
市としましては、引き続きボランティアの皆さんの活動と連
が計画的にやるべきではないか。
携しながら、天王川の適切な維持管理に努めていきます。な
お、地元で対応が困難な事案などについては相談してくださ
い。

生活排水対策
課

公の施設の統廃合について、8月25日の地域協議会
入浴者の利用実態を把握するため、7月に調査を実施し、入浴
で「市民いこいの家」の状況に関する資料をいた
された方の約8割に当たる71人から回答いただいたところで
だき、令和4年3月末で廃止することを知った。当
す。
（11） R2.11.8合 施設は、ふれあいと健康増進のために設置されて 行政のアンケートの取り方に問題があると整 その後9月から11月にかけて、公の施設の適正配置の取組の背
併前上越市 いる。市は利用状況調査アンケートを取ったが、 理させていただき、ご意見として承る。今後 景を含め、利用者と廃止について話合いを行い、大半の方か 福祉課
22
（直江津） 71名で調査対象が少ない。統廃合を決めるに当
もしっかりと取り組んでいく。
ら理解を示していただいたと認識しています。
たっては、利用状況だけではなく、市民がその施
引き続き、利用者や市民に取組の背景を含めた温浴の機能廃
設を必要としているのかなどを含めて、市民から
止について説明し、理解と納得を深めていただけるよう、丁
もっと意見を聞いてほしい。
寧な対応に努めていきます。
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№
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公の施設の再配置の方向性案が示された。公民館
にどのような認識を持っているか。市内に公民館
はいくつあるのか、耐用年数や状況を把握してい
（12）
R2.11.9吉 るか。地域によっては市から借りる方法もあると
川区
言うが、避難所でもあり、地域活動の拠点でもあ
23
る。地域のコミュニティの場として、長期的に活
動できるよう修繕費などの建物の管理に伴う費用
は市が持つべきと考えるがどうか。

公民館は地域の学習活動や地域活動の拠点で
もあると認識している。旧市の公民館は13か
所あり、各区はそれぞれ地区館とその下に分
館がある。耐用年数は個々に異なるので、一
概に答えるのは難しい。以前、公民館の運営
の基本方針が示された。避難所にもなってい
るので、この建物を残しながら地域の活性化
に役立たせたい。

行政の対応方針（令和3年1月時点）

関係課

吉川は旧小学校が公民館の分館になっており、複
数の町内会が分館で公民館活動などを行ってい
る。市は、地域と協議しながら廃止、譲渡、貸し
付けの選択を提案しているが、譲渡は建物の処分
費用が出せないのでありえず、貸し付けにしても
実際には難しい。廃止となるとこれまで築いてき
（13）
R2.11.9吉 た地域の拠点がなくなり、地域活動ができなくな
川区
る。個々の町内会には集会所があると言われる
24
が、公民館とは性質が異なる。町内会長は了解し
てしまったようであるが、公民館を普通財産にす
るとなると、今までと違って使用料がかかる。避
難所にもなっていることから、建物が残るといっ
ても普通財産になればこれまでと全く異なる。地
域のつながりが切れてしまう。

委員会でもかなりの議論になった。以前の方
針では、30年間は存続するが、小中学校区の
通学域に分館及び地域生涯学習施設がある場
合は廃止としている。また、高齢化率が高い
地域で、統合後の小学校が離れており、集会
施設の代替施設がない場合は、30年経過後も
必要があれば存続するとしている。吉川の各
分館などは市も心配している。公の施設の再
配置の方針では、廃止とはしておらず、令和
7年までに検討していくとしている。公民館
として残せるよう必要性を主張すれば残せる
のではないか。市の基本的な考え方は、どこ
にいても等しく行政サービスを受けられるよ
うにすることであり、特殊性を認められるか
どうかである。合併から長い年月が経ち、必
要かどうかが問題となるので、皆さんからも
必要性を主張してほしい。

この度の公の施設の再配置に関し、教育委員会では、地域に
根差した活動の拠点がなくならないようにする必要があるこ
とを踏まえ、施設を地域にお貸しするという方向性を整理し
たものです。しかしながら、施設は旧小学校の体育館や校舎
など比較的規模の大きい建物が多く老朽化も進んでいるこ
と、その利用内容も各施設一様でないなど、状況は様々で
す。
施設をお貸しすることに伴う光熱水費を始め、利用状況に応
じた実費負担などについては、施設ごとに、利用される地域
の皆さんと十分な協議を重ね、過度な負担が生じないような
対応をしていく必要があると考えています。

社会教育課

協議会としても説明を受けた。公民館の看板を下
ろし、普通財産になると聞いている。令和7年まで
は使用するのだから、耐震診断や何年もつかなど
の調査も市が行うべきと思うが、その議論はな
（14）
く、譲渡や貸付の合意となっている。吉川では旧
R2.11.9吉
小学校区単位で行事が行われ、市街地とは状況が
川区
25
異なる。地域協議会への諮問がいつおりてきて、
どのくらい時間をかけられるのか分からない。集
会所があると言う人もいるようだが、目的が異な
る。これまでの流れは納得していないので、地域
協議会としてもこれから頑張る。

これまでの関係地域の皆さんとの話合いの中で、地域では地
域振興のために施設を引き続き活用したいとのご意向をお持
ちであり、地域にとっては必要な施設であるとの話を承りま
市に確認したが、廃止するとは言っておら
した。これを受けて、教育委員会としましては、地域に根差
ず、集会施設なのか公民館なのかを整理し、
した活動の拠点がなくならないようにする必要があることを
分館という看板は下ろさず、譲渡もしくは長
踏まえ、施設を地域へお貸しするという方向性を整理したも
寿命化していくとのことである。
のです。各地域では生涯学習センターや公民館分館としての
名称、位置付けをなくした後もその活動の拠点として、施設
を継続的に利用いただけることになります。

社会教育課

4

行政に伝えた意見に対する行政の対応方針

№

開催日等

意見等

当日の回答等

行政の対応方針（令和3年1月時点）
公の施設の適正配置計画の策定に当たっては、公費投入をは
じめ、公共関与の必要性や配置状況のほか、施設の利用状況
や老朽化度等の観点から、総合的に勘案し検討した各施設の
方向性について、利用者を始めとする関係者や地域の皆さん
にお示しし、説明と協議を重ね、理解を得ながら進めてきま
した。
今後、適正配置の取組を進めるに当たっては、施設の設置目
的や利用状況、運営状況等の現状を踏まえるとともに、地域
住民の皆さんの声を聴く中で、互いに知恵を出し合い、理解
と納得を得ながら進めていきます。

公の施設の再配置について、利用実績だけで存廃
（15）
を判断すると、地域差が出るのではないか。施設
R2.11.11三
には避難所など他に大切な場所としての役割があ
和区
26
る。議会では、市からどのように聞いているの
か。

総合計画において地域拠点等が区別されるこ
とはあるが、地域差が出ないよう、バランス
が取れる形で公の施設の適正配置をしようと
している。議会としては、数字だけで判断す
るよりも住民目線に立ち、施設の在り方を
しっかりと考え、提案していく。

学校の統合について学校施設の長寿命化と言って
いるが、そもそも人口減少で学校が存続できるか
（16）
どうかのほうが心配である。区域を越えた学校の
R2.11.6清
統合も考える時期にきているのではないか。例え
里区
27
ば、隣の高士小は複式学級になっている。話は出
しづらいだろうが、議会の中でも話をしているの
か。

子どもたちが一定規模の学習集団の中でかかわり合って学ぶ
議員として話は出しづらいところであるが、
ことができるよう、複式学級の解消を重点課題に掲げ、各校
委員会では審議している。地元で検討し、声
の実情に応じた解決方策（学校統合等）を検討しています。
を出し合意を得ていくことが大事である。
学校統合では、地域自治区の枠を超えた統合についても検討
（後半削除）
が必要になると考えています。

関係課

行政改革推進
課

教育総務課

R2.11.11三 Ｊ－ホールディングスによる施設経営について、
ご意見として承る。
和区
効率化が図られているのか疑問である。

Ｊ－ホールディングスグループとして、これまで共同広告や
共通利用券などによる売上増加策を実施してきました。ま
た、灯油など一部商品の共同仕入れや人員の流動化等による
経費削減策も講じてきましたが、十分な成果が出ていませ
ん。
市といたしましても、今後も関係各社と情報を共有し、経営
健全化の取組を促していきます。

施設経営管理
室

（18） R2.11.8合 来年、上越市が誕生して50周年を迎える。地域と
併前上越市 して盛り上げていきたいと思い、様々な計画をし ご要望として承る。
34
（直江津） ている。行政側からも財政支援をお願いしたい。

市においては市政50周年を祝うようなイベントの開催は予定
しておらず、市民の皆さんが行う事業に対する補助制度の創
設についても予定しておりません。
身近な地域の課題解決や活力向上を図るため、市民の皆さん
が自発的・主体的に行う地域活動に対して支援する地域活動
支援事業の実施を予定しておりますので、各区にあります総
合事務所やまちづくりセンターへご相談いただくなど、同事
業の活用を検討ください。

総務管理課
自治・地域振
興課

（17）
30

5

行政に伝えた意見に対する行政の対応方針

№

（19）
36

開催日等

意見等

当日の回答等

東田中分館は旧東田中小学校の体育館であり、牧
R2.11.9吉 区の川上笑学館と同じような構造の体育館である
ご意見として承る。
川区
ので、文化財として貴重な建物である。重要な建
造物であることを認識してほしい。

行政の対応方針（令和3年1月時点）

関係課

令和2年12月17日に建物の構造等を確認しましたが、改変等が
文化行政課
あり文化財の指定は困難と考えています。

国の施策であり、市として関与できないものと考えます。
電子決済は、現時点では普及率は高くありませんが、国を挙
げた普及・啓発活動等により、今後利用が拡大することが見
込まれることから、市としましてもその利便性等を広く市民
の皆さんに周知することで、普及を図っていきたいと考えて
います。

産業政策課

各学校においては、登下校時における交通安全指導の徹底を
行うとともに、毎年「上越市通学路安全対策プログラム」に
子どもの通学路について、Ｌ字側溝の上を歩いて
沿った点検と対策を行っています。また、市では、各校での
（21）
いたり、傘を差した時に外側線からはみ出ていた 市でも通学路の安全確保は、最優先に取り組
R2.11.11三
安全点検の結果を受け、学校関係者、国・県・市の道路管理
りして危険である。特に冬期は、積雪により歩く んでいる。危険な場所があれば、是非声を挙
和区
者及び交通安全関係者により、実際に現地を確認する合同点
40
スペースが狭く危険である。点検をしっかりやっ げてほしい。
検を実施し、この検討結果に基づき通学路の安全対策を講じ
てほしい。
ています。引き続き、通学路における児童生徒の安全対策の
より一層の充実を図っていきます。

学校教育課

国はカード決済やスマホ決済を推奨しているが、
（20） R2.11.8合 詐欺などの危険もある。また、カード決済等の導
併前上越市 入には、高齢者と若者の間で受ける恩恵に不公平 ご意見として承る。
38
（直江津） 感がある。市民全体で公平に恩恵を受けられない
か。
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