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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和２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】 

    令和２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 

令和２年６月２日（火）午後６時３０分から午後７時２７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： 坪田 剛（会長）、金森幸雄（副会長）、齊藤德夫、佐藤寿美子、 

佐藤峰生、田村 隆、寺島和枝、荷屋和夫、平野コトミ、水嶌豊秋、

横田正美（欠席１名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：中村センター長、小池係長、 

霜越会計年度任用職員 

８ 発言の内容 

【中村センター長】 

・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 

【坪田会長】 
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 ・挨拶 

 ・会議録の確認：金森副会長に依頼 

  議題に入る前に前回の会議で寺島委員が欠席したため、自己紹介を求める。 

【寺島委員】 

高住の寺島である。また４年間お世話になる。私が高住に来て２７年経つが、前回の

４年間、地域協議会委員をやらせていただいて、まだまだ地域のことで知らないことが

たくさんあるなと思った。また皆様からいろいろな意見を聞かせていただき、勉強させ

ていただきたいと思っている。 

【坪田会長】 

  では、【協議事項】令和２年度地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

 ・参考資料「令和２年度 地域活動支援事業提案書の採択方針等について」、 

  資料№１「令和２年度 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 

【坪田会長】 

  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 城ケ峰砦・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№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【坪田会長】 

提案者に対し、質疑を求める。 

【田村委員】 

  中桑取から城ケ峰砦へ上がる途中で「たにはま公園に至る」という看板が設置されて

いる。たにはま公園からも城ケ峰砦に上がれると思うが、その辺の道も整備してもらう

ことは可能か。 

【提案№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

昨年は公園からの道に除草剤を撒き、一応上がれるようにはなっている。ただ、看板

がないため、城ケ峰まで行けるというのは分かりづらいかもしれない。もし必要であれ
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ば検討させていただく。 

今年も除草剤を撒く予定なので、上がれるようになると思っている。 

【田村委員】 

たにはま公園から上がれるというのが分かれば良いと思っているが、最近、鳥獣被害

も出ていると思う。必ず通って行ってもらいたいというものでもないが、当然、整備す

る距離が長くなれば、補修や維持管理等が非常に大変だと思うので、その分、予算を少

し多めに付けても良いと思うので検討していただきたい。 

【提案№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

少し付け加えさせていただきたいのだが、実は桑取道の所々で、まだ昔の古道が残っ

ている。欲を言えば、そこまで整備し、「ここは古道ですよ」という看板等も作成したい

という話が出ている。 

【佐藤峰生委員】 

田村委員からの質問とも関連があるが、この提案、毎年継続的に取り組んでいる活動

で私も賛同している１人だが、予定した整備がかなり進んできたと思っている。今、田

村委員から、たにはま公園に抜けるという話も出たが、これから先、何か予定している

ことがあれば教えていただきたい。 

【提案№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

整備した後に皆さんから意見を聞いて、我々もいろいろ検討してきてはいるが、その

間に私達も、こういうふうにやったほうが良いのではないかということを決めている。

まだ先のことは考えてはいないが、私達だけではなく、地域の皆さんからの意見も聴き、

実行していきたいと思っている。 

【佐藤峰生委員】 

私から一つ提案だが、「提案№２ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業」とも関連が

あるのだが、城ケ峰砦や長浜砦を整備したということを地域の皆さんにＰＲするという

意味合いで、今コロナウイルスの関係で活動がなかなかできにくい状態だが、ハイキン

グやイベント等の企画をしてみてはどうかと思っている。 

【提案№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業提案者】 

承知した。中学校のほうにも働きかけており、昨年行いたいと思っていた企画が天候

不順で中止となってしまった。大事な地域の宝なので、大勢の方から来ていただき、正

善寺ダムを眺めてもらったり、春日山城を裏から見てもらったり、或いは名立方面の高
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速道路も非常に良い景色である。 

私どもは日頃からパトロールをしているが、気づいたことがあれば、役員間で相談を

してより良いものにしたいと思って日々活動している。 

【坪田会長】 

  では次に「№２ 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№２ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業提案者】 

・提案書の基づき補足説明 

【坪田会長】 

  提案者へ質疑を求めるがないため、終了とする。 

  ― 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 

【坪田会長】 

  提案者に対して質疑を求める。 

【佐藤寿美子委員】 

  地域へ周知する際に小・中学校を通してチラシ等を配布しているのだと思うが、そう

すると学校へ通っているお子さんがいない家には周知されないことになる。開催日等が

分かれば孫を呼ぶことができるという声もあるのだが、もっと開催日を広く周知してい

ただきたい。 

【提案№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業提案者】 

  当事業の案内については、保育園や小・中学校を通じて案内を行っている。おっしゃ

るとおり、お子さんがいない家庭については周知されていないが、想定した人数より参

加者が多くなってしまうと安全面の確保が難しくなるため、ある程度、絞った形で案内

させていただいている。ただ、ご要望があるのであれば、回覧等で周知させていただき

たい。 

【佐藤寿美子委員】 

開催日を知っていれば行きたかった、という話も聞くので、是非お願いしたい。 

【坪田会長】 
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  他に質疑はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№４ 子ども里神楽伝承事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№４ 子ども里神楽伝承事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【坪田会長】 

  提案者に対して質疑を求める。 

【田村委員】 

事務局へ確認だが、資料№１の担当課所見の欄に総務管理課から「課題あり」で「政

教分離の観点から宗教目的ではなく、地域文化の伝承等の事業であることを事務局で精

査してください」という回答が来ている。昨年も同様の提案をしているということだが、

政教分離の問題は解決しているということか。 

【小池係長】 

総務管理課から「課題あり」という回答が来ているが、これは事業を行ってはいけな

いというわけではなく、条件をクリアすれば行って良いという意味合いである。 

まず、当事業においては、宗教等の関係は受け付けないこととなっている。そのため、

提案者と確認を取りながら提案書を作成している。昨年度も提案された事業だが、提案

者と文書も交わしており、事務局できちんと精査させていただいている。 

【田村委員】 

そうなると文化行政課は政教分離の観点から見ると「課題あり」なのではないか。本

来なら問題はあるけど、無理やり通しているみたいに捉えてしまう。 

私も子ども達が頑張って里神楽を踊っているのを何度か見させていただいているので

続けてほしいと思っている。練習を指導している方々も苦労されていると思っているが、

市からの所見を見るとあまりにも役所的な書き方で気になってしまう。 

【中村センター長】 

文化行政課では県や市の指定文化財ではないということから宗教行事という観点を持

っているかもしれないが、最終的には事務局で精査するよう求めている。事務局として

は、子ども達に地域の宝を伝承していく事業だと考えているので、問題ないと思ってい

る。また、確認する書類を提出してもらうことになっている。 

【坪田会長】 
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  おそらく、行政上、資料のような文言にしなければいけないというのもあるのかもし

れない。我々の文化、歴史の最たるものなので政教分離云々ではなく、推し進めるべき

歴史ある神楽なので、委員同士で審議しながら突き進めていければと思っている。 

  他に何かあるか。 

【佐藤峰生委員】 

当提案については、谷浜・桑取区の一つの魅力でもあるので、話題性を高めて外から

見に来ていただけるような取組まで延ばしていただきたいと思っている。 

柏崎市で綾子舞というのがあるが、毎年活動が行われており話題になっている。なの

で、谷浜・桑取地区でも子ども達が里神楽を伝承しているという部分を広く知ってもら

い、来年、再来年と継続的に広まっていくような取り組みを是非お願いしたい。 

【提案№４ 子ども里神楽伝承事業提案者】 

頑張っていきたいと思っている。 

【坪田会長】 

  他に質疑等がないので終了とする。 

  それでは、これから委員協議に入る。 

  最初に「№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業」について質疑を求める。 

 ・「№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業」、「№２ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成

事業」、「№３ 川と遊ぶニジマス釣り体験事業」、「№４ 子ども里神楽伝承事業」に

ついて質疑を求めるがなし。 

  では、１件ずつ採決していく。 

  最初の「№１ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業」」について、採択に賛成の委員の挙

手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№２ 谷浜・桑取区のガイドマップ作成事業」について、採択に賛成の委員の

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、採択に賛成の委員の挙手を

求める。 
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  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№４ 子ども里神楽伝承事業」について、採択に賛成の委員の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  以上で採択審議を終了とする。 

  次に追加募集について、事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

  採択審議の結果、採択額が１０５万１，０００円となり、残額が３８４万９，０００

円となった。残額については次年度へ繰り越すことはできない。 

  追加募集の実施について協議をお願いする。 

【坪田会長】 

  残額がかなりあるため、追加募集を行いたいと思うが皆さんはどうか。 

  （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。 

【小池係長】 

 ・６月２５日発行の広報上越と併せて周知したい。 

 ・募集期間の事務局案：７月１日（水）から７月２２日（水）まで 

【坪田会長】 

  事務局の提案に対して質疑を求める。 

【水嶌委員】 

当補助金は、使える期間というのがあるのか。 

【小池係長】 

今年度の配分額は今年度中に使っていただくこととなっている。追加募集で何件出て

くるか分からないが、追加募集で再度金額が残った場合、また募集を行うかどうか委員

の皆さんにお決めしていただくことになる。だが、３月３１日までに完了して成果をだ

していただく事業のみとなってしまう。 

【坪田会長】 

  配分額を使う為には、委員の皆さんからも地域の皆さんへ声掛けをしていただき、一

つでも多くの提案が出されれば非常にありがたい。 
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 ・募集期間は事務局の提案どおり、７月１日（水）から７月２２日（水）までとするこ

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。 

【小池係長】 

  次回の協議会は８月頃を予定しており、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と相談の上、皆さんへ報告させていただく。 

【中村センター長】 

  先ほど坪田会長からもお話があったが、追加募集が７月１日から行われる。委員の皆

さんからもできる範囲で結構なので、地域の皆さんへお声掛けをしていただきたい。 

【坪田会長】 

  些細なことでも結構なので提案していただけるように委員の皆さんからもご協力いた

だきたいと思っている。 

 ・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 

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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