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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和３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 開催日時 

令和３年６月７日（月）午後６時３０分から午後８時７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 

３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）、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（欠席者２名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：中村センター長、小川係長、千田主任 

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】 

 ・挨拶 

 ・会議録の確認：平野委員に依頼 

では、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。 
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【千田主任】 

・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にヒアリングを行う。 

最初に「№５ 谷浜・桑取区児童と地域との交流活動促進事業」について、提案者へ

補足説明を求める。 

【提案№５ 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 

【坪田会長】 

提案者に対し、質疑を求めるがなし。 

― 提案者退室 ― 

【坪田会長】 

次に「№１ 高住・中桑取町内会防犯整備事業」について、提案者へ補足説明を求め

る。 

【提案№１高住・中桑取町内会防犯整備事業提案者】 

・補足説明なし 

【坪田会長】 

提案者に対し、質疑を求める。 

【佐藤峰生委員】 

今回ＬＥＤ灯に交換する蛍光灯は高住、中桑取どちらの管轄なのか。 

【提案№１ 高住・中桑取町内会防犯整備事業提案者】 

高住の管轄になるが、利用しているのは中桑取町内会になる。 

【佐藤峰生委員】 

防犯パトロールは、いつごろまでやる予定か。 

【提案№１ 高住・中桑取町内会防犯整備事業提案者】 

１年間はやりたいと思っている。 

【佐藤峰生委員】 

私ども鍋ケ浦町内も、８年前に地域活動支援事業の支援を受けて、２０か所あるうち

の５か所を木製電柱から交換してＬＥＤに替え、町内の人が交代で半年間月２回パトロ

ールをした。地域活動支援事業に提案した頃は、町内の中では、そんなにお金をかけな
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くても良いのではないかという雰囲気はあった。結論的には防犯パトロールを通じて町

内の意見が交換したほうが良いという形に変わって、翌年から３年かけて町内の防犯灯

を全部ＬＥＤに替えた。その際、市民安全課から３分の１の補助金を受けて行った。 

今回の提案では防犯灯をＬＥＤに変えることが目的で終わるというのが気にかかる。 

８年前の提案を、町内で同じ提案をするとしたらどうするかを考えてみた。鍋ケ浦町

内には、地域のお宝と呼ばれているものがある。三十三観音、旧加賀街道、もう１つが

樹齢３０年以上の桜の老木が２５本残っていて春になると綺麗に咲く。その３か所が鍋

ケ浦町内のお宝かなと思う。防犯灯をＬＥＤに替えることをきっかけにして、鍋ケ浦町

内のお宝を広く知ってもらうというような企画を提案すると思う。８年前はそこまで考

えがいかないのでパトロールで終わった。この提案をきっかけにして、文字どおり地元

にスポットライトを当てるというか、高住・中桑取町内のお宝がないか考えてみていた

だきたい。私が今一つ思い浮かぶのが、高住小学校の跡地で今までいろんな企画をされ

ている。あれをもう少し展開していただいたら良いのではないか。防犯灯の提案だけで

終わるのではなく、次に繋がるような取組にしていただけたらと思う。 

【坪田会長】 

他に質疑はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

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 

【坪田会長】 

提案者に対して質疑を求めるがなし。 

― 提案者退室 ― 

次に「№３ 地域文化活動充実事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№３ 地域文化活動充実事業提案者】 

・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】 
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高住、有間川、長浜、桑取小学校も入るのか。 

【提案№３ 地域文化活動充実事業提案者】 

その４校と今の潮陵中学校と谷浜小学校をいれて６曲になる。 

【坪田会長】 

他に質疑はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№４ 西山寺伝統行事活性化事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者】 

・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】 

くわどり湯ったり村で開催される「夢に出てくる盆踊り」のような集客が期待できる

イベントにはできないか。西山寺と下綱子に限らず、他の桑取・谷浜地域からもお客を

呼び寄せるようなものはできないのか。 

【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者提案者】 

西戸野でも盆踊りをやっていると聞いたが、町内以外からの参加はあるのか。 

【田村委員】 

町内外から来ることはない。お盆の期間に合わせて実施すると帰省中の人が必ず参加

する。 

【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者提案者】 

帰省中の人がたくさん来て５０人も集まったこともあるが、町内外からの参加者は隣

の下綱子町内の人くらいである。 

【田村委員】 

お呼びになる予定もないのか。 

【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者提案者】 

これを機会に近隣の町内会に案内を差し上げるのも１つの方法かと思う。 

【佐藤峰生委員】 

アンプとワイヤレスマイクの購入がメインである。小学校でもアンプとマイクを買う

という提案が出ているがご存知か。 
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【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者提案者】 

  把握していない。 

【佐藤峰生委員】 

８月１４日のお盆に利用するのであれば、小学校は夏休みである。アンプとマイクを

借りるという形にできないのか。出力が両方の提案で違うから学校も今ある音響機器だ

とグラウンド全体に行き渡らないということで、今回出力の高いアンプを購入というこ

とだが、金額からすると当提案で購入されるほうが、出力が大きいようである。この谷

浜・桑取地区でアンプとマイクを２セット買うことになる。年間の利用頻度を考えた時

に、私はもったいないと思う。ぜひ協議していただきたい。 

【提案№４ 西山寺伝統行事活性化事業提案者提案者】 

学校側の貸し出しはいつでもＯＫなのか。主体は学校で購入するということなのか。 

【佐藤峰生委員】 

それを協議するということである。 

谷浜・桑取地区の設備として、汎用的な出力の高めのものを１つ購入して、それを学

校行事と地域行事にも使うほうが理想的ではないか。２つの提案が出ていることに対し

て、調整ができないかということである。 

【坪田会長】 

他に質疑はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業」について、提案者へ補足説明を求

める。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

 ・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。 

【佐藤峰生委員】 

防犯灯の新設で費用がかなりかかる感じだが、提案が不採択になったとして、町内負

担で実施するという考え方はあるか。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

今の町内会の状況では自前で増設することは難しい。 
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【佐藤峰生委員】 

防犯灯新設が主になると思うが、電柱を建てないで道路をある程度照射する手段で費

用を抑えるという方法は考えられないか。 

具体的には、既存の電柱からの間がかなりある。普通の防犯灯は下を照らすが、遠く

を照らす形で、電柱を立てないという手段や、電柱を立てるにしても本数を減らすとい

う手段は考えられないか。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

業者にいろいろ聞いてみたが、電柱を立てるオーソドックスな建て方がいいという意

見である。理想を言えば、もう 1 灯ずつ欲しいところだが、費用を考えて２灯ずつに減

らして計画を立てている。 

【佐藤峰生委員】 

１本の電柱を立てて設置すると、普通の防犯灯は下を照らすから、そこしか明るくな

らない。それを指向性のあるＬＥＤにするとかなり遠くまで照らせる。そういう形にで

きないか。 

安全性の問題もあるので木柱の電柱を交換するのは必要だと思う。しかし、新設に関

して必然性を感じない。不採択になれば事業を実施しないという程度であれば、費用を

抑える形で検討いただきたい。 

そして、防犯灯の設置だけで終わらないようにしてもらいたい。地域で次に繋がる取

組を検討していただきたい。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

その場所はペットの散歩をする人が多い。夕方になるとどうしても暗くなるし、私達

が心配しているのは野生動物である。夜警をしているとイノシシが出没することがある。

クマは直接見てはいないが、その付近にいる痕跡もあるので住民が不安になっている。

明るくすることによって、出てこなくなるかはわからないが、野生動物が出没していれ

ば早く発見できる。それによって地域が住みやすくなる。大渕と東吉尾の連携もうまく

いくようになるのではないか。それが地域づくりのまず第一歩だと思う。防犯灯をつけ

ることを契機とした地域全体を良くする活動を期待されても難しい。大渕と東吉尾のエ

リアが良くなることによって、周辺の地域に目で見えなくても、良い影響が出る可能性

はあると思う。 

【佐藤峰生委員】 
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先ほど高住・中桑取町内の防犯灯整備の提案についても同じ意見を述べたが、大渕・

東吉尾町内で、これは自慢できるという場所はないか。そういうところがあったらピッ

クアップする取組を行っていただきたい。町内で他の地域に自慢できるところがないな

らば、ぜひ新しい名所を作る取組をお願いしたい。 

具体的には今回出ている提案の中で、中桑取に花桃の里を作るという提案がある。「花

桃を植えて地域の名所にしましょう」という提案である、今までなかったところに名所

を作るという取組である。そういう取組を組み合わせていただければ、文字どおり地域

に明かりが灯るのではないか。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

そういう取組ができれば極めて理想的だが、現実にはなかなか難しい。栽植を始める

にしても、それを継続していくには大変なエネルギーが必要である。それを要望されて

も、「それに答えます」という返事はしにくい。 

【佐藤峰生委員】 

花桃の里の提案をご存知か。今年２年目の提案だが、毎年毎年ちゃんと整備して、ゆ

くゆくは名所になると思う。地域の中で、他の地域から人が来られるように小さなこと

から始める、その第一歩を今回の防犯灯の取組で一歩前に踏み出していただきたい。 

【提案№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業提案者】 

そういう取組を希望するということは伺っておくが、これから始めるという約束はで

きかねる。 

【坪田会長】 

他に質疑はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業提案者】 

・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】 

今年の花が咲いたと伺ったが、写真があればぜひ拝見したい。 

【提案№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業提案者】 
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写真は撮ってあるので、事務局に提出して皆さんに見てもらえるようにしたい。 

【佐藤峰生委員】 

今年は豪雪だったが、雪による樹木の被害はあったのか。 

【提案№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業提案者】 

業者の指導で雪囲いをしたので、若干枝が折れたりしたが元気に育った。 

【佐藤峰生委員】 

今年２年目ということで、新たな取組をされると思うが、一つ付け加えていただきた

いのは、前の提案者の人が「花桃の里の件はわからない」というお答えがあった。先ほ

ど写真の話があったが、地域にＰＲするような取組をぜひ入れていただいて、必要であ

れば予算もつけていただければと思う。こういう取組をしている、他の町内でもどうか

というような提案をしていただければありがたい。 

【提案№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業提案者】 

これから谷浜・桑取地区、或いは、いろいろな地域から来ていただけるように整備し

ていきたいと思っている。各町内に回覧してもらうようなものを考えていきたいと思う。 

【坪田会長】 

他に質疑はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№１０ 西横山小正月行事体験交流施設「丈ベエ」補修事業」について、提案

者へ補足説明を求める。 

【提案№１０ 西横山小正月行事体験交流施設「丈ベエ」補修事業提案者】 

・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がなし。 

― 提案者退室 ― 

次に「№８ 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№８ 城ヶ峰砦・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】 

提案者に対して質疑を求めるがなし。 
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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 

【坪田会長】 

提案者に対して質疑を求めるがなし。 

― 提案者退室 ― 

それでは委員協議に入る。 

最初に「№１ 高住・中桑取町内会防犯灯整備事業」について質疑を求める。 

【佐藤峰生委員】 

「№１ 高住・中桑取町内会防犯灯整備事業」と「№６ 大渕・東吉尾町内会防犯灯

整備事業」は防犯灯の設置で終わらずに次につながる取組を付けることを採択の条件と

したい。 

【横田委員】 

次につながる取組を希望することはできても、この段階で条件を設けるのはおかしい

のではないか。提案を募集する際にそのような条件を付けていたのなら良いが、ただ防

犯上、住環境を良くしたいと思っているところに、後から条件が付いてきては不快な気

分になると思う。 

【佐藤峰生委員】 

今回は不採択にして、追加募集で手順を踏んで提案いただければ良いのではないか。 

【横田委員】 

自慢するものがある町内は良いが、全くなくて高齢者しかいない限界集落で、バスの

乗り降りの際に真っ暗で危ないというところに防犯のためだけに欲しい。こういうとこ

ろと他の町内と条件を一緒にするのは難しいのではないか。 

【佐藤峰生委員】 

今回の高住・中桑取町内と大渕・東吉尾町内は可能だと思う。 

【横田委員】 

可能かどうかは各町内でまた検討するにしても、それがいきなり条件だと言われても

困ると思う。そういう条件を付けるのであれば、地域協議会で協議してもいいし、谷浜・

桑取地区町内会長連絡協議会と協議してある程度基準を作るなど、もう少しじっくり腰
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を据えていろいろなケースを考えないといけないのではないか。 

【佐藤峰生委員】 

地域協議会の委員として、税金の有効な使い方を考えると、防犯灯の設置で終わるの

ではなく、地域を活性化するための取組をセットにした事業が良いと思う。町内の防犯

灯はほとんどの町内が町内会で負担して交換している。 

【横田委員】 

ＬＥＤ交換は大渕・東吉尾町内でも１００％やっている。 

【佐藤峰生委員】 

そこに設置する必然性の話である。私は現場を見ていないが、そこに防犯灯が有るな

しでどうなるか。費用を節約するための提案をしているのであって私は駄目だとは言っ

ていない。手段や方法を考えてほしい。 

【横田委員】 

地域協議会委員であれば実際の現場がどういう状況なのか、まず、現状を見てもらい

たい。ただ杓子定規に理想の条件だけ言われても困惑するだけである。 

【佐藤峰生委員】 

折衷案を出したつもりである。設置する本数を減らして、同等の効果を上げる手段は

ないかという話である。税金を使う金額が少なくて、同等の効果があれば、そのほうが

良いのではないか。 

【横田委員】 

現場は県道沿いなので私も通るが、全方位的に明るくされると眩しくて運転しにくい。

そういったことも含めて、別の案を提案するにしてもどんな問題点があるかを一緒に同

じ立場に立って考えないと、提案自体出てこなくなりかねない。 

【佐藤峰生委員】 

事務局にお聞きするが、前回の協議の内容は提案者に具体的にどのように伝えたのか。 

 前回、協議した内容が伝わっていないように感じる。 

【千田主任】 

防犯灯に関しては前回の会議で、こちらからは質問しなくていいという流れになった

と解釈した。 

【佐藤峰生委員】 

最終的に皆さんどういうふうに判断するかわからないが、提案者に対して、真意が伝
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わっていないのは少し残念である。 

【坪田会長】 

では当事業の採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （挙手多数） 

  では、採択とする。 

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「№３ 地域文化活動充実事業」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「№４ 西山寺伝統行事活性化事業」について質疑を求める。 

【田村委員】 

№５との関係で何か共通に使えるものがあるのではないかという質問があったかと思

うが、具体的に何かすり合わせたものはあるのか。 

【中村センター長】 

事務局でも見積書等を確認したが、使うエリアや規格、スピーカーの大きさ等なかな

かすり合わせは難しいと思う。こういう質問が出るかもしれないと伝えたが、後で足ら

ない部品があったとか、足らない費用が出てきたということになりかねないので、具体

的な指示はこちらではしていない。 

【佐藤峰生委員】 

この２つの提案はどちらが先に出たのか。 

【中村センター長】 

西山寺伝統行事活性化事業のほうである。 

【佐藤峰生委員】 

今後のこともあるので、事務局の役割として、提案されたものに関連性があり共通性

があるものについてはチェックしていただきたい。それで地域協議会に諮ってもらいた

い。こういう提案が出ているということで、そこで協議すれば最終的には良い結論にな
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ると思う。 

私は、谷浜・桑取地区に同じ設備が２つあって、1年間の使用頻度を考えたときに税金

が無駄になるように感じる。 

【横田委員】 

昔、桑取でも山菜を売ったり、青年部主催の盆踊りをやっていたが、備品がないので

学校からテントやスピーカーマイクを借りていた。小さい地域で行事も限られていたの

で、当時のＰＴＡなのか学校長なのか、どちらの了解を得ていたかわからないが、学校

を中心として他のイベントの時に設備を利用させてもらっていた。しかし、学校が閉校

し、ＮＰＯ主催の行事を含めて地域イベントをするときの設備を地域活動支援事業で整

備した。今後備品を共用することになった場合、学校或いはＰＴＡが窓口になって、地

域の備品の管理や使用団体の調整までしてくれるのか、同日開催のイベントがある場合

はどうするのか等ルールを決めておかなければならない。 

地域内での提案の調整という点では、町内会長協議会などに諮るのがいいのか。そう

いうところも含めて検討が必要ではないか。我々は全ての提案書を読むのでわかるが、

提案者は自分の組織の中で一生懸命意見をまとめて出すが、当然他の団体のことはわか

らない。団体間の調整をする手段を我々で決めていいのか、安易に我々がというのは難

しいのではないか。 

【坪田会長】 

では当事業の採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （挙手多数） 

  では、採択とする。 

次に「№５ 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 大渕・東吉尾町内会防犯灯整備事業」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。 

  （挙手多数） 

  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がなし。
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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「№８ 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） 

  では、採択とする。 

次に「№９ 桃源郷（花桃の里）を育む事業」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「№１０ 西横山小正月行事体験交流施設「丈ベエ」補修事業」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。 

以上で採択審査は終了とする。 

次に「その他」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４９０万円となり、残額が０円となったので、今回の地域活

動支援事業の採択審査は終了とする。 

次回の協議会については、今のところ諮問等の案件はないため、次回開催日について

は、案件が決まり次第、会長と日程調整し決まり次第お知らせする。 

【坪田会長】 

他に何かないか。 

【田村委員】 

前回の会議で、廃棄物の処理に関する説明があったが、候補地検討委員会の委員がど

ういう方なのか、次回の時に簡単に紹介いただけないか。 

【千田主任】 

次回までに調べて、会議の際に説明させていただく。 

【坪田会長】 
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・会議閉会を宣言 

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.jp１

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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