
令和2年度 第3回 谷浜・桑取区地域協議会 

 次 第 

 

日時：令和2年8月11日（火）午後6時30分～ 

      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 

   【報告事項】 
 

     「公の施設の再配置計画」の策定について 
 

   【協議事項】 

    令和2年度地域活動支援事業（追加事業）について 

①提案者による提案説明、質疑応答 

提案№ 事業名 予定時刻 

４ 地域一体型体育祭事業 19：00～ 

２ 農地の獣害対策事業 19：05～ 

１ 西横山小正月行事伝承事業 19：10～ 

３ 桃源郷（花桃の里）を育む事業 19：15～ 

５ 城ケ峰砦・長浜砦の景観保全事業（追加事業） 19：20～ 

６ 谷浜・桑取区ガイドマップ作成事業（追加事業） 19：25～ 

 

②委員協議・採決 

 

③追加募集の実施について 

 

４ そ の 他 

 

 

 ５ 閉  会 



 

 

 

１ 公の施設の再配置の取組状況と現状と課題について 
 
（１）これまでの取組状況 

市町村合併後、公の施設の廃止や譲渡を進め、 

平成 23年 10月時点で 991施設あった公の施設は、 

令和 2年 4月 1日現在、731施設となっています。 

 

 

（２）現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公の施設の再配置の必要性 

  将来予測される人口減少や市の財政状況等を踏まえ、今後、施設の老朽化がますます進

行し、大規模修繕や更新が見込まれる中、多くの施設を現状のまま維持していくことは困

難な状況です。 

  このような状況の下、今を生きる私たちは、地域の皆さんと共に、子どもや孫など次代

を担う世代が今後も安心して暮らすことができる将来を見据え、教育や福祉を始めとした

市民生活を支える基礎的なサービスを安定的に提供していくためにも、施設の廃止や機能

の集約を行う必要があります。 

  また、継続すべき施設については、末永く利用していただくため、適切に維持・管理し、

長寿命化を図ることとしています。 

 

（２）計画期間 

  ・令和 3年度～令和 12年度の 10年間とし、令和 7年度に見直しを行います。 

２ 公の施設の再配置計画（個別施設計画）について 

現 状 
 

○人口推計 

合併当時 21万人であった人口は、減少傾向が続いており、

令和 27年には、推計で約 14万人となる見込み。 

（R2.4.1 現在の人口：190,042 人） 
 

○財源不足 

市の財政は、歳出が歳入を上回るため、財源不足を基金の

取崩しで補う状況が続く見込み。 

（R2～R4 年度で 49.6 億円の取崩しを予定しており、また、R5

以降においても収支均衡を図る目途がたっていない。） 
 

○公の施設の状況 

・ 多くの施設の老朽化に伴う、維持管理経費と更新費用増

加の見込み。 

（今後 40 年間の維持・更新費用試算額：約 4,325 億円） 

・ 合併前の各市町村で進めた施設整備により多くの類似施

設を保有している。（温浴施設、体育館など） 

課 題 
 

○人口の減少 
 

○施設機能の重複する配置 
 

○施設更新、維持管理に係る

財政負担の抑制 
 

○施設機能の適正な維持 

 ＊老朽化する施設に対する計画

的な修繕の実施、機能を維持

するための複合化（機能集約） 

▲260 

施設数 

「公の施設の再配置計画」の取組について 

 

【資料№１】 



（３）公の施設の再配置における取組方針 

取組方針 具体的な取組 

①人口や財政状況を踏まえ施設の配置を検討 廃止（休止） 

用途の変更 

機能の集約 ②地域の実情を踏まえ施設の配置を検討 

③利用状況を踏まえ適切な管理者によるサービス提供を検討 
民間譲渡 

貸付又は譲渡 

④長期にわたり利用促進を図るため計画的な修繕等について検討 施設の長寿命化 

 

（４）検討の主な手順（視点） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

時 期 内  容 

H31.3～ ○ 全 28 区の地域協議会に第 6 次上越市行政改革推進計画の策定に伴い行

政改革の取組の概要を説明 

R1.10～11 ○ 全 28区の地域協議会に今後の「公の施設の再配置計画」の取組について

説明 

R1.12～R2.3 ○ 地域協議会に公の施設の再配置の取組状況を報告 

○ 関係者との協議（利用者、地元町内会、その他影響が想定される団体等） 

※再配置に伴う課題に対する対応策をあわせて協議し再配置計画に反映 

R2.4～ ○ 関係者との協議（協議未了の施設）【施設所管課】 

R2.7～9 ○ 地域協議会に関係者との協議に基づき作成した再配置候補施設リストを示

す。 

【行政改革推進課・施設所管課】 

 ※再配置に伴う課題に対する対応策をあわせて協議し再配置計画に反映 

R2.11 ○ 再配置計画（案）の作成【行政改革推進課】 

R2.11～R3.2 ○ 所管事務調査（総務常任委員会）【行政改革推進課】 

○ パブリックコメントの実施（計画案の公表）【行政改革推進課】 

R3.3 ○ 公の施設の再配置計画（個別施設計画）策定・公表【行政改革推進課】 

<参考>  

【計画策定後】 

R3.4～R13.3 

公の施設の再配置の実施 

○関係者と正式協議（方針決定） 

○地域協議会に諮問 ➡ 答申 

○市議会で議決 ➡ 施設の再配置（廃止、譲渡等） 
 

３ スケジュールについて 

①公共関与の必要性を検討  

②配置バランス（圏域別の配置）を検討 

③各施設の状況（老朽化度、収支状況、利用状況、代替性）を検討 

④施設カテゴリー毎の対応方向を検討 

 

   

 

⑤施設毎の取組内容を検討 



公の施設の再配置計画における各施設の方向性 【資料№２】

【現状維持】 【15　谷浜・桑取】

説　明 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

くわどり市民の森 31 市民の森 現状維持 - 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

谷浜・桑取地区公民館
（谷浜地区多目的研修センター）

47 公民館 現状維持 - 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

谷浜・桑取地区公民館桑取分館
（桑取地区多目的研修センター）

47 公民館 現状維持 - 継続 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

【再配置】

　 説　明 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

高住多目的研修センター 48 地区集会施設 廃止
平成28年度から休止しており、利用
実態と施設の老朽化を踏まえ、令
和2年度に廃止する。

R2

令和2年度末までに廃
止予定のため、令和3
年度からの再配置計画
には登載しない施設。

ゆったりの家 50 貸館・交流施設
貸付又は
譲渡

地域団体の利用が主であることか
ら、当該利用団体へ貸付又は譲渡
する。

R3
貸付
又は
譲渡

　【引き続き検討】

説　明 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

くわどり湯ったり村 25 宿泊温浴施設 保留

備考施設名 施設カテゴリー
今後の方向性（案） 完了

年度
計画期間中のスケジュール

備考

施設名 施設カテゴリー
今後の方向性（案） 完了

年度
計画期間中のスケジュール

備考

施設名 施設カテゴリー
今後の方向性（案） 完了

年度
計画期間中のスケジュール



【資料№３】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1 西横山小正月行事伝承事業 西横山小正月行事保存会 479 478
地域外から伝統行事の見学や撮影に来られ
る方に小正月行事について知ってもらうため
に分かりやすい案内看板を設置する。

文化行政課 課題なし
看板の文面については、完成前に確認のため事
前に当課に見せていただきますよう、お願いしま
す。

農村振興課 課題なし

環境保全課 課題なし

3 桃源郷（花桃の里）を育む事業 谷浜地区南部協和会 910 909

中桑取町内の老人介護施設前下方の土地に
花桃を植樹し、施設利用者や地域住民に景
観を楽しんでもらう。併せて獣害を防止するた
め、電気柵の設置や作業用の道具を入れる
ための倉庫を整備する。

なし

4 地域一体型体育祭事業 上越市立潮陵中学校PTA 98 98

次世代の担い手育成のため、毎年実施してい
る「地域一体型体育祭」を、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止に努めながら開催するとと
もに、体育祭をさらに盛り上げるために必要な
備品等を購入する。

学校教育課 課題なし

事業の実施に当たっては、学校と十分に連携する
とともに、児童生徒の安全に配慮してください。
備品を購入する場合は、備品の適正管理の観点
から、提案団体所有備品と学校備品との明確な
区分け管理が行えるのであれば購入に支障はあ
りません。
ただし、提案団体所有備品の修繕や更新費用は
提案団体が負担することとなります。

5
城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業
（追加事業）

谷浜地域づくり協議会 663 662

城ヶ峰砦、長浜砦への来訪者に景観を楽しみ
ながら安全に散策いただくため、散策道の補
修を行うとともに散策道内にて分かれ道が数
か所あるため、来訪者に分かりやすいよう案
内標識を設置する。

文化行政課 課題なし

6
谷浜・桑取区のガイドマップ作成事
業
（追加事業）

谷浜地域づくり協議会 411 410
谷浜・桑取区への来訪者をはじめ多くの方々
に分かりやすく見どころをPRするため、ガイド
マップを増刷し、案内標識を1基追加する。

観光交流推
進課

課題なし

配分額
（単位：
千円）

3,849 差引 434 3,419 3,415

令和２年度　谷浜・桑取区地域活動支援事業（追加事業）提案書受付一覧（担当課所見あり）

提案№ 事業の名称 団体等の名称

複数に
提案し
ている
場合

事業費等（単位:千円）

事業内容の概要

担当課所見

農地を獣害（特にイノシシ）から守るため、捕
獲檻を設置して捕獲を進め、生息個体数を減
らす取り組みを行う。

2 農地の獣害対策事業 谷浜農家組合協議会 858 858

残額


