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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第２回中郷区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）協議（公開） 

地域活動支援事業について 

（２）その他（公開） 

３ 開催日時 

平成２９年５月７日（日）午後１時３０分から午後５時３０分まで 

４ 開催場所 

はーとぴあ中郷 研修室 

５ 傍聴人の数 

２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：岡田雅範、岡田龍一、坂田浪平、髙橋達也、竹内昭彦、竹内靖彦、 

古川由美子、水嶋敏昭、陸川昇一 

・事 務 局：木村雄二中郷区総合事務所長、小嶋淳一次長、城戸俊夫市民生活・ 

福祉グループ、教育・文化グループ長 

        総務・地域振興グループ  丸山良彦班長、渡辺智則主任 

以下、総務・地域振興グループは総務Ｇ、市民生活・福祉グループは

市民Ｇ、教育・文化グループは教育Ｇ、グループ長はＧ長と表記 

８ 発言の内容（要旨） 

【丸山班長】 

・会議の開会を宣言 

【高橋会長】 

  ・挨拶 
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【丸山班長】 

   ・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。 

【高橋会長】 

・会議録確認：「坂田浪平」委員と「竹内昭彦」委員に依頼。 

・協議事項(１)の「地域活動支援事業について」 

事前配布された資料等の説明を事務局に求める。 

【丸山班長】 

・事前配布資料等に基づき説明 

【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

   － 特に質問・意見等なし。会場の設定変更 － 

 【高橋会長】 

   ・プレゼンテーション開始宣言 

   縄文学校の説明を求める。 

 【縄文学校】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【岡田(龍)委員】 

   昨年造った土器は、どのようにしているのか。 

 【縄文学校】 

   小学生については記念として家に飾ってもらうよう、土器を持ち帰らせている。ま

た、大人については持ち帰る人もいればそうでない人もいる。ちなみに、持ち帰らな

い人の土器は資料館の 2階実習室に並べて飾ってある。ぜひ、一度見学いただきたい。 

 【坂田委員】 

   会員はどのようにして集まったのか。 

 【縄文学校】 

   毎年、会員募集のチラシを作り、「はーとぴあ中郷」や上越妙高駅前の「釜蓋遺跡ガ

イダンス」に置いている。このチラシには連絡先が記載されており、興味のある方か

ら連絡をいただいている。また、新聞各社が記事にしてくれるのでＰＲとなっている。
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更に、講演会を開催した時に、その場で申し込みをされる方もいる。 

 【高橋会長】 

   続いて、中郷小学校後援会の説明を求める。 

 【中郷小学校後援会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【岡田(雅)委員】 

   2点お聞きしたい。1点目は、現在小学校には 4本ピストンのユーフォニアムがある

とのことだが、何台あるのか。2 点目は、将来的には今回購入する 3 本ピストンのも

のに切り替えていく考えなのか。これは、かなり大きな楽器だと思われるが、小学生

に使いこなせるのか疑問である。 

 【中郷小学校後援会】 

   1 点目についてだが、何台あるか把握しておらずこの場で回答できない。大変申し

訳ないが、確認のうえ後日回答させていただきたい。2 点目についてだが、このユー

フォニアムは低音のパートを担当する楽器である。この楽器の音が入ることによって

演奏に厚みが出てくることになる。比較的大きな楽器ではあるが、他の小学校でも多

く使われているものであり、高学年になれば十分に使えることが出来ると認識してい

る。また、この楽器は指番号を覚えピストンで音を出すものだが、4 本より 3 本の方

が比較的スムーズに覚えることができ、小学生の使用実態に合っているものと考えて

いる。 

 【陸川委員】 

   楽器は古くても形があればよいものだと思っていた。それを以前、先生に話したら

「楽器は新しい時が一番良くて、年々音は悪くなるものだ。」と言われた。古い楽器を

使って、上手になろうと思ってもなかなか上手にはなれない。良い音を出すためにど

うしたらよいのか工夫をしているようでは駄目だと思う。やはり、子ども達のために

も新しいものを揃えるのが望ましいのではないだろうか。 

 【高橋会長】 

   続いて、アロハ中郷の説明を求める。 
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 【アロハ中郷】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【水嶋委員】 

   今回、購入する衣装は各々個人に分け与えるのか。それとも会で持ち、各イベント

において貸出しするのか。 

 【アロハ中郷】 

   オーダー品であることから、各人の体型に合わせた衣装となる。勿論、デザインは

統一されることになるが、衣装の管理は個人で行うことになる。 

 【水嶋委員】 

   今後、新たに会員になった人には、同じような衣装を用意できるのか。 

 【アロハ中郷】 

   そのような場合は、新たに購入することになる。 

 【水嶋委員】 

   会員の体型も様々であり、衣装のサイズも随分違ってくるのではないか。 

 【アロハ中郷】 

   少し高価になるが、色あせや型くずれがしにくく、長持ちすることからオーダー品

を購入することにした。 

 【坂田委員】 

   活動にあたり、会員の皆さんから会費などは取っているのか。 

 【アロハ中郷】 

   月 1 回、講師を招いて踊りの練習を行っている。会員からは 1 回につき、1,200 円

徴収している。 

 【古川委員】 

   これまでの衣装については、各自がお金を出して購入したのか。 

 【アロハ中郷】 

   その通りである。 

 【古川委員】 

   何着くらい持っているのか。 



5 

 【アロハ中郷】 

   ワンピースが 1着とブラウスとスカートの組み合わせが 1着である。 

 【古川委員】 

   これだけ高価な物だと、個人で購入するのは負担が大きいと思われる。しかしなが

ら、いつまでも同じ人が会員でいるわけではない。中には辞める人もいれば、新たに

入る人もいる。今回の衣装を揃えた会員が、近々何らかの事情で脱退した場合、1 年

で無駄になってしまう可能性があるのではないか。 

 【アロハ中郷】 

   会が発足してからまだ 3 年くらいしか経っておらず、実際に辞めた人はいない。そ

のような事態になった場合は、体型が合えば着回しをしたい。 

 【古川委員】 

   昨年と比べ、会員は増えたのか。 

 【アロハ中郷】 

   現在は昨年と同人数だが、今年中に 1～2名増えそうな気配はある。 

 【高橋会長】 

   続いて、岡沢老人クラブ松寿会の説明を求める。 

 【岡沢老人クラブ松寿会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【水嶋委員】 

   2点ほどお聞きしたい。1点目は補助金の申請額についてである。昨年と同額となっ

ているが、これで大丈夫なのか。バスの値上がりなどはなかったのか。2 点目は参加

費についてである。参加者は費用を払うのか。 

 【岡沢老人クラブ松寿会】 

1 点目についてだが、マイクロバスは中郷区内の自動車会社に例年お願いしている。

同会社の社長の好意により、借上料が据え置きとなっている。2点目についてだが、参

加者からは費用をいただいていない。 

 【竹内(靖)委員】 

   次年度以降の活動の見通しとして、他の町内会に対しての実施は本当に可能なのか。 
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 【岡沢老人クラブ松寿会】 

   他の町内会への対応は可能である。ただし、現在行っている第 2 木曜日及び第 4 木

曜日の月 2 回に限ってしまうと、人数的なことも出てくるため新たに別の日を設定す

る必要がある。 

 【水嶋委員】 

   もし、ツアーの最中に具合が悪くなった場合、面倒を見てくれるような人は付いて

行くのか。 

 【岡沢老人クラブ松寿会】 

   添乗員が付き、対応することにしている。 

 【高橋会長】 

   次の発表者がまだ来ていないため、発表順を変更する。続いて、中郷区まちづくり

振興会の説明を求める。 

 【中郷区まちづくり振興会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【水嶋委員】 

   2点お願いしたい。1点目だが、最初にこの電話帳を発行したのは商工会であり、全

額広告代で賄ったということである。今回の提案でも各企業に対し広告の掲載を考え

ているようだが、それならば、そもそもの発行元である商工会からも広告代をもらう

ようにすればよいのではないか。2 点目だが、今回作成する電話帳は固定電話のみの

対応になるのか。老人世帯の中には、固定電話を解約して携帯電話のみという家もあ

る。理由は、冬になると、こたつから出て固定電話のある所まで行くのが大変だとい

うことである。コードなどに引っかかり転んでみたり、寒い所に電話があると冷っと

したりするそうだ。このため、息子や娘から携帯を買ってもらい、こたつの上に携帯

を置いておくとのことである。このような家について、どのように考えているのか。 

 【中郷区まちづくり振興会】 

   1 点目についてだが、区内の皆さまからは個人や企業に関係なく、賛助会員や正会

員として振興会に参加いただいている。このため、補助金を最大限活用しなるべく企

業の負担を少なくしたいという想いはある。2 点目については、該当する世帯に対し
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て個別に対応し、承諾を得られた場合は掲載したいと考えている。 

 【古川委員】 

   各企業へ広告の掲載を依頼するとのことであるが、1 枠当たりの金額は決めてある

のか。 

 【中郷区まちづくり振興会】 

   現時点では、金額を含め具体的な事は決めていない。 

 【高橋会長】 

   続いて、中郷の子どもを育てる会の説明を求める。 

 【中郷の子どもを育てる会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【岡田(雅)委員】 

   チケットは有料だと思われるが、収入に計上されていない。何故なのか。 

 【中郷の子どもを育てる会】 

   チケット代を取らず無料にするためである。 

 【岡田(雅)委員】 

   無料でもチケットは作成するのか。 

 【中郷の子どもを育てる会】 

   無料でも、チケットは必要なことから当然作成する。 

 【高橋会長】 

   続いて、さくらの会の説明を求める。 

 【さくらの会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【竹内(靖)委員】 

   送迎の件についてだが、市の地域支え合い事業の関係でまちづくり振興会が所有し

ている車がある。この車は、高齢者の自立を支援するために使うという目的もあり、

当事業はこれに合致するものである。日程的なスケジュールなどを精査すれば車は勿
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論のこと、運転手の手配も可能である。ただし、ガソリン代などは実費精算になる。

この辺りは福祉のコーディネーターと相談してみては如何と考えている。 

 【さくらの会】 

   その話は承知しているが、活動時間が平日の夕方や日曜日が多いことから車の利用

は難しいのではないかと思っていたところである。 

 【竹内(靖)委員】 

   前もってスケジュールが分かれば対応できるので、ぜひ検討いただきたい。 

 【さくらの会】 

   大変ありがたい話である。検討させていただく。 

 【高橋会長】 

   メンバーは何人位いるのか。 

 【さくらの会】 

   現在 16人である。 

－ 休憩（15分）－ 

 【高橋会長】 

   続いて、中郷区建築連合会の説明を求める。 

 【中郷区建築連合会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【竹内(靖)委員】 

   夏まつりの一環として行うということなので、十分なすり合わせが必要になるかと

思われる。なお、テレビ中継については金額的に大きなウエートを占めている。あく

まで、夏まつりのイベントの中での使用となることから、もう少し精査できないか。

また、行政側に確認しておいてもらいたいことがある。夏まつりは地域振興事業の補

助金をいただいている。一方、当提案は活動支援事業を活用するものとなっている。

このため、重複性のない線引きをしっかりしておかなければならないと思っている。 

 【中郷区建築連合会】 

   テレビ中継については、業者とも既に打ち合わせが済んでおり内容は具体化してい

る。この金額が妥当なものかどうかは何とも言えないが、このように指摘をされるの
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であれば、今後改めて業者と相談したいと考えている。 

 【高橋会長】 

   ドミノは何処で行うのか。 

 【中郷区建築連合会】 

   体育館の事務所裏側にあるミーティングルームで行う予定である。あまり広い場所

ではないが、ドミノは人が歩いただけで風圧により倒れる危険性がある。このような

ことから、多くの人が出入りする広い場所は避けたいと考えている。 

 【岡田(龍)委員】 

   テレビ中継は絶えず行うつもりなのか。 

 【中郷区建築連合会】 

   その点については、夏まつりの主催者側と相談したい。今考えているのは、ドミノ

を実際に倒すところを中継したいと思っている。10分もあれば全部倒れるのではない

か。これを中継でお願いできればと思っている。その他のことについては予め録画し

ておき、放映することも考えている。 

 【岡田(龍)委員】 

   10分程度で終わるものに、ここまでお金をかける必要があるのか疑問である。この

辺りをもう少し考え、精査していただきたい。 

 【高橋会長】 

   続いて、中郷観光協会の説明を求める。 

 【中郷観光協会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【水嶋委員】 

   花壇整備は、会の皆さんで行っているのか。 

 【中郷観光協会】 

   その通りである。 

 【水嶋委員】 

   たしか、以前は三ツ屋町内会の老人会が任されていたと認識している。この老人会

が無くなってしまったことから、その後花壇整備は行っていないのかと思っていた。 
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 【中郷観光協会】 

   これまで、花壇は放置状態となっていた。このため、草が伸びるなど非常に荒れて

いたことから昨年より当協会で手を加えることにした。 

 【高橋会長】 

   続いて、老人クラブ連合会の説明を求める。 

 【老人クラブ連合会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【岡田(龍)委員】 

   50周年記念講演は中郷区を対象としたものなのか。 

 【老人クラブ連合会】 

   その通りである。 

 【高橋会長】 

   構成員数 670人とあるが、年齢は何歳以上の方なのか。 

 【老人クラブ連合会】 

   各単位クラブによって異なるが、概ね 60歳以上である。 

 【岡田(龍)委員】 

   記念講演は一般の住民も参加が可能なのか。 

 【老人クラブ連合会】 

   その通りである。 

 【高橋会長】 

   会場の使用料が支出に計上されているが、これは減免などの措置がされた金額なの

か。 

 【老人クラブ連合会】 

   減免後の金額を記載してあり、ホールについては 50％減免されている。また、研修

室は本来 100％減免されるものであるが、使用目的として式典後飲食を伴うことから

減免対象外となっている。 

 【高橋会長】 

   続いて、中郷区まちづくり振興会生活環境部の説明を求める。 
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 【中郷区まちづくり振興会生活環境部】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【高橋会長】 

   看板を設置する時期が 9 月となっているが、もう少し早めることはできないか。看

板は雪が降る前に撤去することになるため、できるだけ期間を長く設け皆さんから見

てもらう方がよいと思われる。 

 【中郷区まちづくり振興会生活環境部】 

   もっともな意見をいただいた。このことについては、以前から学校にお願いしてい

るところではあるが、カリキュラムの関係でポスターを描く時間が取りにくいとのこ

とである。今ほどいただいた意見を受け、なるべく早く作成するよう学校に対し再度

お願いしたいと思っている。 

 【高橋会長】 

   続いて、江端町内会の説明を求める。 

 【江端町内会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【陸川委員】 

   事業費 213 千円、補助金希望額 210 千円に対し、収支は約 201 千円となっている。

この食い違いは何なのか。 

 【江端町内会】 

   確認のうえ、後ほど事務局を通し回答させていただく。 

 【高橋会長】 

   続いて、二本木・松崎宿保存研究会の説明を求める。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 
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 【竹内(昭)委員】 

   宿場かわら版についてだが、配布先に二本木駅は含まれているのか。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   今年から配布したいと考えている。 

 【古川委員】 

   史跡巡りの経費としてマイクロバスのレンタル代が計上されているが、これは史跡

巡りが終わった後の帰りの交通手段として使用するのか。それともバスに乗って史跡

巡りをするために使用するのか。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   帰りの交通手段としてバスを使用する考えである。コースは二本木駅を出発し、新

井地区まで行くものだが、歩いて戻るというと相当な距離となる。それでは大変なの

で、帰りのみバスを使用することにしている。 

 【古川委員】 

   帰りのみの割にはバス代が高いと思われるが、何か理由があるのか。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   今年、春日山の埋蔵文化財センターで催し物が行われる予定である。どのような催

し物かというと、ここで出土した物が同センターで展示されるというものである。こ

の期間が 5月 20日から 12月 28日までとなっている。せっかくなので、帰りにこちら

の会場へ寄って見学したいと考えているためである。 

 【水嶋委員】 

   どのような人が会員になっているのか。また、何人位いるのか。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   二本木町内会と松崎町内会の住民で 5人が会員となっている。 

 【高橋会長】 

   味の継承試食会として、筍汁具材一式が経費として計上されているが、これは問題

ないのか。後ほど事務局より回答いただきたい。また、宿場まつりの開催とあるがど

の程度区内に対し周知されているのか。 

 【二本木・松崎宿保存研究会】 

   宿場まつりについては、区内の全住民を対象に実施したいと考えている。市より後

援をいただきＰＲに努めていきたい。 
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 【高橋会長】 

   続いて、中郷小学校ＰＴＡの説明を求める。 

 【中郷小学校ＰＴＡ】 

   ・提案書に基づき説明 

 【高橋会長】 

   今ほどの説明において質問・意見等を求める。 

 【水嶋委員】 

   講師への謝金が計上されていないが何故か。 

 【中郷小学校ＰＴＡ】 

   謝金については、費目の企画料他に含まれている。 

 【竹内(靖)委員】 

   できるだけ地域の方からも参加してもらいたいと思っている。なお、小学校が会場

ということだが、特に無理はないのか。 

 【中郷小学校ＰＴＡ】 

   昨年度も、同じく小学校を会場に行ったが、地域の方からも大勢来ていただいた。

今年も各地域にポスターを貼らせていただき、参加を呼びかけていきたいと考えてい

る。 

 【竹内(靖)委員】 

   今回の講師はシンガーソングライターである。このため、歌も歌うということにな

ると、会場は小学校ではなく、はーとぴあ中郷のホールの方が適しているような気が

する。音響などの効果が全然違うのではないだろうか。せっかく行うのであれば、理

に適った所で行っていただければと思っている。 

 【中郷小学校ＰＴＡ】 

   検討させていただく。 

 【岡田(雅)委員】 

   先方の都合もあるのだろうが、多くの方から参加してもらうのであれば、できるだ

け土曜日や日曜日に開催されるよう調整をお願いしたい。 

 【中郷小学校ＰＴＡ】 

   検討させていただく。 

   － 全団体からの発表が終了、地域協議会委員の意見交換 － 
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 【木村所長】 

   意見交換の前に、2点ほど報告をさせていただきたい。1点目は、江端町内会の提案

事業についてだが、確認の結果、事業費を 202 千円、補助希望額を 200 千円にそれぞ

れ訂正をお願いしたい。これに伴い、補助希望額の総額は 10千円減の 5,749千円に変

更となり、中郷区の配分額 5,600 千円に対し 149 千円超過ということになる。2 点目

は、二本木・松崎宿保存研究会の試食費についてだが、これはあくまで史跡巡りに参

加される方に対して筍汁を提供するということである。できれば参加費をいただくこ

とが望ましいが、計上自体は特に問題はないと考えているところである。 

 【竹内(靖)委員】 

   アロハ中郷についてだが、衣装購入は当事業の趣旨にそぐわない気がする。しかし

ながら、この衣装を着て気持ちの向上や地域の人を元気にしたいという想いがあるこ

とも理解できる。このため、これは直ちに駄目だというところまではいかないが、方

向性などについては団体に対ししっかりと伝えていくべきだと思っている。これが続

くと、物品購入だけでもよいことになってしまうことから、協議会としてはある程度

厳しい判定も必要ではないかと思っている。 

【高橋会長】 

   活動をしていく上で不足している物があり、どうしても支援してもらいたいという

時の物品購入は仕方ないことだと思う。一方、利益を目的とした物品購入については

問題があると感じている。通常の活動では到底購入できない物もあり、このような場

合、今回のように支援を求めてくる団体も中にはあるのではないだろうか。 

 【竹内(靖)委員】 

   誰でも使える物であればよいのだが、アロハ中郷の衣装はそれぞれの体型に合わせ

たオーダーメイド製品である。基本的には、その人しか着られない物となっている。 

【高橋会長】 

   一つの方法として、何か中郷をアピールできるものを取り入れることができればよ

いのではないだろうか。オーダーメイドであれば、できそうな気はする。 

【水嶋委員】 

   衣装の全額を補助金で購入するということが問題なのである。個人負担があっても

よいのではないか。これについては、質問書の中で団体に対しお聞きしたいと思って

いる。 
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【坂田委員】 

   協議会で、ある程度統一した見解を持つことが大事である。衣装は金額も高く個人

の負担が大きい。しかしながら、全額補助というのは如何なものか。今後同じような

提案が出てくる可能性もあり、このようなことも頭に入れておく必要がある。 

【陸川委員】 

   中郷区建築連合会についてだが、購入を予定しているカラーコーンは「はーとぴあ

中郷」にもある。また、ストップウオッチも体育協会などが所有しているものを借用

できると思う。更に、カスタネットも小学校や保育園にあるのではないか。 

【高橋会長】 

   借用が可能ならばそのようにしていただき、できるだけ金額を抑えてもらうように

すればよいと思われる。この件も、提案団体へ質問書を送付することにしてはどうだ

ろうか。 

【高橋会長】 

   今回は補助希望総額が 5,749 千円であり、中郷区の配分額を 149 千円超過している

状況である。これから各委員より採点をしていただくが、例年では結果の下位から順

に減額することにしていた。仮に一律減額することになると採点する意味が無くなっ

てしまうことになる。皆さんが点数を付けた中から協議し、減額調整したいと考えて

いるが如何か。 

【陸川委員】 

   以前、各団体に対し、少しでも減額できるか事業費の見直しを依頼したことがあっ

た。今回もそのようにするのも一つの手だと思う。 

【高橋会長】 

   以前は、配分額をかなり超過していたが、今回は 149千円という僅かな超過である。

このため、各団体に対し事業費の見直しを依頼した場合、逆に配分額に満たなくなる

可能性がある。 

【岡田(雅)委員】 

   上位となった事業でも、スポット的に内容を見直し減額を要請するという方法も考

えられる。 

【坂田委員】 

   いずれにしても、どのように減額するかは採点結果が出てから改めて協議すればよ
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いのではないか。 

【高橋会長】 

  それでは、今ほどの意見を踏まえ、次回協議会において配分額に合わせた減額調整

をしていくことにしたい。 

【高橋会長】 

その他、委員の発言を求める。 

   － 全委員なし － 

【高橋会長】 

他に発言がないため、これをもって、本日の会議を終了する。 

次回の会議は、５月２５日(木) 午後６時３０分から地域活動支援事業の審査結果

等を案件として「中郷区総合事務所」で行うこととする。 

 

(終了 午後５時３０分) 

 

９ 問合せ先 

中郷区総合事務所 総務･地域振興グループ 

TEL：0255-74-2411（内線 165） 

E-mail：nakago-soumu.g＠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。 

 


