
 - 1 - 

会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第２回谷浜・桑取区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

  【協議事項】 

    平成２９年度地域活動支援事業について（公開） 

    ①提案者による提案説明、質疑応答 

    ②委員協議・採決 

    ③追加募集の実施について 

３ 開催日時 

平成２９年５月２６日（金）午後７時００分から午後８時０２分 

４ 開催場所 

上越市立潮陵中学校 多目的室 

５ 傍聴人の数 

０人 

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員： 髙橋誠一（会長）、安達ユミ子（副会長）、小林奎一、佐藤寿美子、 

佐藤峰生、坪田 剛、寺島和枝、荷屋和夫、樋口清和、平野宏一、 

山田ヒロ子、横田正美 

・事務局： 北部まちづくりセンター：滝澤センター長、荒木係長、星野主事 

８ 発言の内容 

【滝澤センター長】 

・会議の開会を宣言 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第２項の規定により、委員の半数以上の

出席を確認、会議の成立を報告 

【髙橋会長】 

 ・挨拶 
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 ・会議録の確認：平野委員に依頼 

  議題【協議事項】平成２９年度地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 

【星野主事】 

 ・資料「平成２９年度 谷浜・桑取区地域活動支援事業提案書受付一覧」に基づき概要

説明 

 ・本日の採択審議の進め方を説明 

【髙橋会長】 

  では、これから各団体の提案者からお越しいただきヒアリングを行う。 

  最初に「№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業」について、提案者から補足説明を求

める。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はあるか。 

【佐藤峰生委員】 

  ３点伺いたい。 

  １点目は、該当地の土地の所有者はどうなっているのか。また、周りの杉林はどうか。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

  下綱子町内の所有地となっており、杉林も含めて町内で管理している。 

【佐藤峰生委員】 

  ２点目に、全体の敷地はどれくらいの広さか。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

  舗装する敷地は２３２㎡だが、全体だとかなりの広さがあり、５００㎡くらいだと思

う。 

【佐藤峰生委員】 

  ３点目に、平らなところはどれくらいの大きさか。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

  ３０×３０㎡くらいの広さがあると思う。 

【佐藤峰生委員】 

  承知した。 
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  次に、バスケットゴールとバトミントンのネットは保有されているのか。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

  バスケットゴールは町内で持っている。バトミントンのネットはこれから購入する。 

【佐藤峰生委員】 

  承知した。 

【小林委員】 

  町内で保有されているということだが、町内会で法人登録し管理されているのか。確

か、町内会が法人登録をしておかないと、土地の所有ができなかったと思う。 

【提案№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業提案者】 

  先ほど、所有は町内と言ったが、管理が町内会で、所有は神社である。 

【髙橋会長】 

  他に意見等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№２ 城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全事業」について、提案者へ補足説明を

求める。 

【提案№２ 城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全事業提案者】 

 ・提案者に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はあるか。 

【平野委員】 

  山頂までは車で行けるのか。 

【提案№２ 城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全事業提案者】 

  車で行くことは可能である。 

【樋口委員】 

  伐採後の木は、きちんと処理されるのか。 

【提案№２ 城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全事業提案者】 

  本来は伐採した木の処理をしなくてはいけないが、費用が掛かるので、そのままにし

ておくことで土地所有者から了承を得ている。 

【樋口委員】 

  伐採した木を、そのままにしておくということは、法律的に問題ないのか。 
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【星野主事】 

  今後、提案者から担当課に確認を取り、対応していただく。 

【安達副会長】 

  作業の際、法律に則った指導があるかもしれないので、その辺は事務局で承知してお

いていただきたい。 

【星野主事】 

  承知した。 

【髙橋会長】 

  他に質問等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№３ 地域小中合同体育祭事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№３ 地域小中合同体育祭事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等がないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№４ 桑取地区レクリエーション大会事業」につて、提案者へ補足説明を求め

る。 

【提案№４ 桑取地区レクリエーション大会事提案者】 

 ・補足説明なし 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№５ 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業」「№６ 上越市谷浜・桑取区文化

交流活動活性化事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№５ 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業、 

 提案№６ 上越市谷浜・桑取区文化交流活動活性化事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はないので終了とする。 
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  ― 提案者退室 ― 

  次に「№７ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業」について、提案者へ補足説明

を求める。 

【提案№７ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はあるか。 

【佐藤峰生委員】 

  ２点伺いたい。 

１点目は、高住のゲートボール場が使えなくなった理由としてトイレが使えなくなっ

たということだが、トイレ以外で不具合はあるのか。 

【提案№７ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業提案者】 

  トイレと水道がない。トイレに関して、男性はいいが、女性はないと困ってしまうの

で、今回提案させていただいた。 

【佐藤峰生委員】 

  ２点目は、備品としていろいろ購入されるようだが、今まで使っていた用具が古くな

ったから買い替えるのか。それとも、新たに違う用具を整備するのか。 

【提案№７ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業提案者】 

  今までは、木で作った用具を使っていた。かなり傷んできているのでこの機会に新し

いものに買い替えたいと考えている。 

【髙橋会長】 

  他に質問等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№８ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№８ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質問等はあるか。 

【小林委員】 

  今後も継続して行っていくのか。 
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【提案№８ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

  継続して行っていこうと考えている。 

【髙橋会長】 

  今までも継続してやっている事業だと思う。経緯を簡単に説明していただけるか。 

【提案№８ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

 ・これまでの経緯を説明 

【平野委員】 

  直近の収支が報告されているが、ニジマス釣り関連の収支なのか。 

【髙橋会長】 

  これは、提案されている団体の全体の収支決算である。 

  他に質問等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  以上でヒアリングは終了したので、続いて委員協議に入る。全体を通して何かあるか。 

【佐藤峰生委員】 

  ヒアリングで質問をさせていただいたが、提案№１と提案№７の事業実施場所は近い

距離にある。提案№７のゲートボールの際に、トイレの件について質問させていただい

たが、昨年、「高住ふれあいセンター」の整備の件で提案があったが、結果的に不採択に

なった。 

現在、高住のゲートボール場は遊休化していることから、別の場所にゲートボール場

を造る必要があるのではないか。その場合、提案№１の下綱子保育園の跡地にゲートボ

ール場を造る、という発想はないのか。もう少し広さを確保して運動場のように造れば、

小さなお子さんや老人会の方が集まる場所になるのではないか。 

【髙橋会長】 

  提案№７については、土地の所有者から承諾を得て、既に簡易的に舗装し、練習が出

来るように整備してある。そこに、当補助金で砂を入れ、練習試合が出来るようにした

い、ということである。 

【佐藤峰生委員】 

  では、今使っているゲートボール場を整備したいという提案なのか。 

【髙橋会長】 

  そうである。 
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【佐藤峰生委員】 

  №１は、将来的なことを考えた時にお子さんからお年寄りまで地域住民が集まれる広

場にしたい、という提案であった。旧下綱子保育園の敷地を聞いたらゲートボール場は

造れる広さである。アスファルト舗装をすることが有りきではなく、そこにゲートボー

ル場を造ってバスケットやバトミントンができるようなスペースを確保するとか、そう

いう発想にならなかったのかと疑問に思った。 

【髙橋会長】 

  他に何かあるか。 

【安達副会長】 

  提案されていることについて直接関係はないが、今まで、高住多目的研修センターに

ついては、当補助金でいろいろなものを整備してきたが、そういう点では少し残念に思

う。諮問の仕方について課題だと感じている。 

【髙橋会長】 

  市が高住小学校の跡地を「高住多目的研修センター」として整備した。そして、光熱

費は一部補助金をいただいていたが、地元の南部協和会が管理してきた。 

【小林委員】 

  南部協和会で一部負担してきたが、南部協和会自体も手を引いた。 

【髙橋会長】 

  地元の南部協和会が休止することを承諾したので、地域協議会としても了解したので

ある。そういう経過があり、高住多目的研修センターの敷地内にあったゲートボール場

は使えなくなってしまった。 

  他に何かあるか。 

  （意見なし） 

  では、これから採決に入る。 

  最初に「№１ 下綱子保育園跡地有効活用事業」について、採択に賛成の方の挙手を

求める。 

  （挙手多数） 

【小林委員】 

  私が心配しているのは、費用の大半を舗装に充てており、過疎が進んでいる当区にお

いて、今回の提案のような整備をしても管理をする人を確保できるのか、ということで
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ある。 

【髙橋会長】 

  それは意見として承る。 

  №１については採択とする。 

  次に「№２ 城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全事業」について、採択に賛成の方の挙

手を求める。 

  （挙手多数） 

  では、採択とする。 

  次に「№３ 地域小中合同体育祭事業」について、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№４ 桑取地区レクリエーション大会事業」について、採択に賛成の方の挙手

を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№５ 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業」について、採択に賛成の方の挙

手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№６ 上越市谷浜・桑取区文化交流活動活性化事業」について、採択に賛成の

方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№７ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業」について、採択に賛成の方の

挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№８ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業」について、採択に賛成の方の挙手を求

める。 

  （全員挙手） 
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  では、採択とする。 

  地域の人柄なのか、積極的に提案するということは少ないが、委員も含め、地域の活

性化のために多くの提案を出していただきたい。 

  次に追加募集について、事務局へ説明を求める。 

【星野主事】 

 ・残額が生じているため、追加募集を行うか、行わないかを協議するよう委員へ依頼 

【髙橋会長】 

  追加募集を実施するということで委員から同意を得る。 

  では、追加の募集期間について事務局へ説明を求める。 

【星野主事】 

 ・追加募集期間の事務局案：７月１４日（金）から７月３１日（月） 

 

 ― 募集期間について話し合い ― 

 

【髙橋会長】 

  追加募集の期間を７月１４日（金）から７月３１日（月）で実施することで委員から

同意を得る。 

  次に「その他」について、事務局へ説明を求める。 

【星野主事】 

  現在、諮問等の案件はないので、議題等が決まったら正・副会長と相談し、委員の皆

さんへ御案内する。 

  今後の予定としては、７月に地域の女生と老人会を対象とした意見交換会を実施した

いと考えている。日程や人選、詳細等は正・副会長と相談し御案内させていただく。 

【髙橋会長】 

  追加募集の件も含めて意見交換の場で話し合いができればと思っている。 

  他に何かあるか。 

【平野委員】 

  私個人としては、お年寄りとのコミュニケーション取れていると思っているので、若

者と意見交換を行ってみたい。 

【髙橋会長】 
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  では、副会長と事務局とで相談し、調整していきたいと思う。 

 ・会議の閉会を宣言 

９ 問合せ先 

自治・市民環境部 自治・地域振興課 北部まちづくりセンター 

    TEL：025-531-1337 

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

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 
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