
平成２９年度 第５回 谷浜・桑取区地域協議会 

 次 第 

 

日時：平成２９年１２月１１日（月）午後７時～ 

会場：谷浜・桑取地区公民館 ２階 大会議室 

 

 

 １ 開  会 

  

  

 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

 

 

 

 ３ 議  題 

   【協議事項】 

   平成３０年度地域活動支援事業について 

 

 

 

 

４ そ の 他 

 

 

 

 

 

 ５ 閉  会 



参考資料① 

地域協議会会長会議 次第 

 

と き 平成 29年 11月 21日（火） 

午後 3時 30分～ 

       ところ 上越文化会館 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 連絡事項 

・平成 30年度地域活動支援事業について 

 

４ 自主的審議の活性化に向けた意見交換 

 ・制度及び各区の取組状況についての説明 

  

 

・会長間の意見交換 

（1）テーマ設定・審議開始まで 

 

 

 

 

（2）審議開始後から課題解決まで 

 

 

 

 

５ 閉会 

 

［資料］ 

 ・次第 

 ・資料１ 自主的審議の概要 

 ・資料２ 自主的審議事項の取組状況 

 ・資料３ 平成 28年度意見交換会実施状況 



 

 

（２）自主的審議 

○自主的審議とは 

地域協議会は、自主的な判断で地域自治区の区域における課題等について審議する

ことができます。自主的審議事項として話し合った結果については、市長に意見書を

提出し、市政での実現を求めていくことができます。 

ただし、地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映するための仕組みであること

から、地域自治区に住む住民としての観点からの議論となり、市長に提出される意見

書についても、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題への気付き

地域活動団体との意見交換

町内会長との意見交換

地域住民との意見交換

地域協議会委員が把握した情報

地域住民からの情報

市からの情報

委員からの提案

・地域協議会として自主的審議のテーマに取り上げるかどうかを協議

・地域関係者や市の担当課からの情報収集

・必要に応じた地域との意見交換

・課題の解決策の協議

意見書の提出

地域内での解決に向けた活動
地域を元気にするために

必要な提案事業の活用

地域活動支援事業の活用

② 地域協議会での協議

③ 自主的審議

審議せず

市と地域が連携

するときに、市

の予算が必要

市の補助を受け

て地域で解決
地域の中で

対応すべきもの

市で対応

すべきもの

図 6：自主的審議の流れ 

これまで自主

的審議でどん

な意見が出さ

れたのかな？ 

生ごみの指定

袋が大きすぎ

て使いにくい

という意見書

が出されて、５

リットルの袋

が作られたこ

とがあるよ。 

小学校や保

育園の統合

を進めてほ

しいという

意見書もあ

ったよ。 

上越市地域協議会 

委員手引きから抜粋 
資料 １ 



審議テーマ

高田区
①雁木整備事業補助金制度の充実を求めることについて
②上越地域医療センター病院の改築について
③高田公園周辺の雨水排水対策について

新道区 検討中

金谷区 ①金谷地区公民館について

春日区
①あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策について
②春日山城跡の観光振興策について
③安全・安心に暮らせる春日区とする方策について

諏訪区 ①諏訪区内への移住促進策について

津有区 検討中

三郷区 ①三郷区における高齢者支援の取組について

和田区
①雪を生かした地域づくりの推進について
②住民組織の充実と地域活性化について

高士区 検討中

直江津区

①直江津まちづくり構想について
②消防団のあり方について
③直江津地区海岸線の環境保全について
④中央保育園の移転について
⑤防犯灯の設置や維持管理のあり方について

有田区 ①新設小学校開校後の小猿屋小学校跡地の有効活用について

八千浦区
①跨線橋の草刈りについて
②海岸線の道路及び海岸のごみ問題について

保倉区 検討中

北諏訪区
①消防団及び自主防災組織のあり方と連携について
②地域支え合い事業について

谷浜・桑取区 ①谷浜・桑取区の子育て支援について

安塚区 検討中

浦川原区
①浦川原区の若者の暮らしにおける交通機関の利便性と安全性の向上につい
て

大島区 ①少子化対策について

牧区 検討中

柿崎区 ①柿崎区保育園にかかる課題と今後について

大潟区 ①大潟区の魅力発見・発信について

頸城区 ①大池・小池の観光資源としての利活用について（平成29年11月29日審議開始）

吉川区
①地域消防団への支援活動及び今後について
②防災無線を含む情報伝達の確保について

中郷区
①「勝馬投票券」の特定財源について
②経塚斎場の使用について

板倉区
①板倉区観光振興の明確な方向付けについて
②板倉区における小学校の在り方について

清里区 ①中山間地域の振興について

三和区 ①三和区小学校のあるべき姿について

名立区 検討中

各区の自主的審議事項の取組状況（平成29年11月15日時点） 資料 ２



平成 28年度 意見交換会実施状況 

 

・23の区で地域住民や各種団体等と地域課題に係る意見交換を実施（計 76回） 

（単位：回）  

地域協議会名 回数 主な内容 

高田区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域住民と意見交換 

新道区 2 ・町内会長協議会と地域課題について情報交換 

金谷区 6 
・出張地域協議会参加者と地域課題について意見交換 

・小学校保護者と地域課題について意見交換 

春日区 2 ・町内会長連絡協議会と地域課題について情報交換 

諏訪区 2 ・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

津有区 3 
・区内各団体と地域の現状や課題等について意見交換 

・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

三郷区 1 ・町内会長連絡協議会と委員研修会の感想等について意見交換 

和田区 1 ・小学校ＰＴＡ役員と和田区のこれからについて意見交換 

高士区 3 
・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

・地域住民と区の未来予想図や課題等について意見交換 

直江津区 5 
・地域住民との直江津のまちづくりについての意見交換 

・福島城を愛する会との意見交換 

有田区 2 
・小猿屋小学校跡地の有効活用について小猿屋小学校関係者と意見

交換 

八千浦区 1 
・町内会長や地域活動支援事業採択団体と地域活動支援事業につい

て意見交換 

保倉区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

北諏訪区 2 ・消防団関係者と消防団活動の現状と課題について意見交換 

谷浜・桑取区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

浦川原区 6 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・浦川原中 2年生と地域課題や将来の在り方について意見交換 

大島区 4 
・まちづくり懇談会や事業所等との情報交換会で区内各団体と意見

交換 

柿崎区 4 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・まちづくりフォーラムと併せて区内各団体と意見交換 

大潟区 2 ・区内各団体と地域の現状や課題等を意見交換 

吉川区 5 
・地域住民、区内各団体と地域課題、問題点等を意見交換 

・区内各団体と頸北斎場に係る諸課題を意見交換 

中郷区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域課題について意見交換 

板倉区 5 ・地域住民と小学校の在り方の検討結果について意見交換 

三和区 14 ・地域住民や関係者と三和区小学校のあるべき姿を意見交換 

計 76  

 

資料 ３ 



【 平成 29年度地域活動支援事業 谷浜・桑取区の採択方針等について 】 

※平成28年12月15日開催 第5回地域協議会にて決定 
 

◆平成 28年度 谷浜・桑取区の採択方針 

 谷浜・桑取区 地域活動支援事業 採択方針  

谷浜・桑取区住民の生活環境の向上を期待する事業のほか、少子化・高齢化に対応する区
の活性化につながる事業、谷浜・桑取区の観光資源を活かす事業、地域住民が自主的、主体
的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先的に採択する。 
優先的に採択する以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランス、地域の要望等を

考慮し採択する。 

 優先的に採択する事業の分野  
○地域振興事業 
（例）谷浜・桑取区（まち）の活性化、既存組織との連携、海岸と温泉を活かした事業、 

耕作放棄地復元モデル事業、観光広報・案内事業、中山間地における再開発、 
自然保護（河川、農業、森林、海岸） 等 

○生活環境の向上 
（例）谷浜公園整備事業、公共交通機関の維持確保・利用促進事業 等 

○安心安全な地域づくり 
（例）防犯マップの作成・配布事業、広域自主防災訓練実施事業、高齢者の見守り、 

子どもたちの安全確保、海岸整備事業 等 
○少子・高齢化に対応する事業 
（例）世代交流事業、高齢者健康講座、子育て支援事業 等 

○教育文化 
（例）青少年健全育成の推進、伝統文化・技術の継承、地元ボランティアへの支援、 

歴史遺産や観光資源を活用した事業 等 
○その他  

上記に属さないが、谷浜・桑取区の活性化につながる事業 

◆基本審査・共通審査基準（全区共通） 

・基本審査は、提案事業が「地域活動支援事業の目的と合致しているか」を確認するもの。 

・共通審査基準は、審査において考慮すべき項目と具体的な視点。 

審査項目 審査の視点 

① 公 益 性 
・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 
・全市的な方向性と合致しているか。 
・提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。 

② 必 要 性 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 
・地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか。 
・緊急性の高い提案事業であるか。 
・ほかの方法で代替できないものであるか。 

③ 実 現 性 
・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 
・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 
・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

④ 参 加 性 ・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できるものか。 

⑤ 発 展 性 
・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 
・提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか。 
・助成事業等の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できるか。 

 

項 目 平成28年度の状況 平成29年度（案） 

採 択 方 針 右欄上段のとおり ･平成28年度と同様 

募 集 期 間 ・4/1（金）から 4/28（木）まで ・4/3（月）から 4/28（金）まで 

周 知 方 法 

■全市的な取り組み 

・4/1広報上越、市HPへの掲載 

・主要施設への募集要項などの配置 

・報道機関への情報提供 など 

■全市的な取り組み 

・平成28年度と同様 

 

 

■谷浜・桑取区での取り組み 

・2/15､3/1「地域協議会だより」を全戸  

配布（事前相談受付） 

・3/6(日)説明会（事例発表、意見交換)開催 

（谷浜・桑取区地域協議会主催） 

・4/1募集要項を全戸配布 

■谷浜・桑取区での取り組み 

・2/15､3/1「地域協議会だより」を全戸  

配布（事前相談受付） 

・3/5（日）午後1：30～説明会開催 

・4/1募集要項を全戸配布 

 

補 助 率 等 

・事業費の上限・下限：なし 

・傾斜配分：なし 

・補助率：10/10以内 

・平成28年度と同様 

審 査 方 法 

・提案者説明及び質疑を実施 

・右欄下段の基本審査・共通審査基準に基づき

挙手により採否を決定 

（会長を除く出席委員の過半数で採択） 

・平成28年度と同様 

 但し、委員が審査の際に利用するための自

己採点表を用意する。 

そ の 他 

・委員が提案団体の代表者や役員で 

あった場合の審査への関わりについて 

→ 全ての審査に参加する 

・平成28年度と同様 

参考資料② 



《　順不同　》

助成事業 市の執行事業 助成事業 市の執行事業

谷浜・
桑取区

1
昔ながらの瞽女宿ライブ
ｉｎくわどり

高田瞽女の文化を保
存・発信する会

○ 80
高田瞽女を今一度地域の方々に知っていただくことを目指し、地域活
性化を図ることを目的に、①講演会②短編記録映画上映③瞽女唄演
奏等を実施する。

（配分額）
5,600千円 2

地域安全観光マップ作
成事業

谷浜・桑取青少年健全
育成会

○ 586
青少年健全育成の推進を目指し、地域の環境づくりや歴史遺産や観
光紹介などを兼ねた地域の活性化を目的に、マップを作成する。

3
谷浜多目的研修セン
ター整備事業

桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 268
地域活動の充実を目指し、快適な環境整備を図ることを目的に、ワイ
ヤレスアンプを購入する。

4
桑取多目的研修セン
ター整備事業

桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 268
地域活動の充実を目指し、快適な環境整備を図ることを目的に、ワイ
ヤレスアンプを購入する。

5 夢に出てくる盆踊り
「夢に出てくる盆踊り」実
行委員会

○ 230
昔ながらの「盆踊り」を再現することにより、世代を超えた交流と、地
域の魅力を発信することを目的に、湯ったり村でイベントを開催する。

6
城ヶ峰砦史跡整備ボラ
ンティア事業

谷浜地域づくり協議会 ○ 700
歴史ある文化遺産に触れ、この財産を広く外部にＰＲすることを目的
に、①城ヶ峰砦史跡の整備②現地講演会③看板、石柱の設置を実施
する。

7
先進地視察・学習体験
事業

谷浜・桑取青少年健全
育成会

○ 100
青少年健全育成の推進を目指し、親子と地域住民の世代交流を目的
とし、①糸魚川ジオパーク②こどもミュージアム（近代美術館）の先進
地視察・学習を実施する。

8
谷浜・桑取地区放課後
児童対策「わかあゆクラ
ブ」事業

わかあゆクラブ実行委
員会

○ 2,370
児童が放課後安心して過ごせる場を提供することを目指し、保護者等
が就労と子育ての両立をしやすい環境をつくるとともに、負担軽減を
図ることを目的に、児童を預かり保育する。

9
高住多目的センター改
修

谷浜地域づくり協議会
（連合和泉会）

○ 473
誰もが安全・安心に施設を利用することを目指し、利用の促進を図る
ことを目的に、転落防止柵を改修する。

6 3 4,066 1,009

≪　順不同　≫

助成事業 市の執行事業 助成事業 市の執行事業

谷浜・
桑取区

1
谷浜・桑取地区放課後
児童対策「わかあゆクラ
ブ」事業

事業実施委員会 ○ 782
保護者の就労・子育ての両立支援及び高齢祖父母の負担軽減のた
め、市の放課後児童クラブが開設されない春・夏・冬休み等学校休業
日に、児童の一時保育を実施する。

（配分額）
6,289千円 2

城ヶ峰砦史跡周辺整備
事業

谷浜地域づくり協議会 ○ 696
昨年度整備した石柱・看板を活用し歴史ある文化遺産をPRするととも
に、引き続き史跡周辺の環境美化・整備に取り組む。

3 谷浜海岸街燈増設工事 個人提案 ○ 432
谷浜海岸堤防の街燈未整備区間に街燈4基を増設することにより、夜
間ウォーキングをする地区住民をはじめ臨海学校の小・中学生、観光
客の安全・安心確保を図る。

4
月待夜の里神楽共演会
事業

月待夜の里神楽共演会
実行委員会

○ 970
地域の伝統芸能里神楽を伝承及び地域内外の人々の交流を目的
に、共演会を開催する。併せて、会場となるたにはま公園の活用を広
くPRする。

追加
1

高住地区（谷浜・桑取
区）高齢者の活性化を
図る　事業

上越市老人クラブ連合
会 谷浜和泉会

○ 97
地域高齢者のゲートボール活動の場である高住多目的センターに用
具保管のための物置を整備し、活動の活性化を図る。

追加
2

「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行委
員会

○ 278
地元有志出店によるくわどり収穫祭を開催し、地域農産物や地産即
食のＰＲと市民の森やたにはま公園など地域の魅力を情報発信す
る。

追加
3

たにはま公園環境整備
事業

たにはま公園管理組合 ○ 1,098
たにはま公園の利用促進を図るため、管理及び環境美化に必要な資
機材を整備するとともに、これらを保管する倉庫を設置する。

追加
4

谷浜分館施設整備事業
谷浜地区町内会長連絡
協議会

○ 976
地域の活動拠点である谷浜分館の利用環境向上のため、会議用
テーブル・椅子の更新と1階女子トイレ1台の洋式化を行う。

追加
5

桑取分館施設整備事業
桑取地区町内会長連絡
協議会

○ 939
地域の活動拠点である桑取分館の利用環境向上のため、会議用
テーブルの更新と1階女子トイレ1台の洋式化を行う。

5 4 2,823 3,445

9 5,075

団体等の名称
事業区分の別 採択額（単位:千円）

事業内容

小計
9 6,268

平成23年度　地域活動支援事業採択事業一覧表

区　名 Ｎｏ 事業の名称

小計

平成22年度　地域活動支援事業採択事業一覧表

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
事業区分の別 採択額（単位:千円）

事業内容

参考資料③

1



《　順不同　》　

助成事業 市が行う事業 助成事業 市が行う事業

谷浜・
桑取区

1
谷浜・桑取区放課後児
童対策「わかあゆクラ
ブ」事業

事業実施委員会 ○ 783
保護者の就労・子育ての両立支援及び高齢祖父母の負担軽減のため、市の放
課後児童クラブが開設されない春・夏・冬休み等学校休業日に、児童の一時保
育を実施する。（H23継続）

（配分額）
6,346千円 2

高住多目的研修セン
ター施設整備事業

谷浜地区南部協和会 ○ 576
センター利用者の利便性を高め利用を促進するため、現在使用されていない
シャワー室を撤去し活動スペースを拡充するとともに、駐車場西側の未舗装部
分をコンクリート舗装する。

3
城ヶ峰砦史跡周辺環境
整備事業

谷浜地域づくり協議会 ○ 919
地域住民をはじめ、多くの方から城ヶ峰砦へ来訪いただき、地域の歴史遺産に
触れていただくため、たにはま公園から城ヶ峰砦へ続く林道を整備するほか、案
内看板等を設置する。

4
「夢に出てくる盆踊り」事
業

「夢に出てくる盆踊り」実
行委員会

○ 374

かつて地域で行われていた盆踊りの伝統を継承することにより、地域住民の世
代を超えた交流を促進するとともに地域の魅力を広く情報発信する。また、踊り
手の養成や運営への参加など、若い世代からの参加を積極的に促し、民俗文
化の後継者育成を図る。

5 長浜町内防災対策事業 長浜町内会 ○ 760
地域住民の安全・安心の確保のため、簡易無線機・AEDを整備し、これらを活用
し土砂崩れ、津波を想定した避難訓練を実施することで、防災意識の向上を図
る。整備する資機材は長浜町内会のみならず広域での使用も想定。

6 「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行
委員会

○ 140
地元有志出店による「くわどり収穫祭」を開催し、地域農産物や「地産即食」をＰ
Ｒするとともに、くわどり湯ったり村やたにはま公園など、地域資源を含めた複合
的な地域の魅力を情報発信する。

7 地域振興促進支援事業
桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 615
地域振興や伝統文化の伝承などを目的に開催される各種イベントの開催支援と
運営の円滑化を目的に、会場を選ばずに使用できる持ち運び可能な放送設備
（移動用PAシステム）を整備する。

8
桑取地区高齢者生きが
い創出事業

桑取ゲートボール連盟 ○ 61
ゲートボールを通じて地域間の交流促進、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を整
える。

追加
1

「月満夜の里神楽」事業
「月待夜の里神楽共演
会」実行委員会

○ 148
谷浜・桑取地域の伝統芸能・里神楽を伝承し、満月を見ながらの夜神楽として新
たな伝統行事とすることを目指し、これをもって地域内外の人々の交流と中山間
地域の活性化を図る。

追加
2

谷浜小学校体育館ス
テージ幕更新事業

谷浜小学校後援会 ○ 1,670
谷浜小学校体育館のステージ幕が老朽化していることから、平成25年4月の谷
浜・桑取小学校の統合を控え、新たな気持ちでスタートを迎えられるよう、これを
改修する。

追加
3

幼年野球を通じた地域
活性化・青少年の健全
育成事業

谷浜ブルーサンダース ○ 200 谷浜ブルーサンダースの活動環境を整えることを通じて、青少年の健全育成、
将来の地域の担い手育成を図る。

追加
4

桑取谷そば祭り実施事
業

上越そば研究会 ○ 100
桑取・谷浜地域を中心として特産化を進めている「とよむすめ」の普及促進のた
め、PRイベントを開催する。

10 2 4,100 2,246

《　順不同　》　

助成事業 市が行う事業 助成事業 市が行う事業

谷浜・
桑取区

1
鍋ヶ浦町内防犯対策事
業

鍋ヶ浦町内会、
五ヶ浦振興協議会

○ 570
町内会が管理する防犯灯の木柱が腐食し危険なことから、これを更新するとと
もに、安全安心な地域づくりのため防犯パトロールや子どもの見守り活動を実施
する。

（配分額）
5,500千円 2

潮陵中学校ステージ幕
更新事業

潮陵中学校後援会 ○ 1,657 潮陵中学校体育館のステージ幕が老朽化していることから、教育環境のより一
層の整備の一環として、これを改修する。

3
谷浜・桑取高齢者いきい
き支援事業

谷浜・桑取ゲートボール
輪投げ同好会

○ 187
ゲートボールと輪投げを通じて、地域のより強い交流を目指し、高齢者の健康増
進や生きがいの創出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動
をしやすい環境を整える。

追加
1

西吉尾町内自主防災対
策事業

桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 210 西吉尾町内会で維持管理する消防器具置場入口のシャッターの開閉が困難な
ため修繕し、災害時の使用を円滑にし地域の防災に寄与する。

追加
2

公共施設草刈ボランティ
ア事業

桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 100 谷浜・桑取区の公共施設の草刈ボランティア活動を効率よく行うために自走式
草刈機を整備し、地域の環境保全活動を進める。

追加
3

中桑取町内会自主防災
倉庫設置事業

桑取・谷浜地域振興協
議会

○ 178
中桑取町内会の活動拠点である中桑取集落開発センターに防災倉庫を設置、
災害時の使用を円滑し、安心安全な地域づくりにつなげる。

追加
4

ゆったりカタクリさんぽ
道　事業

個人提案 ○ 339 谷浜・桑取地区の自然をより身近に感じてもらえるように、「くわどり湯ったり村」
北側のカタクリ群生地に緩やかな階段を整備する。

追加
5

「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行
委員会

○ 130
地元有志出店による「くわどり収穫祭」を開催し、地域農産物や「地産即食」をＰ
Ｒするとともに、くわどり湯ったり村やくわどり市民の森、たにはま公園など、地域
資源を含めた複合的な地域の魅力を情報発信する。

追加
6

長浜砦環境整備事業 谷浜地域づくり協議会 ○ 1,271
地域住民をはじめ、多くの方から城ヶ峰砦へ来訪いただき、地域の歴史遺産に
触れていただくため、春日山城跡～長浜砦～城ヶ峰砦へ続く作業道を整備する
ほか、案内看板等を設置する。

追加
7

大渕伝統行事鳥追い継
承事業

大渕町内会 ○ 322 大渕鳥追い行事を伝統民族行事として次世代に継承していくために、記録と資
材の整備を行う。

追加
8

谷浜分館整備事業
谷浜地区町内会長連絡
協議会

○ 536 地域の活動拠点である谷浜分館の利用環境向上のため、老朽化した会議用椅
子等を更新する。

8 3 2,968 2,532

事業内容

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
事業区分の別

平成24年度　地域活動支援事業採択事業一覧

区　名 Ｎｏ 事業の名称

採択額（単位:千円）
事業内容

団体等の名称
事業区分の別 採択額（単位:千円）

小計
11 5,500

小計
12 6,346

平成25年度　地域活動支援事業採択事業一覧

2



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

谷浜・
桑取区

1 「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行委
員会

246 桑取農産物のＰＲ及び情報発信を通じ、地域活性化を図ることを目的として、地元
有志出店による「くわどり収穫祭」を開催する。

（配分額）
5,000千円 2

谷浜・桑取地区保育園、
小・中学校視察と住民交流
事業

谷浜・桑取地区保育園、
小・中学校視察と住民交
流事業実行委員会

270
地域内の公共施設の視察及び文化活動発表等を通して地域住民の交流・親睦を
図り、共助・互助の力を育む。

3 地域祭り活き活き活動事業
谷浜地区町内会長連絡
協議会

210
住民参加のイベントの充実を図るため、行事(祭り等)に使用する半纏を購入し、地
域交流の活性化に寄与する。

4
地域の生涯学習を活性化
する事業

谷浜地区町内会長連絡
協議会

161
地域住民の生涯学習の充実を図るため、講演会等に必要な演台・司会者台を整備
し、地域振興・教育文化・健康等に寄与する。

追加
1

丹原・有間川町内防犯灯対
策事業

谷浜地区町内会長連絡
協議会

324 安全安心な地域づくりのため、丹原、有間川町内の防犯灯新設、既存施設の移設
を行う。併せて、安全パトロールを行う。

追加
2

五ケ浦地区 冬季・茶の間
の集い事業

五ケ浦振興協議会 149 冬期間の交流促進・健康増進のため、町内会館等において集いの場をつくり、住民
の融和を図る。

追加
3

吉浦町内防災対策支援事
業

吉浦町内会 1,157
吉浦町内会館の土台補強、簡易無線機の整備を行い、安全安心な地域づくりにつ
なげる。

追加
4

「くわどり農産物ハンドブッ
ク（仮）」作成事業

「くわどり収穫祭」実行委
員会

226
さまざまな農産物収穫までの背景と地域の豊かな自然と食環境を理解するため
に、「くわどり農産物ハンドブック(仮)」を作成する。

追加
5

「夢に出てくる盆踊り」事業
「夢に出てくる盆踊り」実
行委員会

322
盆踊りの伝統を継承することを通じて、地域住民の世代を超えた交流促進、地域を
誇り愛する心を育てることで、地域振興を図る。

追加
6

南部協和会環境整備事業 谷浜地区南部協和会 253 生活環境の向上のため、草刈機を整備する。併せて、安全に使用できるように操作
講習会を行う。

追加
7

城ヶ峰砦周辺整備事業 谷浜地域づくり協議会 1,563
地域住民をはじめ、多くの方から城ヶ峰砦へ来訪いただき、地域の歴史遺産に触
れていただくため、城ヶ峰砦周辺の作業道を整備するほか、長浜砦に案内看板を
設置する。

4,881

《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

1
加賀街道の保全管理のた
めの整備事業

茶屋ケ原町内会 480 歴史的文化価値のある乳母嶽神社への来訪者を増やし、観光資源として活用する
ため、加賀街道の草刈りや雑木の伐採などを実施し、保全管理に努める。

2
谷浜・桑取地区高齢者いき
いき支援（花壇整備等）事
業

桑南明老会 143 土口集落開発センター前の荒地を利用し、憩いの場として花壇を整備する。併せ
て、駐車場の整備とベンチの設置を行い、地域住民の交流の場とする。

3
西吉尾町内自主防災対策
事業

桑取・谷浜地域振興協議
会

990
指定緊急避難場所である西吉尾集落センター前を舗装整備することで、冬期間で
も除雪車での除雪が可能となり、安全に避難できるようにする。併せて、近隣町内
会と連携した避難訓練を実施し、防災意識の向上を図る。

4
南部協和会防犯灯対策事
業

谷浜地区南部協和会 427
夜間暗い地域の獣（イノシシ、クマ）や不審者への対策として、新たに防犯灯を設置
する。定期的に施設点検を行うこととし、併せて、住民による夜間「安心・安全パト
ロール」を行い、住民の安心・安全の確保に努める。

5
上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業

谷浜小学校PTA 421
トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲を高め、活動の充実につなげ
る。併せて、地域の行事やイベントで演奏発表をし、地域住民と交流することによ
り、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

6
小・中学校合同文化祭参観
と地域住民交流事業

小・中学校合同文化祭参
観と地域住民交流事業
実行委員会

60 小・中学校合同文化祭の参観及び文化活動発表等を通して地域住民の交流・親睦
を図り、共助・互助の力を育む。

7 「夢に出てくる盆踊り」事業
「夢に出てくる盆踊り」実
行委員会

201 盆踊りの伝統を継承することを通じて、地域住民の世代を超えた交流を促進し、地
域を誇り愛する心を育てることで、地域振興を図る。

8
谷浜・桑取高齢者いきいき
支援（ゲートボール）事業

谷浜・桑取ゲートボール
輪投げ同好会

119
ゲートボールを通じて、地域のより強い交流を目指し、高齢者の健康増進や生きが
いの創出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境
を整える。

追加
1

上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業（２）

谷浜小学校PTA 339
トランペット鼓隊のユニフォームの補充・整備を行い、児童の活動意欲を高め、活動
の充実につなげる。あわせて、地域の行事やイベントで演奏発表をし、地域住民と
交流することにより、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

追加
2

地域環境保全事業 谷浜農家組合協議会 529 農地等の環境保全のため、ゴミ捨て防止の啓発看板を22基（谷浜地区13基、桑取
地区9基）設置し、定期的に環境パトロールを行う。

追加
3

「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行委
員会

178
桑取農産物のＰＲ及び情報発信を通じた地域活性化を図ることを目的として、地元
有志出店による「くわどり収穫祭」を開催する。あわせて、昨年度作成したハンド
ブックを増刷し配布することで、四季を通じた地域の農産物・食の豊かさをPRする。

追加
4

大渕公民館入口階段改修
事業

大渕町内会 395
大渕、東吉尾、西吉尾町内会の投票所や老人会の活動拠点である大渕公民館の
入口が石段のため、転倒する危険があることから、緩やかなスロープにすることに
よって安全性、利便性を確保し、足腰の弱い高齢者でも気軽に集えるようにする。

4,282

平成27年度　地域活動支援事業採択事業一覧

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

小計

平成26年度　地域活動支援事業採択事業一覧

小計

3



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

1 城ヶ峰砦周辺整備事業 谷浜地域づくり協議会 893 地域住民や地域外の方から城ヶ峰砦に来訪いただき、地域の歴史遺産に触れ
ていただくため、城ヶ峰砦周辺の作業道を整備する。

2
谷浜・桑取地区高齢者いき
いき支援事業

桑取ゲートボール連盟 224
ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を
整える。

3
加賀街道の保全管理のた
めの整備事業

茶屋ケ原町内会 860
歴史的文化価値のある乳母嶽神社への来訪者を増やし、観光資源として活用
するため、加賀街道の草刈りや雑木の伐採などを実施し、保全管理に努める。

4
五ヶ浦地域町内会防災支
援事業

五ヶ浦振興協議会 233 地理的条件を同じくする五ヶ浦地域の一体的な防災・生活環境の向上を図るた
め、簡易無線機を配備し、防災訓練を実施する。

5 「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行委
員会

103 桑取農産物のＰＲ及び地域の情報発信を通じた地域活性化を図ることを目的と
して、地元有志出店による「くわどり収穫祭」を開催する。

追加
1

谷浜・桑取区高齢者いきい
き支援事業(２)

桑取ゲートボール連盟 21
ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を
整える。

追加
2

西戸野バス停留所補修事
業

谷浜・桑取地域振興協議
会

630
谷浜・桑取区の公共施設等が周辺にあり、小・中学生をはじめ、多くの谷浜・桑
取区住民に利用されている西戸野バス停留所が老朽化したため、補修する。

追加
3

上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業

谷浜小学校PTA 399
トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲を高め、活動の充実につ
なげる。併せて、地域の行事やイベントで演奏発表をし、地域住民と交流するこ
とにより、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

追加
4

地域小中合同体育祭事業
上越市立潮陵中学校
PTA

802

地域小中合同体育祭を通して、地域住民と保護者、子どもが交流を深め、高齢
者の健康増進や生きがいの創出を図るとともに、高齢者を中心とした地域住民
の健康・安全面に配慮した備品等を整備することで、より参加しやすい環境を
整える。

4,165

《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

1
下綱子保育園跡地有効活
用事業

谷浜地区南部協和会 739

下綱子保育園跡地を常時、近隣町内や桑取地区の住民が森林浴や散歩を楽
しみ、子供同士や親子で遊べる場所として提供するとともに、地域住民の交流
を促進するため、各種イベントを実施する。また、保育園があったことを後世ま
で伝えるために看板を設置する。

2
城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景
観保全事業

谷浜地域づくり協議会 279
地域住民や地域外の方から城ヶ峰砦、長浜砦に来訪いただき、地域の歴史遺
産に触れていただくため、作業道の草刈りをするとともに、山頂からの景色を楽
しんでいただくため、両砦山頂周辺の樹木を伐採する。

3 地域小中合同体育祭事業
上越市立潮陵中学校
PTA

788

地域小中合同体育祭を通して、地域住民と保護者、子供が交流を深め、高齢
者の健康増進や生きがいの創出を図るとともに、高齢者を中心とした地域住民
の健康・安全面に配慮した備品等を整備することで、より参加しやすい環境を
整える。

4
桑取地区レクリエーション
大会事業

桑取会 35 レクリエーションを通じて、桑取地区住民の体力作りと親睦を深める。

5
上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業

谷浜小学校ＰＴＡ 86
トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲を高め、活動の充実につ
なげる。あわせて、地域の行事やイベントで演奏発表をし、地域住民と交流す
ることにより、地域全体で子供を育てるという機運の醸成を図る。

6
上越市谷浜・桑取区文化交
流活動活性化事業

谷浜小学校ＰＴＡ 311 合唱・合奏活動を通じて、地域住民同士の交流や小・中学生と地域住民の交流
を促進させ、地域の活性化を図る。

7
谷浜・桑取地区高齢者いき
いき支援事業

老人クラブ・第一和泉会 139
ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を
整える。

8
川と遊ぶニジマス釣り体験
事業

谷浜・桑取青少年健全育
成会

110
川と遊ぶニジマス釣り体験を通じて、子供たちと地域住民の交流を促進させる
とともに、子供から大人までが地域の魅力や自然の大切さを学ぶ機会を提供
する。

追加
1

地域環境保全事業 谷浜農家組合協議会 529 農地等の環境保全のため、ゴミ捨て防止の啓発看板を22基設置し、定期的に
環境パトロールを行う。

追加
2

谷浜・桑取区内花壇整備及
び住民交流事業

谷浜・桑取区内花壇整備
及び住民交流事業実行
委員会

332
花壇の手入れを通じて環境美化を図るとともに、住民同士の交流を深めるた
め、花壇のある町内等に土壌改良用土、花苗、球根を配布し、花壇整備を行
う。

追加
3

上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業（2）

谷浜小学校PTA 23
トランペット鼓隊が地域イベントに参加し、演奏発表する機会を設けることで児
童の活動意欲を高め、活動の充実につなげる。地域住民と交流することによ
り、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

追加
4

たにはま公園で気球に乗ろ
う事業

たにはま公園管理組合 432
多くの人にたにはま公園を利用いたただくため、また、谷浜・桑取区へ訪れる
きっかけとするために熱気球の打上げイベントを開催する。

追加
5

谷浜小学校・潮陵中学校記
念植樹の剪定事業

谷浜小学校・潮陵中学校
後援会

205

谷浜小学校創立10周年記念、潮陵中学校創立記念に植樹した木々を、後世ま
で残すために枝の剪定する。また、地域の歴史に対する理解を深めるため、小
中合同文化祭において小・中学生と保護者、地域住民に記念植樹の経緯や学
校の歴史等について説明し学んでもらう。

追加
6

「くわどり謙信公トレイル大
会」を通じた地域活性化事
業

くわどり謙信公トレイル大
会実行委員会

917
くわどり謙信公トレイル大会にて、郷土料理のふるまいなど参加者へのおもて
なしを行う。全国から集まる大会参加者に、地域の自然や住民との交流を通じ
て桑取地域をアピールし、交流人口の増加による地域活性化を図る。

4,925小計

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

小計

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

4


