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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度安塚区地域協議会地域の課題検討分科会（Ａ）第２回会議 

２ 議題（公開・非公開の別） 

1）協 議（公開） 

（１）地域に人を呼び込むための情報発信の方法について 

（２）人手が足りていない集落への協力体制について 

（３）地域協議会で協議すべき内容（自主的審議事項）について 

３ 開催日時 

平成３０年１月１９日（金）午後６時から午後７時１５分まで 

４ 開催場所 

安塚区総合事務所３階３０１会議室 

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。）の氏名（敬称略） 

・委 員：數井憲一、中村真二、長谷川直樹、秦克博、松苗正二、松野等 

・事務局：國保班長、髙島主事 

８ 発言の内容（要旨） 

【國保班長】 

・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項の規定及び内規に準じて分科会を

開催することを確認 

・委員の半数以上の出席を確認、会議の成立を報告 

・会議の進行及び会議録の確認：松苗正二分科会長 

【松苗正二分科会長】 

前回の分科会で出た意見を集約すると、今後の集落を維持していくためには、地域イ
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ベントの目的を明確にして、１０年、２０年先の集落を見据えることが重要であり、その

ためには、情報発信をして人を呼び込まなければならないということとなり、今回、情報

発信の方法について皆さんから意見をいただくこととしていた。また、人手が足りてい

ない集落への協力体制についても協議することとしているので、次第に沿って協議を進

め、最終的にこの分科会としての意見をまとめていきたい。それでは、まず、（１）地域

に人を呼び込むための情報発信の方法について協議する。 

【長谷川直樹委員】 

  ＮＰＯ雪のふるさと安塚が、毎月、「ＮＰＯ雪のふるさと安塚だより」という広報紙を

発行しているが、その中に、安塚区総合事務所からのお知らせが掲載されている。地域

協議会としても、お知らせを掲載することが可能であれば、情報発信の方法として良い

のではないか。 

【數井憲一委員】 

  例えば、どのような内容を載せたいのか。 

【長谷川直樹委員】 

  各集落のイベントについて、イベント開催の１～２か月前の広報紙に、イベント情報

やボランティア募集について掲載してはどうか。 

【數井憲一委員】 

  各集落のイベントを地域協議会として掲載するのか。 

【松苗正二分科会長】 

  各集落のイベント情報は、地域協議会として掲載するというよりは、各集落で掲載す

るものではないか。ＮＰＯ雪のふるさと安塚に対して、毎月発行する広報紙に各集落の

イベント情報を掲載するよう働きかけることも方法としては良いことである。 

【長谷川直樹委員】 

  また、安塚区外、上越市外の人に向けての情報発信として、市のホームページ内の安

塚区総合事務所のページに各集落のイベント情報を掲載できないか。 

【國保班長】 

  上越市全ての観光情報が整理されているわけではないが、観光関係の情報は、上越観

光Ｎａｖｉという上越市の公式観光情報サイトに一括掲載されている。それとは別に、

集落のイベントなどを市のホームページに掲載するためには、そのイベント事業が市の
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共催、後援事業である必要があると思う。 

【中村真二委員】 

  上越市外の人が上越市のホームページを見るということは、上越市に興味があるとい

うことであり、そういった人は、上越市に移住を考えている人が多いと考える。上越市

外の人に安塚区に興味を持ってもらい、移住を促進したいという目標を立てるのであれ

ば、市のホームページの移住者向けのページにイベント情報を掲載するべきである。安

塚区で移住促進団体を立ち上げ、市と連携して活動を行っていく中で、集落のイベント

情報を移住者募集の体験事業として市のホームページの中で周知してもらうのが有効で

ないか。 

【松苗正二分科会長】 

  長谷川委員の発言の趣旨としては、移住を目標とするということではなく、集落でイ

ベントを実施するので、より多くの人に来場、参加してもらいたいというものでないか。 

【中村真二委員】 

  上越市外の人へ情報発信をする場合の方法の 1 つとして提示したまでである。上越市

のホームページは複雑であり、見にくいため、安塚区の出身者じゃない限り、安塚区総

合事務所のページは見ないのではないか。上越市外の人は、観光Ｎａｖｉか移住者向け

のページを見ることが多いと思う。 

【松苗正二分科会長】 

  確かに、上越市外の人が安塚区総合事務所のページを見ることは考えにくい。 

【松野等委員】 

  例えば、地域活動支援事業を活用して、安塚区の情報を発信するホームページを立ち

上げることはできないか。あるいは、そういったホームページの立ち上げをＮＰＯ雪の

ふるさと安塚に依頼しても良いのではないか。 

【數井憲一委員】 

  市全体のイベント情報は膨大であるため、市としては、発信できる情報は限られるで

あろう。ＮＰＯ雪のふるさと安塚にホームページの立ち上げを働きかけることは良い方

法である。また、ＮＰＯ雪のふるさと安塚の既存のホームページ内に集落情報を掲載し

てくれるよう依頼することも良い方法ではないか。 

  安塚区のおぐろ地域活性化協議会で作成したホームページの立ち上げ費用はどのくら
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いだったのか。 

【松苗正二分科会長】 

  約５０万円で作成した。お金をかけずにホームページを作成することもできるが、出

来栄えや操作性等を考えると、専門の業者に依頼した方が良い。 

【長谷川直樹委員】 

  ホームページは、立ち上げ費用のほかに、費用はかかるのか。 

【松苗正二分科会長】 

  立ち上げ費用のほかには、費用はかからない。 

【數井憲一委員】 

  ＮＰＯ雪のふるさと安塚がホームページを立ち上げてくれるかどうかが問題だ。 

【松野等委員】 

  確かに、私たち地域協議会ではなく、ＮＰＯ雪のふるさと安塚がホームページを作成

してくれれば良い。 

【秦克博委員】 

  私も、地域に人を呼び込むための情報発信ということで、いろいろと考えてみたが、

安塚区外、上越市外の人に向けて情報発信をする場合の手段としては、やはりインター

ネットを利用することが有効であると思う。 

【松苗正二分科会長】 

  前回の分科会では、イベントで人を地域に呼び込み、来てくれた人を地域に住まわせ

るという意見も出ていたが、そういった移住に関する話となると、現在、協議している

地域活動における人員不足についての問題から話が大きくなってしまう。私は、松野委

員の発言にあった安塚区全体としてホームページを立ち上げるといったソフト面で集落

の活動に協力できる体制づくりについて検討していきたいと考えている。 

【松野等委員】 

  当然、私たち地域協議会が提案することはできないが、地域活動支援事業は、町内会

長協議会といった安塚区内の複数の団体による連合体でも提案できるのか。 

【髙島主事】 

  ５人以上の団体であれば、提案できる。 
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  ほかの地域自治区では、地域協議会で移住促進についての協議、活動をしていたこと

が、移住促進団体の設立につながり、その移住促進団体が地域活動支援事業を活用する

という事例があった。 

【松野等委員】 

  連合体での提案が可能であれば、町内会長協議会のといった団体から地域活動支援事

業を活用してもらい、安塚区全体の情報を発信するためのホームページを立ち上げても

らったらどうか。その後、作成したホームページに雪だるま財団やＮＰＯ雪のふるさと

安塚といった区内の団体のリンクを貼ったり、そのホームページ内に団体独自のページ

を作ったりして連携していったら良いと考える。 

【松苗正二分科会長】 

  それでは、この分科会としては、安塚区としてのホームページを作成し、他の団体と

も連携しながら、支援を希望する集落に対して、情報発信といった支援をしていける体

制を構築することについて検討するという方向でまとめていきたい。 

  前回、クラウドファンディングについても意見が出たが、安塚区として作成するホー

ムページを使ってクラウドファンディングを周知しても良いと思う。 

【中村真二委員】 

  今の若い世代は、ホームページ作成にお金をかける感覚はなく、ホームページを作成

するというよりは、ＳＮＳを通じて情報交換をしているため、ホームページを作成して

もそれほど見る人はいないのではないか。もちろん、ホームページはあるに越したこと

はないが、それよりも、ＳＮＳで情報を発信していくことが効果的ではないか。そして、

多くの人に情報を発信するためには、定期的に情報を発信する人がいなければならず、

そのためには、情報を発信する人の人件費が必要である。 

【松野等委員】 

  地域活動支援事業では、人件費は対象外ではなかったか。 

【國保班長】 

  人件費は、運営に係る経費なので、地域活動支援事業の対象にはならない。 

【松苗正二分科会長】 

  前回の分科会で、強いリーダーシップのある人がいる集落は、地域活動に盛り上がり

があると意見があったが、そういったところで団体を作ると、報酬がなくても一生懸命



6 

 

活動してくれる人がいると思う。 

私も、ＳＮＳでの情報発信は効果的であると思うが、ホームページがあれば、ホームペ

ージ上にＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳのリンクを貼ることができ、更に情報が広がっ

ていくため、ホームページはあった方が良いと考える。 

【中村真二委員】 

  私も、ホームページが必要ないという訳ではなく、ホームページがあるだけでは意味

がなく、しっかりと情報発信をしていかなければならないということで発言した。 

【松苗正二分科会長】 

  確かに、ホームページを作成しても、情報を発信しなければ意味がない。 

愛知県の富山村というところの一般社団法人とみやまの里のホームページを見たが、

引き込まれる内容で、とても良いホームページであった。これだけのホームページを作

られるのであるから、活動にも中身があるのであろう。安塚区でも頑張って活動をして

いる集落があるので、やはり、松野委員の言うように、ホームページで情報を発信できる

環境を作る必要があると思う。 

  前回の分科会で、各集落は楽しんでイベントを実施していると話があった。楽しみを

持てるような集落づくりは、集落を維持していくための方法の１つとして大切なことで

ある。また、イベントを実施してたくさんの人を呼び込み、集落を活性化させることも

大切なことである。イベントを契機に、移住者を呼び込みたい集落があるのであれば、

安塚区として作成するホームページ上で情報を発信するなどして支援することもできる。 

  ちなみに、中村委員は朴の木集落に移住してきたが、移住してきたことについてどの

ように感じているか等聞かせていただけないか。 

【中村真二委員】 

  集落の人から良くしてもらっており、集落での生活には満足している。私の場合、紹

介されて今の集落に移住してきた。紹介者がいたため、集落にも入り込みやすかった。 

【松苗正二分科会長】 

  確かに、受入側の窓口がしっかりしていないと移住者は集落に溶け込みにくい。 

いろいろと意見をいただいたが、次第の（１）地域に人を呼び込むための情報発信の方

法については、安塚区としてホームページを作成し、各集落の情報を発信していくとい

った、各集落の活動を支援できる体制づくりについて検討していきたいという方向でま
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とめていきたい。 

次に、（２）人手が足りていない集落への協力体制についてである。実際、どこの集落

も人手が不足しており、難しい問題である。人手が不足している集落については、やは

り、ボランティアが必要であると思うが、先ほどから協議している安塚区として情報を

発信するホームページがあれば、そのホームページ内で、イベントへの協力を呼びかけ

るという方法がある。また、そのホームページ内でクラウンドファンディングのような

形で、賛同者を募り、資金援助を受けることもできると思う。 

【松野等委員】 

  他の集落の地域活動に協力するといっても、実際、近隣の集落くらいしか協力できな

いのではないか。 

【數井憲一委員】 

  今、イベントにおける人手不足について議論しているが、そもそも、この議論が始ま

った時は、イベントのことだけでなく、農業や除雪といった集落の維持に関する地域活

動の人手不足についても議論していなかったか。集落を維持していくための地域活動に

おける人手不足についても、どう対応していくのか議論することが必要ではないか。 

【松苗正二分科会長】 

  私の考えでは、１年を通して集落の活動に協力してくれる関係性を集落外の人と築く

ことが望ましい。 

中村委員は移住者であるが、実際、集落のイベント以外の活動にも関わっているのか。 

【中村真二委員】 

  草刈り等にも参加しているが、集落の人に比べると技術が未熟なため、役に立ってい

ないと思う。 

【松苗正二分科会長】 

  役に立つ、立たないではなく、地域の活動に参加することが重要である。 

【中村真二委員】 

  ほかには、私と一緒に移住者の定住化について活動している仲間が、私のいる集落の

イベントの手伝いや飲み会に参加するといった交流を行っている。 

【松苗正二分科会長】 

  そのイベントでの交流とは、前回の分科会の時に話していた棚田カフェのことか。棚
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田カフェのほかに何か交流はしているのか。 

【中村真二委員】 

  集落主催のバーベキューや隣の集落との観桜会にも仲間と一緒に参加しているほか、

時々、仲間からも道普請に手伝いに来てもらっている。 

【松苗正二分科会長】 

  中村委員は独自の情報発信の方法があり、自分の集落に人を呼び込むことができてい

る。 

【長谷川直樹委員】 

  農業についてだが、安塚区で農業振興会を立ち上げた時に、草刈りなど農作業に関す

ることを協力し合おうという話がなかったか。 

【數井憲一委員】 

農業振興会に依頼すると、普段、稲作をしていない人たちで都合の良い人が農作業の

手伝いに来てくれる。私の集落も農業振興会に依頼して、用水路の草刈りに来てもらっ

たことがあるが、その時は、手伝いに来てくれた人への報酬は、中山間地域等直接支払制

度を利用して支払った。また、私の集落で１人体調を悪くして、今年は稲作ができないと

なった時に農業振興会に依頼したところ、まずは集落で対応し、それでも対応できなけ

れば、農業振興会に依頼してほしいということであった。 

【長谷川直樹委員】 

  やはり、農業振興会に依頼した場合、無償ボランティアというわけにはいかないのか。 

【松苗正二分科会長】 

人手が足りていない集落への協力体制の構築は簡単な話ではない。人手が足りていな

い集落へは、ある程度ボランティアが必要だと思うので、ホームページを活用した中で

ボランティアを募っていくという方向性で検討していきたい。 

最後に（３）地域協議会で協議すべき内容（自主的審議事項）についてだが、次第の

（１）と（２）をまとめる。実際、地域協議会は実行部隊ではないので、地域の課題に対

して、どういった解決策があるのかを協議して、解決策案を集落等に提案することとな

る。私は、地域協議会としては、支援を希望している集落をバックアップする体制づくり

について協議していきたいと考えている。具体的には、その支援体制の中には、安塚区の

ホームページの作成を通した情報発信があり、それを実現するために、上越市に要望を
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していくという方向性で検討していきたい。また、支援を希望していなくても、一生懸命

活動している集落については、地域協議会から声掛けをし、活動を支援することで、活動

の幅を広げることもできる。そういった安塚区内での支援体制について、地域協議会全

体で議論していきたいという方向性でまとめたいが、いかがか。 

【髙島主事】 

  前回、この分科会では、町内会長等との意見交換会において、地域イベントに人手が

不足しているという課題が出たことから、それについては、そもそもイベントの情報発

信が足りていないということで、今回、人を呼び込むための情報発信の方法について協

議してきた。そして、今回、協議する中で、安塚区のホームページを作成して情報発信

を図っていきたいとあったが、それは、あくまで情報発信の手段の１つであるため、こ

の分科会の意見としては、おおまかにいうと、各集落の活動を支援できる体制づくりに

ついて、今後、地域協議会全体で議論していきたいということで良いか。 

【松苗正二分科会長】 

  そうである。 

各集落の活動を支援できる体制づくりを検討する中で、資金が必要となれば、地域活

動支援事業を活用するという話も出たが、それとは、別にそのための資金を市に要望し

ていけるのではないかと考えている。例えば、市として、ホームページを作成する人を集

落に派遣するといったことはできないのか。 

【國保班長】 

  市からの人的支援についてだが、まず、本当にホームページを作成する方法が良いの

かという議論が必要である。議論が進み、本当にホームページが必要となった場合は、

様々な支援方法がある。１つは、地域振興ということで、ホームページを作成できるか

できないかは別として、私たち地域振興班職員や集落づくり推進員が集落に支援するこ

とができる。また、外部講師に依頼したり、バックアップしてくれる企業があれば、企

業の支援のもとホームページを作成したりするという方法もある。支援体制としては、

集落が望むことに対して、様々な手段を集落に提示してあげられる形が良いのではない

か。 

【松苗正二分科会長】 



10 

 

  もちろん、地域に対してどういった形で支援できるのかということを協議し、いろい

ろな方法を提示したいと考えている。その方法を具現化するために、地域協議会から市

に要望できるということで、話をまとめていけないか。 

【國保班長】 

  市への要望が目的ではないのではないか。 

【松野等委員】 

  当然、ソフト面は地域協議会で実施するが、資金が発生する場合もある。地域活動支

援事業を活用するという方法も考えられるが、別枠として、市に資金援助をお願いでき

るかどうかが気になる。 

【數井憲一委員】 

  安塚区としてのホームページが必要な理由を具体的にしなければ、市からの金銭的な

支援は難しいのではないか。 

【松苗正二分科会長】 

  ホームページを作成することが目的ではないが、地域からそういった希望があった場

合、市でも支援してくれる可能性があるのかどうかを知りたい。ホームページを作成す

ることが最良かどうかは、今後、協議していくことになるが、ホームページの作成が最

良となった場合、市からの支援を受けて作成するという方向で検討できないのか。 

【數井憲一委員】 

安塚区全体の情報を発信するといっても、情報量はそこまで多くないと思う。ＮＰＯ

雪のふるさと安塚のホームページ等で情報を発信するということも検討していくことが

必要である。 

【國保班長】 

ＮＰＯ雪のふるさと安塚は、地域活性化のための団体であるため、地域のための広報

活動ということで、ＮＰＯ雪のふるさと安塚に働きかけることも１つの方法である。ま

た、新しく、ホームページを立ち上げるよりも、ＮＰＯ雪のふるさと安塚の既存のホーム

ページ等を利用した方が円滑に事業を進めることができる。 

【長谷川直樹委員】 

  新たにホームページを立ち上げるとなると、資金が必要となることに加え、事務的に
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も大変である。ＮＰＯ雪のふるさと安塚に働きかけ、ＮＰＯ雪のふるさと安塚のホーム

ページ内で地域の情報を発信してもらえれば良いのではないか。もし、そうした中で、

経費が生じるようであれば、地域活動支援事業を活用してもらえば良い。ホームページ

の立ち上げ費用を市に要望しても、要望が通る見込みはないのではないか。ＮＰＯ雪の

ふるさと安塚に依頼するのが、現実的ではないか。 

【松苗正二分科会長】 

  ＮＰＯ雪のふるさと安塚と連携することは良いことだが、ＮＰＯ雪のふるさと安塚の

ホームページ内では、集落の情報発信力が足らないのではないか。活力のある集落の活

動については、より積極的に情報発信していくべきである。 

【中村真二委員】 

  おぐろ地域活性化協議会のホームページが有効に機能しているとすれば、同じ様なホ

ームページを各地域や集落で作成し、それをＮＰＯ雪のふるさと安塚のホームページに

リンクさせるといった形が１番情報発信の効果があると思う。 

【松苗正二分科会長】 

  私もそのように考える。各地域や集落でホームページを作成し、ＮＰＯ雪のふるさと

安塚やキューピットバレイといった区内の団体と連携させることが１番有効である。 

【中村真二委員】 

おぐろ地域のようにホームページを作成したいという動きが出た時に支援してあげら

れる体制づくりが必要である。 

【國保班長】 

あくまで、情報発信の方法の１つとしてホームページがある。議論を進めていく中で、

各地域や集落にホームページが本当に必要だとなれば、そのための課題を検討し、実現

のために活動していくこととなるが、今は、ホームページによる情報発信のほかにも、例

えば、縁故への情報発信によって集落の活動に協力してもらうことができないのか等、

違った方向でも検討してみてはどうか。そして、検討を進める中で、最終的に市からの支

援が必要となれば、市に要望してもらうこととなるが、先の長い話になると思う。 

【松苗正二分科会長】 

  確かに、ホームページを作成することだけが目的ではない。また、現段階では、分科
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会での協議なので、協議会としてどのように議論していくかは、今後、全体会で検討し

ていくこととなる。これまで、ホームページの作成に重点を置いて話してきたが、要は、

この分科会としては、活力がある集落から支援の希望があれば、全面的に支援できる体

制づくりを目指す方向性で議論していきたいと考えている。その支援の１つがホームペ

ージの作成であり、町内会、自治会、地域協議会で協議しながら、ホームページが本当

に必要となれば、最終的に市に要望をしていきたいと考えている。 

【松野等委員】 

市としては、安塚区のホームページ作成のために資金を援助することは難しいことだ

と思う。しかし、情報発信のため、パンフレットを作成したとしても、見る人は少ないで

あろうし、パンフレットの場合、その都度お金をかけて印刷しなければならない。今の時

代から言えば、やはりホームページといったインターネットを活用しながら、安塚区に

おける活動を発信していくしかないのではないか。協議を進めていく中で、ホームペー

ジ作成に費用をかけないとなれば、ＮＰＯ雪のふるさと安塚に働きかけることも１つの

方法である。 

【數井憲一委員】 

安塚の各家庭にイベントチラシを配布するなど、今でも充分に情報を発信している集

落もあると感じる。仮に、市全体に大々的に周知し、たくさんの人が来てしまったら、逆

に今の集落の人員では対応できないという状況も考えられる。しかし、地域の事業であ

って、地域がやる気を持って活動することが重要である。人手不足といっても、すぐに解

決できる問題ではない。私たちの分科会の考えとしては、とりあえず、情報発信をしっか

りと行い、各集落の地域活動への協力者や来場者を募り、地域の活性化を目指すといっ

たところである。 

【松苗正二分科会長】 

  それでは、私たちの分科会のまとめとしては、やる気のある集落から支援の希望があ

れば、支援できる体制づくりについて、地域協議会全体で議論していきたいということ

で良いか。 

（「はい」の声あり） 

  そのほかに何か意見等あるか。（「なし」の声あり） 
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  それでは、本日の協議は以上とする。 

・会議の閉会を宣言 

９ 問合せ先 

安塚区総合事務所総務・地域振興グループ  TEL：025-592-2003（内線 23） 

E-mal：yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料も併せて御覧ください。 

 


