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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和元年度第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】 

    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 

令和元年５月２３日（木）午後６時３０分から午後８時１０分 

４ 開催場所 

上越市立谷浜・桑取地区公民館 

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、小池係長、千田主任 

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：山田委員に依頼 

  議題【協議事項】地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

 ・資料「令和元年度 谷浜・桑取区地域活動支援事業 提案書受付一覧（担当課所見あ

り）」に基づき説明 

 ・本日の進め方について説明 

【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「№４ 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業」、「№５ 上越市谷浜・桑取区

児童と地域との交流活動促進事業」は提案者が同じため併せて説明をお願いする。 

【提案№４ 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業、 

 提案№５ 上越市谷浜・桑取区児童と地域との交流活動促進事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質疑等を求めるがなし。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№３ 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№３ 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】 

  提案者に対し質疑等を求める。 

【樋口委員】 

  悪天候の場合、どうするのか。 

【提案№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

  悪天候の場合は中止か延期を検討している。開催日の天候を天気予報等で確認しなが

ら早めに対応していきたい。 

【坪田委員】 

  提案書の支出の部分は「ニジマス」だけとなっているが、ヤマメやアユを混ぜて放流

することは可能か。何故かと言うと当日、釣れ残りの魚が出てくると思う。そうなると

桑取川で自然繁殖をして魚が増えることに繋がるかもしれない。 



 - 3 - 

【提案№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

  以前、ニジマスの量が足らずヤマメを混ぜて納品してもらったこともあるため対応は

可能だと思う。 

【髙橋会長】 

  中止になった場合、ニジマスは川へ放流するのか。 

【提案№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

  ニジマスが弱ってしまうため当日の朝、納品してもらっている。最悪、中止になって

も延期等の対応はできると思っている。 

【髙橋会長】 

  ほかに意見等がないので終了とする。 

  次に「№１ 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№１ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質疑等を求める。 

【小林委員】 

  ゲートボール場に砂を入れて整備するということだが、何年か経つと雨、風等で砂が

無くなったりすると思うので人工芝にしてみてはどうか。 

【提案№１ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業提案者】 

  人工芝にすると高額になってしまうため、団体で検討させていただきたい。 

【髙橋会長】 

  追加募集を実施する可能性もあるので検討していただきたい。 

  ほかに質問等はないので終了とする。 

  次に「№２ 谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推進事業」について、提案者へ補足説

明を求める。 

【提案№２ 谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推進事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質疑等を求める。 
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【荷屋委員】 

  初めて提案される事業であり、頑張っていただきたいと思っている。 

【提案№２ 谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推進事業提案者】 

  グラウンドゴルフについては県でも推奨されており、上越市においても昨年１１月に

講習会があり、桑取地区から４名参加した。 

  現在１６名の参加者がいるが、桑取区だけではなく、谷浜区のほうへも周知し、活動

の幅を拡げていきたいと思っている。 

【山田委員】 

  グラウンドゴルフにもいろいろあるが、貴団体は平らなグラウンドで行うのか。何ホ

ールくらいあるのか。 

【提案№２ 谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推進事業提案者】 

  私たちは旧桑取小学校のグラウンドを使わせていただき活動を行う予定である。  

ホールは８ホールである。 

【髙橋会長】 

  ほかに質問等がないので終了とする。 

  次に「№６ 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業」について、提案者へ補足説明を求め

る。 

【提案№６ 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質疑を求める。 

【平野委員】 

  道路を整備した後、車でどこまで行けるのか。 

【提案№６ 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

  長浜砦までは車で行ける。道は以前から作業道として整備されていたが、道が悪かっ

たので今まで道を補修させていただいていた。 

  見に来てくださる人も多くなってきたと思うが、道が分かりづらく、迷ってしまった

という話も聞いているので今回は看板を設置したいと思い提案させていただいた。 

【髙橋会長】 

  来てくださる人のためにも十分な案内表示は必要だと思っている。 
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  ほかに意見等はないので終了とする。 

  次に「№７ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業」について、提案者へ補足説明を

求める。 

【提案№７ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【髙橋会長】 

  ガイドマップの作成は７００部でよろしいか。 

【提案№７ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業提案者】 

  谷浜・桑取区の全世帯に配布し、くわどり湯ったり村や観光施設、道の駅等に設置さ

せていただきたいと思っている。 

【髙橋会長】 

  ほかに意見等がないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№８ 『くわどり謙信公トレイル大会』を通じた地域活性化事業」について、

提案者へ補足説明を求める。 

【提案№８ 「くわどり謙信公トレイル大会」を通じた地域活性化事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【髙橋会長】 

  提案者に対し質疑等を求める。 

【佐藤峰生委員】 

  今年で３年目だと思うが、地域が活性化しているという事例等があれば教えていただ

きたい。 

【提案№８ 「くわどり謙信公トレイル大会」を通じた地域活性化事業提案者】 

  参加人数が増えてきており、小・中学生もイベントに参加してくれている。選手を応

援するために地域の方々が沿道に出てきてくれており、地域の方々も当イベントの下支

えをするという意識が高まってきていると感じている。 

【佐藤峰生委員】 

  くわどり謙信公トレイル大会を支援するための活動ではなく、大会を通じて地域が活

性化するということが本来の目的だと思っている。３年目に入り、地域がどのように活

性化しているのか。地域活性化に繋がっているようであれば来年以降も続けていただき
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たいと思っている。成果が出るような取り組みをしていただきたい。 

【提案№８ 「くわどり謙信公トレイル大会」を通じた地域活性化事業提案者】 

  地元の食を使ってＰＲ活動を行っていきたいと考えており、昨年よりも地域の特色を

アピールしていきたい。 

【佐藤峰生委員】 

  提案だが、今回の大会後、参加者からアンケート等を取って桑取に対する認識を集め

ていただき、来年度にそれを活かして活動をしていただきたい。 

【提案№８ 「くわどり謙信公トレイル大会」を通じた地域活性化事業提案者】 

  アンケート等は対応させていただきたいと思う。 

【安達副会長】 

  振る舞いの部分について、おにぎりやくわどり汁はお金をいただくということは検討

されたのか。 

【提案№８ 「くわどり謙信公トレイル大会」を通じた地域活性化事業提案者】 

  お金をいただくということは考えていない。くわどり汁を振る舞って桑取を知っても

らおうという活動をしたいと思っている。 

【安達副会長】 

  承知した。 

【髙橋会長】 

  ほかに意見等がないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  それでは委員協議に入る。 

  最初に「№１ 谷浜・桑取地区高齢者いきいき支援事業」について、質疑等はあるか。 

【滝澤センター長】 

  ヒアリングの際、人工芝にしてはどうかという意見が出ており、追加募集での提案も

含めての意見だったかと思うが、今回は砂を入れたいということで提案を出している。

人工芝に変更するのであれば再度見積りを取っていただき追加募集で提案していただく

ことになる。 

提案者側は再度団体の皆さんと検討してみるということだったが、今出ている提案内

容について採決していただきたい。人工芝で再度提案しなおすのであれば今回の提案は

不採択とし、追加募集で再度提案していただくことになる。 
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【髙橋会長】 

  事務局の意見のとおり今回の提案は不採択とし、人工芝で見積りを取って追加募集の

際に再度提案してもらうか。どうしても砂が良いということであれば再度、砂で提案し

てもらうか。 

【小林委員】 

  検討していただき、追加募集で再度提案してもらったほうが良いのではないか。 

【髙橋会長】 

  では、そのような扱いでよろしいか。 

  （異議なし） 

  それでは、今回の提案については不採択とし、今後の進め方等は事務局から説明して

もらい、再度追加募集で提案してもらえればと思う。 

  次に「№２ 谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推進事業」について質疑を求めるがな

し。採択すること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「№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業」について質疑を求めるがなし。採択す

ること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 上越市谷浜・桑取区音楽活動交流事業」について質疑を求めるがなし。

採択とすること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・桑取区児童と地域との交流活動促進事業」について質疑を

求めるがなし。採択とすること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 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業」について質疑を求めるがなし。採択

とすること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。 

  次に「№７ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業」について質疑を求める。 

【小林委員】 

  マップの作成枚数である７００部のうち、５５０部を全戸配布すると１５０部しか残

らなくなる。もう少し増やしてはどうか。 

【荷屋委員】 

  とりあえず７００部作成してもらえれば良いと思っている。 

【佐藤峰生委員】 

  ５５０部を全戸配布して、残りを市内の公共施設に置き、トレイル大会の参加者へも

配りたいとなったら１，０００部でも足りないのではないか。 

【荷屋委員】 

  今回は７００部作成させていただき、どうしても足りないようなら追加募集で再提案

するということも含め検討させていただきたい。 

【滝澤センター長】 

  提案書は受理しており、当提案については提案額を増やすことはできない。トレイル

大会で配布するということだが、トレイル大会実行委員会の皆さんとも協議しながら進

めていただきたいと思っている。足りないということであれば追加募集で増刷したいと

いう提案を出していただくこととなる。 

【髙橋会長】 

  公共施設に配布する部数は何部くらいが適当なのかということも検討していただけれ

ばと思う。 

  では当事業の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 『くわどり謙信公トレイル大会』を通じた地域活性化事業」について質

疑を求める。 

【小林委員】 

  事務局の見解を聞きたいのだが、トレイル大会には主催者がいる。その人たちが参加

者から参加費をもらい開催しているのだと思うが、今回の提案では、交通誘導員や保険、

ポスター、チラシ等の経費が当補助金にて賄われることになる。本来であればその費用
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は主催者側が出すべきものなのではないか。 

【滝澤センター長】 

  地元の皆さんが何とか桑取を盛り上げていきたいということでこの事業がスタートし

たと聞いている。 

事業として整理されている部分は、レース自体は主催者が行い、地元として参加して

いる方々へのおもてなしについては提案団体が行うということである。 

【小林委員】 

  振る舞いの部分については問題ないと思っているが、人件費やポスター等は主催者側

が負担するべきなのではないか。 

  会計も皆さんに開示すれば良いが、見たことがない。 

【滝澤センター長】 

  事務局もレース自体の会計は把握していない。 

【小林委員】 

  その辺が不明確なので、それに上乗せして手伝ってやっているという感じがする。税

金でそんなことをして良いのかというのが私の感覚である。 

【滝澤センター長】 

  当補助金は地域の皆さんが行う活動に対しての補助金だが、小林委員がおっしゃるよ

うに本来主催者側が賄うべき部分を提案団体側が賄っているとすれば整理する必要があ

る。 

【小林委員】 

  私が一番言いたいのは、参加費を集めているが会計の内容が全く分からない点である。 

【安達副会長】 

  何も分からないのか。 

【横田委員】 

  参加人数でいくら入るかは何となく分かるが、大雑把な金額しか分からない。 

【小林委員】 

  市が中に入り、きちんと管理をすれば良かったのではないか。 

【髙橋会長】 

  市は競技をするための整備をして大会を誘致した。 

【滝澤センター長】 
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  主催者側はレースの管理をするだけでコース整備等は行わないと思う。参加費や経費

がいくら掛かっているかは事務局でも確認させていただくが、主催者側はレース管理し

か行わないので、あとは地元の方々で行ってくれないかということだと思っている。 

【髙橋会長】 

  今回で３年目だが、桑取の活性化のため継続していくとなれば今話されていたことを

明確にした上で開催していただきたいと思っている。地元の方々はある程度のおもてな

しをして協力してくれている。 

【小林委員】 

  私からすれば、民間で行っているイベントに対し税金を使って事業を行って良いのか

という点である。 

【平野委員】 

  地域を活性化させるために補助金を使っても良いのではないかとも思う。 

【安達副会長】 

  桑取の方々が喜んで協力してくれているかである。そういう気持ちであれば支援して

も良いのではないかと思うがどうか。 

【横田委員】 

  トレイル大会を利用して活性化させるとしたら、山菜や米等を販売する等の案はこれ

から出てくるのかもしれない。 

  桑取以外にも各地でトレイル大会を開催しているので、そちらではどのように開催し

ているのかというようなことを勉強してみるのも良いのかもしれない。 

【髙橋会長】 

  トレイルランナーズ（大会主催者）が行うのは競技の運営だけを行っているが、それ

だけで参加費を徴収しているだけなので、駐車場等の環境整備は地元が行うということ

だと思う。 

  市としても対応を明確にしていただきたい。 

【佐藤峰生委員】 

  当提案はトレイル大会を実施するという目的で提案されていると思う。今回は３回目

なので、トレイル大会をきっかけにして地域活性化のために何かを行うということが必

要だと思っている。 

  追加募集の際、プラスアルファのものを提案していただけるのであれば当提案につい
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ては賛成である。 

【横田委員】 

  地元の立場としては、それは難しいと思っている。 

【佐藤峰生委員】 

  地域の人たちから集まってもらえる企画をセットにできないか。１０月に開催予定な

ので、その季節に合った企画でも良い。 

【髙橋会長】 

  上越市桑取地区で大きな大会が行われているということが全国へ発信されており、そ

れを支えているということが一つの大きな喜びだと思う。 

【安達副会長】 

  経費については、当時の話し合いがどのようなものだったのか調べていただきたい。 

【滝澤センター長】 

  調査はさせていただくが、当提案について、採択するか、しないかを採決していただ

きたい。 

【髙橋会長】 

  それでは採択に賛成する方の挙手を求める。 

  （賛成少数） 

  では、当提案は不採択とし、事務局から提案者へ本日出された意見や問題点等を伝え

ていただき、追加募集で再度提案していただけるようならお願いしたい。 

  以上で採択審議は終了とする。 

  次に追加募集について事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  採択審議の結果、採択額１２４万円となり、残額が３６６万円となった。 

  追加募集の実施について協議をお願いする。 

【髙橋会長】 

  追加募集についてはどうか。 

【坪田委員】 

  残額があるので追加募集をすることに賛成だが、地域活動支援事業の募集説明会も行

い、各団体へも案内しているので周知については満遍なく行っていると思う。だが、毎

回残額が出るということは、まだ周知されていない部分があるのではないか。せっかく
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このような制度があるのに無駄になってしまうので何か方策を考えなくてはいけないと

思っている。予算内で有効活用ができるような策を皆さんで意見を出し合って進めてい

ってはどうか。 

【髙橋会長】 

  地域活動支援事業の採択審議に時間を取られ、自主審議をしている時間がない、と言

う地域協議会もある。我々自身が谷浜・桑取区には何が必要かということを考えなくて

はいけない。 

  それでは、追加募集を行うということでよろしいか。 

  （異議なし） 

  では、今後の進め方について事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

 ・６月１５日号の広報上越に併せて周知したい 

・募集期間の事務局案：７月１日（月）から７月１６日（火）まで 

【髙橋会長】 

 ・事務局の説明のとおり、募集期間を７月１日（月）から７月１６日（火）にすること

で委員から同意を得る 

  次に「その他」について、再度事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  次回の協議会は追加募集の採択審議を行っていただきたいと考えている。 

  日程については会長・副会長と相談の上、皆さんへ報告させていただく。 

【安達副会長】 

  追加募集の採択審議の前に地域の課題について、話し合う場を設けたほうが良いので

はないか。 

【髙橋会長】 

  皆さんはどうか。 

 ・協議の結果、６月２４日（月）午後６時３０分から会議を行うこととなる 

 ・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 
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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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