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会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成２９年度第２回三和区地域協議会 

２ 議題 

⑴ 平成２９年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて（公開） 

⑵ 平成２９年度地域活動支援事業の審査について（公開） 

⑶ その他（公開） 

・自主的審議事項に係る研修会日程について 

・市からの配付文書について 

３ 開催日時 

  平成２９年５月２５日（木）午後３時００分から午後６時２３分まで 

４ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 多目的ホール 

５ 傍聴人の数 

   ２人  

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者の氏名 

・委 員：飯田英利、江口一秋、金井茂康、江口 晃、小林則子、髙橋鉄雄、田辺敏行、      

星野幸雄、松井隆夫、松井 孝、丸山孝明、宮沢和一、森 由美 

（14人中 13人出席）  

・事務局：三和区総合事務所 佐藤所長、山岸次長、柳崎市民生活・福祉グループ兼教育・文化グ

ループ長、保坂班長、飯田副主任（以下、グループ長はＧ長と表記） 

８ 発言の内容（要旨） 

【山岸次長】 

・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。 

・同条例第８条第１項の規定により、議長は会長が務める。 
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【松井 孝会長】 

  ― 挨拶 ― 

・会議録の確認：森 由美委員に依頼。 

議題（1）「平成 29年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて」 

今回は 11件の応募があり、本日は 11事業 10団体から出席いただく予定になっている。 

進め方としては、提案団体からプレゼンテーションをしていただいた後、事前の質問事項の回

答を含めた質疑を行う流れを考えている。なお、上越市の所管課からの所見がある場合は、その

都度事務局から説明をお願いする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、資料№3により整理番号順に進める。 

「整理№1 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」について、三和の子どもを

「共に」育てる会からプレゼンテーションをお願いする。 

【提案者：三和中学校学校運営協議会長、美守小学校学校運営協議会長、三和中学校長】以下、三

和中学校運営協議会長、美守小学校運営協議会長、三和中学校長と表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・ようこそ先輩講演会・いじめ根絶に向けた講演会・人権講演会・文化講演会に係る経費な   

  ど。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。  

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【三和中学校長】 

 ・質問回答…過去には類似した事業があったが、学校運営協議会が中心とした活動は、この事

業が最初である。次年度以降の事業の取組は「人権教育・同和教育」が重要事業と捉えてい

るので、継続していきたい。 

【松井 孝会長】 



3/19 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  三和の子どもを「共に」育てる会の活動紹介や課題などを、報道機関等を通して三和区民に周

知することを考えているか。 

【三和中学校長】 

  今後、広報活動に力をいれていく予定だ。 

【松井隆夫委員】 

  活動紹介等を文書化して、発表されることを要望する。 

【田辺敏行委員】 

  さんわ祭りで三和中学校生徒が越後さんわ音頭継承普及会の協力により「さんわ音頭」を復活

させたが、これからもこの越後さんわ音頭継承普及会と連携していくのか。 

【三和中学校長】 

  現在、既に越後さんわ音頭継承普及会から踊りの指導を受けている。更に唄も三和童謡の会か

ら指導を受けている。今後も積極的に取り組む予定だ。 

【田辺敏行委員】 

  先日配布されたチラシで、3小学校体育大会でも「さんわ音頭」が披露されると紹介されてい

たが、今後も継続されるよう要望する。 

【三和中学校会長】 

  三和区で協力してもらえる団体と連携を取りながら、事業を展開していく予定だ。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№1 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」のプレゼン

テーションは、これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№2 鼓笛を通して地域とふれあう事業」のプレゼンテーションを、上杉小学校 PTA

からお願いする。 

【提案者：上杉小学校 PTA会長、同校音楽担当教諭】以下、上杉小学校 PTA会長、音楽担当教諭と

表記。 
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 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・鼓笛隊が使用するマーチングキーボード 5器購入。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項 2件の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【上杉小学校 PTA会長】 

・質問①回答…鼓笛隊員は 4・5・6 年生 35 人である。楽器編成は指揮者、マーチングキーボー

ド、カラーガード、パーカッション、ベルリラ、鍵盤ハーモニカである。 

・質問②回答…他校との合同演奏は、授業時間の確保もあり練習日程の調整が難しいので考えて

いない。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  昨年度の夕日コンサートは雨で屋外から屋内に変更になったが、会場変更を知らない人がい 

たので、今年度は屋外で行う際は慎重に計画して実施してもらいたい。 

【上杉小学校 PTA会長】 

  昨年度は準備途中で雨になり、急きょ「ホテル米本陣」で実施した。今年度は雨天時も考慮し

て計画したい。 

【松井 孝会長】 

ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№2 鼓笛を通して地域とふれあう事業」のプレゼンテーションは、こ

れで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

 次に「整理№3 島倉獅子舞神楽保存伝承活動備品整備活用事業」のプレゼンテーションを、
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島倉獅子舞神楽保存クラブからお願いする。 

【提案者：島倉獅子舞神楽保存クラブ会長、同クラブ会員】以下、保存クラブ会長、保存クラブ会

員と表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・ワイヤレスアンプ等一式購入。 

【松井 孝会長】 

事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項 5件の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【保存クラブ会員】 

 ・質問①回答…音響設備が充実していれば会員にも活力が出て、稽古等の回数も増える。 

 ・質問②回答…町内の春祭りを中心に神楽を披露している。 

 ・質問③回答…神楽披露場所を増やし、三和区や上越市全体に認知度を広めていきたい。 

 ・質問④回答…今後、積極的に計画を立てたい。 

 ・質問⑤回答…物理面で考えると、島倉獅子舞神楽保存クラブのみで使用する音響設備がほし 

い。  

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 島倉獅子舞神楽は神社神楽と同じ文化財としての要素があるか。 

【保存クラブ会員】 

 獅子舞を舞う伝承芸能なので、神社神楽とは違う。 

【松井隆夫委員】 

  島倉獅子舞神楽の活動を知らなかった。今後、事前のＰＲ活動を積極的に行ってもらいた

い。 

【保存クラブ会員】 

  今後、ＰＲ活動を積極的に行いたい。 
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【田辺敏行委員】 

 音響設備は、これまで使用していたのか。 

【保存クラブ会員】 

  町内の春祭りは小会場なので、音響設備を使用していない。他の大会場のイベントでは用意

されていた音響設備を使用させてもらっていた。  

【田辺敏行委員】 

 伝承神楽演奏で、音響設備の必要な理由を教えてもらいたい。 

【保存クラブ会員】 

  本番形式や神楽の演目増加に係る稽古の質を高めるため、音響設備等を活用して神楽を継続

していきたい。 

【松井 孝会長】 

ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№3 島倉獅子舞神楽保存伝承活動備品整備活用事業」のプレゼンテー

ションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№4 里公小学校区マーチング DE みんな元気！事業」のプレゼンテーションを

お願いする。 

【提案者：里公小学校後援会長、里公小学校長】以下、里公小後援会長、里公小学校長と表記。 

  提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・マーチングバンドの男子用ユニホーム 40着を購入。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【里公小学校長】 
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 ・質問回答…現在コンクールの参加や他校との合同演奏会の計画はないが、関係団体や職員と協

議して今後検討していく。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№4 里公小学校区マーチング DE みんな元気！事業」のプレゼンテ

ーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№5 三和のまなびを深める事業」のプレゼンテーションを、三和まなびの会から

お願いする。 

【提案者：三和まなびの会代表】以下、まなびの会代表と表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・研修会 2回の事業費。 

【松井 孝会長】 

  所見や事前質問はないが、委員からの質問・意見はあるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№5 三和のまなびを深める事業」のプレゼンテーションはこれで終了

する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№6 地域住民と子供の交流事業」のプレゼンテーションを、神田自治会からお願

いする。 

【提案者：神田自治会長、同自治会前会長】以下、神田自治会長、神田自治会前会長と表記。 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・建築物（ログハウス）の塗装、広場の舗装工事等。 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。事前質問 6件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【神田自治会長】 
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 ・質問①回答…平成 14年に自治会の交流活動の拠点として活用できる建物として、他団体が必

要としなくなったログハウスを譲り受けた。 

 ・質問②回答…修繕は以前より町内会で行っている。この申請は花壇の整備を行うもので、修

繕だけの目的ではない。 

 ・質問③回答…建物や広場を利用して自治会は絵画、写真、絵手紙の展示や文化祭、野菜の品

評会、ウオーキング、防災や健康講座、他町村との交流会を行った。子ども会

は謙信キッズの交流会、夏休みの勉強会、花火大会、ラジオ体操を行い、老人

クラブは輪投げなどのゲームや花壇の整備を行った。 

 ・質問④回答…建物周辺の広場を舗装して花壇や畑作りを行うことで、子どもと高齢者が触れ

合い、元気で有意義な時間を過ごせる場としたい。 

 ・質問⑤回答…修繕費は自治会で負担している。上越市の補助制度の活用の検討もしたが、今 

回は地域活動支援事業として申請した。 

・質問⑥回答…不採択となった場合は、町内会の役員と今後の対応を協議したい。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 ログハウスと町内会館の利活用の違いを教えてもらいたい。 

【神田自治会長】 

  町内会館は春祭り、納涼会、秋祭りなど人が大勢集まる事業で使用する。ログハウスは子ども

会や老人クラブなど少人数で集まるときに使用する。 

【松井隆夫委員】 

 今の説明では利活用の違いが分からない。また、不採択になった場合の回答も不十分だったの

で、今一度説明をお願いしたい。 

【神田自治会前会長】 

  現段階で採択のための説明をしているので、不採択の発言は適切ではないと思う。 

 施設も利用者の目的別に利活用しており、皆さんから十分満足してもらっている。 

【松井 孝会長】 

 ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

 （質問なし） 

 質問がないので、「整理№6 地域住民と子供の交流事業」のプレゼンテーションはこれで終了
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する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№7 新潟県指定文化財等の「歴史的文化遺産」の保存・伝承事業」のプレゼンテ

ーションを、所山田町内会からお願いする。 

【提案者：所山田町内会長、同町内会役員】以下、所山田町内会長、所山田町内会役員と表記。 

  提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・耐火金庫の購入、パンフレットの作成、文化財案内看板等の整備費。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 5件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【所山田町内会役員】 

・質問①回答…昭和 20年に購入された保管庫を昭和 40年に所山田町内会が譲り受けた。現在保

管庫は老朽化で錆ており、施錠ができない状態だ。 

・質問②回答…例大祭の際、文化財等は町内会館から五十君神社に移動させる。 

・質問③回答…会館前県道脇の案内看板は現在の位置に設置しても除雪作業に支障がないが、今

後脱着式の案内看板とするか設置場所はどこにするかなど、三和区総合事務所と

相談しながら決定したい。  

 ・質問④回答…説明看板の記載内容をグレードアップさせて充実させる。パンフレットは新潟

県文化行政課や新潟県神社庁と連絡を取りながら間違いのないよう作成する。 

・質問⑤回答…定期公開は春、夏、秋の年 3回はする。随時公開時受入対応者は町内会長のほ 

       かに 5人の役員がいるので柔軟に対応したい。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 道路側の案内看板は脱着式がよいのではないか。説明看板も五十君神社の歴史だけでなく、文
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化財 3点の説明も入れたほうがよいと思う。関係者が力を合わせて、後世に残る看板を作成して

もらいたい。 

【田辺敏行委員】 

 新潟県指定の文化財だが、この事業は新潟県から補助を受けられないのか。 

【所山田町内会役員】 

 新潟県の補助制度はあるが、助成内容規制や補助率が低いので町内会の持ち出し分があり対応

ができない。 

【松井隆夫委員】 

 所山田町内会で文化財保存会を設立すれば補助金申請団体となり、次年度以降の補助申請がで

きるのではないか。 

【所山田町内会役員】 

 この事業は町内会役員が中心で進めており、保存会は今後視野に入れて考慮したい。 

【松井 孝会長】 

 ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

（質問なし） 

 質問がないので、「整理№7 新潟県指定文化財等の「歴史的文化遺産」の保存・伝承事業」の

プレゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№8 婚活支援事業」のプレゼンテーションを、地域を大切にする会からお願いす

る。 

【提案者：地域を大切にする会代表、同副代表】以下、大切にする会代表、大切にする会副代表と

表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・婚活パーティー２回開催の経費。 

【松井 孝会長】 

  所見や事前質問はないが、委員から質問・意見はあるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№8 婚活支援事業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 
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【松井 孝会長】 

次に「整理№9 子どもの健全育成を図り、地域住民のスポーツへの関心を高める事業」のプ

レゼンテーションを、上越市立美守小学校後援会からお願いする。 

【提案者：美守小学校後援会 美守小学校教頭】以下、美守小学校教頭と表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・陸上大会用ユニホーム 25着の経費。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【美守小学校教頭】 

・質問回答…全校児童は 21 人だが、同じサイズを揃えるわけにはいかないので、予備を含めて

25着のユニホーム購入としたい。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

（質問なし） 

  質問がないので、「整理№9 子どもの健全育成を図り、地域住民のスポーツへの関心を高める

事業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№10 コピー機更新によりスポーツ環境整備に役だつ事業」のプレゼンテーション

を、NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】以下、クラブマネージャーと表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・コピー機 1台購入。 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。事前質問 6件の回答をお願いする。 
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＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【クラブマネージャー】 

・質問①回答…さんわスポーツクラブは NPO法人なので事業運営で利益を上げられず、コピー機

を独自に購入できない。 

・質問②回答…コピー年間使用枚数はクラブ運営関係で 4,000枚、イベント、教室関係で 7,000

枚、カラーと白黒織り交ぜ計 11,000枚である。 

・質問③回答…年間利用枚数は 10,597枚、月平均約 900枚である。  

・質問④回答…外部コピー機は利用していない。 

・質問⑤回答…FAX の平均利用頻度は他団体への送信週 1～2 回程、受信週 2 回程、会議出欠報

告、大会申込みなどの受信は年間 100回程である。 

・質問⑥回答…利用記録簿や日誌はないが、コピー機内自動カウンターでパスワード設定管理し

ており事務局員しか使えないようにしている。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№10 コピー機更新によりスポーツ環境整備に役だつ事業」のプレゼ

ンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№11 三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」のプレゼン

テーションを、NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】以下、クラブマネージャーと表記。 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・講習会（講師料、旅費等）、課外活動支援費。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  資料№1「平成 29年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

 所見や事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 
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（質問なし） 

 質問がないので、「整理№11 三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」

のプレゼンテーションのプレゼンテーションはこれで終了する。 

 これから休憩し、議題（2）「平成 28年度地域活動支援事業の審査について」に入りたい。 

再開は午後 5時 15分からとする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、再開する。 

議題（2）「平成 28年度地域活動支援事業の審査について」である。提案された事業は 11件で

補助希望額の合計は 5,993 千円である。三和区への配分額は 6,100 千円であるので 107 千円の

残額となっている。 

 これから審査に入るがその前に審査手順の確認をしておきたい。 

 事前に配付されている審査手順等に基づき審査を行う。また、審査基準により、目的に合致し

ない事業に該当した場合、及び共通審査基準の点数が 13点未満の場合については不採択とする。 

 また、地域協議会委員が事業の提案団体の長を兼ねる場合、当該事業の審査において除外され

退室をお願いすることになるが、今回は整理№1の小・中学生が「三和を愛する心を育む」ため

の事業において金井副会長、整理№8の婚活支援事業で小林委員が該当する。 

 なお、提案事業の立案等に関わったなどの理由で、審査から外れたいと考えておられる場合は、

委員個人の判断とするので、その都度申し出をしてほしい。 

 もう一点、予算残額の追加募集を行うかどうかについては、審査の結果次第であるので審査後

に改めて協議したい。 

 このような方法で進めてよいか。 

 (一同、賛同) 

 

【松井 孝会長】 

これより、提案された事業の審査に入る。 

  「整理№１小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」について審査を行う。 

  委員から何か意見があるか。 

【金井副会長】 

  この案件については、提案者のひとりなので辞退させていただく。 
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  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  それでは、審査に入る。 

  まず、基本審査項目から、事業の目的に合致しているかどうか、適合、不適合の欄に記入願い

たい。不適合とした場合はその理由も記入してほしい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  次に、優先採択項目である。優先的に採択する事業に合致しているかどうか、適合、不合の欄

に記入願いたい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  続いて、共通審査基準の 1から 5までの審査項目において、採点欄に点数を記入願いたい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  その他特記事項で評価する事項、評価しない事項があったら、記入願いたい。 

  （採点終了後、事務局が採点票を回収する） 

  （退室していた金井副会長が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№2 鼓笛を通して地域とふれあう事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№3 島倉獅子舞神楽保存伝承活動備品整備活用事業」について審査を行う。 

【松井 孝会長】 

  それでは審査に入る。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№4 里公小学校区マーチング DE みんな元気!事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 
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  「整理№5 三和のまなびを深める事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№6 地域住民と子供の交流事業」について審査を行う 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№7 新潟県指定文化財等の「歴史的文化遺産」の保存・伝承事業」について審査を行

う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№8 婚活支援事業」について審査を行う。 

【小林委員】 提案団体の代表なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  小林委員が退室ということで審査に入る。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

  （退室していた小林委員が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№9 子どもの健全育成を図り、地域住民のスポーツへの関心を高める事業」について

審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№10 コピー機更新によりスポーツ環境整備に役だつ事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 
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【松井 孝会長】 

  「整理№11 三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」について審査   

 を行う。 

 （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

  

【松井 孝会長】 

  全案件の採点が終了した。これより事務局で採点の集計を行うが、11件あるため 30分程度か

かると思われる。この間に議題⑶その他を先に行う。 

【松井 孝会長】 

  前回の地域協議会において、自主的審議事項に係る研修会を開催することで決定いただいた

が、講師としてお願いする教育委員会の都合もあるので、6月定例議会の終了後とし、7月ある

いは遅くとも 8月上旬までに開催したい。日時は私に一任させていただきたいがよいか。 

【松井隆夫委員】 

開催時間を夜にしてもらいたい。 

【松井 孝会長】 

その点も含めて、教育委員会と協議する。 

その他事務局で説明あるか。 

【山岸次長】 

  配付文書について 

  ・平成 29年度 上越市消防団三和方面隊連合演習の開催について（ご案内）(上越市消防団三

和方面隊長) 

  ・三和区 元気の出るふるさと講座参加者募集のチラシ（上越市教育委員会（公民館）） 

  ・平成 29 年度 まちづくり市民大学受講生募集中のチラシ（まちづくり市民大学世話人会） 

  ・資料綴用ファイル 2冊の配布 

  （休憩） 

 

【松井 孝会長】 

  会議を再開する。審査結果一覧の配付をお願いしたい。 

  事務局に説明を求める。 

【保坂班長】 
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  審査結果一覧について説明する。順位の 1番から 10番までの事業が基本審査項目及び共通審

査項目の合格ラインの 13点をクリアした事業である。審議をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  確認する。順位でいくと、1番の「婚活支援事業」、2番の「小・中学生が「三和を愛する心を

育む」ための事業」、3 番の「三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」、

4 番の「里公小学校区マーチング DE みんな元気！事業」、5 番の「三和のまなびを深める事

業」、6番の「子どもの健全育成を図り、地域住民のスポーツへの関心を高める事業」、7番の「鼓

笛を通して地域とふれあう事業」、8 番の「新潟県指定文化財等の「歴史的文化遺産」の保存・

伝承事業」、9番の「コピー機更新によりスポーツ環境整備に役だつ事業」、10番の「島倉獅子舞

神楽保存伝承活動備品整備活用事業」について採択とし、「地域住民と子供の交流事業」につい

ては不採択とすることに決定してよいか。 

 （異議なし。） 

【保坂班長】 

  ただいま採択事業を決定いただいたが、この結果、補助金額が 4,663千円となり、配分額 6,100

千円に対する残額が 1,437千円となる。 

【松井 孝会長】 

  この採択結果は、提案された団体にどのように連絡されるのか。 

【保坂班長】 

  採択結果は明日提案団体に電話連絡するが、後日、結果通知書と地域協議会委員の皆さんから

のご意見を併せてお知らせする。 

その後採択された団体から、補助金交付申請書を 6 月中旬までに提出いただくよう依頼する

予定だ。 

【松井 孝会長】 

  昨年度実施した、実施団体との意見交換会を今年度も実施したいがよいか。 

  （異議なし） 

  ほかに意見はないか。 

  （意見なし） 

 

【松井 孝会長】 

  それでは地域活動支援事業費残額が 1,437 千円となったので、追加募集について改めて協議
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したい。募集要項、日程等について事務局から説明をお願いしたい。 

【保坂班長】 

  資料№4 平成 29年度 地域活動支援事業追加募集審査日程（案）、追加募集要項を配布。 

  審査日程(案)の第 1案、第 2案を説明。 

【松井 孝会長】 

  事務局から説明があったが、意見はあるか。 

【松井隆夫委員】 

  第 2案の日程でお願いしたい。 

 ＊第 2案を賛成する委員の声多数あり。 

【松井 孝会長】 

  それでは、募集日程は第 2案とする。 

  決定した募集日程を、事務局から報告をお願いする。 

【保坂班長】  

  募集スケジュールで決定した日程 

  ・追加募集周知  6月 1日 町内会長へ募集要項送付 

  ・募集期間    6月 12日（月）～6月 30日（金） 

  ・審査日     7月 14日（金）   

【松井 孝会長】 

  それでは、ほかに意見があるか。 

  （意見なし） 

意見がないようなので議題（3）を終了する。 

 

【松井 孝会長】 

  最後に次回の会議について、事務局から説明をお願いする。 

【山岸次長】 

  現在上越市からの諮問等がないので 6月は開催しないで、7月 14日（金）午後 6時 30分から

2階会議室で開催したい。 

【松井 孝会長】 

  次回の地域協議会は 7月 14日（金）午後 6時 30分の開催でよいか。 

  （異議なし） 
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【金井副会長】 

  それでは、平成 29年度第 2回三和区地域協議会を閉会とする。 

 

９ 問合せ先 

  三和区総合事務所 総務･地域振興グループ  TEL：025-532-2323（内線 215） 

                       E-mail：sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp 

10 その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 

mailto:sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp

