
－ 77 － 

 調査地点の概要  

 

 

4. 上越市旧大島村 
 

 

上越市 旧大島村地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2005年１月１日合併） 

 庁舎分類      ：支所 

 生活圏分類     ：生活圏独立型（いずれの

市町村にも５％以上の通

勤率を持たない） 

 通勤５％以上の市町村：－（－％） 
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▼人口関係基礎データ 
 

2010年国調人口 人口増減率 面積 人口密度 

（新自治体における人口シェア） （2005－2010）   

1,927人（0.9％） －14.3％ 71.64㎢ 26.9人/㎢ 

世帯総数 １世帯あたり人員 18歳未満同居世帯割合 高齢独居世帯割合 高齢夫婦世帯割合

665世帯 2.77人 18.7％ 16.0％ 47.0％ 

 

▼選 挙 
 

最後の首長 
最後の首長選挙での 

得票率（直近） 

最後の議会選挙 

の投票率 

定数 

(うち無所属) 
特例利用 

岩野 虎治

（２期目） 

55.04％ 

 

92.94％（１回前） 

 

10（10） 

 

在任・増員：○

定数   ：○

選挙区  ：○

議員１人あたり有権者数 203.9人 → 5,130.8人（25.2倍） 

 

▼合併直前年度における財政状況（決算年度：2003年） 
 

基準財政需要額 

1,242,349千円 

基準財政収入額 

185,206千円 

標準財政規模 

1,291,863千円 

財政力指数 

0.14 

実質収支比率 

4.4％ 

公債費負担比率 

22.4％ 

公債費比率 

12.0％ 

起債制限比率 

10.3％ 

経常収支比率 

87.6％ 

左のうち人件費 

30.1％ 

左のうち公債費 

27.6％ 
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 調査報告  

 

 

上越市における議員ゼロ状況と自治体内分権 
― 大島区の利害調整と利害表出 ― 

 

 

江 藤 俊 昭 

 

 

(１) 上越市旧大島村調査の視点 

 上越市は、14市町村が合併して成立した（編入合併、2005年１月１日、20万8,082人、面積約973平

方キロメートル（県内最大））。平成の大合併では、最も多い市町村数によって合併している。旧町

村13自治体と旧上越市の合併である。議員ゼロ状況は、旧町村では、現在安塚区、吉川区、大島区、

中郷区の４区である。吉川区は、市議が県議会議員選挙に出たために、また安塚区は市議会議員選挙

に立候補者はいたものの落選したために、議員ゼロになった。そこで、大島区と中郷区のうち、区の

有権者が全員、区在住の候補者に投票してもそれだけでは当選できないという理由から大島区を対象

にして調査研究をした(１)。 

 上越市の人口は、2005年208,082人、2010年203,899人、2015年197,026人(速報値)と減少を続けて

いる。2005年を100とすれば、2015年は94.7となる。区別に見れば、2010年から2015年までに増加し

た区は28区のうち３区に過ぎない（新道区、春日区、有田区（すべて旧上越市））。大島区は、2005

年2,249人、2010年1,927人、2015年1,613人となり、2005年を100とすれば、2015年は71.7となっている。 

 上越市は、後述するような議員ゼロ状況への対応と密接に関係する４つの大きな特徴を有している。

第１には、合併と同時に地域自治区制度を導入したことである。当初は旧町村区だけであったが（特

例制度（2005年１月）、一般制度（2008年４月））、その後旧市地域にも導入するようになった（一

般制度、旧市地域15区（主に昭和の大合併の際の町村）、2009年10月）。地域協議会が活発に活動し

ている。第２には、大島区全体であれそれよりも小さい単位（昭和の大合併の際の町村に基づく従来

の小学校単位）の地域であれ、地域に基づく住民組織が根づき着実な活動を行っていることである。

第３には、上越市議会は議会改革を積極的に進め、区を意識した活動を行っていることである。区別

に議会報告会・市民と議会の意見交換会（以下議会報告会と略記）を実践し、それらに基づき議会か

らの政策サイクルを作動させている。そして第４には、これらを制度化する自治基本条例（2008年４

月施行）、および議会基本条例（2010年11月施行）が制定されていることである。住民自治を推進す

る制度化が行われている。 

                                                                                           

(１) 地域自治区の範囲は、区であり、それより下位の範囲（主には昭和の大合併のもの）は地区と呼ばれている

（本報告書の飯田市とは異なる分類）。2015年８月16日から18日まで、上越市内で行った。石塚隆雄（地域協議

会会長、旧大島村職員）、岩野虎治（合併後２期市議会議員・旧村長）、岩野實（地域協議会副会長、元村議、

町内会連絡協議会会長）、中村朝彦（地域協議会委員、保倉区振興協議会副会長、元上達町内会長）、横尾栄一

（地域協議会委員、菖蒲区町内会長、元村議）、各氏には長時間ヒヤリングをさせていただきました。また、ヒ

アリング時だけではなく、その前後でも、総合支所長、議会事務局、自治・市民環境部、石平春彦議員にはヒヤ

リング、資料提供などで大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。 
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 議員ゼロ状況ではあるが、旧大島村の一体性を担保する保障は、制度上（地域協議会・議会報告会

等）、非制度上（多様な住民組織）ともにあり、これに基づき上越市の政治行政に対する影響力も保

持している。 

 なお、政治行政に対する影響力という点では、「議員ゼロ」ではあるが、大島区と関係のある議員

（地元出身議員等）との接触はあり、それらの議員を通して大島区の課題を政治行政につなげ解決を

目指すチャンネルも存在している。 

 そこで第１に、市町村合併をめぐる大島区の対応状況と議員ゼロ地域を考える視点を確認する。市

町村合併の動向と現状を大島区の対応を中心に確認するとともに、議員ゼロを考える際の視点を確立

する。その上で第２に、大島区の利害の調整と表出の現状と課題を考えたい。大島区の課題をめぐっ

てさまざまなアクターがどのように活動しその結果はどうなっているか、これらを検討することにな

る。 

 

(２) 市町村合併をめぐる大島区の対応状況 

  ① ６町村を目指した合併から巨大合併へ 

    旧大島村は、当初より上越市との合併を推進していたわけではない。歴史的につながりのあ

る牧村、浦川原村、大島村、安塚町、松之山町、松代町といった東頸城郡を対象とした合併構

想もあった、というよりは村長、議員、職員も含めてそれを目指していた。合併をしない選択

肢はほとんどなかった。その理由は、このままでは財政的に厳しくなり、合併による特例措置

がある段階で、合併に舵を切る意見が政治行政の場で大勢を占めていた（ヒヤリングでは、合

併をしない選択肢を提示する声は聞かれなかったという評価)(２)。 

    他方、東頸城郡６町村の合併を目指すとともに、それと並行して上越市と近隣町村との合併

を模索するという両面作戦を採用していた。大島村は、上越地域広域行政組合に参加していた。

そこは、今回合併した14市町村のうち、板倉町、中郷村（この２町村は新井市、妙高高原町、

妙高村とともに新井頸南広域行政組合を構成）以外の12市町村から構成されていた。 

    ６町村のうち松之山町、松代町が合併協議から離脱したことにより、大島村などは、旧上越

市との合併を進めることになる。そこで、17歳以上の村民へのアンケート（2002年12月）にお

いて、上越市との合併について「賛成」50.6％、「反対」12.8％、「どちらともいえない」

28.4％、となっている（ＮＡ、ＤＫは示していない）。その後、合併協議会の設置前の協議事

項説明会（2003年６月）、および協議会での決定事項についての説明会（2004年12月）が行わ

れている。 

  ② 議員ゼロの状況 

    旧大島村（大島区）では、合併後の２回の選挙は選挙区選挙が採用された（定数１)(３)。最

初の選挙では（特例、増員選挙・任期３年、2005年２月13日）、旧村長が当選している。当日

の有権者数1,993人、投票率85.45％（1,703人）である。得票数852での当選だった（２名立候

補、２位は833）。 

                                                                                           

(２) 東頸城郡で行われた住民アンケート調査では（2001年12月－02年１月）において、大島村分では合併の是非に

ついて「合併すべきだ」72.3％、「合併の必要はない」19.7％、「その他」6.5％、であり、合併の枠組みについ

ては、「東頸城郡６町村」21.5％、「大島村・安塚町・浦川原村」27.8％となっている（ＮＡ、ＤＫは示してい

ない）。 

(３) それでも、14市町村議会の議員定数220名から48名に大幅削減となっている。 
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    その後、上越市議会議員選挙（一般選挙）でも、旧町村は選挙区選挙を採用している（2008

年４月27日）。13区のうち３区のみ選挙となった。大島区は、無投票だった（現職議員の旧村

長が当選、有権者数1,863）。 

    2012年市議会議員選挙一般選挙は、旧町村地域でも選挙区を採用せず、全市一区（大選挙区

単記非移譲式）の選挙となった（投票率全市61.07％）。大島区では、当日の有権者数1,660、

投票率は平均よりは高いが、最初の選挙区選挙からは10％程度下落し、75.60％となっている。 

    全市定数32で41名が立候補した。トップ当選者の得票数4,526、最下位当選者の得票数2,174

である。大島区の有権者が全員大島区出身候補者に投票してもそれだけでは、当選できない当

選ラインである。 

    なお、合併時の住民構成を確認すれば、大島村は2,416人であり、上越市全体210,220人に対

して、1.1％となる（便宜上合併前年３月31日現在の住民基本台帳を参考）。合併時議員定数

48名（特例を含む）から現行32名に大幅減少している。人口だけを考慮すれば、議員定数100

でなければ大島区出身議員は選出できない。 

    市議会議員選挙の全市一括選挙（選挙区選挙の廃止）によって、大島区から候補者が出な

かった。「有権者が多い地域の候補とは戦えない」という状況だといわれる。こうした状況に

対して、「新潟・長野県境地震などの災害が続く中で提案した市（基幹的総合事務所構想 ― 

引用者注、後述）に不信感がある。」「地元に市議がいないと、なおさら市に地域の声を届け

にくくなる。」（大島区会社役員）、「過疎や高齢化など中山間地共通の問題を抱える旧東頸

城郡から、なんとか１人は当選してほしい」（大島区農業者）と願っているという（『新潟日

報』2012年４月18日付）。 

    区の人口だけを考慮すれば、市議を単独で選出するのは困難であることは、合併する前から

推測できたことである。そこで、それを踏まえた住民自治を考えることになる。 

  ③ 合併に向けた大島村の対応 

    旧大島村は、合併にあたって旧大島村の地域活動や合併後の政治的影響力を確保するための

制度化を行った（そのいくつかは旧町村に共通するものであり、大島村だけが制度化したわけ

ではない）。 

   1) 地域自治区の設置。合併に伴い旧町村それぞれに地域自治区（特例）を設置し（2005年１

月）、その後2008年４月には一般制度に移行した（旧上越市も15自治区として設置（2009年

10月）、図１参照）。総合事務所とともに地域協議会を設置する。地域協議会委員の選任に

際して全国で唯一の公募公選制（準公選制）を採用した。諮問への答申、区の独自課題を審

議しているだけではなく、地域活動支援事業の交付先を決定している（2010年より）。この

事業は、地域の課題解決や活力向上に向け、総額１億8,000万円（2013年度までは２億円）

の地域活動資金を28の地域自治区に配分し、住民の自発的・主体的な地域活動を推進する。

大島区は、交付額500万円である（2015年度）。大島区ＰＲ動画作成（ＮＰＯふるさと越

後・温かい音楽の会）、ほたる橋の駐車場整備（仁上町内会）、飯田邸周辺池及び庭園等整

備（飯田邸保存会）、大島小学校雪割り太鼓バチ・太鼓張り替え（大島小・中後援会）、鼓

童・小島千絵子さんと創る「ほたる踊り」制作（大島まちづくり振興会）、大判プリンター

（同）、東京都大島町交流事業（大島っ子を育む会）、雪原棚田アートとＬＥＤ雪蛍（藤尾

町内会）、である（2015年度）。  
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＜図１＞ 地域自治区のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：上越市自治・市民環境部自治・地域振興課資料（「上越市における地域自治区の取組」）。 

 

   2) 選挙区選挙の設置。合併にあたって、有権者数を考慮すれば大島区の有権者だけで議員を

選出できる票を獲得することはできない。そこで、最初の２回の選挙だけは選挙区選挙を

行っている。大島区選挙では、旧村長が当選した。その後、一般選挙では大島区からの候補

者は立候補していない。ちなみに、大島区で育ち現在も大島区に親と兄家族が居住している

議員１名、母親が大島区出身である前議員１名（正確には2015年県議会議員選挙に立候補し

落選なので現在０名、隣接した吉川区居住）いるし、旧村長が市議会議員であった時につな

がりのあった議員との関係もある。また、隣接する安塚区出身の県議がいるが、この県議は

旧安塚町の村長をし、その後選挙区選挙で市議会議員となり、１期の途中から県議となって

いる（2007年から、２期目）。大島区にも影響力があるといわれている。なお、大島村長

（1987年から１期）後、県議会議員がいる（６期）。 

   3) 大島まちづくり振興会の設立。旧町村は合併にあたって、新たに住民組織を設立している

（旧町村毎、ＮＰＯ法人７団体、任意団体６団体）。安塚町の「ＮＰＯ法人雪のふるさと安

塚」は有名である（合併の前年2004年設立）。安塚町の寄付金8,000万円に基づき、会員、

賛助会員、企業会員で構成されている。これらの住民組織に対して、行政の支援も行われて

いる。大島区は、任意団体の「大島まちづくり振興会」が設立されている（2005年）。大島

村が当該組織の前進である大島区振興協議会（仮称）設立準備会に1,000万円を交付して設

立された（2004年）。600世帯（全戸加入）、賛助会員27団体で構成されている。通園バス
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運行業務、敬老会等の市の委託事業ほか自主事業も実施されている。テレビ共同受信組合事

務業務、まちづくりだより発行、大島夏まつり、大島新年会、「灯の回廊」越後・大島雪ほ

たるロード、交通安全協会事務、大島駅伝大会受付事務である（2014年度）。ちなみに、設

立後５年を目途ということであったが、現在も活動している（他区の団体もほぼ同様）。 

   4) さまざまな住民団体。合併にあたって設立したものではなく従来から存在していた住民団

体がより積極的に活動しているもの、あるいは合併後の状況から新たに設置されたものを含

んでいる。前者は、振興協議会である。昭和の大合併時に合併した３町村（大島村、保倉村、

旭村）を中心に設置されている住民組織である（小学校単位（1997年に大島小学校に統合）

に基づいて、大島地区振興協議会、保倉地区振興協議会、旭地区協議会、菖蒲地区振興協議

会）。町内会長、地域の役職者、民生・児童委員、ＰＴＡ連絡協議会などによって構成され

ている。地域活動を担うとともに、地域課題を市長に提出しその実現を迫っている。たとえ

ば、保倉区振興協議会会長による要望書（23項目、写真・地図入り）を提出し、それについ

て回答が行われている（大島区総合事務所長名による回答、2015年３月25日付）。後者は、

まちづくり懇談会である。地域協議会、４つの地区振興協議会、町会長連絡協議会、それぞ

れの会長・副会長で構成されている（12名、会長は地域協議会会長）。区の統一した見解を

まとめるために組織された。地域活動支援事業の交付先などもここで調整され地域協議会で

決定されている。 

  ④ 議員ゼロ状況を見る際の留意点 

    議員ゼロ状況の見る際の留意点を大島区を念頭に確認しておこう。 

    まず第１には、隣接区との連携によって１議席を獲得する手法も考えられるが、実際には作

動していない（他区住民との連携の可能性）。大島区の有権者数を考慮すると、そのすべてを

獲得したとしても当選基準に満たないことはすでに述べた。大島区出身で現在安塚区に居住し

ている者が立候補したが、落選している。安塚区も現在は市議を選出していないことからすれ

ば、連携の可能性は理論上あり得るし、模索を考えている人もいないわけではない。しかし、

実際には作動していない。 

    第２には、そもそも地域出身者＝地域代表という機能を必然的に発揮するかどうかについて

である（地元出身議員の活動＝地元の利害の「口利き」活動のイメージの妥当性）。すでに指

摘したように、大島区に関連のある議員（前議員を含む）が大島区の課題に積極的に取り組ん

でいる（詳細は後述）。逆に、ある区で陳情が提出され、全市的にも重要な課題として認知さ

れている課題に、地元出身議員がその陳情に反対している（「三和の水とみどりを育てる会 

会報（号外）」2015年１月31日）。もちろん、一区のごく一部の課題の陳情はあり得るがゆえ

に、地元の出身議員でも反対することもある。しかし、全市的なテーマとなっている課題にそ

の地元議員が反対を表明することは、地元の課題を追求することが居住を根拠とした地元議員

というイメージに連結しない。 

    第３には、地域協議会の利益表出の効果への評価である（地域協議会の権限）。地域協議会

からの答申や意見書等の効果については後述する。地域からの重要な政策提言の１つのチャン

ネルだと評価できる。とはいえ、その提言の中には、数回にわたり反対したものでさえ、実際

には実施されるものもある。高田区地域協議会から提出された答申（不適当）およびその附帯

意見等に対して（2012年、（仮称）厚生産業会館基本構想（案）について）、市の見解を示し
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ながらも、実現に向かっている。これは、高田区だけの問題であってその他の区とは関連がな

いように思われるかもしれない(４)。しかし、大島区を含めて他の区でさえ、地域協議会制度

を議論する際には、このことを事例として取り上げ、地域協議会制度の効果を疑問視する場合

もある。 

    第４には、大島区総合事務所の変化である（区を支援する総合事務所の変化）。職員数（臨

時職員を含む）は31人（08年）、28人（09年、10年）、27人（11年）、25人（12年）、21人

（13年、産業建設グループが浦川原区へ集約）、20人（14年、15年）、といったように減少し

ている。また、所管する区域内の行政サービスに関する事務、地域協議会に関する事務を担う

が（旧町村）、組織体制にも変化がある。所長（教育委員会分室長）、次長の下に、総務・地

域振興グループ（地域協議会の運営、コミュニティプラザ、地域振興、防災などに関するこ

と）、産業グループ・建設グループ（農林水産や商工観光、道路、除雪、下水道などに関する

こと）、市民生活・福祉グループ（戸籍や住民基本台帳、市税、国民健康保険、環境衛生など

に関すること、福祉や保健事業、介護保険などに関すること）、教育・文化グループ（教育委

員会分室）（学校教育や生涯学習などに関すること）、がある。産業グループ・建設グループ

に限ってのことではあるが、2014年より浦川原区、柿崎区、板倉区の総合支所のみに設置し

（旧町村）、それ以外の区総合事務所には窓口機能のみを有する。大島区の産業グループ・建

設グループは、浦川原区に統合された（試行として2013年より）。 

    第５には、都市内分権（自治体内分権）が制度化されていることである（自治基本条例の中

に都市内分権の規定）。上越市は「新しい自治の仕組みを極めて総合的、体系的、網羅的に規

定」する自治基本条例を制定し、「第６章 都市内分権」で明確に都市内分権を規定している

（石平2008、2010b)(５)。「市長等は、市民が身近な地域の課題を主体的にとらえ、自ら考え、

その解決に向けた地域の意見を決定し、これを市政運営に反映するための仕組みを整え、都市

内分権を推進するものとする。」（32条）。続いて、地域自治区を規定している（33条）。そ

の際、地域協議会の選任にあたって、「市民による投票を主体とした選任手続きを採用するも

のとする」と（同条３項）、公選制を射程に入れた書きぶりとなっている。全国唯一の公募公

選制はこれを根拠としている。 

    第６には、先進的な議会改革が行われ地域課題を議会審議に活かしていることである（議会

への地域課題の集約ルート）。上越市議会は、議会改革を進めているトップランナーの１つだ

といってよい(６)。その改革の中には、議会報告会の実施があり、住民の意見を集約する場が

設けられている。さらに、住民の意見を市政に反映させるためのプロセスを新たに創り出して

                                                                                           

(４) 答申に附帯意見等を付しているものもある。注意事項を記したものから、反対についての理由を示したものも

ある。後者は「適当と認めません」「再度検討をお願いしたい」等、と記述はさまざまであるが、いままで６件

（および一部不適当１件）、そのうちそれが結果的に行政に反映されなかったのは２件である（本文の高田区の

ものと、牧区の特定公共賃貸住宅の家賃変更を呼び駐車場使用料の設定について、2007年）。本文で指摘するよ

うに、高田区地域協議会は、自主的審議を踏まえて意見書（再度の諮問）を提出しているが、基本的に問題はな

く諮問はしないと、行政は対応している。 

(５) 上越市自治基本条例では、都市内分権とコミュニティの形成・活動（第７章 市民参画、協働等、とりわけ第

36条）の系譜は分かれている（飯田市では同じ系譜）。 

(６) 第６回マニフェスト大賞最優秀成果賞の受賞（2011年）、「議会改革度ランキング」第４位（『日経グローカ

ル』No.246（2014年６月16日）、前回５位（2012年実施））、などを参照。 
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いる。広報広聴委員会においてそれらの意見を整理し、それを受けて、そしてそれとともに議

員・会派の提案も含めて、課題調整会議（議長、副議長、議会運営委員長、常任委員会委員長、

特別委員会委員長、広報広聴委員会委員長によって構成）において議会の対応を協議する。必

要があれば委員会に付託したり、政策形成会議に諮問する。これらを受けて、議案の提出や、

首長等へ要望・申し入れ等を行う。いわば議会からの政策サイクルを作動させる制度が整備さ

れている。これに基づき、空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例を制定している

（2015年３月)(７)。 

 

(３) 大島区の利害調整と利害表出 

  ① 地域利害の調整と表出の３つのチャンネル 

    大島区は、たしかに議員ゼロ区である。地域利害の調整機能や表出機能は、議員ゼロ状況で

も当然行われている。出身議員がいる方がよいという意見が出ているが（ヒヤリングではいる

かいないよりも、どのような議員かが問われるという意見もあった）、地域利害の調整や表出

にとって議員ゼロ状況がどの程度不利益になるかどうかの効果判定は本調査では不可能である。 

    地域利害の調整と表出にあたって、３つのチャンネル（ルート）を設定することができる。

地域協議会をはじめとした住民組織、議会、そして議員といった３つのチャンネルである。 

    １つ目のチャンネルは、地域協議会を中心とした住民組織にかかわっている。もちろん、地

域協議会は首長の諮問機関であり、したがって執行機関に属している。その組織以外に、大島

区にはさまざまな住民組織（総合事務所をはじめ行政ルートと連結）があり(８)、それらも独

自に地域利害の調整と表出機能を担っている(９)。 

    利害調整機能は、地域の利害を調整するものである。地域協議会は条例上、答申や地域課題

の意見表明ができる。それを行うには地域利害の調整機能を担うことになる。また、地域交付

金制度の導入は、地域のそれぞれの団体・個人に対する補助金対象と額を決める。さまざまな

要望を調整して統合する役割を担う。 

    利害表出機能は、自治体への要望、諮問への答申、具申、陳情・請願（地域協議会による提

出は要検討）などが想定できる。地域協議会は、首長が委嘱しているという特徴はありながら

も、この文脈での利害表出機能という政治的機能を担う。その機能を果たすためには地域内の

利害調整機能の充実が不可欠である。それ以外の地域住民組織も同様な機能を有している。 

    地域協議会だけが地域の課題を調整しそれを表出する機能を果たしているわけではない。条

例上規定されてはいないが、さまざまな住民組織もそれらの機能を担う。すでに指摘した昭和

の大合併前の地域（小学校単位）に基づいた地区振興協議会であり、大島区全域を対象とした

まちづくり懇談会などを想定するとよい。このほか、町内会、あるいは町内会連絡協議会がそ

れらの機能を担う。 

    ２つ目のチャンネルは議会とかかわるものである。地域協議会を中心とした住民組織は、地

                                                                                           

(７) 政策形成会議を2014年６月設置し、同年12月議長に答申している。なお、議員提出による中山間地域振興基本

条例の制定（2011年６月）にみられるように、政策研究の素地はすでにあった。また、上越市地酒で乾杯を推進

する条例（2014年９月）も議員提案条例である。 

(８) 市政懇談会は、毎年行われているわけではない。 

(９) 政治機能の中には、このほかに地域課題決定機能（利害調整機能と利害表出機能の複合）、リーダー育成・選

出機能（リクルート機能）、市民教育機能がある。 
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域利害調整機能や表出機能を担うが、その表出先は首長あるいは行政機関である。首長の諮問

機関である地域協議会では当然ではある。これらは、首長等の正統性を強化するものである。

二元的代表制の一翼を担う議会とのこれらの接点は希薄である。議会は、制度上これらの住民

自治の動向から蚊帳の外に置かれている。「住民自治の根幹」としての議会がである。とはい

え、議会が議会報告会を通して区・地区等の利害を政治の舞台に登場させるチャンネルはある。

議員が「議員ゼロ」の区・地区等の利害を認識しその利害を政治の舞台に登場させることであ

る。 

    地域協議会は、自治基本条例に規定されている（33条②③④）。自治法を活用したものであ

る。したがって、首長の審議会である。さまざまな住民組織とは密接な関係がある。しかし、

議会との関係は希薄である。これは一般的な傾向である。議会と地域協議会との意見交換会は、

可能である。たとえば、飯田市議会は地域協議会ではないがそれと地域を共有しているまちづ

くり委員会と議会報告会を共催し、区・地区等の課題を議論していることを想定しているから

である。とはいえ、議会報告会で提出された意見を踏まえた質問等を議会で行っている。また、

関係する議員が区・地区等利害を追求する役割を担っている。 

    そして３つ目のチャンネルは、すでに指摘している区・地区等と関連のある議員の存在であ

る。この議員が、「議員ゼロ」区の利害を調整し表出させる役割を担うこともある。 

    区・地区等の利害は、地域協議会をはじめとした住民組織、議会、そして議員といった３つ

のチャンネルを通じて政治の舞台に登場する。 

  ② 重要課題をめぐるアクターの動向と結果 

    大島区をめぐる重要課題として、ⅰ総合事務所再編、ⅱ地域事業費の廃止、ⅲ豪雪地の克雪

住宅建設補助事業の廃止・復活、ⅳ宿泊温浴施設の休館・再開、ⅴ地域情報化基盤の整備、ⅵ

公共施設の指定管理者の選定、が設定できる(10)。ⅵを除くⅰ～ⅴの課題は、大島区地域協議

会において自主的審議後に意見書が市長に提出されている事項である（議会の対応を含めて、

後掲資料１～３参照）。もちろん、意見書はこれらの事項だけではないが、そのうち争点化さ

れている事項（ⅰ～ⅲ）、争点化される可能性のある事項（ⅳ）、大島区地域協議会の成果と

して取り上げられている事項（ⅴ、当初の市の見解を修正した提案）だからである。また、ⅵ

の課題は、諮問への答申にあたって附帯意見等が提出されているが、５件のうち４件がこの事

項で占められている。 

    地域協議会と行政との間の重要な争点において、地域協議会と議会の対応は次のようなプロ

セスを経る（石平2015：101）。執行機関より議会に方針案等が提案・説明される。その後同

様の資料等を活用しながら地域協議会に説明し理解を求める。争点化すると、一方で地域協議

会の自主的審議、他方で議会（委員会）の所管事務調査が行われる（同時進行）。その後、地

域協議会や地域住民への説明会における意見等は適時所管事務調査の中で報告されるとともに、

行政から改善や修正が示されそれをめぐって双方で質疑・議論している。こうした一連の過程

が創出される。 

                                                                                           

(10) ⅰ～ⅲは、大島区だけではなく隣接あるいは関連ある区共通の争点である。ⅳ～ⅵは、大島区特有の重要課題

である。１つの区だけではなく複数区での重要課題が争点化し、それ以外はしないとも結論付けられそうではあ

るが、他の区の独自の重要課題が争点化する場合もある（高田地区の仮称厚生産業会館をめぐる課題）。なお、

宿泊温浴施設は、近隣区でも関心あるテーマである。たとえば、隣接している安塚区の議会報告会では、「あさ

ひ荘」についての質問が出ている。広域化されることで争点化される可能性も含んでいる。 
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    同時に、議会としてだけではなく、議員としての活動もある。争点が終結するまでは、一般

質問等で市長等と論戦する。「当該区の地域協議会と当該区出身等の議員」が連携する場合と、

「自らの経験と情報収集により間接的に想いを同じくして取り組む場合がある」（石平 

2015：102）。 

    これら一連の動向とかかわる争点は、ここで取り上げた重要課題のうち、ⅰ総合事務所の再

編、ⅱ地域事業費の廃止、ⅲ豪雪地の克雪住宅建設補助の廃止・復活、である（石平2015)(11)。

それ以外のⅳ宿泊温浴施設の休館・再開、ⅴ地域情報化基盤の整備、ⅵ公共施設の指定管理者

の選定、のうち前者（ⅳ）は、議会（委員会）の所管事務調査のテーマとはなっていないが、

議員が関心をもって取り上げた重要課題となっている。現時点では後述するように、現実的に

休館やむなしの状況であり争点化していない。後二者（ⅴ、ⅵ）は、大島区にとって重要課題

ではあるが、その提案は行政の提案を大きく覆すものではなく、区からのより積極的な意見と

なっているために、議会・議員がほとんどかかわらなくとも実現した重要課題である。 

    ６つの重要課題をめぐる地域協議会、議会・議員の動向（対抗と連携）とその結果について

確認しておこう（表１参照）。地域協議会、議会、議員それぞれの詳細な動向はこの確認後、

別途検討する。 

 

＜表１＞ 大島区の重要課題をめぐるアクターの動向とその結果 
 

重要課題 地域協議会 議  会 議  員 結  果 

総合事務所再編（基幹事

務所に統合）：争点１ 
自主的審議と意見書 所管事務調査 一般質問 

△基幹事務所の統合はなくな

り、２つのグループの統合

が実施された。 

地域事業費（減額と枠の

廃止）：争点２ 
答申 所管事務調査 一般質問 ×枠自体がなくなった。 

豪雪地の克雪住宅建設補

助事業（廃止）：争点３ 
自主的審議と意見 議案審議 一般質問 ○復活した。 

宿泊温浴施設（休館） 
答申、自主的審議と

意見 

委員会・本会

議での質疑・

質問 

一般質問等 

△指定管理者の辞退により、

休館となっている。今後は

税制状況との関係を考慮し

再検討する。 

地域情報化基盤（整備に

あたっての方式） 
自主的審議と意見書  ― ＊  ― ＊ 

○光ファイバー方式に変更さ

れた。 

指定管理者（区の団体を

指定管理者に） 
答申に附帯意見等  ―   ―  

○区の団体が指定管理者とし

て選定された。 

注１：争点（１～３）は、大島区をめぐる重要性、かつ行政と論戦のあるテーマを取り上げた（行論を参照）。 

注２：議員は、議会報告会・意見交換会等を踏まえた議員の質問と、それを含めて区関連議員の質問両者を含

めている。議会欄と議員欄は重複する場合がある。 

注３：結果欄において、○は地域協議会等住民の意向が反映された事項、△はすべてではないが反映された事

項、×は反映されなかった事項、である。 

注４： ― は、明確な動向が見られなかったことを示す。 

注５：＊は、地域情報基盤での所管事務調査・質問は行われているが、この意見書の主である方式についての

ものではないので、 ― としている。  

                                                                                           

(11) 地域協議会と行政の間の重要な争点は、本文のⅰ～ⅲのほか、仮称厚生産業会館（建設）、通園バス運行、通

学援助費、スクールバス等運行の新基準（自主的審議と意見書の提出、議員の一般質問、無料化を公約した市長

の当選により関係住民の負担がない形で決着）、市立公民館の再配置・統廃合（全面見直し）、介護老人福祉施

設の整備（地域協議会と構成常任委員会の指摘を受け、選考基準の見直しと選考組織の改善（会議公開））であ

る（石平2015：101）。 
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    ＜重要課題ⅰ＝争点１：総合事務所の再編＞ 

     区域のブロック化と基幹的総合事務所設置のモデル施行案、およびその後の産業グループ

建設グループの集約化、についてである。区域のブロック化と基幹的な総合事務所の設置を

モデル区で試行し数年かけて段階的に13区に拡大するというものであった。当初、議会に対

して報告があり、それを受けて総務常任委員会で所管事務調査が行われた（2011年10月27日

～2014年４月25日、11回開催）。その後、行政は当初案を大幅変更して産業グループ・建設

グループだけを３つの基幹総合事務所に統合することに変更された。大島区は吸い取られる

総合事務所である。 

     市長からのこのテーマの諮問はなく、議会の情報を得ながら地域協議会で自主的審議をし

て、意見書（将来的な行政組織の再構築に向けた総合事務所の在り方について、2012年１月

25日）を提出している。「浦川原区に基幹的総合事務所を設置し、産業建設グループを集約

するとの方針は、協議の結果、時期尚早である。昨年の地域事業費の見直しに引き続き、総

合事務所の集約化を行うことは、大島区住民が安心して暮らせる状況から益々遠のくもので

あり、行政に対する不信感を増大させるばかりである。また、説明から３か月余りで実施す

るという提案は、議論を深める時間もなく、拙速な計画と考える。よって、今回の総合事務

所の改革は、現在の状況下では反対と言わざるを得ない。」と強く反対している。 

     これに対して、市は、「13区全体のブロック割やそれぞれ基幹的な総合事務所の設置場所

について一定の道筋を付けた上で、改めて３区の皆さんと協議をさせていただきたい。」と

行政の提案を延期している（同年３月31日）。反対が強い中での早期実現は、「信頼関係を

損なうものと危惧すること」を理由としているのは、首肯できる。市として対応を図ったも

のに分類されているテーマである。 

     この間、議会はすでに指摘した所管事務調査を行い、同時に関連している質問が11件行わ

れた（2014年３月まで）。 

     地域協議会からすれば、基幹的な総合事務所の設置のモデル区の施行を食い止めたものの、

２つのグループの統合の施行、そしてその後の一般化は実行された。 

    ＜重要課題ⅱ＝争点２：地域事業費の廃止＞ 

     合併によって、旧上越市の総合計画だけが残った。そこで、旧市町村の「やり残し事業」

（旧町村の総合計画等）を保障するため、配分された「地域事業費」の範囲内で各町村が選

定した事業が地域事業である。新市建設計画に基づく合併後の基幹となる事業であるととも

に、旧町村の総合計画の事業等も選定するものである。この選定にあたって地域協議会に諮

問が行われていた。 

     その地域事業費制度が見直された（２割減額、その後の枠の撤廃）。地域事業の見直しが

数回にわたって諮問される。地域事業の見直し(１)（2008年）、地域事業の見直し(２)

（2009年）、地域事業の見直し案（2010年）、「地域事業の総ざらい」に係る地域事業の一

部廃止（2011年）、新市建設計画の変更案（2012年）、地域事業の変更（2013年）、といっ

たものである。大島区地域協議会では、答申では「不適切」はなく、また附帯意見も付され

ていない。ただし、大島地域協議会では地域事業費に関して自主的な審議が行われ、意見書

（地域事業費制度の見直し案について、2011年６月30日）を市長に提出している。地域事業

費枠を撤廃、やむを得ないとした上で、すべての事業を「全市的な視点で優先度を設定」す
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るにあたり、経済効果・費用対効果の基準だけではなく、過疎・豪雪地域の振興及び限界集

落を元気にする視点の重要性、並びに大島区地域事業「市道岡線・下岡橋架替工事」の早期

実現は必要という提案であった。 

     それに対して、市は、地域事情なども斟酌しながら優先順位を判断していく原則を確認す

るとともに、「市道岡線・下岡橋架替工事」については、協議会を始め地元の皆さんと十分

に議論すると回答している（2011年７月６日）。市として対応を図ったテーマに分類されて

いる。 

     その間、議会はこれをテーマに総務常任委員会において活発な所管事務調査を行っている

（2010年11月22日～2011年10月７日、６回開催）。また、そのテーマと関連する質問（26件）

が議会で行われた。 

     地域事業制度は、こうして減額から、その後枠自体が撤廃された。 

    ＜重要課題ⅲ＝争点３：豪雪地の克雪住宅建設補助事業に係る補助事業の廃止・復活＞ 

     豪雪地の克雪住宅建設補助事業に係る補助事業について、当初行政が廃止を決定し新年度

予算に当該事業費を計上しなかった。所管の常任委員会の予算審査においてそれに気が付い

た議員が復活を求め問題にした。そこで新聞報道されたことで、関係区の地域協議会で自主

的審議が行われ意見書（克雪住宅協調整備事業の廃止について、2008年４月10日）が提出さ

れている。廃止にあたって猶予と周知の必要性、地域事情を踏まえた、市の補助事業の復活

の検討が要望されている。 

     市からは次のような対応だった。「本制度の復活はしない。」としつつ、他の融資制度の

利用が促された（2008年５月19日）。市として対応を図らなかったテーマに分類されている。 

     議会は、建設企業常任委員会の議案審査として審議している。克雪住宅協調整備事業

（2008年度当初予算）の審査（質疑）、および克雪住まいづくり支援事業（2008年度補正予

算（2009年度当初予算））の審査（質疑）、である。 

     結局、事業を拡充して復活された（過去に戻って継続）。 

    ＜重要課題ⅳ：宿泊温浴施設の休館・再開＞ 

     大島区には、合併前から宿泊温泉施設「あさひ荘」があった（当初大島村の第三セク

ター）。合併後、上越市の第三セクター「あさひ荘」が運営したが経営破綻し休館した。そ

の後、地域の要望を受け2013年７月から指定管理者となった「クックライフ」が再開したが、

経営困難を理由に指定管理を辞退し、そのことで休館（2015年１月）となっている。その再

開が争点となった。 

     「大島区における宿泊温浴施設の在り方について」がある（2012年11月１日）。従来通り

の宿泊温浴施設の再開とともに、比較的新しい日帰り温泉施設としての再開の要望である。

市の対応は、民間企業との調整を行なっていること、大幅なリニューアルについては、財政

状況等を考慮し民間企業の意向を聞きながら市は対応するという（2012年12月５日）。これ

はクックライフによって再開された時点のものである。その後の意見書の提出はないが、そ

の業者の指定管理者の辞退となって再び浮上しているテーマである。 

     議会としては、2012年度一般会計補正予算の質疑（2012年６月定例会）、総務常任委員会

での質問（2012年12月定例会）、2014年度一般会計補正予算の総括質疑、および文教経済委

員会での質疑（2014年12月定例会）などが行われている。 
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    ＜重要課題ⅴ：地域情報化基盤の整備＞ 

     合併時もっとも危惧された事項の１つが、地域が取り残されない方策だった。そのために

情報格差の是正が重要課題として浮上した。合併前に計画したケーブルテレビ方式の情報基

盤整備事業について自主的に審議し意見書を提出している（大島区の地域情報化基盤の整備

について、2008年１月23日）。行政が主体となること、光ファイバー方式に変えること、住

民の負担が最小限度となること、という提案・要望である。 

     市からの回答は、概ね意見書に沿ったものであった（2008年２月21日)(12)。市として対応

を図ったテーマに分類されている。 

     なお、議会において所管事務調査や質問等では、この意見書の主なテーマである方式をめ

ぐっての議論は無かった。しかし、情報格差の是正、ケーブルテレビ整備や光ファイバー網

の整備などに関しては、一般質問（延べ９人）や「情報通信基盤の整備」に関する総務常任

委員会の所管事務調査（通算７回）が行われている(13)。 

    ＜重要課題ⅵ：公共施設の指定管理者の選定＞ 

     大島区にある公共施設の指定管理者をめぐる論点（重要課題）である。生活改善センター、

農村環境改善センター、若者交流会館等の公共施設の指定管理者制度の活用にあたって、地

域協議会は諮問を受けている。その答申にあたって、「適当」としながらも、地元の団体を

選定するように附帯意見を提出している。「現受託者を中心に組織される運営協議会」とし

ての地元団体だけではなく、現受託者とは異なる場合もある（若者交流会館）。 

     地域協議会の議論と答申・附帯意見が重要な役割を果たした。議会や議員は、この課題を

めぐっては登場していない。 

 

    大島区の重要課題であるⅰ総合事務所再編、ⅱ地域事業費の廃止、ⅲ豪雪地の克雪住宅建設

補助事業の廃止・復活、ⅳ宿泊温浴施設の休館・再開、ⅴ地域情報化基盤の整備、ⅵ公共施設

の指定管理者の選定のうち、前三者は大島区だけの課題ではなく、旧町村、あるいはそのうち

の中山間地域にかかわる共通課題であり、後三者はほぼ大島区だけにかかわる課題である。前

三者である共通課題は、大島区を含めた地域要望は一勝一敗一分けである。後三者の重要課題

は、二勝一分けとなっている。大島区だけの課題の方が勝率が高いようであるが、検討が必要

である。 

    すべての重要課題は地域協議会によって、答申、およびそれに附帯意見等を付しているか、

あるいは自主的な審議を踏まえた意見書が提出されているものである。共通課題である重要課

題は、議会による所管事務調査や議案審議によって十分な審議が行われるとともに、議員によ

る一般質問等が行われている。そのうち一敗（地域事業費の枠廃止）一分（総合事務所の再編）

は上越市の地域経営にとって根源的なものである。地域協議会、議会、議員の連携があるにも

かかわらず、地域協議会の意向とは異なる方向での決着になった。それらの連携にもかかわら

ず、地域経営にとって構造的な課題であり、争点化された課題であったからである。 

    大島区の独自課題である重要課題は、二勝（地域情報化基盤の整備、公共施設の指定管理者

                                                                                           

(12) 初期費用は、後者の方が高いが月々の料金が安くすることができるものだった。ネットを使った人もいる会議

で、ブロードバンド、メガとギガなど基礎から学んで結論づけた（『朝日新聞』2008年３月29日）。 

(13) この質問や所管事務調査の議事録の提供を、石平春彦議員から受けた。他の資料提供を含めて、この場をお借

りして感謝したい。 
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の選定）一分（宿泊温浴施設の休館・再開）だった。議会としてかかわっていないにもかかわ

らず、地域情報化基盤の整備、公共施設の指定管理者の選定は住民の要望が実現している。前

者は地域協議会からの合理的な提案だったこと、後者は選定の範囲内の提案だったことがその

理由だと考えられる。地域経営の根幹に触れるものではない課題であり、争点化されていない。

地域協議会からの要請、議会における審議・質問等によって再開された。とはいえ、宿泊温浴

施設の休館しているのは、現在指定管理者の指定を受けた業者が辞退をしたためである。今後

の再開は可能かもしれないが、施設自体の老朽化を想定すれば、類似施設の統廃合などの議論

へ発展し、地域経営にとって根源的問題として争点化する可能性もある。こうした争点となっ

た場合、議会や議員との連携がより必要となる。 

  ③ 地域協議会のチャンネル 

    上越市の地域協議会の活動は、開催回数、諮問・答申件数、自主的審議等を考慮すれば、活

発だといえる（飯田市の動向と比較して）。大島区地域協議会もその例外ではない。ただし、

その審議会という性格から決定権限があるわけではない。地域活動支援事業の交付先の決定を

行っているが、自治体との関係では首長等に対して単に答申、具申をすることができるだけで

ある。すでに指摘したように、高田区地域協議会の提言のように、地域協議会からの提言とは

異なる選択を上越市がする場合もある。地域協議会の評価が揺れる理由である。 

   1) 地域協議会の概要 

    ⅰ）地域協議会のメンバーと選出方法 

      全国唯一の公募公選制が導入されている。2005年２月（旧町村13区）98.4％（充足率、

189/192、以下同様）、08年４月（旧町村13区）75.5％（145/192）、09年９月（旧上越市

15区）57.1％（128/224）、12年４月（全28区）73.3％（305/416）、となっている(14)。

報酬は支給されず、交通費相当額1,200円が支給されている。非常勤特別職である。 

      大島地域協議会委員の充足度は、2005年100％（12/12）、08年92.7％（11/12）、12年

41.7％（５/12）、と一度も公選が行われていない。すでに指摘したように、４つの区振

興協議会への割り当てが行われているためである（それでも初回（05年）以外定数に満た

ない）。 

      属性を見ると、性別では男性81.5％女性18.5％（全区）、男性83.3％女性16.7％（大島

区）、再任の委員割合39.7％（全区）、33.3％（大島区）、議員経験者5.3％（全区）、

33.3％（大島区）、となっている（2012年度）。大島区地域協議会の特徴は議員経験者が

多いことである（元あるいは前議員も含まれている）。１期６名、２期１名、３期４名と

なっている（期数は地域協議会のものである。現在３期）。１期で元（１名）あるいは前

議員（５名）が多いのは、合併後のその後に責任を持つこともその理由であった。 

    ⅱ）地域協議会の活動 

      大島地域協議会の開催は12回、自主的審議事項１件、市に提出された意見書１件だった

（2012年）。他の区と比べて、ほぼ同様な傾向である（旧上越市の地区よりは活発）。時

系列に見てもそのようにいえる（表２参照）。  

                                                                                           

(14) 公募前（2012年）は、マイナス意見が多かった（「負担感がある」「やりがいがない」等）。実際は、前回を

上回る応募があった（306人（11.7％）、上越市資料（「上越市における地域自治区の取組」））。また、本文で

指摘しているように再任委員も約40％となっている。 
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＜表２＞ 地域協議会（大島区） 
単位：件数（大島区以外は平均数) 

年度 区 開催（回数） 市からの諮問
答 申 自 主 的 

審議事項 

市に提出され

た意見書  答 申 附帯意見等 

2012 

大 島 12  5   5  0  1  1  

旧町村 12.5 5.1  5.1 0.5 1.0 0.6 

旧上越市 10.1 2.5  2.5 0.6 0.5 0.2 

全 区 11.3 3.7  3.7 0.6 0.8 0.4 

2013 

大 島 11  2   2  0  1  0  

旧町村 11.8 3.5  3.5 0.4 1.5 0.9 

旧上越市  6.4 0.7  0.7 0.1 0.1 0.1 

全 区 10.0 2.1 20.1 0.3 0.8 0.5 

2014 

大 島 9  13   13   0  0  0  

旧町村 11.7 7.5  7.4 0.2 0.6 0.2 

旧上越市  9.7 5.9  5.9 0.1 0.1 0.1 

全 区 10.7 6.7  6.6 0.2 0.4 0.2 
 

＜参考＞ 
 

年 度 開催（回数） 市からの諮問
答 申 自 主 的 

審議事項 

市に提出され

た意見書  答 申 附帯意見等 

2004  2.0  6.8  2.3 0.1 0.3 0.1 

2005 10.5 15.2 19.6 1.5 3.6 1.5 

2006 10.9 14.4  1.5 3.0 3.0 1.5 

2007 11.8  6.3  6.7 0.6 1.8 1.1 

2008 11.8  6.0  6.0 0.8 2.4 0.9 

2009  7.5  1.5  1.5 0.2 1.6 0.8 

2010 10.6  5.2  5.2 0.3 0.3 0.5 

2011  9.8  2.0  2.1 0.2 0.8 0.7 

注：平均件数である。旧上越市15区は、2009年度10月からである（当該年度の最初からの件数を分母28で割っ

ている（比較する場合実際よりも少なくなっている））。2008年度までの分母は13区、それ以降は28区で

ある。 

 

   2) 大島区地域協議会からの答申・意見書への市の対応 

    ⅰ）答申への市の対応 

      諮問がありそれに対する答申があったものは、2014年度は全市では平均6.6件、大島区

は13件であった。大島区の諮問は、多目的共同利用施設の廃止について（竹平、西沢、板

山、上達、藤尾、計５件）、農作業準備休憩施設の廃止について（大島中野、棚岡、熊田、

牛ケ鼻、計４件）、竹平地域活性化施設の廃止について、大島ゆきわり荘の使用料の変更

について（以上農業政策課）、大島就業改善センターの使用料の変更について（産業振興

課）、大島多目的ホールの使用料変更について（体育課）、である。 

      2006年以降94件の諮問・答申を行っている。そのうち、「不適当」の答申はない。ただ、

附帯意見が付された答申もある。2005年度４件、07年１件である。 

      すでに重要課題をめぐるアクターの動向で検討してきたように、2005年度の大島生活環

境改善センターの指定管理者による管理について、農村環境改善センターの指定管理者に

よる管理について（旭、菖蒲、計２件）、大島若者交流会館の指定管理者による管理につ

いて、といった指定管理者についての案件である。これらの答申（７月21日付）では、適

当としながらも、その指定管理者の選定先を附帯意見として記している（たとえば、○○
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区振興協議会）。これに対して、市は附帯意見に即して指定管理者を選定する旨の通知を

地域協議会に行っている。たとえば、「諮問した業務について指定管理者に管理を行わせ

ることとし、市議会９月定例会に条例案を提出する。また、答申に添えられた意見に則り、

指定管理者には保倉区振興協議会を選定する」と通知している（同年８月10日付）。地域

協議会の答申に応える姿勢は理解できる(15)。 

      2006年度の大島区における地域生涯学習センターの使用料の改定について、適当と認め

ながら附帯意見を付している。それに即した対応が行われている（体育館をゲートボール

コートとすること）。 

    ⅱ）自主的審議事項とそれへの市の対応 

      地域協議会は、地域の課題について自主的に審議し意見書を提出することができる。地

域協議会によって提出された意見書の動向は、表３の通りである。2014年まで143件提出

されており、そのうち市が検討や実施などの検討を行ったものがほとんどである。 

      対応を図らなかったものは、たとえば、類似政策があること（高田区の「街路の在り方

について」に関する提案（高田区地域協議会）、2012年４月26日、市の対応同年５月24

日）、その重要性が低い（吹上・釜蓋遺跡の魅力発信に向けた創作物語を公募する事業の

提案について（和田区地域協議会）、2012年３月８日、市の対応同年４月15日）という認

識によって、対応を図らないという市の回答もある。 

      しかし、基本的な立場の相違（基本構想に即しているかどうか、市民参加を充実させて

いるかどうか）によって、対応を図らないものもある（諮問事項とも関連している）。高

田区地域協議会が提出した（仮称）厚生産業会館基本設計について、である（2014年10月

29日）。「基本設計は建設費を含め基本構想と大きく異なるにも関わらず、市民に説明も

ないまま決定されたことは問題である」、「改めて市民の声を聞いて基本構想から見直し、

諮問していただきたい」、というものである。それに対して、市は「この度策定いたしま

した基本設計は、基本構想において定めた施策の目的、方針、建設場所及び施設の内容に

ついて変わるものではなく、市民意見を十分お聞きし、可能な限り市民への説明も行って

おります。／したがいまして、基本構想を見直し、改めて諮問する考えはございません」

と対応している（2014年11月13日）。 

      大島区地域協議会では、自主的に審議した事項18項目のうち13項目について意見書を提 

 

 

＜表３＞ 意見書の反映状況（全区、年度別） 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計

○ 1 17 18 11 11 15 10 14  9 13 4 123 

× 0  2  2  3  2  1  3  4  2  0 1  20 

計 1 19 20 14 13 16 13 18 11 13 5 143 

注：○は、市が検討や実施などの対応を図ったもの、×は、対応を図らなかったもの、を示している。検討中

は毎年度０である。 

  

                                                                                           

(15) 条例案や選定について議会の議決の前に具体的な通知を出すことには問題がある。2006年度の附帯意見に対する

通知では、「上越市地域生涯学習センター条例の一部改正議案は、市議会３月定例会に提出する」となっている。 
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     出している(16)。ほくほく線電車の高田駅乗り入れについて、大島区における市行造林の

保育管理について、地域自治区及び地域協議会の恒久的措置について、大島区の地域情報

化基盤の整備について、克雪住宅協調整備事業の廃止について、要援護世帯除雪費助成事

業等について、克雪住宅協調整備事業の復活要望について、市営水道の引込管工事費の受

託者負担の軽減について、市道の安全施設を含む適正な維持管理について、長野県北部地

震災害に対する復旧支援について、地域事業費制度の見直し案について、将来的な行政組

織の再構築に向けた総合事務所の在り方について、大島区における宿泊温浴施設の在り方

について（第３期）、の13項目である。これらのうち、すでに検討した「克雪住宅協調整

備事業の廃止について」以外は市が検討や実施などの対応を行っている。 

      最近の意見書では、すでに指摘した「大島区における宿泊温浴施設の在り方について」

がある（2012年11月１日)(17)。 

  ④ 議会のチャンネル 

    地域協議会との意見交換会を議会は制度化しているわけではない。とはいえ、議会は区毎に

行われる議会報告会で提出された意見に対して、議会として対応している。同時に、そこで出

された意見等も踏まえて、議会の一般質問・代表者質問で生かしている。 

   1) 提出された意見への対応 

     議会報告会は、2008年から開催しているが、2011年２月より住民との意見交換を重視する

ために手法を変えている。意見交換会を単独に開催する場合と、議会報告の後に意見交換会

を開催する場合の２つの方式がある。 

     大島区の場合、2012年度と2014年度の２回開催されている（大島区公民館、表４参照）。

2014年度の参加人数は37人、18人と決して多いとはいえない。ちなみに、男性15人、女性２

人、10～30代まで０人、40代１人、50代３人、60代８人、70代５人となっている（未記入が

いるため18名にはならない）。議会報告会の評価は、よい９人、普通７人である。 

     大島区において意見数は、23件である。そのうち、委員会等で対応を協議したのは、４件 

 

＜表４＞ 大島区の議会報告会・意見交換会の状況 
 

年 度 区 参加者 意見数 
委員会等で

対応を協議

行政側に伝

える   

当日の回答

どおり   

過去に出た

意見と同じ

2012年 
大 島 37  9  4  2  3  0  

 全 区＊ 22.2 12.8 1.9 3.6 5.7 1.7 

2014年 
大 島 18  14  0  6  6  2  

全 区 21.5 16.3 1.0 4.8 9.1 1.4 

注１：上越市議会資料（議会報告会・意見交換会での意見（総括表）上越市議会意見交換会開催概要等）を参

考に作成。 

注２：＊は、2011年度から2013年度の１会場の平均を記している（大島区も含む）。35会場、参加者数777人で

ある。同様に2014年度は１会場の平均を記している。  

                                                                                           

(16) 自主的審議をしたにもかかわらず、意見書として提出していない項目は、通学道路の街灯設置について、大島

保健センターの利活用について、大島多目的ホールふれあい館の敷地内の水銀灯設置について、大島区における

宿泊温浴施設の在り方について（第２期）、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる体制づくりについて、

である。 

(17) 上越市資料（「平成24（2012）年度に提出された意見書の反映状況」）。なお、その後市は、指定管理を行っ

たが、その業者が途中で辞退したため、現段階では閉鎖されている。 
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    である（すべて2012年度）。①介護保険料が県下最高でありその対策について、②介護認定

者が増えないように予防対策の充実、③柏崎刈谷原発再稼働についての見解、および議会と

しての意見書の提出、④総合事務所の産業建設グループの集約を一般化すること、といった

意見だった。 

     これに対して、①②については、議会として検証することの確認、③については、従来の

意見書を確認するとともに新たな意見書（再稼働にあたっての検証と慎重な対処を求めるも

の）を可決、④については継続審査中であり、慎重に協議、といった委員会等での対応協議

結果が出されている。③以外、便宜的な協議結果のように思われるかもしれないが、すでに

委員会において所管事務調査を行いその中で検討し結論を出している。すぐ後に確認するよ

うに、テーマによっては一般質問で確認・提案が行われている（石平2015：100－101（表

２））。 

     議会として審議しそれを公表している（『じょうえつ市議会だより』No.174（2012年11月

１日号）、ＨＰ上で「市民と議会の意見交換会で聴取した意見の対応状況一覧」等）。 

     なお、議会報告会・意見交換会において提出された意見として議会として新たに委員会協

議のテーマとしたものではないが、すでに委員会の所管事務調査を行っているものもある。 

     すでに指摘した地域協議会で自主的に審議し意見提出した13項目のうち、議会として、ま

た議員として取り組んでいるものもある。克雪住宅協調整備事業の廃止について、要援護世

帯除雪費助成事業等について、克雪住宅協調整備事業の復活要望について（建設企業常任委

員会、2008年３月（開催回数１回）、質問回数５回、2009年３月（開催回数１回）、質問回

数０回）、地域事業費制度の見直し案について（総務常任委員会、2010年11月～2011年10月

（開催回数６回）、関連質問回数26回）、将来的な行政組織の再構築に向けた総合事務所の

在り方について（総務常任委員会、2011年10月～2014年４月（開催回数11回）質問回数11

回））、である。 

     なお、大島区における宿泊温浴施設の在り方について（第３期）については、「あさひ荘」

のことであるが、これについて議員・会派によって議会で議論されている（たとえば、総括

質疑において今後のあり方を問うている（2012年６月定例会））。 

   2) 質問に活かす 

     すでに指摘したように、議会は地域自治区制度を積極的に進める立場である。そこで、こ

れに関する質問を旺盛に行っている。また、委員会の所管事務調査を積極的に行い、それを

踏まえて、議員は各自で質問を行っている。 

     議会報告会において提出された意見のうち介護保険関連については、厚生常任委員会で

「第５期介護保険事業計画について」（2012年１月～同年２月（開催回数２回））、「第５

期介護保険事業計画に基づく特別養護老人ホーム設置経緯について」（委員協議会、2013年

９月～同年10月（開催回数２回））といった課題で議論が行われていた。 

     また、産業グループ・建設グループの集約化については、「将来的な行政組織の再構築に

向けた総合事務所のあり方について」（2011年10月～2014年４月（開催回数11回））といっ

た課題で所管事務調査が行われている。この議論を踏まえて、2011年９月より2014年３月ま

で、これに関連する11回の一般質問が行われた。 

   3) 今後の議会の課題 
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     地域協議会と議会との関係は、制度上ない。地域協議会会議に議員が傍聴することや、議

会報告会に地域協議会委員が参加することはある。また、地域協議会主催で地元出身議員と

の意見交換会が行われているところもある。大潟区では、地域協議会会長の呼びかけで、大

潟区選出市議会議員（２名）と委員との意見交換が行われた（2011年１月31日開催）。たし

かに、地域協議会は首長の諮問機関ではあるが、地域の利害調整と利害表出機能を持った制

度化された組織である。議会報告会との連動も模索してよい。また、所管事務調査でも活用

されているが、個々の議員の質問に活かされるだけであって、委員会としての提言を提出す

るべきであろう。 

  ⑤ 議員としての対応 

    すでに指摘した一般質問・代表質問を議員が行うこととも重なるが、常時当該区の利害に関

心を持ちその実現に向けて活動する議員の動向も重要である。地域出身議員＝地域代表（口利

き活動）というイメージで議論される場合もあるが、大島区の場合、議員ゼロ地域である。そ

のため、その区と関連がある議員の活動を中心にその動きを確認する必要がある。 

    大島区のヒヤリングから、大島区在住の議員ではない２人の議員の名前が挙がっている。１

人は、石平春彦議員（無所属）、もう１人は橋爪法一前議員（共産党）である。前者は大島区

で生まれ育ち、現在も親と長男家族がそこに住んでいる（居住区は旧上越市（和田区））。後

者は母親が大島出身であるが、隣の吉川区で生まれ育ち現在も生活している。橋爪前議員は、

2015年統一地方選挙で県議会議員選挙に立候補し落選している。前者の活動を中心に、議員ゼ

ロの区に係る議員活動を確認しておこう。 

    なお、誤解を避けるために指摘しておけば、紹介する議員は、一方で選挙を念頭に地元利害

の実現の追求を目指しつつも、他方で議会の構成員である議員として全市的な視点からの活動

を目指している（上越市では「全国区」と比喩）。 

    石平議員のチラシ（現居住区、全市とは別に大島区を対象としたもの）には、「こんにち

は！ 大島区出身、市議会議員」「ふるさと大島区の元気と全安心のために、全力で取り組ん

でいます。」「（立候補予定者の中で）唯一の大島区出身議員です。皆さんと思いは一つ。だ

から、ふるさとのために真に働けます。」といったように大島区出身をアピールしている

（2011年８月、2012年４月、2013年１月、参照）。 

    具体的には（見出しを列挙）、３・12長野県北部地震災害の復旧対策に奔走＜被害膨大な菖

蒲区＞、合併直後から、ふるさと大島区の災害復旧対策に全力で取り組む、地域協議会の充実

にむけて、積極的に支援／全国への情報発信も、地域活性化にむけて奮闘する大島区のみなさ

んに、現場でエールを送る、地域自治・地域協議会活動の充実にむけて積極的に支援／区行政

の機能縮小も許さず、こんなことも率先して取り組んでいます（中山間地域の積極的振興・飲

み水（水道水源）の保護、オンデマンドバスの導入を、隣接地にある世界最大の原発に対する

徹底した安全・災害対策を、地震・豪雨・豪雪等の災害対策、北陸新幹線が開通したあかつき

には、ほくほく線電車を乗り入れて新幹線とのループ化を）、ほ場整備の円滑な推進へ、あさ

ひ荘再開へ（地元の存続活動と連携し取組む）、地元要望を受け災害復旧に奔走、といった成

果がアピールされている。 

    特徴的な活動として、次のようなものがある。災害復旧対策、温浴施設「あさひ荘」の営業

再開、ほ場整備事業、冬期間不通の苗代道（農道・林業）、及び市道の春先早期除雪、である。
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大島区全体の重要な争点とともにより広範囲な課題を取り上げることによって、より身近な議

員であることをアピールできる。 

    周知のように、石平議員は自治基本条例制定、都市内分権の制度化にあたって理論化すると

ともに実践でも先頭になった方である。全市的な活動、現居住地の和田区の課題とともに、大

島区の課題の実現に向けて奮闘している。地域利害の吸い上げは、選挙時では大いに有効であ

る。同時に、全市的な活動も議員としては不可欠であるという。石平議員にとって、都市内分

権、原発、人権、環境、平和等が重要課題として位置づけられている。議員にとっては両側面

の活動が重要だという認識である。 

 

むすび 

 議員ゼロの大島区における利害の調整と表出を確認してきた。それを担う、正統に選挙された議員

によって構成された大島村議会は合併にあたって消滅した。上越市議会において、選挙区選挙が終了

した後には、大島区出身議員は選出できていない。これらの動向を踏まえての議論である。 

 議員ゼロによって、区の利害の調整と表出がまったくできないわけではない。 

① 地域協議会 ― 他の住民団体と協働しつつ ― は、利害調整機能とともに表出機能を担っている。 

② 議会改革を進めている議会・議員が地域協議会等の区住民の声に呼応している。 

 このように、充実した地域自治区制度、議会改革を進めている議会が存在していれば、議員ゼロ区

の利害表出が不可能というわけではない。 

 同時に、区出身議員は存在しなくとも、当該区と関連している議員が存在し、その議員が議員ゼロ

区の利害表出を担うこともある。 

 これら２つの意味で、議員＝出身区の代表（口利き議員）と単純にはみなすわけにはいかない。議

会改革は、全市の代表という意識を有する議員を育てる。とはいえ、議員が自分の使命としても、ま

た当選のためにも議員ゼロ区で活動する場合もある。なお、他の区と連携して地元選出議員を選出す

る試みを無駄だと評価するわけではない。これらのことが調査から確認できた。 

 とはいえ、この構図には留意すべき論点がある。重要な争点のうち、地域協議会、議会・議員の連

携が形成されたのは大島区に限っての争点ではない。また、大島区に固有な争点が実現しているが、

その争点は行政による提案の枠内でも解決できる地域協議会等からの意見である。行政と対立する

テーマである場合、実現が保障されるかどうかについては留意すべき論点である。ちなみに、大島区

だけではない争点は、敗北した争点、修正して着地した争点があった。これらは地域経営にとっての

根幹になるテーマである。こうしたテーマについて、個々の地域協議会の要望と、議会・議員の活動

との連携は可能となったが、さまざまな地域協議会の間の連携はない(18)。 

 この留意点を確認すれば、議員ゼロ地域（それだけではなく人口が少ない旧町村）の利害の調整に

とって地域協議会と議会改革が必要であることが理解できる。とはいえ、地域協議会自体の問題、地

域協議会と議会との新たな関係といった課題が浮上している。 

 まず地域協議会には、その制度設計をめぐる根源的な課題がある。公募公選制が作動しないこと

                                                                                           

(18) 13区には、合併前にそれぞれ住民組織が設置されたことは、本文で指摘している。これらの住民組織の連絡会

が結成され、市の担当課も参加して不定期に開催されている（13区住民組織連絡会（2007年、前身は13区住民組

織意見交換会（2006年）））。これらの住民組織を含めて、上越市の住民組織は、ソーシャル・キャピタルに重

要な役割を果たしている（三浦2015）。 
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（この理由の１つはその制度のもう１つの根幹である無報酬が含まれる）、地域協議会による意見・

要望に対する決着の仕方に対する不満の広がりがあること(19)、である。 

 もう１つは、新たな議会改革を進めていようとも、また地域協議会の制度設計に積極的にかかわっ

たとしても、地域協議会を重要な住民組織として位置づけているならば、地域協議会と議会との連携

が求められる。 

 以上の制度およびその運用のかかわる留意点とともに、議員の新たな役割についての留意点もある。

議会は全市を対象として活動するとしても、また議員は全市の代表として活動したいとしても、１つ

の区の利害にどの程度関心を示すかは、同様に今後留意すべき論点である。 

（えとう としあき 山梨学院大学教授／大学院研究科長） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【主要参考・引用文献】 

新潟県上越市企画・地域振興部企画政策課編集・発行、2007、『新しい自治体づくりへの挑戦 ― 共生都市上

越 合併の記録』 

上越市地域協議会検証会議、2015、「地域協議会の一層の活性化に向けた検証結果報告書」 

石平春彦、2008、『「自治体憲法」創出の地平と課題 ― 上越市における自治基本条例の制定事例を中心に 

― 』公人の友社 

石平春彦、2010a、『都市内分権の動態と展望 ― 民主的正統性の視点から ― 』公人の友社 

石平春彦、2010b、「自治基本条例案策定に議会はどうかかわったか」廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編

『議会改革白書2010年度版』生活社 

石平春彦、2015、「コミュニティ政策と都市内分権に関する上越市議会の取組」コミュニティ政策学会編『コ

ミュニティ政策13』東信堂 

菅沼栄一郎、2008、「岐路に立つ『議会の原点』 ― 無投票になった上越市の地域協議会の改選」『地方自治

職員研修』2008年５月号 

福島富、2006、「上越市の地域自治組織 ― 公募公選制はどのように実現したか ― 」『地域自治組織と住民

自治』（地域と自治体第31集）自治体研究社 

三浦一浩、2012、「上越市の地域協議会は『岐路』に立っているのか」『月刊自治研』631号（2012年４月号） 

三浦一浩、2015、「自治体とソーシャル・キャピタル」坪郷實編『ソーシャル・キャピタル』ミネルヴァ書房 

山崎仁朗・宗像俊編、2013、『地域自治の最前線 ― 新潟県上越市の挑戦 ― 』ナカニシヤ出版 

  

                                                                                           

(19) 旧町村の「住民に不満を残しながら実施された」（石平2015：103）。 
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＜資料１＞ 地域協議会が自主的に審議した事項一覧          【2015年８月31日現在】 

（◎…市長等に意見書として提出されているもの） 

 

地域協議会名 審議事項 

大島区地域協議会 ◎ほくほく線電車の高田駅乗り入れについて 

・通学道路の街灯設置について 

◎大島区における市行造林の保育管理について 

◎地域自治区及び地域協議会の恒久的設置について 

◎大島区の地域情報化基盤の整備について 

◎克雪住宅協調整備事業の廃止について 

◎要援護世帯除雪費助成事業等について 

◎克雪住宅協調整備事業の復活要望について 

◎市営水道の引込管工事費の受益者負担の軽減について 

◎市道の安全施設を含む適正な維持管理について 

・大島保健センターの利活用について 

・大島多目的ホールふれあい館の敷地内の水銀灯設置について 

◎長野県北部地震災害に対する復旧支援について 

◎地域事業費制度の見直し案について 

◎将来的な行政組織の再構築に向けた総合事務所の在り方について 

・大島区における宿泊温浴施設の在り方について（第２期委員） 

◎大島区における宿泊温浴施設の在り方について（第３期委員） 

・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる体制づくりについて 

・少子化対策について 
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＜資料２＞ 大島区地域協議会からの意見書内容 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  大島区における市行造林の保育管理について 

意見書 

内 容 

(2006. 4.18) 

 大島区に約100haの市行造林（分収割合が市70％、土地所有者30％の分収造林）があり、市

の大きな財産となっております。優良材の生産と併せて国土保全及び水資源の涵養のため、今

後とも保育管理を適切に実施するよう特段の配慮をお願いいたします。 

意見書 

回 答 

(2006. 6.26) 

 大島区の市行造林（市営分収林）は、1970年から1973年にかけて植栽され、おおむね35年を

経過し、この間民有林造林事業の採択を受けて、２回の除間伐並びに４ｍ程度までの枝打ちな

どの保育管理を実施してまいりました。 

 今後も引き続き雪害等の状況により必要に応じた管理を行い、優良材の生産や水源の涵養な

ど森林の持つ多面的機能が保全されるよう努めてまいりたいと考えております。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  ほくほく線電車の高田駅乗り入れについて 

意見書 

内 容 

(2006. 4.18) 

 現在、ほくほく線の電車を利用して高田駅へ行くには、直江津駅で乗り継がなければなりま

せん。高齢者には、乗り換えのわずらわしさが苦痛となっています。 

 しかしながら直通運転されれば通学、通勤そして通院等の利便性も良くなり利用者も増える

と思います。春日山駅も市役所近くに移設された現在、体育館、文化会館、医師会館等も近く

にあり大変便利だと思います。 

 また、北陸新幹線開業後も上越駅（仮称）まで乗り入れできれば、さらに新幹線利用が便利

になります。 

 ほくほく線も開業９年目に入りましたが、収入の９割をＪＲはくたかの使用料に頼っている

現状です。10年後の北陸新幹線開業後、ほくほく線の存続は、沿線各区での生活にとって必要

不可欠なものとなっています。 

 ほくほく線の利用拡大の面からさらなる利便性の向上を図るべく、実現に向けて要望するも

のであります。 

意見書 

回 答 

(2006. 6.23) 

 日ごろ地区の皆さまから、生活の足としてほくほく線をご利用いただいているところであり

ます。 

 ほくほく線は、大島区のみならず沿線住民の日常生活にとって大変重要な交通手段であり、

ご要望のように高田駅まで延伸されれば、通勤・通学、通院などの利用促進につながることと

大いに期待されるところであります。 

 この件につきましては、北越急行(株)へ要望するとともに、新潟県鉄道整備促進協議会を通

じて行われているＪＲへの要望の際に「ほくほく線沿線地域振興連絡協議会」から例年要望さ

れているところでありますので継続して要望してまいります。 

 また、北越急行(株)では新幹線の延伸（長野・金沢間）に伴う利用者の減少により経営状況

が厳しくなるものと想定した中で昨年、社内に検討チームを設置し、高田駅延伸を含め北陸新

幹線開業後の対応を検討されていると伺っております。 

 いずれにいたしましても、市としては、信越本線に対する利用改善との整合性を図りなが

ら、今後一層の利便性向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  地域自治区及び地域協議会の恒久的設置について 

意見書 

内 容 

(2007. 2.28) 

 市町村合併に伴い、合併特例法に基づいて旧13町村に地域自治区及び地域協議会が設置さ

れ、市長からの諮問事項及び自治区において必要と認める事項等について審議し、答申、意見

書を提出してきました。 

 地域協議会は、今や単なる諮問、審議機関ではなく、自治区住民の意見を調整し、協働の要

と位置付けられ、欠くことのできない制度となっております。2010年１月１日以降において

は、地方自治法に基づく地域自治区を恒久的に設置されることを強く要望します。 

意見書 

回 答 

(2007. 3. 9) 

 当市の地域自治区における地域協議会につきましては、私からの諮問に答申する付属機関と

して位置付けるだけではなく、住民の皆さん自らが地域の方向性を考え、決定していくため

の、極めて重要な自治の仕組みであると考えております。 

 そこで、現在旧町村の区域のみに設置されている地域自治区を、合併前の上越市の区域にも

設置し、普遍的・恒久的なものとしていくとともに、13区と同様な仕組みによる地域協議会を
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設置し、住民自治を一層充実したものとしてまいりたいと考えております。 

 つきましては、2007年度から、地方自治法に基づく地域自治区を全市的に設置することに向

けた取組を推進してまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  大島区の地域情報化基盤の整備について 

意見書 

内 容 

(2008. 1.23) 

 2011年７月を目途として地上テレビ放送の完全デジタル化が推進されていますが、大島区の

地形条件等から、地上デジタルテレビ放送が受信できる世帯はほとんどない状況に陥ると想定

されています。加えて、採算等の問題から民間主導では情報通信基盤の整備は期待できない状

況となっています。 

 このような現状から大島区では、地上デジタルテレビ放送が視聴できる環境と総合的な情報

通信基盤の整備推進が喫緊の課題となっています。また、情報通信基盤の整備は限られた地域

事業費の中で実施いたしますが、過疎化・高齢化の進む大島区の地域活性化には、情報通信基

盤の活用は必要不可欠な手段であることから、放送と通信の環境整備を一体的に行うことが、

地域事業費の効果的活用につながると考えます。 

 このような観点から、大島区の情報通信基盤整備について、行政が主体となり対策を講ずる

もの（公設整備）とし、整備方式については、汎用性があり特に将来性の高い光ファイバ網を

利用して、放送基盤（地上デジタルテレビ放送）と通信基盤（ブロードバンド）を一体的に整

備するＮＴＴ東日本㈱提案の光ファイバ２芯方式を採用し、地域住民の理解を得て進めること

が適当であるとする意見で集約しました。 

 すでにテレビ放送は民放も含め実質上のユニバーサルサービスとなっており、また、情報通

信技術の活用は、新たな地域間交流や産業の創出等地域の活性化を図る上で重要不可欠なもの

と考えますので、2009年度の事業実施に向けて特段のご配慮を賜りますようお願いいたしま

す。 

 また、整備費に係る受益者負担金及び施設設備の利用料の設定に当たっては、生活状況に応

じた減免措置の設定はもとより、住民の負担が必要最小限となるよう重ねてお願いいたしま

す。 

意見書 

回 答 

(2008. 2.21) 

 市内におけるブロードバンド、テレビの地上デジタル放送及び携帯電話等の情報通信基盤に

ついては、各地域によって整備状況が異なり情報格差が生じていることから、昨年３月に市の

「情報通信基盤整備方針」を策定し、「2010年度末までに市全域で利用可能な状態を目指す」

という実施方針を定めました。 

 また、この方針に基づき各地域の実情に即した整備推進を図るため、合併前の上越市及び13

区別の整備推進計画を作成したところであり、この計画に基づき事業を実施していくこととし

ております。 

 大島区においては、ほぼ全域がテレビの地上デジタル放送難視聴地域になると見込まれてお

り、また区内全域でブロードバンドが利用できないことから、これらの情報格差の早期解消が

大きな課題となっております。しかしながら、民間事業者の採算性の問題から事業者独自の整

備が極めて困難な状況にあることから、市の事業実施も視野に入れながら、整備方策の検討を

進めてまいりました。 

 市といたしましては、ＮＴＴ東日本㈱から事業提案のあった「ネットワーク方式」が急速な

情報通信技術の進展に対応できる方式であることから、整備方式について「ネットワーク方

式」を採用することといたします。 

 市の事業実施については、国庫補助事業としての取組が前提となりますので、ブロードバン

ド及びテレビの地上デジタル放送の一体的な環境整備に向けて、今後とも国・県及び事業者、

地域住民の皆様等と協議を図りながら事業推進に努めてまいります。 

 また、整備費に係る受益者負担金等につきましては、いただいたご意見の趣旨は十分理解し

ておりますので、施設設備における住民の皆様の費用負担の考え方を整理し、十分に検討を重

ねて負担額を定めたいと考えております。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  克雪住宅協調整備事業の廃止について 

意見書 

内 容 

(2008. 4.10) 

 本制度は、旧東頸城郡の先人たちが長年にわたり新潟県等と協議を重ね、ようやく実現した

制度であると聞いております。 

 大島区をはじめとする特別豪雪地帯では、本制度は多くの住民から利用されてきており、冬
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季の生活環境の向上に大きく寄与してきました。このような中での今回の制度廃止は、当区に

とって最重要課題である克雪・利雪に関わるものであります。廃止にあたっては１年間の猶予

を持って市民に周知するなどの配慮が必要と考えます。 

 当市の厳しい財政事情については十分承知をしておりますが、高齢化が進んでいる当区の事

情をご賢察いただき、市の補助制度の復活に前向きにご検討くださるよう特段のご配慮をお願

いいたします。 

意見書 

回 答 

(2008. 5.19) 

 克雪住宅協調整備事業は、克雪住宅化の促進により冬期間の屋根雪除雪の回避及び肉体的・

精神的負担の軽減と危険防止を図り、快適な生活を確保することを目的に、2001年度から実施

してまいりました。 

 合併前の上越市（高田地区）のほか大島区や中郷区などの８区を補助対象地域の地区指定を

してきたことはご案内のとおりです。 

 この間、本事業の進捗により克雪住宅の効果が広く認知・浸透してきたことから、克雪住宅

化の促進に向けた補助金交付による誘因効果は一定の成果を収め、多雪地域においては克雪住

宅が一般化しつつあります。 

 また、近隣では妙高市が合併時の2005年度から（旧新井市は2004年度から）本事業を廃止し

ているほか、糸魚川市では2001年度当初から本事業の実施を見送っており、当市の厳しい財政

運営やこれまでの事業成果なども考慮して、本事業は2007年度をもって廃止することといたし

ました。 

 このたび、貴地域協議会から本事業の重要性を再考の上、事業の継続又は代替措置について

ご意見をいただき検討をいたしましたが、克雪住宅を整備した市民に対して補助金を交付する

制度は、当初計画のとおり廃止とさせていただきます。 

 しかしながら、上越市第５次総合計画でも定めているとおり、克雪住宅整備に対する支援は

引き続き必要であることから、現行の上越市住宅建築等促進資金の融資制度の利用のほか、克

雪住宅に関する情報提供も行ってまいりたいと考えていますので、ご理解を承りますようお願

いいたします。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  要援護世帯除雪費助成事業 

意見書 

内 容 

(2010. 7.21) 

 当協議会におきましては、要援護世帯が冬期間の生活を安全で安心に送ることが出来るよう

にと2008年度第５回地域協議会以来、勉強会や現地視察等を重ねてまいりました。このたび、

協議結果を地域の実情等を踏まえた提言として取りまとめることができました。 

 つきましては、要援護世帯への除雪費助成策の充実強化を図るため、次の事項について積極

的な措置を講じられるようお願い申し上げます。 

 除雪道路から玄関前までの取付道路にあっては、除雪の都度、除雪を行う必要があり、屋根

雪の除雪以外に苦痛を伴う作業であることから、「道付け除雪」への支援の仕組みについて検

討すること。 

 自然落雪式住宅では、屋根から滑り落ちた雪が２階の窓をふさいでしまうほど堆積し、危険

な状態となることから、軒下に堆積した雪の除雪費を助成対象とすること。 

 かやぶき屋根トタンで覆った自然落雪式住宅は軒高が低いこともあって、避難口の確保のた

めには落雪した雪を頻繁に除雪する必要があり、ひと冬の除雪経費が現行助成限度額を上回る

場合もあることから、実情に沿うよう助成限度額を引き上げること。 

 助成限度額を既得権とみなして、必要以上の除雪を行っている世帯も見受けられることなど

から、公平性の確保に配慮しつつこれを抑制する観点を踏まえ、対象経費の一定割合（10％程

度）を受益世帯の負担とする制度を検討すること。 

意見書 

回 答 

(2010.12. 8) 

 除雪道路から玄関前までの取付道路についての道付け除雪については、取付道路が除雪道路

に面していない私道などであっても、避難路の確保であれば対象となります。（上越市要援護

世帯除雪費助成事業実施要綱第１条） 

 自然落雪式住宅では、屋根から滑り落ちた雪が２階の窓をふさぐほど堆積し危険な状態とな

る場合は、住宅の安全の確保の観点から堆積した雪の除雪費を助成対象としています。（同要

綱第１条） 

 上記の〈市の取組〉アのとおり限度額の見直しは行いませんが、大島区全域を多雪地域とし

ましたので、これまで「その他地域」に区分けされていた世帯は限度額41,000円から65,600円

に引き上げになりました。 

 公平性の確保は制度を維持するために大変重要なことでありますが、対象を市民税所得割が

非課税の世帯としていることから、現段階では受益者からの負担は考えておりません。 
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【大島区地域協議会】 
 

題 名  克雪住宅協調整備事業の復活要望について 

意見書 

内 容 

(2008.12.22) 

 2008年度から廃止されることになった「克雪住宅協調整備事業」について当地域協議会は、

本制度の復活を検討されるよう2008年４月10日付けで意見書を提出いたしましたが、継続でき

ないとの回答を５月19日付けでいただきました。 

 本制度の廃止については市民への周知が無いまま行われ、決定後、３月から５月にかけて、

対象地域の８区の地域協議会に説明したとされていますが、事後報告では、住民の不安や懸念

を解消し地域の課題を主体的にとらえ、地域の意見を市政に反映していくという地域協議会の

本来の役割を考えざるを得ません。 

 このようなことから当地域協議会では、再度意見をとりまとめましたので、ここに提出いた

します。 

記 

 本事業は、1993年の旧村時代に「克雪住宅普及促進事業」としてスタートし、その後、現在

の事業名に変わり合併時までに224件、その後10件の事業実績がありました。 

 雪下ろし中の転落事故などにより昨冬47人（本県８人）の犠牲者があり、その６割は65歳以

上の高齢者だったという調査結果が出ております。豪雪地域で生きていく上で危険を伴う雪下

ろしは宿命的なものです。この危険防止及び負担の軽減を目的とする本制度の果たしてきた役

割は大きく、未だ雪下ろしを要する住宅が当大島区では181戸を数えます。今後もその必要性

は極めて大きいものであります。 

 補助対象地域外との格差（公平性）を本事業廃止の一因とされていますが、当地域では高齢

化が加速的に進んでおり、住み慣れたこの土地に住み続けたいと願う住民にとって本事業は必

要不可欠の事業です。県が本事業を継続している中で、豪雪地域を抱える上越市がこの事業を

やめるのは疑問に思います。広域合併により多様な自然環境をかかえた当市にあっては画一的

ではなく、地域に即した施策が肝要です。 

 豪雪地域の事情を賢察していただき、本制度の復活継続をご検討くださるようお願いいたし

ます。 

意見書 

回 答 

(2009. 1. 8) 

 克雪住宅協調整事業の廃止については、議会審議と並行して本年３月から５月までに開催さ

れた関係する地域協議会の中で説明し、また2008年度の一般会計予算議決後の直近の広報紙４

月15日号で市民の皆さんへ周知させていただきました。しかし、時間が少ない中、必ずしも周

知は十分ではなかったと考えております。今後とも、可能な限り地域協議会を始め市民の皆さ

んに必要な情報を提供し、できることと、できないことを市民の皆さんにはっきりと申し上

げ、時間をかけてご理解をいただけるよう誠心誠意努めてまいります。 

 本事業の廃止は、多雪地域においては克雪住宅が一般化しつつあり、本事業などの公費投入

の政策誘導により、一定の成果が上がったものと判断し、事業廃止の一つの要因と考えたとこ

ろです。 

 しかし、本事業に寄せる多雪地域の皆さんの要望の大きさをここに改めて実感しています。

 本事業の廃止に当たっては、同じ克雪住宅を整備しても居住地によって個人負担に差が生じ

ていることなどを考えたものですが、この間、本事業の廃止に関しては貴協議会のほかに安塚

区と中郷区の地域協議会からも意見書をいただき、９月と12月の市議会定例会の一般質問でも

お答えしたところですが、少子高齢化や過疎化が進行する中、屋根雪処理の危険防止など豪雪

地における支援の必要性は十分認識しています。 

 このことから、雪の多いところと少ないところの雪に対する負担の違いなども考慮しつつ、

全市的に対応を検討していきたいと考えています。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  市営水道の引込管工事費の受益者負担の軽減について 

意見書 

内 容 

(2010. 2.22) 

 大島区の水道施設は、昭和50年代に工事が行われ、施工後、かなりの年数が経過しており老

朽化が進行していると考えられます。 

 このようなことから、毎年のように漏水箇所が発生しており、今後ますます件数が多くなる

ことは必至であります。 

 上越市水道事業給水条例第12条には、給水装置の工事に係る費用は、申込者の負担と規定さ

れています。 

 これは、合併前上越市のように給水管延長が短い市街地のことであり、大島区においては50

ｍ以上という加入者は少なくありません。 

 また、大島区の水道施設は、財政事情もあって公道を避けて農地、宅地等に敷設した経緯も
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あり、量水器までは公費負担で設置されました。 

 市ガス水道局の説明によると、公道及び官民境界から１ｍまでは市の負担であり、以降は申

込者の負担とのことです。 

 大島区では、高齢者世帯の割合が年々増加し、限界集落という地域も多く、年金暮らしの高

齢者にとって経済的に深刻な状況にあります。 

 このようなことから、山間地の現状を考慮され、配水管と量水器間の給水管に係る工事費

は、市の負担とされるよう強く要望いたします。 

意見書 

回 答 

(2010. 3.16) 

(１) 上越市水道事業給水条例の給水装置（給水管等）に関する解釈 

   給水装置工事の費用負担については、上越市水道事業給水条例で定められており、原

則、申込者（お客さま）の負担となります。その場合、公道に属する部分の所有権は、申

込者の負担であっても市に属することになります。 

   また、給水装置の管理も同様に使用者が行うことになっており、修繕に要した費用も、

使用者又は所有者が行うことになっています。 

(２) 大島区における給水装置の現状について 

   区内の給水装置や、民地内に布設されている配水管の現状を、管理図面をもとに調査し

た結果、３つに区分されることがわかりました。 

   ① 公道から単独で宅地内に給水管が引き込まれている場合（「専用給水装置」） 

   ② 公道から農地や宅地など主に民地内を通り、複数の需要家へ枝分かれしながら給水

している場合（「共用給水装置」） 

   ③ 不特定多数の需要家に給水する「配水管」の一部が民地内を通っている場合 

(３) 給水装置の設置状況別対応方法について 

   (２)の現状をふまえて、各々のケースについて次のように対応していきたいと考えてい

ます。 

   ① 公道から単独で宅地内に給水管が引き込まれている場合（「専用給水装置」） 

     給水装置は個人の資産ですが、公道上は個人では維持管理ができないため、宅地内

の第一止水栓（概ね１ｍ以内）までは市が管理します。それ以降は所有者の管理とな

りますので、修繕費など維持管理費用は使用者又は所有者が負担していただくことに

なります。 

    （＊条例第４条、第８条） 

   ② 公道から農地や宅地など主に民地内を通り、複数の需要家へ枝分かれしながら給水

している場合（「共用給水装置」） 

     ①と同様に給水装置は個人資産ですが、水道管布設当時の経過を考慮し、民地内で

あっても各戸に分岐する箇所までの「幹となる管」については、漏水等の修繕に要す

る費用はその状態が改善できるまでの間、市の負担とします。したがいまして、各戸

の分岐点以降は所有者の管理となりますので、修繕費など維持管理費用は、使用者又

は所有者が負担していただくことになります。 

     また、今後、公道上の配水管入替工事を行う場合にあっては、民地内を通る共用給

水装置の切り替えを行い、このような事例の解消に努めてまいります。 

     なお、その際の配水管工事及びそこから分岐する各戸の第一止水栓までの引き込み

管工事については、市の負担で行ないます。それ以降は所有者から負担していただき

接続していただくことになります。 

    （＊条例第４条、第８条第３項ただし書き適用、第16条） 

   ③ 不特定多数の需要家に給水する「配水管」の一部が民地内を通っている場合 

     配水管は不特定多数の需要家に対し給水するための水道管で、市の資産であります

ので、維持管理は市が行ないます。 

     また、今後、配水管入替工事を行う場合にあっては、極力公道に布設し、このよう

な事例の解消に努めてまいります。 

     なお、その際の配水管工事及びそこから分岐する各戸の第一止水栓までの引き込み

管工事については、市の負担で行ないます。それ以降は所有者から負担していただき

接続していただくことになります。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  市道の安全施設を含む適正な維持管理について 

意見書 

内 容 

(2010. 2.22) 

 市道や林道などの維持管理において、安全施設（ガードケーブルなど）を含む維持管理が適

正に行われていない箇所が多く見受けられます。 

 また、集落内以外の集落と集落の間、他の区や他の市に通じる市道については、関係集落の
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ボランティアにより草刈りなどを行ってきた経緯があります。 

 しかしながら、地域住民の高齢化や転出等による人口流出のため、現在では人手不足とな

り、維持管理に困難をきたしている状況にあります。 

 市道の適正な維持管理を行うことは事故防止などにも繋がることから、安全施設等について

は、早急に修繕を行うとともに、集落間や他の区及び他の市に通じる路線は、全市統一の基準

等を策定し、委託などを含む市の責任において対処されるよう要望いたします。 

意見書 

回 答 

(2010. 4. 1) 

 市道の維持管理については、道路交通に支障が生じることがないよう、随時補修工事を行う

こととしており、広範囲にわたる補修が必要な場合は、通行の安全を確保しながら計画的に補

修工事を行っております。 

 ご指摘のありました、大島区内の市道東頸城幹線におけるガードケーブルの補修について

は、破損が広範囲にわたっているため、カーブ区間や狭隘箇所を優先し、計画的に修繕工事を

実施してまいります。 

 また、市道の草刈りについては、道路管理者である市が行うことを基本にしていますが、管

理すべき市道延長が長いことから、すべての草刈りを市が行うことができません。このため、

町内会や地先の方など、地域の方々の協力を得て協働作業として管理しているのが現状であり

ます。しかし、高齢化等の理由により地域での対応が困難な場合は、その都度関係町内会等と

協議し、対応方法を決めております。このため、草刈りが困難になっている区域がありました

ら、お気軽に大島区総合事務所にご相談くださるようお願いいたします。 

 今後も業者や職員による道路パトロールを継続し、破損個所や危険個所の早期発見、早期補

修に努め、安全に安心して通行できる道路管理を行っております。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  長野県北部地震災害に対する復旧支援について 

意見書 

内 容 

(2011. 4.20) 

 2011年３月12日午前３時59分に発生した長野県北部地震は、長野県栄村を震源とし、揺れの

大きさは震度５弱とされています。震源に近接する大島区菖蒲地区では、体感で震度６以上と

も言われるほど強い揺れを感じ、大きな被害をもたらしました。同地区では、一部住民が３月

12日から15日まで、菖蒲農村環境改善センターへ避難し、水道施設の被災により、約１週間の

断水を経験しました。現在、仮復旧による通水が行われているところです。 

 このような中、以下の点について要望いたします。 

 雪消えとともに顕在化が懸念される農地・農業用施設の被害に対し、万全の対策を期すこ

と。 

 仮復旧となっている水道施設の本復旧工事に、早急に着手すること。また、菖蒲農村環境改

善センター、菖蒲高原緑地休養施設等の公共施設の被害についても、早期に対応すること。 

 今後も大きな余震が心配される中、揺れの実態を正しく、迅速に把握し、確実な対応を可能

にするため、大島区菖蒲地区に地震計を設置すること。 

 公的支援のない「一部損壊」住宅に対し、修繕費用を助成する制度を創設すること。その際

は、隣接する十日町市と同等の、修繕費用の20％、上限額20万円とすること。 

意見書 

回 答 

(2011. 5.26) 

(１) 

 農地・農業用施設等につきましては、春の農作業に支障が生じないよう、市単独事業

の「小規模災害復旧事業」で早急に対応し、国の補助対象となる災害につきましては、

応急仮復旧工事を行うとともに、市議会６月定例会で補正予算の議決を得た後、国の災

害査定を受けて本復旧に取りかかりたいと考えています。 

(２)－① 

 給水管については、雪が消え、本工事が可能となった場所から速やかに着手します。

本管については、被害個所の特定作業を進め、市議会６月定例会で予算を補正した後、

工事に着手します。 

(２)－② 

 地震により、大島区では菖蒲農村環境改善センター及び菖蒲高原緑地休養広場等、７

施設に被害が生じました。これらの施設の管理は、指定管理者制度を導入しています

が、被害が地震に伴うものであり、かつ、大規模なものであることから、指定管理者と

協議のうえ、復旧に係る経費は市が負担することとしました。 

 牛ヶ鼻農作業準備休憩施設の玄関ガラスなど、緊急を要するものは３月中に対応した

ほか、大島農業実習交流センター及び熊田農作業準備休憩施設等についても４月１日に

補正予算を専決処分し順次対応しています。また、積雪により被害の全容が把握できな

かった菖蒲農村環境改善センター、西沢多目的共同利用施設及び菖蒲高原緑地休養広場

については、市議会６月定例会で予算を補正した後、工事に着手します。 
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(３)  

 市内の震度計（地震計）の設置状況は、気象庁のものが２カ所あるほか、県が木田庁

舎や13区の総合事務所に設置していますが、市が設置しているものはありません。これ

らの震度情報は、震度情報ネットワークを通じて気象庁に伝わり、速報がテレビ等を通

じて皆さんに伝達されており、このネットワークに取り込まれないと、震度計設置の効

果は少ないものと考えます。 

 また、地震災害に対する支援や復旧事業の実施にあたっては、地震の大きさではな

く、道路や農業施設の個々の被害状況に応じて具体的な対応をしています。 

 このようなことから、震度計の増設が、被害予防や復旧事業に直ちに効果があるとは

考えておらず、現段階では増設する考えはありません。 

(４) 

 一部損壊住宅に対する助成金の交付は、2004年の中越地震並びに2007年の中越沖地震

においても実績がなく、この度の地震による一部損壊住宅に対し修繕費用を助成した場

合、被災者間に不公平を生ずることから、現段階では新たな制度の構築は考えていませ

んので、ご理解ください。 

 なお、一部損壊の修繕を含むリフォームについては、住宅リフォーム促進事業におい

て、被災者用の枠を設け４月１日から６月30日まで受け付けています。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  地域事業費制度の見直し案について 

意見書 

内 容 

(2011. 6.30) 

 このことについて、このたび市から示されている地域事業費制度の見直し案について、当協

議会において慎重に協議した結果、下記の通り意見を述べます。 

記 

1. 地域事業費枠を撤廃することは、諸般の状況に鑑み、やむを得ないものと考えます。 

2. 見直し案では、すべての事業において「全市的な視点で優先度を設定」とありますが、単

に経済効果・費用対効果といった基準で判断するのではなく、過疎・豪雪地域の振興及び限

界集落を元気にするための施策等に配慮した「視点」をもって優先度の設定をお願いした

い。またその際は、各区における優先順位にも配慮をお願いします。 

3. 大島区地域事業「市道岡線・下岡橋架替工事」については、幅員が狭いことから、冬期間

除雪作業に支障をきたすとともに、スリップ等により人と車のすれ違いが非常に危険である

ことから、架け替えは地域住民の悲願であります。総ざらいでは「実施時期の見直し」との

評価を受けていますが、１年でも早い着工をお願いします。 

意見書 

回 答 

(2011. 7. 6) 

【ご意見２について】 

 見直し案では、すべての事業において「全市的な視点で優先度を設定」とありますが、単に

経済効果・費用対効果といった基準で判断するのではなく、過疎・豪雪地域の振興及び限界集

落を元気にするための施策等に配慮した「視点」をもって優先度の設定をお願いしたい。また

その際は、各区における優先順位にも配慮をお願いします。 

【上記に対する回答】 

 「全市的な優先度の設定」に当たっては、単に、合併前上越市だから、13区だからというこ

とではなく、全市の均衡ある発展が大切であると考えております。 

 現在、そうした観点で道路や学校、保育園、施設の除却など、同種の事業ごとの優先度を明

確にした整備計画の作成に取り組んでおり、それぞれの計画では、具体的な判断基準を持ちな

がら、必要性や有効性などを判断し、事業の優先度を設定したいと考えておりますが、地域事

情なども斟酌しながら判断していくことも必要であると考えております。 

【ご意見３について】 

 大島区地域事業「市道岡線・下岡橋架替工事」については、幅員が狭いことから、冬期間除

雪作業に支障をきたすとともに、スリップ等により人と車のすれ違いが非常に危険であること

から、架け替えは地域住民の悲願であります。総ざらいでは「実施時期の見直し」との評価を

受けていますが、１年でも早い着工をお願いします。 

【上記に対する回答】 

 事務事業の総ざらいは、行政改革の一環として、行政自らが全ての事務事業を対象に必要性

等を検証するために実施したものです。行政が市民の負託に応え、信頼を得ていくためには、

このような行政改革の取組は必要不可欠であると考えており、このことについては、地域事業

も例外なく対象となるものと考えております。 

 なお、今回の事務事業の総ざらいで廃止・見直し等とした事業につきましては、ご意見のあ

りました、現在協議中の「市道岡線・下岡橋架替工事」も含め、地域協議会を始め、地元町内
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会等の関係者のみなさんと十分に議論しながら、最終的な結論を出していきたいと考えており

ますし、確定した事業については、行政として、責任を持って実施してまいります。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  将来的な行政組織の再構築に向けた総合事務所の在り方に対する意見書 

意見書 

内 容 

(2012. 1.25) 

 2012年４月１日から、浦川原区に基幹的総合事務所を設置し、安塚区及び大島区総合事務所

の産業建設グループを集約するとの方針でありますが、当協議会において検討、協議の結果、

時期尚早であるとの結論に至りました。 

 市長は今年の年頭のあいさつで、中山間地域の振興を約束されました。また、上越市中山間

地域振興条例の基本理念として「中山間地域住民が安心して、いきいき暮らし続けるようにす

ること」とあります。大島区は正に中山間地域であり、少子高齢化が進む過疎地域でありま

す。 

 市においては、昨年の地域事業費の見直しに引き続き、総合事務所の集約化を行うことは、

大島区住民が安心して暮らせる状況から益々遠のくものであり、行政に対する不信感を増大さ

せるばかりであります。また、説明から３か月余りで実施するという提案は、議論を深める時

間もなく、拙速な計画と考えます。 

 よって、このたび市が行おうとしている行政組織の再構築に向けた総合事務所の改革につき

ましては、現在の状況下では反対と言わざるを得ません。 

 この件につきましては、13区それぞれにおいて、住民の生の声を聞いていただくために

キャッチボールトーク等を開催すると共に、13区のブロック化と、これに伴う基幹事務所の所

在を決定し、地域住民の理解を得た後において、各ブロック一斉に実施されることを強く要望

するものであります。 

意見書 

回 答 

(2012. 3. 1) 

 総合事務所の在り方につきましては、迅速で機動的な災害対応や職員の資質の向上、さらに

は広域的な地域振興策の検討が可能となるなど、総合事務所のブロック化と基幹的な総合事務

所の設置について、将来に責任を持った行政を推し進めていく上で、重要な取組の一つとして

位置付けているところであります。 

 しかしながら、安塚区・浦川原区・大島区をモデル地区として産業建設グループの業務を集

約する試行について、３区の住民の皆さんの強い反対意見がある中で、本年４月からの実施

は、地域の皆さんと行政との信頼関係を損なうものと危惧することから、13区全体のブロック

割やそれぞれ基幹的な総合事務所の設置場所について一定の道筋を付けた上で、改めて３区の

皆さんと協議をさせていただきたいと考えております。 

 

（意見） 

・13区それぞれにおいて、住民の生の声を聞くためのキャッチボールトーク等を開催するこ

と。 

（回答） 

 ３区の住民の皆さんとの意見交換会を開催させていただいたところであります。 

（意見） 

・13区のブロック化と、これに伴う基幹事務所の所在を決定し、地域住民の理解を得た後にお

いて、各ブロック一斉に実施すること。 

（回答） 

 上記のとおり、一定の道筋を付けた上で、改めて３区の皆さんと協議をさせていただきたい

と考えております。 

 

【大島区地域協議会】 
 

題 名  大山温泉あさひ荘の再開に関する意見書の提出について 

意見書 

内 容 

(2012.11. 1) 

１ 再開が求められる主な背景 

(１) 大山温泉あさひ荘に寄せる大島区市民の思い  

   アンケートの結果では、「あさひ荘を再開する必要はない」との回答は3.9％にとど

まっており、大多数の住民から、あさひ荘が何らかの形で再開されることが望まれていま

す。また、アンケートの回収率は９割に達し、本件に対する関心の高さが改めて明らかに

なっています。  

(２) 大島区内の行事との結び付き  

   あさひ荘の位置付けを問うアンケートの設問でも、「行事ができる施設」が最も多く、
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あさひ荘と区内の行事との結び付きの強さがうかがわれます。区内で「山菜まつり」や

「ほたる祭り」、「灯の回廊」等の行事が行われる際には、あさひ荘での入浴と合わせて

楽しまれる方が多く見受けられました。  

(３) 大島区外からの利用状況  

   2011年度の日帰り入浴客数は７万３千人を超えていますが、アンケートの結果から推計

すると、このうち６万人余りが区外からの利用者であることが分かりました。このような

ことから、大山温泉の泉質と国道253号沿いの立地の良さが魅力となり、地域の内外を問

わず広く利用されてきたことが推察され、現に区外からも再開を望む声が多く寄せられて

います。 

 

２ 再開の要望  

 この間の経過を通じ、当協議会では、地域の核となる施設として、あさひ荘の必要性を改め

て確認したところであり、現在、市で重点施策として取り組まれている中山間地域の振興とい

う観点からも、あさひ荘の再開を強く要望します。  

 営業部門については、アンケートの結果から、大島区市民の意向としては、日帰り入浴から

宿泊までできるこれまでどおりの形態で再開を求める声が多数を占めていますが、一方で、地

元の宿泊利用者は１割未満であることが分かっています。また、関係団体との協議等において

は、まずは比較的運営が容易な入浴部門から業務を展開していくべきであるとの根強い意見も

あったところです。このようなことから、当協議会としては、1998年８月にリニューアルさ

れ、比較的新しい大浴場を中心とした「日帰り温泉施設」としての再開を要望します。  

 

３ 住民又は地域としての協力の見通し  

 仮に入浴部門のみの再開となった場合、地元飲食店から出前・仕出しによる食事の提供に協

力したいとの申出も既に受けています。これが実現した場合には、あさひ荘と地元飲食店との

相乗効果も見込まれることになります。  

 また、アンケートの結果では、「入浴券の購入に協力する」を選んだ回答者が900人を超

え、売上額の試算は約１千万円に上ります。さらに、「除雪や草刈り等、施設管理面での共同

作業に協力する」を選んだ回答者が約130人、「ファンクラブ等の後援組織を作り、利用の拡

大に協力する」を選んだ回答者が約100人に上るなど、利用面及び管理・運営面で、多様な主

体から一定の協力が得られることが十分に見込まれます。 

※ 添付資料あり 

意見書 

回 答 

(2012.12. 5) 

〈意 見〉 

 あさひ荘は、地域の核となる施設であり、中山間地域の振興という観点からも再開を強く要

望します。大島区市民の意向としては、日帰り入浴から宿泊までできるこれまでどおりの形態

で再開を求める声が多数を占めていますが、一方で、地元の宿泊利用者は１割未満であること

から、再開に当たっては比較的新しい大浴場を中心とした「日帰り温泉施設」としての再開を

要望します。 

〈回 答〉 

 あさひ荘は、2006年４月から株式会社あさひ荘に指定管理者として施設管理を委ねておりま

した。しかしながら会社の自己破産により、３月から休館状態が続いております。 

 この間、公の施設の再配置計画に基づき、宿泊温浴施設としてあさひ荘の在り方について検

討するとともに、施設の廃止や再開に向けての課題整理を行ってまいりました。 

 再開にあたっては、民間の経営ノウハウや専門的な能力の活用が必要であるとの判断から、

地元大島区を始め、近隣の企業、団体に打診してまいりました。こうした中、市内の民間企業

から経営を検討したい旨の申し出があり、現在、調整を行っている段階であります。 

 ご承知のように、あさひ荘は建設から30年が経過し、将来に渡りその維持管理に多額の費用

が見込まれることや近隣に類似施設があることなど、厳しい状況下にありますことから、申し

出のある民間企業の経営方針や意向を詳しくお聞きしたうえで、市としての対応を判断したい

と考えております。 
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＜資料３＞ 大島区地域協議会からの意見書に対する議会の対応 
 

意見書項目 主な議会のかかわり 結   論 

克雪住宅協調整備事業の廃止 
（2008. 4.10 提出） 

2008. 3. 6 建設企業委員会審査 
2008. 9.29 一般質問 

2008. 3.27 建設企業委員長報告 

要援護世帯除雪費助成事業等につ
いて 
（2010. 7.21 提出） 

2010. 3.10 厚生委員会審査 
2010. 3.24 一般質問 
2010. 9. 7 厚生委員会審査 
2010.12. 3 厚生委員会報告 
2011. 3. 3 厚生委員会審査 
2011. 9.13 厚生委員会審査 

2010.12. 3 厚生委員会要綱見直し
の報告 

克雪住宅協調整備事業の復活要望
について 
（2008.12.22 提出） 

2008. 9. 4 建設企業委員会審査 
2008.12.12 一般質問 

2008.10. 2 建設企業委員長報告 

地域事業費制度の見直し案につい
て 
（2011. 6.30 提出） 

2011. 9.16 総務委員会請願審査 2011. 9.16 総務委員会請願不採択
2011. 9.30 本会議請願不採択 
2011.10.27 調査終了 
2011.12. 1 総務委員長報告 

将来的な行政組織の再構築に向け
た総合事務所の在り方について 
（2012. 1.25 提出） 

2013. 3. 8 市民からの申し入れ書
を全議員に配付 

2014. 3.14 産業建設グループ集約
の試行結果の公表と試行期間延長
を行政に求める陳情総務委員会審
査 

2014. 3.14 産業・建設事務の集約
について、試行期間の延長を求め
る陳情総務委員会審査 

 
 
2014. 3.14 総務委員会不採択 
 
 
 
2014. 3.14 総務委員会不採択 
2014. 5.20 総務委員長報告 

大島地区における宿泊温浴施設の
在り方について 
（2012.11. 1 提出） 

2012. 3. 1 文教経済委員会休業報
告 

2012. 6. 6 総括質疑 
2012. 6. 8 文教経済委員会審査 
2012. 9.13 文教経済委員会審査 
2013. 3. 6 文教経済委員会審査 
 （指定管理者の指定） 
2014.11.10 文教経済委員協議会 
 （指定管理者の指定の取消し及び

施設休館） 
2014.12. 5 文教経済委員会報告 

 

ほくほく線電車の高田駅乗り入れ
について 
（2006. 4.18 提出） 

2006.12.15 一般質問 
2011. 6.21 一般質問 

 

大島区における市行造林の保育管
理について 
（2006. 4.18 提出） 

なし  

地域自治区及び地域協議会の恒久
措置について 
（2007. 2.28 提出） 

なし  

大島区の地域情報基盤の整備につ
いて 
（2008. 1.23 提出） 

なし  

市営水道の引込管工事費の受託者
負担の軽減について 
（2010. 2.22 提出） 

なし  

市道の安全施設を含む適正な維持
管理について 
（2010. 2.22 提出） 

なし  

長野県北部地震災害に対する復旧
支援について 
（2011. 4.20 提出） 

2011. 6. 8 総括質疑 
2011. 6.21 一般質問 
2011. 6.22 一般質問 
2011. 9.27 一般質問 

 

出所：上越市議会事務局 
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