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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第２回安塚区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

1）協 議（公開） 

⑴ 平成２９年度上越市地域活動支援事業（安塚区）の審査について 

 ア．プレゼンテーション（順番は別紙のとおり） 

 イ．個人審査（採点） 

2）報 告（公開） 

 なし 

3）その他（公開） 

３ 開催日時 

平成２９年５月１６日（火）午後６時から午後８時１０分まで 

４ 開催場所 

安塚区総合事務所３階３０１会議室 

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。）の氏名（敬称略） 

・委 員：池田嘉久、石田ひとみ、數井憲一、國保信夫、小松光代、 

長谷川直樹、秦克博、松苗正二、松野等、山岸重正 

・事務局：安塚区総合事務所 山崎所長、市川次長、國保班長、髙島主事 

８ 発言の内容（要旨） 

【市川次長】 

・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 
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・会議録の確認：數井憲一会長 

【數井憲一会長】 

 ・挨拶 

  協議事項（１）平成２９年度上越市地域活動支援事業（安塚区）の審査について、プ

レゼンテーションから採点までの流れの説明を事務局に求める。 

【髙島主事】 

今年度の地域活動支援事業は、４月３日から４月２８日まで募集を行い、８団体から

の提案があったが、おぐろ町内会については、事前協議が完了できないことから、５月

８日に提案を取下げされた。 

地域活動支援事業提案書受付一覧のとおり、今回審査いただく提案団体は７団体、補

助希望額の合計は３７５万円、安塚区の配分額に対して１４５万円少ない状態である。

したがって、地域活動支援事業追加募集を行うが、追加募集の日程等については、明後

日１８日（木）の第３回安塚区地域協議会で協議していただく。 

それでは、このあと各提案団体によるプレゼンテーションを行う。１団体の持ち時間

は１０分間で行い、多少時間は前後するかと思うが、７時２０分までに終了する予定で

ある。その後採点票による個人審査を行うが、時間は３０分を予定している。採点票に

よる個人審査が終わり次第、本日の協議は終了となる。委員の皆さんから採点票を回収

したあとは、事務局で集計を行い、明後日１８日（木）の第３回安塚区地域協議会で、

提案事業の採択の可否、補助金額について協議をお願いしたい。 

続いて、プレゼンテーション及び審査方法について説明する。プレゼンテーションを

行う順番は、資料 No.１-１にあるとおりである。１団体の持ち時間は１０分間のため、

提案事業の説明は５分間とし、終了の３０秒前と５分到達時にそれぞれ「３０秒前で

す」と「終了です」とお知らせする。その後、委員の皆様による質疑応答となる。質疑

応答の途中で５分経過した場合は、その時点の質問の回答が終わるまでとする。なお、

４番目のおぐろ町内会については、提案の取下げとなったため、順番を繰り上げてプレ

ゼンテーションを行うが、次の団体がまだ会場に到着していない場合は休憩時間とさせ

ていただく場合がある。 



3 

 

次に委員の皆様による個人審査だが、事前に配布してある平成 29年度安塚区地域活

動支援事業の採点票に記入をお願いしたい。最初に基本審査の適合する、適合しないの

どちらかにチェックしていただき、適合しないとした場合は、「適合しない理由」を必

ず記載して、以下の審査項目の採点は行わない。次に採択方針との適合性について、適

合する、適合しないのどちらかにチェックしていただき、「適合しない」とした場合

は、以下の採点は行わない。（3）共通審査基準の審査について、審査項目の審査基準ご

とに５段階で評価していただき、その評価を踏まえて１点から５点の範囲で採点を行

い、その際、２点以下の採点をした場合は、その他の特記事項欄に劣っている理由を必

ず記載していただきたい。採点が終わったら、事務局に採点票の提出をお願いしたい。 

【數井憲一会長】 

何か質問等あるか。 

【松野等委員】 

採点表の裏に番号が書いてあるが、何の番号であるか。 

【髙島主事】 

採点表に不備があった場合等に、その委員に確認できるようにするために記入させて

いただいたものである。 

【松野等委員】 

この採点は無記名で行うものであるが、番号が振ってあっては、実質記名のものとな

るので、趣旨に反するのではないか。また、番号を振るのであれば、裏面ではなく、表面

に振るべきである。 

【長谷川直樹委員】 

  毎年、裏面に番号は記入されていた。公表されるわけではないし、事務局で委員の書

いた内容を把握していても問題ないのではないか。 

【數井憲一会長】 

  本来なら採点は無記名であるため、プレゼンテーション終了後に番号の振っていない

ものと差し替えをお願いしたい。 

 他に意見はないか。 

【長谷川直樹委員】 

 前回審査時、地域協議会委員の中に提案団体の代表がいる場合、その委員は自分が代
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表を務める団体の審査から外れることとした。今回の提案の中には、委員が見積業者の

代表となっている提案がある。見積業者の代表となれば、自分の利益に関係するため、こ

の場合もその委員は自分が見積業者として関係する提案の審査から外れるべきではない

か。 

【數井憲一会長】 

 前回審査した際、安塚区地域協議会においては、提案団体の代表者が委員の中にいる

場合は、その委員は自らが代表を務める団体の審査から外れることとしたが、その他の

場合については決めていなかった。今回、委員が見積業者の代表として関わっている提

案の審査からその委員が外れるべきか否かを決める必要があるが、この後、提案団体に

よるプレゼンテーションを控えているため、プレゼンテーション終了後に協議すること

とする。 

【數井憲一会長】 

 他にないか。（「なし」の声あり） 

それでは、プレゼンテーションを開始する。 

（安塚自然友の会入室） 

【安塚自然友の会】 

（ウォーキングと郷土の自然・史跡探訪推進事業の提案書に基づいて説明） 

【小松光代委員】 

講師謝金が３回計上してあるが、３回とも座学ではなく実際に街道を歩く講座か。 

【安塚自然友の会】 

  そうである。実際に街道を歩きながら講義をする。 

【松野等委員】 

  提案書に添付してある「安塚町の自然と歴史ガイド③」は、過去に発刊したものか。 

【安塚自然友の会】 

  安塚町の時代に、安塚町の自然と歴史ガイド編集委員会がシリーズものとして発刊し

たガイドブックを参考として添付した。当時、私も編集委員であり、ガイドブック⑤は

旧三国街道について、ガイドブック⑥は直峰城について、ガイドブック⑦は安塚全体（安

塚八景）について作成する予定であったが、合併の時期と重なり、シリーズ④までしか

発刊できなかった経緯がある。 



5 

 

【石田ひとみ委員】 

  これまで発刊したガイドブックについては、雪だるま物産館にて１００円で販売され

ているが、今回作成するガイドブックは、観光施設等に無料で設置するのか。また、講

座等に参加した方々にも無料で配布するのか。 

【安塚自然友の会】 

  採択していただければ、今回作成するガイドブックについては、無料で設置・配布す

る予定である。 

【山崎所長】 

  講師謝金が計上してあるが、具体的にどういった方を招くのか。 

【安塚自然友の会】 

  講師は、安塚自然友の会会長が務める。 

【數井憲一会長】 

  松之山街道は、どこからどこまであって、安塚区においては何ｋｍあるのか。 

【安塚自然友の会】 

松之山街道は、高田から塩沢までの脇街道のことを指し、塩沢以降が三国街道と呼ば

れる。安塚区、浦川原区や大島区などの地元では、松之山街道のことを三国街道とも呼ぶ

が、県の教育委員会が指定したように正式名称は松之山街道である。松之山街道は現在、

直線で続いているわけではなく、点でつながっているような状況である。 

正確な距離については、今はお答えできない。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（安塚自然友の会退室） 

それでは、次、安塚区老人クラブ連合会お願いする。 

（安塚区老人クラブ連合会入室） 

【安塚区老人クラブ連合会】 

（安塚区高齢者いきいき活動推進事業の提案書に基づいて説明） 

【長谷川直樹委員】 

優勝カップと準優勝カップは同じ物を購入するのか。 
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【安塚区老人クラブ連合会】 

   物は同じだが、多少デザインを変える予定である。 

【長谷川直樹委員】 

  それでは、優勝と準優勝はどこで差をつけるのか。 

【安塚区老人クラブ連合会】 

  賞状での表記が優勝と準優勝で異なるのみである。 

【松野等委員】 

  優勝チームと準優勝チームに授与したカップは持ち回りか。 

【安塚区老人クラブ連合会】 

  持ち回りである。 

【石田ひとみ委員】 

  表彰は３位までとあるが、３位にカップはないのか。また、次年度となり、優勝チー

ムと準優勝チームがカップを返還する際にレプリカは渡すのか。 

【安塚区老人クラブ連合会】 

  ３位は賞状のみである。また、カップ返還時にレプリカは渡さない。カップは、次の

大会まで優勝チーム、準優勝チームが保管することで、また大会に参加する意欲を高め

てもらえるものと考えている。 

【山崎所長】 

  この輪投げ大会は新規のものか。それとも以前から実施していたのか。 

【安塚区老人クラブ連合会】 

  以前から実施していたものである。 

【山崎所長】 

  安塚区独自の大会か。 

【安塚区老人クラブ連合会】 

  他の区でも実施している。ただ、安塚区はレベルが低いため、優勝チームと準優勝チ

ームにカップを授与することで、会員の競技意欲を刺激し、大会を盛り上げたいと考え

ている。 

【國保信夫委員】 

安塚区老人クラブ連合会の会員数は何人か。 
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【安塚区老人クラブ連合会】 

平成２８年度末で３８８人であるが、今年は若干増えて４００人くらいになると思う。 

【國保信夫委員】 

  安塚区には青年会等の団体がなく、老人クラブ連合会は区内でも最も多くの会員があ

る団体であるため、重要な団体であると考えている。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（安塚区老人クラブ連合会退室） 

それでは、次、安塚町内会お願いする。 

（安塚区町内会入室） 

【安塚町内会】 

（自主防災資材の整備事業の提案書に基づいて説明） 

【松苗正二委員】 

  ホース格納庫は自主防災組織で設置しなければならないものなのか。 

【安塚町内会】 

  ホース格納庫の移設について、市にお願いしたが、管理は町内会に一任されているた

め、町内会費で移設してほしいと言われた。 

【山岸重正副会長】 

  ホース格納庫を移設しなければならない理由はなにか。 

【安塚町内会】 

  今まで個人宅に保管してあったが、その個人宅が取り壊されるこことなったため、ホ

ース格納庫の移設が必要になった。 

【石田ひとみ委員】 

今年の防災訓練はどういった内容か。 

【安塚町内会】 

  採択いただければ、支援事業を活用して整備した資材を用いて、避難訓練を行う。今

回は自力避難困難者をどのように避難させるかについて重点を置き実施したい。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 
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（安塚町内会退室） 

それでは、次、行野自治会お願いする。 

（行野自治会入室） 

【行野自治会】 

（横尾義智記念公園管理事業の提案書に基づいて説明） 

【長谷川直樹委員】 

  雪室説明看板のイメージ図を見ると殺風景であり、雪室にそれほど価値を感じられな

いが、説明看板は本当に必要なのか。 

【行野自治会】 

印刷の関係で殺風景に見えてしまうかもしれないが、毎年、ろうあ者等が日本各地か

らが訪れる場所である。その際、事前に連絡をいただければ、来訪者の方に雪室等の説明

をしながら、施設を案内している。雪室説明看板が設置できれば、看板に基づいた説明も

可能であるし、説明者がいなくても、看板を見ることで雪室の意義等を理解していただ

ける。 

【山岸重正副会長】 

看板は、冬は取り外すとあるが、取付けや取外しに費用はかからないのか。 

【行野自治会】 

  看板は２本足で重くなく、集落で取外し可能であるため、費用はかからない。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（行野自治会退室） 

それでは、次、安塚スキークラブお願いする。 

（安塚スキークラブ入室） 

【安塚スキークラブ】 

（安塚ｊｒスキークラブ育成事業の提案書に基づいて説明） 

【松苗正二委員】 

これまで、コンテナハウスはレンタルだったが、購入となれば、スキー靴での入室によ

る破損や水が溜まってしまうことによる劣化が考えられ、メンテナンスが必要になって

くると思うが、スキークラブで維持管理していけるのか。 
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【安塚スキークラブ】 

これまで、コンテナハウスをレンタルしている中で破損したことはないが、タイルカ

ーペット等を敷くなどして対応する予定である。さらに、スキークラブ会員の中に大工

もいるため、破損したとしても、修繕可能である。また、設置の際にはかさ上げすること

により、通気性を良くし、水が溜まるのを防ぐ予定である。 

【石田ひとみ委員】 

  キューピットバレイのゴンドラ付近にコンテナハウスを設置するとあるが、整地等す

るのか。また、その場所は、雪がなければ風が非常に強い場所であることから、通年設

置となれば、しっかりと固定しなければならないが、どのように設置するのか。 

【安塚スキークラブ】 

  毎年、コンテナハウスをレンタルしている際は、ブロック等を置いて設置していたが、

沈下等はなかった。購入となれば、今まで以上にかさ上げして設置する予定である。 

また、現在設置予定の場所にはキューピットバレイのコンテナハウスが設置されてお

り、それに併設する形で設置し、簡易的な固定をする予定である。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（安塚スキークラブ退室） 

それでは、次、やすづかスポーツクラブお願いする。 

（やすづかスポーツクラブ入室） 

【やすづかスポーツクラブ】 

（健康・仲間づくりのスポーツサロン事業の提案書に基づいて説明） 

【小松光代委員】 

  囲碁ボールとはどういったルールなのか。 

【やすづかスポーツクラブ】 

  囲碁（五目並べ）とゲートボールを足して２で割ったものをイメージしていただきた

い。４９個のマスに黒と白のボールを交互に打ち込み、先に五目を並べた方の勝ちとい

うルールである。慣れてくれば、戦略等あるが、比較的誰でも簡単に楽しむことができ

る種目である。 
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【秦克博委員】 

  スポーツサロンを開設する午後の時間帯は、他のゲートボールクラブや老人クラブ等

の活動と重なっていないのか。 

【やすづかスポーツクラブ】 

  確認はしていないが、午後の時間であれば比較的時間は空いているのではないかと考

えている。スポーツサロンの開設について今後チラシで周知していきたい。 

【石田ひとみ委員】 

  先ほどのプレゼンテーション時、安塚区老人クラブ連合会は、輪投げに力を入れると

言っていたが、高齢者の中で普及すべきスポーツ等について打合せはしていないのか。 

【やすづかスポーツクラブ】 

  打合せ等は行っていない。あくまで、スポーツを気軽に楽しめる場を作ることが目的

であり、スポーツサロンに来て、輪投げやビーンボウリング等いろいろなスポーツを楽

しんでいただきたい。囲碁ボールは、様々な種目を選択できる中でも、多くの参加者を

募る目玉の種目として整備したいと考えている。 

【國保信夫委員】 

  この事業は今年初めて行うのか。 

【やすづかスポーツクラブ】 

今年初めて行う。これまでは、スポーツ活動を広めるべく、各集落を回ってニュースポ

ーツ等の出前講座を開催していたが、なかなか皆さんに参加いただけなかった。今回は、

安塚Ｂ＆Ｇ海洋センターを会場にスポーツサロンを開設し、自由に来て、楽しんでいた

だきたいと考える。 

【國保信夫委員】 

  アイディアは良いが、なんといっても人が集まらなければ成り立たないので、大勢の

参加者を集める方法等を良く検討しておく必要がある。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（やすづかスポーツクラブ退室） 

それでは、最後となったが、直峰町内会お願いする。 

（直峰町内会入室） 
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【直峰町内会】 

（安塚リバーサイドロード魅力アップ事業の提案書に基づいて説明） 

【小松光代委員】 

  リバーサイドロード観桜会で飾る提灯は、観桜会の約１週間前から設置し、観桜会終

了後にすぐ撤去しているが、今回購入を考えているＬＥＤ投光器も同様に扱うのか。 

【直峰町内会】 

  提灯の撤去は人手がいるので、観桜会当日に撤去するが、ＬＥＤ投光器は桜が散るま

で設置する予定である。 

【國保信夫委員】 

  私も夜桜を見に行ったことがあるが、その時は車が数台停まっており、人気があるの

だなと感じた。しかし、観桜会は昼のみであり、夜桜の魅力をアップさせる事業の趣旨

とは合わないため、夜も集客の取組みをすべきではないか。高額な提案であり、実施す

るのであれば、皆さんから楽しんでもらえるようにしていただきたい。 

【直峰町内会】 

  夜の集客の取組みついては、検討させていただきたい。 

【長谷川直樹委員】 

  ＬＥＤ投光器をいろいろと試したとあるが、きれいに桜をライトアップすることがで

きたのか。また、購入を希望しているのは１６台だが、１６台なければならないのか。 

【直峰町内会】 

  数種類のＬＥＤ投光器を試して、一番きれいに桜を照らすことができたものを今回購

入する予定である。また、ライトアップしている桜ロードの距離が短いと、乗車してい

る時などは気が付かない可能性があるため、１６台設置し、約２５０ｍの区間をライト

アップしたい。 

【數井憲一会長】 

時間になったので、終了とする。 

（直峰町内会退室） 

  採点前に５分間休憩とする。 

（休憩） 

 



12 

 

【數井憲一会長】 

  それでは、会議を再開する。 

プレゼンテーション前に長谷川委員からあった意見について、前回は、地域協議会委

員の中に提案団体の代表者がいる場合は、その委員は自分が代表を務める提案団体の審

査から外れるとした。今回は、ある提案事業の見積業者の代表が地域協議会委員の中に

いるというものである。実際、委員の中には、提案団体や見積業者の代表ではないが、提

案団体の構成員など、提案事業に関係する委員が数人いるが、小さな区の中でどこから

どこまでを線引きするのかということは難しいことである。安塚区地域協議会において

は、委員の中に提案団体の関係者がいたとしても、審査に参加することとしてよいか。 

（「異議なし」の声あり） 

  それでは、今から３０分ほど時間をとるので、先ほどのプレゼンテーションを踏まえ、

採点票の記入をお願いしたい。 

 

（採点表記入） 

 

【數井憲一会長】 

  採点票の記載にまだ時間が必要な者はいるか。 

 （「なし」の声あり） 

  それでは、事務局に採点票の回収をお願いする。 

 

（採点表回収） 

 

【數井憲一会長】 

 続いて、４の報告事項について、何かあるか。 

【山崎所長】 

  ・クマの出没状況報告について 

・クールビズの取組について 

【數井憲一会長】 

  ・他に意見を求めるが意見なし 
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・次回地域協議会開催日（５月１８日）を確認 

・会議の閉会を宣言 

 

９ 問合せ先 

安塚区総合事務所総務・地域振興グループ  TEL：025-592-2003（内線 23） 

E-mal：yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料も併せて御覧ください。 

 


