
資料№３

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

55-56
機能的・効率的な
生活圏の形成

55-56

立地適正化計画 これまでのコンパクトシティ、ネット
ワークの概念とどこがちがうか。

現在の都市マスタープランの中で
も、コンパクトシティを目指すとなっ
ているが、実現させる制度がなかっ
た。これらを実現させる法制度とし
て立地適正化計画ができてきた。新
たな総合計画において、この制度に
基づく取組をしていく。

-
（概念が制度かされたもの。コンパ
クトシティはこれまでの都市計画マ
スタープランでも示されている。） 建設課

55-56

都市マスタープラ
ン

用途地域は、商業・工業・住宅用地
として分かれているが、人口が減少
している中で、見直しがあるか。

都市計画の見直しの中で、用途地
域の見直しの必要性も見えてくる。

-

建設課

55-56

トピック イメージ図はどの地域を示している
のか。

薄いグレー：都市計画区域の範囲
濃いグレー：居住を誘導する区域
濃いグレー内の丸：都市機能誘導
区域（商業施設、駅、福祉施設等）
外にある小さい丸：小さな拠点（中
山間地域の拠点、公共交通で都市
機能誘導区域を結ぶ。

-
（イメージ図は国が示したサンプル
で全国共通のもの。）

建設課

55-56

若者が市街地へ出ていっているの
が現状。それを引き止める施策が
必要ではないか。

中山間地域であっても、仕事、住ま
い、魅力が必要であり、全国でも頑
張っている中山間地域もある。
地域特性を生かしながら、地域の魅
力をだして、若者を回帰させる取組
（地域づくりプラン）を実施していき
たい。

第６章自治組織・機能の充実のな
かの地域づくり活動支援事業で、地
域の魅力づくりをして、若者を回帰
させる取り組みを地元とともに検討
します。

定住促進課

55-56

調和のとれた土
地利用の推進

地籍調査とはどんなものか。
費用負担はどうか。

現在の登記所の地図は古い（明治
時代）ため、土地（一筆ごと）の所有
者、地番、地目を調査し、境界を明
確にし、新たに登記所に備える地図
を作ること。
費用負担は国50％、県25％、市
25％であり、個人負担はない（立会
い等の協力は必要）。

-

建設課

総合計画審議会　第２分科会での意見・質問に対する回答（第４章）
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

55-56

調和のとれた土
地利用の推進

地籍調査は本来どんどんやればよ
いのではないか。

旧能生では取り組んできたが、旧糸
魚川・青海では取り組んでいなかっ
た現状がある。

-

建設課

55-56

調和のとれた土
地利用の推進

更正図のない地域で進めていくの
か。

地図の備え付けのない地区（地図
混乱地域）を優先して取り組んでい
る。藤崎地域も同様の地域を含ん
でいる。
住民の理解が得られず進まないと
ころが多い。

地図の備え付けのない地区での調
査もひとつの手段として可能である
が、調査の方向として防災関連・公
共事業に絡めた調査に国がシフトし
ており、今後取り組むことも想定さ
れるが、具体的な施策に「更正図の
ない地域」との表記は行いません。

建設課

55-56

立地適正化計画 都市機能の誘導を図るための補助
制度は具体的に何か検討している
か。

市街地でありながら、活用されてい
ない土地などに、区画整理や開発
行為への支援ができないか検討し
たい。

インセンティブの取組を記載済み。

建設課

55-56

立地適正化計画 都市機能の誘導について、あいま
いな表現になっているのではない
か。

都市機能区域、居住誘導区域を越
えて、郊外へ大型店が出店したい
事例があった場合に対して、市とし
てどこまで歯止めがかけられるかは
研究していくが、一定の区域の考え
方が必要だと考えている。

どのような都市機能と施設が必要
かは立地適正化計画の具体的な検
討の中で、実現可能性も含めて定
まってくるものと考えます。 建設課

55-56

立地適正化計画 限界集落への除雪など、行政の効
率化などによりある程度中心部へ
集約していく方向かと思うが、そうで
はない部分もあるということか。

国の考え方としても、コンパクトシ
ティ、小さな拠点の２つの居住の考
え方がある。

市街地や中山間地域で特性を生か
した土地利用を進める記載あり。 定住促進課

建設課

55-56

公民館単位での集約が一般的かと
思うがどうか。それ以外の単位も残
す方向なのか。

コンパクトシティと並行して、中山間
地域の拠点化も行う必要があると
考えている。地域の方との協議によ
り、その方向性を検討したい。

集約の方向性については、今後の
地域との協議により検討するものと
し、具体的な集約単位は記載しませ
ん。

定住促進課
建設課

57-58
地域公共交通網
の整備・利活用



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

57-58

鉄道の利便性 新駅設置の状況はどうか。 今村新田、押上について、県・市・ト
キ鉄３者が合意し、進めることとなっ
ている。具体的な時期、場所につい
てはまだお示しできない。

-

定住促進課

57-58

鉄道の利便性 観光面の活用以外に、産業面での
活用も必要ではないか。

沿線人口が減ることにより、通勤、
通学利用が減るとダメージが大き
い。観光誘客により活用を図りた
い。ご意見のとおり、産業分野での
新たな顧客をどう呼び込むかにつ
いても検討したい。

-

定住促進課

57-58

鉄道の利便性 新潟、長岡方面の利便性について 直通が1往復しかなく、上越乗換え
で不便である。
市民サイドとしても、使ってもらう方
策を考えたい。

具体的な施策に記載済み。

定住促進課

57-58

鉄道の利便性 イベント列車について 子どもをひきつけるようなイベント列
車などの企画をトキ鉄と検討してい
きたい。

具体的な施策の「観光的活用」にお
いて検討します。 定住促進課

57-58

バス等の利便性 デマンドタクシーが今後、重要な役
割を担うことになると思う。

先進地の事例など、10人乗りのワ
ゴン車による提供もある。（市では、
コミュニティバスも行っている。）

持続可能な地域公共交通に向けた
再編の一つの形として検討します。 定住促進課

57-58

バス等の利便性 規制緩和の関係もあると思うが、病
院や自動車学校の送迎バスに乗れ
たりする方法ができないか。

「持続可能な地域公共交通」に向け
た再編の一つの形として検討する。
しかし、道路運送法に基づく自家用
有償運送以外の白ナンバー車両に
よる旅客輸送は、法の趣旨からも積
極的に進めるべきではないと考え
る。

-

定住促進課

57-58

バス等の利便性 糸魚川バスへの指導が必要ではな
いか（スキー場までの運行。能生体
育館周辺の土地利用）。

事業者とは月１回で会議も行ってお
り、必要な指導は行っている。

-

定住促進課

- 3 -



- 4 -

ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

57-58

バス等の利便性 フリー乗降区間の拡大、法的な縛り
とかあるか。

交通の安全性の確保の観点から、
警察に問合せ、許可が下りた区間
で設定している。
根知だと要望の多い根小屋、山口
付近では、警察の許可が下りな
かったため、フリー乗降区間となっ
ていない。

-

定住促進課

59-60
広域幹線道路網
等の整備

59-60

国県道の整備 押上ヒスイ海岸について、橋りょう
下に無償化したトイレ、シャワー施
設を設置し、海水浴場を撤退して、
自然な公園としての利用とする協議
を観光協会と地元としていたが、そ
の計画は白紙となるのか。

押上区の土地への出入り口は確
保。ライフラインも伸ばせるようには
なっている。
トイレ、シャワー施設の整備につい
ては、海の魅力アップ計画に計上し
ており、具体化に向けた協議がなさ
れる。この分野では掲載しない。

-

交流観光課

61-62
市道等の整備と
維持管理

61-62

生活道路の整備 須沢から大野へ抜ける道路（今井
橋付近）、大型トラックが早朝から通
り、交通量も多くなっている。

地元からは、規制等の要望をいた
だいている。線形が不良の部分に
ついては、県が改修に向けて測量
にはいっている。

-

建設課

61-62

生活道路の整備 地権者の都合で進んでいないと聞く
がどうか。

県事業であるので県が交渉する
が、市民の要望でもあり、協力して
いる。

-

建設課

61-62

生活道路の整備 産業界からの選出であり、社会資
本はしっかり整備は進めなければ
ならないと考えている。必要なもの
は都市計画、社会資本整備計画に
盛り込んでもらいたい。そのとき、必
ず財源や人口減少の話がでるが、
知恵を出してしっかり財源を確保し
て取り組む必要がある。

整備が必要な社会資本は、都市計
画マスタープランや社会資本整備
計画に盛り込んで事業を進めてい
る。

-

建設課
企画財政課



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

61-62

生活道路の整備 コンパクトシティを進めていく前提と
して、小さな拠点を結ぶ交通ネット
ワークの整備をしっかりやって対流
をおこす必要がある。

市全体の公共交通を考えて、まち
づくりと一体となった地域公共交通
網を作っていく。そのために、バス
路線の再編やデマンド運行、コミュ
ニティバスの導入による再編を行
う。

地域公共交通網形成計画の策定
の中で、再編を検討します。

定住促進課

63-64 港湾の整備

63-64

港湾施設の整備 昔はオープンな港であったが、現在
は工業港となっている。いまだに西
埠頭までいって釣りをする人がい
る。一般の人にもわかりやすいソフ
ト対策ができないか。

釣りができる港として県へ要望もし
てきたが、県は上越地域では直江
津港を指定している。姫川港は岸壁
が高いこともあり、釣りが認められ
ていない。市内の他の漁港で釣り
ができるように検討するとともに、姫
川港への立入禁止について引き続
き周知を行いたい。

他の漁協での釣りについては構想
段階であり、関係団体等との調整
が図られていないため、計画には
計上しません。

商工農林水産課

63-64

港湾機能の拡充 取扱貨物量が増えると税収が増え
るなど市にメリットがあるのか（市に
お金がはいる仕組みができない
か）。

直接の税収増はないが、-11ｍ岸壁
ができ、大型の船舶が入れるように
なると、効率的な輸送ができること、
リサイクルポートとして上屋等を整
備すると、大町・松本からの利用も
見込まれるということで、間接的な
効果はある。
県営の港であり、利用料は県へ入
る。
また、松糸道路が整備されると、大
町・松本方面との物流が活発になる
ことで、相乗効果が期待できる。

港湾施設の整備促進とリサイクル
ポートとしての機能拡充について、
計画に計上しています。

商工農林水産課

63-64

港湾機能の拡充 観光の船（クルーズ船）は入れない
のか。

水深が足りないこと、工業港であ
り、地方港湾としても全国第1位の
取扱量ということもあり、混雑してい
て大型船は入港できない。

現在の港湾規模等を考えると、ク
ルーズ船の入港は困難であり、計
画には計上しない。 商工農林水産課

65-66 生活環境の整備

65-66

公園の維持管理 公園に遊具が欲しいとの声を聞く。
街中で散歩したときの少し休憩でき
る公園などの要望は来ているか。
お年寄りが出かけたときの休憩場
所（お茶を飲める）など。

遊具やお年寄りが休める場所など
身近な公園の必要性は感じてい
る。市街地の未利用地や空き家の
対策としても市外の事例を参考に
検討していきたい。

子供やお年寄りに配慮し、未利用
地や空き施設の利活用も含め、整
備を検討することを記入しました。
施策指標にも追加しました。

建設課
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

65-66

良好な宅地形成
の推進

長期の仕事の宿泊として、空き家を
借りて住んでいる人がいる（住んで
いる人がわからない、ごみも捨て
る、地域との関わりがないなどの課
題がある）。
妙高市の例で、宿泊業をやめたとこ
ろを丸ごと外国の方が持たれて、
オーストラリアの方が宿泊で利用し
ている形となると、どこで手をつけて
よいかわからないという例もある。

市の空き家バンクを通せば把握も
でき、地元とも連携が取れる。
危険空き家については５章で、空き
家の利活用について６章で対策を
盛り込んでいるが、この事例につい
ては計画に盛り込めていない。地域
の皆さんが不安に感じることであれ
ば、どこかに対策を位置づける必要
がある。
国のほうでも、規制緩和をして、民
泊をオープンにする方向でもあり、
どのような行政指導ができるのか研
究しなければならない。

第６章第２節の移住定住の促進の
中で、移住希望者等の受入態勢の
構築にあわせて、地元と一緒に具
体的な対応について研究します。

定住促進課

65-66

良好な宅地形成
の推進

住宅が密集しているところの空き家
をどう対策していくか。一定の法人
格を持つ団体がリフォームして貸し
だしたり、その売上で解体したりして
活用するような方策がとれないか。

所有者の意向がはっきりして、空き
家バンクを利用する場合は、地元に
も情報提供可能である。
不在地主となると対応が難しく、特
措法での代執行もあるがそこまで
踏み込むのは難しい。

第６章第２節の移住定住の促進の
中で、包括連携協定を締結した金
融機関に空家対策（購入、リフォー
ム、解体）を応援する商品があるの
で、空き家所有者に向けて情報提
供を行います。

定住促進課
環境生活課

65-66

良好な宅地形成
の推進

密集しているところは、壊せばいい
といいうことではなく、空き家は２～
３件併せて、取り壊すなどの再開発
的な仕組みが必要ではないか。

特に連坦している町屋などは、その
ような仕組みが必要だと思う。

-

定住促進課
環境生活課
建設課

67-68 都市ガスの整備

67-68

安全なガスの供
給

高齢者がいるため、安全性の面か
ら、ガスからオール電化に移行し
た。高齢者向けの安全性確保、対
応ができないか。

器具には安全装置は付いている
が、使用上の安全確保については
対応が難しい。

協動のとりくみに「安全な使用につ
いて」と触れているので新たな追加
は考えていません。 ガス水道局

67-68

安全なガスの供
給

オール電化だと停電時、使用できな
くなる。１か所はガスを引いてもらう
ようなＰＲが必要ではないか。

現状は、民間会社が宅地として整
備し販売する場合は、多くがガスの
取出しをする形で申し込みがある。

具体的な施策中「多様なニーズに
対応したサービスの提供の推進」、
共同のとりくみ中「ガス需要拡大に
向けた取り組み」に含まれると考え
ます。

ガス水道局



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

67-68

安全なガスの供
給

ガスはどこからか購入しているの
か。今の時期であれば、ガスの値
段は安くなっているのか。

国際石油開発帝石から購入。
燃料費調整として、料金に±してい
るが、現在はマイナスとなっている。

-

ガス水道局

67-68
安全なガスの供
給

帝石のパイプラインは市道の下を
通っているが、固定資産税のような
ものは入ってくるのか。

道路の占用料として徴収している。 -
ガス水道局

67-68

安全なガスの供
給

建物を壊したら、ガス管が入ってい
て、古いものであったので交換して
もらった。位置や経過年数を承知し
ていない人も多いと思われるので、
周知をしてほしい。（人的災害にも
なりかねない。）

定期的に実施している漏えい検査
時に、周知を実施することとする。

-

ガス水道局

67-68

安全なガスの供
給

各家庭への引き込みだけでなく、他
のお宅へのつながる管が入ってい
る場合もある。安全安心のための
周知が必要である。

定期的に実施している漏えい検査
時に、周知を実施することとする。

-

ガス水道局

67-68

サービスの充実 電力は自由化される。ガスのメー
ターも交換されて、安いガスの提供
は今後あるか。

ガスではスマートメーターの導入は
現在考えていない。今後検討とな
る。

具体的な施策中「多様なニーズに
対応したサービスの提供の推進」に
含まれると考えます。 ガス水道局

67-68
安定したガスの
供給

都市ガスとプロパンガスの比率はど
うか。

プロパンガスのほうが少ない。 -
ガス水道局

67-68
安定したガスの
供給

プロパンガス区域に引いて欲しいと
いう要望はないか。

今のところない。 -
ガス水道局

69-70 上水道の整備

69-70
トピック 経常収支の比率は上下水道を含め

たものか。
上水道だけのものである。 -

ガス水道局

69-70

トピック 給水量が減っているが、お水を買っ
ている人が多いからか。糸魚川の
水をもっと美味しくする必要がある
のではないか。

糸魚川の水は美味しい水だと認識
している。カルシウムは水道法で
300ｍｇ/Ｌが水質基準となっており、
姫川水系では平均141ｍｇ/Ｌであ
り、基準の半分以下である。
残留塩素濃度も河川水は色々な薬
品を入れて濾過するが、消毒のみ
である。都会に比べて濃いというこ
ともない。

-

ガス水道局
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ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

69-70

サービスの充実 もうちょっとアピールが必要ではな
いか。

ガス水道フェアなどの機会を通じて
ＰＲしているが、今後も引き続き機
会をとらえ実施していく。

具体的な施策中「多様なニーズに
対応したサービスの提供の推進」に
含まれると考えます。

ガス水道局

69-70

安全で安定した
給水

能生は美味しい。糸魚川とつながず
に能生だけの水にしてほしい。（能
生だけでは足りないということか）。

その通り。昔は河川水を濾過して使
用していた。現在は、水源の多元化
により、災害等でも安定供給できる
ようにしている。

-

ガス水道局

69-70

安全で安定した
給水

水道管の耐震化率がガスに比べて
低いようだが、これでよいのか。

状況は全国平均並である。
材質基準により、耐震管として認め
られるものの割合が低いため。

耐震化への取り組みは具体的な施
策として計画に計上しています。 ガス水道局

69-70

安全で安定した
給水

国土強靭化が叫ばれている中で、
早急に耐震化に取り組む必要があ
るのではないか。

順次進めているところである。 耐震化への取り組みは具体的な施
策として計画に計上しています。 ガス水道局

69-70

安全で安定した
給水

大道寺集落は空き家のため、水道
管布設がされなかったが、消化栓
や貯水槽が使用できなくなった事例
があった。消防のほうに連絡はあっ
たようだが、そのあたりの連絡を徹
底してほしい。

庁内の連絡、周知について徹底す
る。

-

ガス水道局

71-72 下水道の整備

71-72

トピック 都市ガス、上水道のように経常収
支を出して黒字とわかるが、下水道
は経費節減に努めるとの記載であ
るが、状況はどうか。（一市民から
みると、ガス、水道と同じ並びで状
況をわかりやすく伝えたほうがよい
と思う。）

下水道事業は、ガスや水道事業の
ように企業会計を導入しておらず、
経常収支がわかりづらい状態であ
る。今後は、複式簿記により経常収
支をお示しできるようになる。
H26決算で、全体の事業費に占める
使用料収入は約3割であり、一般会
計からの繰入金が約6割（うち、赤
字補填4割）という状況である。企業
会計に移行したとしても、赤字では
ないと思うが、一般会計からの補填
をいただきながら進めていくことに
なると思う。

現在の素案でも、企業会計移行を
考えており、移行後は同様に経常
収支を表すことができるので計画の
修正は考えていません。

ガス水道局



ページ 項目 意見・質問 回答 計画への反映 担当課

71-72

下水道施設の適
正管理

下水道汚泥を処理する業者もある
ので、市内で完全処理できている
か。

現在４社に委託。１社は市内のセメ
ント会社。1社は上越で肥料化する
業者、長野・長岡の業者の計４社。
1社に偏ると災害時や点検時の受
入で困る場合が出るので、分散して
いる。

-

ガス水道局

71-72

下水道施設の適
正管理

市内の２社で処理しており、コストを
抑えられていると思っていたが、メ
リットはないのか。

市内では運搬料は安いが、処理費
用が高くなっている。全体量の大部
分は市内処理としているが、３社へ
の分散も行っている。

-

ガス水道局

71-72

指標 普及率は、公共下水道を示すの
か。

普及率は、公共下水道、集落排水
事業、浄化槽事業の合計となってい
る。

-

ガス水道局

71-72

下水道の接続支
援

高齢者（年金生活者）等への支援
策はあるのか。

高齢者のみではないが、排水設備
整備の融資制度あり（上限1,200千
円、利率1.35％）。

接続に当たっての支援制度の要望
であり、下記の案件と同一に考えま
す。計画の反映までは考えていま
せん。

ガス水道局

71-72

下水道の接続支
援

市民が積極的に下水道接続や改修
ができるような支援制度があればよ
いと思う。検討をお願いする。

　下水道単独としての支援は、上越
市でも同様の措置を考えた際に公
平性の観点から困難となった事例
もあり、現行の融資制度を基本と考
えています。
　行うとしても、現在の支援制度で
は難しいですが、低所得者や高齢
者に対する福祉的な見地からの支
援が可能か福祉事務所と調整して
みることが考えられます。

水洗化率の向上ということで計画の
中では、現在のままとし、修正は考
えていません。

ガス水道局

71-72

下水道の接続 下水道の接続は、概ね３年以内に
お願いしている。（トイレの水洗化は
３年以内、台所等の生活排水はす
ぐにということとなっている。法的な
強制力はない。）

-

ガス水道局
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