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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成２９年度第１回吉川区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ・協議事項（公開） 

（１）自主的審議事項について 

① 頸北斎場について 

３ 開催日時 

  平成２９年４月１８日（火） 午後６時３０分から午後７時３１分まで 

４ 開催場所 

  吉川コミュニティプラザ ３階 大会議室 

５ 傍聴人の数 

  １人 

６ 非公開の理由 

  なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

  ・委 員：五十嵐豊、上野康博、薄波和夫、片桐利男、 、加藤正子、 

佐藤均、関澤義男、平山英範、山岸晃一、山越英隆、横田弘美 

・事務局：小林所長、大場次長（総務・地域振興グループ長兼務）、小池市民生

活・福祉グループ長（教育文化グループ長兼務） 

（以下グループ長はＧ長と表記）、 

南雲総務・地域振興グループ班長、鷲津総務・地域振興グループ主任 

８ 発言の内容 

【大場次長】 

 ・会議の開会を宣言 

・大滝委員の欠席を報告 

 ・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 

・会議録の確認： 会長 

 

 ・挨拶 
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【大場次長】 

 ・議長の選出について、上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第１項の規定に

より、会長が議長を務める。 

 

 ・本日の次第の確認 

・関連する報告事項の整理 

・協議事項 

（１）自主的審議事項について 

 ・会長報告は特段なし 

 ・委員報告を求める 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・事務局からの報告を求める。 

【大場次長】 

 ・特段報告事項はありません。 

 

 ・４ 協議事項に入る。 

 ・次の協議事項に入る前に、本日の会議は、通常の会議と異なり、４人の委員の開催

要請があり、開催することとした。上越市地域自治区の設置に関する条例第８条第

１項第２号の規定により、吉川区地域協議会では４人以上の委員の開催要請があれ

ば、会議を開催できることになっている。 

 ・ここで、開催要請に至った経緯や、早急な会議開催の必要性などについて、開催要

請を行った代表者から説明を求める。 

【山岸副会長（会議開催要請者代表）】 

 ・協議資料№１－１に基づき説明。 

 ・３月１６日の公開の地域協議会の議決をもって、意見書の提出が決定され、その内 

  容、文章の文言、提出時期については、我々、意見書の検討委員会にお任せ願いた

いということで、会議を閉めている。 

 ・ただ会長は、地域協議会で揉んで、という言葉を最後に述べられているので、行政
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側からも、公開の場で、つまり今日だが、議決をしてもらわなければならない、と

いう話だったので、こういう流れになっている。 

 ・経緯、経過、タイム的なことを申しますと、私たちは、３月２０日の春分の日の祭日

に、検討委員会を招集した。休みの日、春先のお忙しいところ集まっていただき、

まず、文言についてと、今後、提出に向けて、どういうスケジュールで動くか、相談

させていただいた。 

 ・文章については、いろいろ試行錯誤しながら決定し、３月２１日、皆さんに送付し

たとおりの文章であり、タイムスケジュール的には、３月２１日発送の皆さんへの

文書で、文章の確認のお願いと、ご意見を頂くということで、３月２５日までにお

願いしたところである。これについては、事務局、意見等は何もなかったですよね。 

【事務局】 

 ・はい、ご意見はありませんでした。 

【山岸副会長（会議開催要請者代表）】 

 ・３月２５日の締め切りまで、どなたからも、ご意見、ご希望という話はなかったと

いうことでした。 

 ・我々は、３月２５日の締め切りの後、３月３０日に検討委員会を開き、そこには正

副会長からも臨席いただき、最終的に確認の上、その日を以って提出という予定だ

った。それを、３月１６日に、お任せください、という言葉で皆さんから了解いた

だいているので、我々はそういう動きを考えていたが、公開の場で議決を頂かなけ

ればならないという事務局側からのアドバイスがありましたので、ではいつやった

らいいのか、ということになるが、３月２０日の夕方、片桐会長と連絡を取り、文

書の内容もＦＡＸで確認いただいた。スケジュールについても、３月３０日にそう

したいとお願いしたが、とてもスケジュールが空いていない、ということだった。

では、いつがいいのか、と聞くと、４月４日しか空いていない。４月４日しか空い

ていない、という話だったので、お手元に配ってある会議の開催要請も４月４日と

いう日付になっている。４月４日は臨時の地域協議会となるので、会議が成立する

ためには、委員の過半数の出席をお願いしなければならず、事前に皆さんのスケジ

ュールを伺ったところ、１人だけどうしても都合がつかないという返事をいただき、

他は全員大丈夫ということで確認している。４月４日開催でこの文章を提出したわ

けだが、結果的に４月４日も都合が悪くなったということで、それから流れて今日
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になった。約１か月弱、ずれ込んでいる。 

 ・我々はなぜ年度に拘ったかというと、年度が変わると担当職員も変わる。できれば

前年度のうちの日付で文書を意見書として上げたかったという思いがあったもので、

３月１６日の議決でもそうだが、それで行けるものと思ったが、結果的に、本日、

再度お集まりいただき、ご確認いただくような流れとなっている。 

 ・繰り返すが、意見書の内容については、皆さんからご理解いただき、どなたからも、

ご意見、ご希望はなかった。文書はそのままである。あとは、いつの日付で出すか

であるが、我々検討委員会の要望としては、繰り返すが、前年度の日付で出したか

ったが、日はずれてしまったが、本日付の文書で、意見書を提出したいと思ってい

る。以上です。 

 

 ・次に、４月４日で開催要請があったが、本日４月１８日開催となった経緯について、

事務局より説明を求める。 

【大場次長】 

 ・先ほど会長から話のあったとおり、上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第

１項の規定により、会議は会長が招集し、招集の要件として、同項第２号に、それ

ぞれの地域協議会が定める数以上の委員から請求があった場合と規定されている。 

 ・吉川区地域協議会では、その数を４人以上と定めている。 

 ・協議資料№１－１にあるとおり、３月２２日に、４人の委員から会長宛に、４月４

日会議開催の要請があった。 

 ・片桐会長は、当初４月４日開催で準備を進めていたが、先ほど話のあったとおり、

都合がつかなくなったことから、会議開催の日程の決め方について、自治・地域振

興課と協議を進めてきた。 

・３月２４日、自治・地域振興課から、会議の開催要請があった場合、会長の都合を優

先すること、会議成立要件を満たすことが必要、との判断が示されたことから、３月

２７日、片桐会長が、４月１７、１８、１９日のうち、全委員の都合を確認した上で、

最も出席者が多い日に開催することを決め、全委員に対し、文書で３日間の都合を

確認した。 

・３月３０日、片桐会長が委員の出席状況を考慮し、４月１８日の開催を決定し、全委

員に案内し、本日の開催となった。 
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・今回の会議開催の決定については、自治・地域振興課とも協議を行い、ルールに基づ 

いて進めてきたことをご報告し、会議開催前の経過説明とする。 

 

 ・私から補足する。 

 ・当初、山岸副会長から連絡をいただいた時、３月３０日に意見の集約をしたいとい

うことで連絡をいただいたが、３月は忙しく、到底都合がつかないということで話

をしたが、４月４日に意見のとりまとめをするということで、意見のとりまとめで

あればその日に。当初、連絡したとおり、検討委員会と３役が寄って、最終の意見

のとりまとめをするということで、お話ししていた経過がある。その４月４日に意

見のとりまとめをする予定で、当初都合がいいと話をさせてもらっていた。 

 ・しかし、仕事の関係上、その日、都合が悪くなった。４月４日の会議、いわゆる意見

の集約に向けた調整もしていたが、４日に会議を開催すると事務局から案内をいた

だいた。当初、意見書のとりまとめで予定を作るつもりだったが、その日に緊急の

地域協議会を開催したいという話だったので、４月４日は意見書のとりまとめでは

ないということになり、急遽、会社の方とも調整し、地域協議会となれば、時間も

短時間というわけにはいかないので、都合がつかないということで、４月４日は仕

事の関係でということになる。 

 ・本日の開催は、事務局からあったとおり、皆さんの都合で一番参加できる日という

ことで、本日になった。 

・この開催について、いろいろ説明したが、質疑を求める。 

【片桐利男委員】 

 ・大場次長から、事務局としての経過説明があったが、その中で、会長が招集し会長

が議長になる、という会議の招集方法について触れてもらった。この中に３つの要

件があり、会長が必要と認める場合、それぞれの地域協議会が定める数以上の委員

から請求があった場合、ここの文面にはないが、１つの考え方として、請求があっ

た場合でも会長の都合が優先する、という解釈なのか。 

 

 ・事務局、説明を求める。 

【大場次長】 

 ・条例第８条には、会長が招集するとなっている。ですから、会長の都合を優先する
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ことと考えている。 

【片桐利男委員】 

 ・２番目の（２）の中で、ここにはないが、委員から請求があった場合でも会長の都合

が優先する、とあればわかるが、ここにある２つの要件の中で、常に会長の都合が

優先する、という考え方は、少し狭められた考え方ではないかと思う。 

 ・１番目の会長が必要と認める場合、これは会長自らが行動を起こすので、それはそ

れでいいと思う。２番目の中で、委員から請求があった場合でも、会長の都合が優

先する、ということであればわかる。だけども、請求があった場合、２つ共に会長

しか開催する道はない、というふうに、開催する方法が１つに閉ざされてしまう。

この辺はどうなのか。 

【小林所長】 

 ・この件については、あくまで４名以上の方から請求がある場合、会議を開催しなけ

ればなりません。ただ、それについては、会長が招集するので、会長の日程を最優

先する形となる。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・それでは、次に次第の４ 協議事項に入る。 

 ・（１）自主的審議事項について、①頸北斎場について、協議を行う。 

 ・意見書の取扱いについて、検討委員会の最終案は、お配りしている。この内容で意

見書の提出となるが、意見書の提出時期について、意見があれば発言をお願いする。 

【片桐利男委員】 

 ・先ほど、山岸副会長が経過説明をされた中にも触れているが、本日付で提出をお願

いする。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【薄波委員】 

 ・本日付でお願いする。 
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 ・他に質疑を求める。 

【山岸副会長】 

 ・意見ではないが、１つお願いする。 

 ・先ほど、言い落してしまったが、我々のタイムスケジュールの３月３０日、皆さん

からの３月２５日の締め切りを受けて、会議を行っている。検討委員で、意見はな

かったが、これでいいか、確認をしている。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・特に意見がなければ、本日付の提出でよろしいですか。 

【委員】 

 ・「はい」の声多数。 

 

 ・ではそのようにします。 

 ・次に、本日付で意見書提出を決めていただいたが、ご協力いただいた団体長の皆様

に、この意見書を送付する件について、協議いただきたい。意見書をこういう形で

出すということで、お配りしたほうがいいと思うが、皆さんのご判断による。出す

ことになれば、ただ配るだけでなく、出した経緯などを説明しないと、団体長の一

部には出さなくていいという意見もあった。その辺り、どのように取り扱うか、お

諮りする。 

 ・まず、団体長の皆さんに、意見書を送付することについて、議論いただきたい。意見

書は団体長の皆さんにお配りしたほうがいいか、出さなくていいか。２つに１つだ

が、検討いただきたい。ご意見はございませんか。 

【上野委員】 

 ・各団体長さん方、忙しい中、意見や気持ちを発表してもらったのだから、それに対

して、あの場所の雰囲気から言えば、違ったような形になってしまったと思ってい

る。そういう経緯もあるので、礼儀としては、団体長さんに、あなた方の意見はそ
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うだったが、何でそうなったか、書き添えて配った方がいいと思う。 

【片桐利男委員】 

 ・団体長の皆さん方に、（意見書の）写しを送っていただきたい。その中に経過を入れ

る必要はない。挨拶文だけで、中身については、特段の説明はいらないと思う。意

見書の中に集約されている。挨拶文、季語の挨拶だけでいいと思う。それに（意見

書を）写しとして付けて送付をお願いする。 

 

 ・他に質疑を求める。 

 ・意見書を送ることは共通だが、一筆添えるか添えないかで意見が分かれている。 

 ・地域協議会全員で諮りたいので、皆さんから一言ずつ意見を頂きたい。 

 ・横田弘美委員からお願いする。 

【横田委員】 

 ・団体長さんの中でも、今話を聞いていると、お願いしたいという意見と、ちょっと

待ったほうがいいという意見があったと聞いている。一言添えた方がいい。どの程

度添えるかは検討が必要だが、少し言葉を添えていただいた方が親切だと思う。 

 

 ・山越委員、お願いする。 

【山越委員】 

 ・私も、一言、御礼なりなんなり、書いた方がいいと思う。 

 

 ・平山委員、お願いする。 

【平山委員】 

 ・私も、簡単でいいので、一言添えた方がいいかなと思う。 

 

 ・関澤委員、お願いする。 

【関澤委員】 

 ・検討委員会でも十分審議した形の中で、この意見書を早急に提出することを、まず

希望する。 

 

 ・五十嵐委員、お願いする。 
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【五十嵐委員】 

 ・皆さんと同意見で、簡単でいいので、全体の中で協議をした結果、そうなりました

と、一言添えた方がいいと思う。 

 

 ・薄波委員、お願いする。 

【薄波委員】 

 ・まず御礼と、細かな経緯はいらないと思うので、簡単な一言を付け加えればいいと

思う。 

 

 ・佐藤委員、お願いする。 

【佐藤委員】 

 ・原文プラス時候の挨拶程度でいいと思う。 

 

 ・関澤委員、もう一度、意見書のほかに何か文言を付けるか、つけないか、ご意見をお

願いする。 

【関澤委員】 

 ・もしできれば、付けて提出という形でお願いできればと思う。 

 

 ・山岸副会長、お願いする。 

【山岸副会長】 

 ・礼儀として、団体長さんには、御礼のご挨拶と今回の提出文章を、事前に配った方

がいいと思う。過去の意見書の示し方については、地域協議会だよりで出ている。

今回も、こういう意見書を提出しましたと、地域協議会だよりに掲載し、吉川区全

戸にお知らせしていただきたい。 

 

 ・加藤副会長、お願いする。 

【加藤正子副会長】 

 ・忙しい中、団体長さんから出席を賜ったわけであり、地域協議会としては、一言添

えて、御礼と一言の文章を添えた方がいいと思う。 

【小林所長】 
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 ・本来、意見書については、行政への提案、地域の声を反映する部分が大きな役割で

ある。各団体の意見、各団体への会合に、市長、私共出席すると共に、地域の皆さん

からは市長へも声が届けられている状況である。吉川区の地域の声が反映されてい

るものであることが望ましい。その辺を汲み入れた意見書であることが必要である。

地域の団体、地域の声という部分が、この意見書に反映されているのか、今一度ご

確認いただきたい。 

 ・この意見書については、それらのものが全て含まれているという考えのようだが、

これを作成、検討いただいたのは３月上旬であり、それから皆さん方が、地域で聞

かれたり、私共情報の発信という部分では、議会での議論の結果、あるいは、市長

自ら、それぞれの団体への発信など、いろいろな部分で、状況など、皆さんのお手

元や各団体にも届いていると思う。 

 ・山岸副会長からの話もあったが、１か月経過しており、その時点、今の時点で、この

部分や、各団体にお返しするにあたり、この文面でプラスアルファという部分でよ

ろしいか、皆様から再確認していただきたい。 

・３月中における、皆様方の意見が全て反映されているという話があったが、私共から

の情報、議会の情報なども踏まえ、今一度確認していただき、進めていただきたい。 

 

 ・事務局の話は十分理解するところだが、今ほど、皆さんの決議の中で、この文章で

ということで取り決めをした。今ほどの事務局の話は、地域に帰られて、地域の活

動の中で、この経過を説明いただき、ご理解をいただくようお願いしたいと思う。 

 ・今ほど、皆さんの意見を聞く限りでは、意見書を団体長にお配りする際、一言添え

てということで、文章を付けた方がいいと、お話しになっているかと思う。 

 ・その文章を、どういう文章を付けるかについて、どのように取り計らうか。皆で寄

っても文章は作成できないので、どのようにさせてもらったらよいか。案があった

ら発言をお願いしたい。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・案としては、検討委員会で一言添えるか、事務局で作成し３役で確認するか。 

 ・１つとすれば、事務局で原案を作成し、３役で確認し、それを付けて意見書を団体
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長にお配りすることでよいかと思うが、皆さんの意見をお願いする。 

【五十嵐委員】 

 ・その方向でお願いする。皆さんからの意見にもあったとおり、そんなにぐだぐだと

同じことを書く必要はない。御礼と地域協議会で決まったという紹介があればいい

と思う。よろしくお願いしたい。 

 

 ・私としても、団体長の皆さん、反対、意見書を出さないでいい、という意見があった

中、皆さんは出すということで決めていただいた。その辺の温度差の部分について

は、ある程度、ご説明をさせてもらった方がいいと思う。地域協議会の活動は、地

域の皆さんからご理解を頂かなければ、ややもすると独断専行になりがちなので、

その辺のところを十分理解いただけるような形で、文章を作成させていただく。 

 ・事務局、ご苦労ですが、原案を作っていただき、３役で検討する。それでよろしいで

すか。 

【委員】 

 ・「はい」の声多数。 

 

 ・事務局、よろしくお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・素案を事務局で作成し、３役会議を経て、４月２７日にご確認をいただき、発送で

よろしいですか。４月２７日の次の地域協議会です。 

 

 ・それでお願いする。 

 ・４月２７日に皆さんから確認をいただき、団体長に送付することでお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・事前に確認をしておけばよかったのですが、意見書について、本日付で決定いただ

いたが、これからの流れは、この意見書は、自治・地域振興課に上げさせていただ

く。今日は遅いので、明日上げますが、その日付について、今日付けでいいのか、あ

るいは明日付になる可能性もあるが、そういうことでご承知おきいただきたい。出

した日を以って上げるとなると、４月１９日となります。ご了承願います。 

【片桐利男委員】 
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 ・出す文書の日付は今日だとして、地域自治区の関係で受付するのは４月１９日、と

いうことか。 

【鷲津主任】 

 ・確認をしておけばよかったのですが、以前、出した日の日付で出してください、と

言われたような記憶がある。 

【片桐利男委員】 

 ・出した日と受付した日は違う。 

【鷲津主任】 

 ・それでもいいと思うが、明日確認をした上で、もちろん４月１８日でよければ１８

日で上げますが、出した日を以ってと言われた場合は、４月１９日とさせていただ

きます。 

【片桐利男委員】 

 ・事実と違うではないか。 

 ・お任せするが、慎重にお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・あくまで事務的な話です。ご承知おきください。 

 

 ・事務的な部分なので、皆さんの意思が損なわれることはない。そのようにお願いす

る。 

【鷲津主任】 

 ・確認しますが、意見書を団体長にお送りするのは事後となるが、よろしいですか。 

雄二会長】 

 ・４月２７日の会議で、添付資料を確認して同意をいただくので、４月２７日以降に

なる。 

 

 ・次回の地域協議会の日程等を確認する。 

 ・４月の定例の地域協議会は、４月２７日（木）１８時３０分から、吉川コミュニティ

プラザで開催する。 

 ・次回、地域活動支援事業の内容が出揃うので、皆さんのお手元に申請内容が送られ

ると思う。４月２７日に、現地確認をするのかなど、事務局から案内する。内容も
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盛りだくさんになると思う。十分お目通しをいただき、当日意見をまとめて来てい

ただきたい。当日の議事もスムーズになる。よろしくお願いする。 

 ・事務局で報告があればお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・地域活動支援事業の受付状況です。本日現在、４団体から受付をいただいた。事前

にご相談いただいた団体とその補助希望額を全て足し合わせますと、そのとおり出

たとすれば、おそらく１４団体程度、金額としては、吉川区の配分額を２５０万円

ほど上回る額となり、たいへん希望が多くなることが見込まれる。審査がたいへん

かもしれませんが、ご承知おき願う。まだわかりません。提案を取りやめる団体も

あるかもしれません。一応そういう状況です。 

 

 ・受付が今週末までとなっている。そこで締め切ってからどうなるかとなる。来週を

考えると戦々恐々である。 

 ・特になければ・・・。 

【山岸副会長】 

 ・私から提案したい案件がある。 

 ・今日、皆様にご足労いただき、臨時地域協議会を開く流れがあった。先月２０日の

やりとりで、４月４日しか空いていないという会長、本当に忙しくて、ずれにずれ

て、１か月近くずれて、今日になっている。 

 ・私も、前回、会長が退任させてほしいと言われ、引き留めた責任を感じる。気の毒と

いうか、申し訳ない。こんなに忙しい人から会長さんの任を解いてあげたらと思う。

いかがでしょうか皆さん。これから田んぼも始まる。なかなかスケジュールがつか

なくなる。気の毒でしょうがない。この間、引き留めて責任を感じている。気の毒

でかなわない。いかがでしょうか。 

 

 ・その任を解くとは、正式にどういう発言なのか。 

【山岸副会長】 

 ・会長を辞していただく、ということです。 

 

 ・会長を辞すとは、辞するのは私個人の関係なので、それは、会長の不信任案と受け
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取ってよいか。 

【山岸副会長】 

 ・そういうふうになるということであれば、それで構いません。皆さんの・・。 

 

 ・それは、山岸副会長が今、発言いただいた内容の言葉が、明確にならないと、それの

取扱いができない。もう一回、明確に、どのように、発言の内容を、もう一度明確に

お願いしたい。 

【山岸副会長】 

 ・不信任案。 

 

 ・不信任案ということですね。 

【山岸副会長】 

 ・気の毒だなと思っている。忙しい。１か月近くも全然スケジュールが空かない、そ

んな忙しい人に、今後、この重責をお願いできない。不信任は言葉がきつすぎるが。 

 

 ・不信任案であれば、それをどう取り扱うかになる。 

【山岸副会長】 

 ・皆さんの意見を聞いてください。 

【小林所長】 

 ・あくまでも公開ですので、それぞれの皆様方の意図とか、発言という部分を、しっ

かりしていただかないと、ここでは、一言一言が重要な言葉になります。十分ご理

解いただけるような話でないと、議事の進行上、問題がある。公開の部分になるの

で、改めまして、ご発言、あるいはその主旨をご説明いただければと思う。 

【関澤委員】 

 ・山岸副会長から、会長退陣という話があった。元を言うと、頸北斎場問題が根っこ

にある。６人の検討委員会を設置したが、私が言うのも失礼ですが、他の委員の皆

様より何倍も苦労し、暇財し、経過はどうあれ、シンポジウムまで開いて、シンポ

ジウムの実行委員までやって、本当に、自分でも、役員同士お金を出し合って（シ

ンポジウムの）経費をまかない、今回、更新時期が来るまで、漕ぎ着けた。 

 ・先回の地域協議会の中でも、斎場問題は、検討委員会が出したこの意見書を最後に
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して、早くまとめましょう、地域活動支援事業が出てくるという中で、やっとあの

時点で、反対が５、賛成が７で、議事録も事務局に申請しましたが、出来ておりま

せん。間違いなく、（意見書は）出すことは決まっております。決定されたことにつ

いては、誠に喜ばしいことであり、これについても、更新時期が来るまでと言って

いるけれども、その更新時期の目安もなく、まだまだ不安だと。ここで、ひとつ意

見書を出すべきだという形で、先回の地域協議会の中でも、検討委員の皆様にご一

任する、お任せする、という決議がなかったのではないでしょうか。 

 ・冷静に考えてみると、何というか、子どもの喧嘩というか、会長を何で辞めさせた

のだと、皆様に説明できる形ではないので、ここまでけりをつけて、ここまでしあ

げた中で、ここで一旦、仲直りといいますか、お互いに、地域協議、地域のことを市

へぶつけていく大事な役目でございます。私はここで、一応、会長退任という問題

については、反対させていただきます。 

 ・以上、私の概略な考えであります。よろしくお願いいたします。 

 

 ・意見が先行しているようですが、先ほど、吉川区総合事務所長からも話のあったと

おり、もう一度確認をさせていただきたい。 

 ・山岸副会長から、会長に対する不信任案が出たということで、記録をさせてもらっ

ていいですね。 

【山岸副会長】 

 ・いいです。どうぞ。 

 

 ・私、会長に対する不信任ということで、山岸副会長から提案がありました。私も、と

りまとめの方向を持っていないので、事務局から、それについて何か案があったら

お願いする。 

【小林所長】 

 ・突然のお話しですが、やはり、皆様方、それぞれお仕事を持っていらっしゃれば、い

ろんな地域で、いろんな団体の役員をされたり、いろんな会議の進め方を十分経験

されていると思います。私どもからは、皆様方は、市長から委任されて、この会を

成立させていただいている。それぞれの役員の皆様においても、推薦、自薦の中で

やってきていただいている。 
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 ・会の運営上、不信任案が出てくることについて、本来、会の中で、誰々を下す、不信

任ということは、今現在、ケース的に持っておりません。差支えなければ、事務局

で預からせていただきます。 

【山岸副会長】 

 ・お願いします。 

【小林所長】 

 ・この件で、ここの部分のところで、これから、どういうふうな形で取り組んでいく

か、日程的なものも含め、いろんな話をさせていただいた。地域の声を聞いて、そ

れを進めることも、皆様方からご確認をいただいた。その中で、この地域協議会の

中の重責を担っていただいている会長が、従前のやり方や、いろんな部分の決め事

を承知の上で、何とかこの会をまとめようとしている。 

 ・今の発言の部分については、私共、お時間をいただきたいという部分で、私の方に

いただきたいと思います。どうでしょうか。預からせてください。 

【片桐利男委員】 

 ・話しが出た途端に、右か左かという話になっている。その辺、このことについて、私

自身、手を挙げたのですが、肩まで行ったら、山岸副会長の手が早かったので、指

名いただけなかった。 

 ・話しが出ました。すぐ、右か左かではなく、その辺の事情も聞かせていただければ

有難いと思っているのが１つある。 

 ・３月２２日付けで、私を含め、臨時の地域協議会を開催してほしい要請文を差し上

げた。３月２７日に、会長から山岸副会長宛に回答が出ている。回答の中には、平

成２９年４月４日は日程調整ができないため、平成２９年４月１７日から平成２９

年４月１９日までの間に開催します、という回答です。 

 ・先ほど、山岸副会長も触れたが、３月２２日は水曜日だった。３月２３日、２４日は

土日が挟まるので、２７日の回答だとしても、これはこれで、土日を考慮したとき

にはこういう日付になると思うが、ただ、３月２５日の土曜日から４月１９日まで、

日程調整ができない、ということについて、片桐会長から、言いにくいものはお話

しいただかなくて結構だが、１週間位ならありうるが、１か月近くの間、日程が先

に延びたことについて、いかがなものかという気がする。差支えなければ、４月１

８日まで延びた理由を聞かせていただければ有難い。いかがか。 
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【加藤正子副会長】 

 ・検討委員会の皆さんには、尽力していただいたのは、私共３役が出席もできなかっ

たが、日程調整の件は、会長が諸般の事情で、遠くの方へ出張されていたと聞いて

いるので、理解していただき、もう少し再度、片桐会長を盛り上げるために、皆さ

んで決定したわけですから、もう少し心を寛大に持っていただき、軍配をどっちこ

っちに上がるような議題にならないように、穏やかに前へ進めていってほしいとい

う思いがある。互助の精神を持って、会長にはそれなりの事情もあったのだろうか

ら。こう言うと、会長の方にひいきをすることになるので、ここに３役がいて、し

ゃべるのを控えていたが、こういう事態になるのは、今日初めてこういうことにな

ると、吉川区としても、皆の代表という、地域の声を反映する会ですので、もう少

し大らかな気持ちを持って、前へ進めていっていただければと思っています。 

 

 ・片桐利男委員から質問がありましたのでお話ししますが、私のプライベートなこと

で答弁する気はない。４月４日であろうが４月１２日であろうが、あくまで当初は、

意見書のとりまとめで開催要請があったが、臨時地域協議会を開くという目的では

なかった。臨時地域協議会の開催にあたって、開催日が１か月延びたのか２か月延

びたのかというところでは、実は、次回の開催日は来週４月２７日に決まっており

ます。ですから、それよりも以前に、どうしても（開催請求を）出した４人の方は、

意見書を提出するということで開催を求められたわけだが、その間に、私の都合が

つかず、臨時の地域協議会が開催された、されないで、私に答弁を求めるのは、本

来、不本意な部分であり、４月２７日に地域協議会で、私がプライベートで出席で

きない場合、当然、副会長が会長代行をすることになっている。 

 ・この案件について、今の話を総合してお聞きすると、検討委員４名の方から、臨時

の地域協議会を開催しなかったと、そんなに開催できなかったの、忙しいのなら会

長辞めてもらいたい、というふうに聞き取れる格好になるが、いずれにしても、こ

の案件については、今ここで討論して結論が出る内容ではない。事務局に一任とい

うことで、初めての新しい案件という説明もあったので、これについて検討し、改

めて日を設けて、これについて検討いただきたい。よろしくお願いしたい。 

・皆さん、それでよろしいですか。 

【山岸副会長】 
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・もう１回、私がしゃべったことを繰り返させていただく。 

・プライベートでお忙しい方が、我々の長でいるわけで、会議だって、これから行政が

提案するいろいろな案件がある。それを、地域の意見を拾いながら、できるだけ早く

対応していきたい、というのは、我々委員皆さんの思いであると、私は認識してい

る。そうなると、会議要請をしても、会長の都合を優先と言っているが、会長とした

ら、逆に委員の皆さんの意向に沿った動きをするのが、長たる長の動きではないか

と思う。そういう動きが取れない、忙しい方に、これ以上大役をお願いするのは申し

訳ないと申し上げている。それを解任動議だ、どうかしなければならないと言うの

で、結構ですと申し上げたが、気の毒なんですよ、あなたは忙しすぎる。肩の荷を下

ろしてあげたいな、という思いであります。 

・前回、ご本人が（会長を）下りると言われたとき、（事務局で）預かっていただいて、

私ら全員が引き留めたが、まさかこんなに１か月も、１時間も時間を作れない動き

をしているとは思いもよらず、これから田んぼが始まれば、益々忙しくなる方なの

で、無理です。（地域活動支援事業で）案件が出てきて、２百何十万円もオーバーし

ているのに、取りまとめ・・。 

【小林所長】 

・すみません。 

【山岸副会長】 

 ・ちょっとまだ、発言中ですよ。俺が終わってからにしてください。マイクなんか使

わないで。所長。 

【小林所長】 

 ・どうぞ。 

【山岸副会長】 

 ・皆さんにまず伺いたかったのです。こんなお忙しい方に、１か月もスケジュール調

整できないお忙しい方に、我々の長として、会議を開いてくれと要請したって、申

し訳ないと思う。対応できる方に、代わっていただいた方がいいのではないか。 

 ・最初、会長を決める時に、２年や４年に拘らないで、という話をしていた。ちょう

ど、丸１年経っている。これ以上、ご負担をかけては悪いな、という思いがありま

す。なので、そういう話をさせていただいた。 

【小林所長】 
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 ・会議の開催については、事前に１か月前に、それぞれの予定を付けさせていただい

ている。今、山岸副会長のお話しは、臨時における地域協議会の会議開催について

の対応であります。会長が、次の会議を皆様方にお諮りし、日を決定している。そ

の中において、会長がどうしても都合がつかない場合について、副会長にお願いし

てやってきているのが実態だと思う。あくまで、臨時の会議開催は、特例中の特例

だと考えている。４名の委員から依頼があった場合、日の設定については、事務局

で会長、あるいは委員の都合をお聞きし、そこで設定されてくるものである。あく

まで、定例会においての、会長の日程的な部分、臨時の部分の要請に対しての、日

の設定については、いつもの定例とは異なるということをご認識いただきたいと思

う。今、話をされている部分と、ごちゃごちゃになってしまうと、会議の設定の仕

方が異なるので、その点はご理解いただきたい。 

【山岸副会長】 

 ・そもそも、３月１６日の公開の会議で、お任せください、それに対して、どなたも、

だめだ、もう１回会議をやらなければならん、とは言ってはいない。この方(会長)が

最後に、地域協議会で揉んで、という言葉を付けた。それはどういうことかという

と、３月２１日に、皆さんに文書を発送し、３月２５日にご意見をいただきたい。

これが正に揉んだということだ。それを更に、３月３０日に、正副会長と検討委員

会の８人で最終的に決めて、その日付で出せばいいのではないかと、３月２０日に

提言したが、だめだと、４月４日しか空いてないと、強く言われるので、４月４日

で。この後、事務方の話で、公開の場で決めてもらわないと。しかし、公文書なの

で、意見書自体、公文書を出すのに、３月１６日の議決をもって、お任せください

ということに決まっているわけで。最後の言葉を聞き落としたので、次回は４月２

７日、定例の、ということで済んでしまった。本来ならこの会議は、私としては必

要ないな、という思いがあった、元々。（会議開催の）申請文書にも、４月４日にし

たのはそういうことでしたが、早々の開催をお願いしたいということも書いてある。

３月２０日にお願いし、３月２３日に断ってきた。それから約１か月弱、一日たり

ともスケジュールの都合がつかないなんて、こんな気の毒な話はない。私はそこを

申し上げている。 

 

 ・大丈夫です。４月２７日の、皆さんで決めた地域協議会は、ちゃんと予定を立てて
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あります。 

【山岸副会長】 

 ・４月４日も確認してあります。 

 

 ・経過の説明を、お間違いのないようにお話ししますと、皆さんからお決めいただい

たときもそうですが、（意見書の）原案については、検討委員会にもう一度委ねると

いうことで、皆さん協議で承認、ご認識いただいていると思うが、３役で意見をと

りまとめた後、皆さんに提出をお諮りするというふうに、皆さん認識されていると

思う。 

【山岸副会長】 

 ・いや。 

 

 ・ただ、検討委員の方々は、検討委員に提出も一任されているというふうに受け止め

ているようで、要は、検討委員の人たちが、３役と意見書をとりまとめた段階で、

そのまま意見書を提出するという認識があったようで、そこの認識のずれがあった

ようです。 

 ・私としては、団体長の意見、皆さんの意見を聞いた、それをとりまとめた最終案を、

会議の場で、それは皆さん個人の意見は出ても、それを最終的にまとめた案という

のは、一堂に会した場でないと確認ができないので、当然、地域協議会の公開の場

でないと、意見書の提出については決定できません、という説明をさせてもらった。 

 ・そこの認識が、（地域協議会の）会議を以って出すのと、検討委員会が３役と検討し

たら出すというのと、温度差があったので、話が行き違いになっている。文書です

から、最終的には公開の場で、地域協議会が行われ、その場で承認いただき、提出

するというのが本来の趣旨なので、一部の委員会で決定したものが、そのまま地域

協議会の意見書として出すというのは、本来ありえませんので、その辺の認識が噛

み違っていたのかなと思う。 

 ・当然、４月４日に、４月２７日の地域協議会に向けて、意見書のとりまとめをした

いということだったので、本来は３月３０日ということだったが、３月中は都合が

付かないので、４月４日、その日に３役と検討委員で意見の集約を行うということ

で話をさせてもらった。どうやら話を聞くと、４月４日に、検討した後、すぐに意
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見書を出すということだったので、それは難しい、公開の場が必要という話をさせ

てもらった。それで山岸副会長との話は終わった。 

 ・その後、事務局から、４名の委員の連名で、４月４日に臨時の地域協議会を開いて

もらいたいという要請があった。これが今までの経過です。臨時の地域協議会では

なく、当初は、検討委員会と３役との意見の集約をするという目的を聞いていたの

で、４月４日と話をさせてもらったが、臨時の地域協議会を開催してもらいたいと

いう話になっていて、それであれば、１時間やそこらで、なかなか検討がつく部分

ではないと思われ、４月４日はそんなに時間は取れないということでキャンセル、

仕事の関係で難しいので、という話になる。それで今回の次第となる。 

 ・本来、皆さんにご認識いただきたいのは、地域協議会を臨時で開く場合でも、私か

ら個人的に皆さんに、この日都合がいいですか、とお聞きしません。個人的な連絡

先は個人情報です。本来は事務局を介して、事務局が、私がこの日と、例えば臨時

の地域協議会の日を指定した場合、その日に皆さんの都合はどうか確認し、その日

の都合が、会議が有効とならない出席率がない場合、それは無効となるので、手順

としては事務局から皆さんに、開催の都合を聞くというのが手順となる。一部は勝

手に皆さんにこの日開きたいんだけど、という話があったようですが、本来、そう

いうことはない。そこのところをご認識いただきたい。 

 ・いろいろ意見もあるが、いずれにしても、今日ここで結論が出る話ではない。一旦

事務局にお預けし、後日話をさせてもらいます。 

 ・それでよろしいですか。 

【委員】 

 ・「はい」の声あり 

長】 

 ・会議の閉会を宣言 

 

９ 問合せ先  

吉川区総合事務所 総務・地域振興グループ  

℡:０２５－５４８－２３１１（内線２１３） 

                 E-mail:yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp 
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１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 

 

 

 


