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会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成２９年度第４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３次募集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３次募集事業の審査について（公開） 

⑶ 自主的審議事項について(公開) 

⑷ 平成２９年度地域活動支援事業３次募集の採択について（公開） 

⑸ 委員研修（視察）について 

⑹ その他（公開） 

・地域活動支援事業のアフターフォローの担当決定について（公開） 

・地域協議会だよりの発行について（公開）  

３ 開催日時 

  平成２９年９月８日（金）午後６時３０分から午後８時１１分まで 

４ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ２階 会議室１ 

５ 傍聴人の数 

   １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、渡邊政則 

（14人中 14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】 
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・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。 

【松井 孝会長】 

  ― 挨拶 ― 

・会議録の確認：金井副会長に依頼。 

議題（1）「平成 29年度地域活動支援事業 3次募集事業のプレゼンテーションについ 

て」今回は１件の応募があった。本日は提案団体から出席いただいている。 

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が、プレゼンテーションと質疑応答等の持ち時間は

各 5分ずつ、計 10分間でお願いする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、資料№3により進める。 

「整理№1 三和ジュニア野球活性化事業」について、三和ジュニア野球からプレゼ

ンテーションをお願いする。 

【提案者：三和ジュニア野球会員】以下、野球会員と表記。 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・ユニフォ―ム等一式 23組を購入する。 

【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。 

【野球会員】 

 ・質問回答①…本日持参したユニフォームは、７年前に三和区地域活動支援事業で採

択されて購入したものであり、所々破れているものがある。 

更新予定のユニフォームのロゴは、胸にアルファベットで「ＳＡＮＷ

Ａ」を入れて、左腕に漢字で「新潟」「三和」を入れる予定だ。 

      ②ア…年間 50試合を行っているが、野球ができることに対しての感謝やお 

        礼の気持ちを込めたあいさつがしっかりできるよう指導している。 
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      イ…クラブの運営に協力している指導者数の質問への回答はなし。 

     ③…活動費として会員 1人年間 6,000円と保険料 2,000円を徴収している。

使途内容は高田ジュニアリーグ加盟金 50,000円、各大会参加費年間

20,000円ほどや、会員相互の親睦会費に充てている。 

     ④…ユニフォームはクラブの所有である。 

     ⑤ア…30年前からユニフォームをクラブで揃えており、今年度が更新の時期と

考える。 

      イ…ユニフォームのサイズは 130㎝から 160㎝があり、新規加入会員を見

込んでユニフォームを揃えている。 

     ⑥…会員募集パンフレットを小学校や協力願える企業に配置してもらい、勧 

誘を募っている。また、名刺タイプの勧誘案内を会員保護者から関係者 

に配布してもらいＰＲしている。 

学校との連携は、三和中学校と練習試合や合同練習をしている。ジュニア

野球で育んだ会員間のチームワークや友情を、中学校の野球部で継続して

もらえると思っている。 

【松井 孝会長】 

  そのほかに委員から質問・意見があるか。 

【松井隆夫委員】 

  クラブの規約で「会員の保護者で育成会を結成してサポートすること」とあるが、会

が結成されてからこれまでに、ユニフォームを更新する時期等を検討されたことがあ

るのか。 

【野球会員】 

  クラブでは育成会を設けているが、ユニフォームの購入の検討はしてこなかった。 

【松井隆夫委員】 

  今回提出された２社からの見積額の差が大きいが、見積書の提出を依頼する時に具

体的な仕様を指示したのか。 

【野球会員】 

  生地の素材に若干の違いがでたのかもしれない。 

【松井隆夫委員】 

  生地の比較はしたのか。 
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【野球会員】 

  比較した。 

【松井 孝会長】 

  ポジション毎に決められている特殊な用具は、個人持ちなのか。 

【野球会員】 

  特殊な用具は、クラブの活動費から支出している。 

【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№1 三和ジュニア野球活性化事業」のプレゼンテーション

は、これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

議題（2）「平成 29 年度地域活動支援事業 3 次募集事業の審査について」に入る。提

案された事業は 1件で補助希望額の合計は 576千円である。3次募集募集額は 651千円

であるので 75千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、今回は該当される方はいないと考えている。 

 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】 
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これより、提案された事業の審査に入る。 

  「整理№１ 三和ジュニア野球活性化事業」について審査を行う。 

  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、

不敵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） 

 

【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若干の時間を要する

ので、この間に議題（3）「自主的審議事項について」を先に行う。 

 

【松井 孝会長】 

  ただいまから議題（3）自主的審議事項についてだが、今後の進め方について、協議

を願いたい。 

前回の地域協議会において意見交換会を行うとしたが、意見はあるか。 

【宮沢委員】 

今まで地域協議会で話し合われたことを踏まえ、実行委員会を立ち上げて意見集約を

するべきだと思う。 

【松井 孝会長】 

以前の地域協議会で実行委員会の立ち上げ案を提案したが、今後、実際に実行委員会

を立ち上げるのか、また、関係団体からの役員選出方法など、委員間での意思統一をし

たいので意見があるか。 
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【髙橋委員】 

宮澤委員の意見に同感だ。しかし、会の名称について結論ありきの名称にするべきで

はないと思う。また、役員の選出時に地域協議会から委員を選出する場合は、会長、副

会長に一任したいと思う。 

【田辺委員】 

前進することに賛成だが、会を最後までまとめられる中心となる団体をしっかりと決

定してからでないと、賛成できない。 

【松井隆夫委員】 

  今後の展開を、会長、副会長と行政間で話し合ってもらいたい。 

【小林委員】 

  今までの意見交換が無で終わらないよう、町内会長協議会と話し合い、今後を決定し

てもらいたい。 

【松井 孝会長】 

先に会の名を実行委員会としたが、最初は、会の名称は「検討委員会」とし、その後

「実行委員会」とするのがよいのではないかと思う。 

  また、会の関係団体には「学校運営協議会」も含めてはどうかと思う。 

  今後は、今までと違うスタンスで進めたらどうかと思っている。 

【松井隆夫委員】 

  今までと違うスタンスで進めることは、一番よいと思う。 

【松井 孝会長】 

  この問題は重要なので、まだ検討段階であると理解してもらいたい。 

  この問題は、正・副会長と行政間で協議したいが、佐藤所長の意見をお聞きしたい。 

【佐藤所長】 

短期間で結論がでる問題でないと認識している。今後の地域協議会に提案できる内容

となるよう、教育委員会との勉強会の内容を踏まえながら、正・副会長と話し合って、

委員の皆さんに提案できるよう進めたい。 

  情報提供するが、校園長会が今月初旬に開催されたので、「小学校のあるべき姿」の 

意見交換会の結果報告をした。 

今後、保護者から意見をお聞きしたいので、保育園保護者会や小学校ＰＴＡ総会等に

伺いたいとお願いしたが、長時間の時間設定は出来ないと言われた。 
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また、ある小学校長の意見として、ＰＴＡ総会で意見を言う保護者がいるのかと言わ

れた。意見を聞く機会を作るのもむずかしい状況であることを報告する。 

【松井 孝会長】 

学校側の意見として、想定はしている。 

それでは、自主的審議事項については、これまでに出た意見により進めたいと思うが

よいか。 

（一同、異議なし） 

以上で議題（3）自主的審議事項については終了する。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、審査結果が出たので議題（4）平成 29年度地域活動支援事業 3次募集事業

の採択に入る。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】 

  審査結果一覧について説明する。基本審査項目及び共通審査項目は問題がなく、合格

ラインの 13点をクリアした。審議をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  確認する。「三和ジュニア野球活性化事業」を採択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 576千円となり、追加

募集額 651千円に対する残額が 75千円となる。 

【松井 孝会長】 

  それでは地域活動支援事業費残額が 75千円となったが、今後の追加募集は行わない

ことでよいか。   

 （一同、異議なし） 

 それでは、地域活動支援事業はこれで終了する。 

  

【松井 孝会長】 

  次に、議題（5）委員研修（視察）についてに入る。 
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  先般、8月 7日の研修会後に、提案された 2人の委員から意見をお聞きして研修会 

を行うことを決定したが、内容について本日協議をすることになっていたのでお願い 

する。 

  委員の意見を求める。 

【保坂班長】 

  情報提供をする。松井隆夫委員から提案された牧田教授は、9月 29日に頸北 4地区 

地域協議会合同研修会に講師として来越されて「地域自治区制度をより充実させるた 

めに」と題して講演される。 

【松井 孝会長】 

  研修や視察を含めて実施するので、三和区の課題に沿った研修にしたいので、このこ 

とを踏まえて意見を求める。 

【江口 晃委員】 

  出来れば研修会として絞ってもらえれば、参加もしやすいし、今後の活動に活かせる 

と思う。 

【松井 孝会長】 

  研修会でとの意見があったが、研修会でよいか。 

【松井隆夫委員】 

  頸北 4地区地域協議会合同研修会の出席者は関係地区町内会長も出席するのか。 

【保坂班長】 

  頸北 4地区地域協議会委員と関係事務局職員の出席と聞いている。 

【松井隆夫委員】 

  町内会は関係していないことで理解してよいか。 

【保坂班長】 

  よい。 

【宮沢委員】 

  研修会は行ってもらいたい。 

  松井隆夫委員の提案の石平さんの講演がよいと思う。 

【江口一秋委員】 

  松井隆夫委員の提案の地域自治のコミュニティの講師の話しをお聞きし、今後の 

小学校統合問題の参考にしたいのでお願いしたい。 
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【松井隆夫委員】 

 内容を提案したが、牧田先生の講演が聞きやすいと思う。 

 講演会として町内会長さんたちからも出席いただき、三和地区公民館で開催するこ 

とを希望する。 

【松井 孝会長】 

  それでは、星野委員の提案もよいが、今回は松井隆夫委員の提案の中から決定してよ 

いか。 

  （一同、賛成） 

  なお、頸北 4地区地域協議会合同研修会にオープン参加できるか。 

【保坂班長】 

  頸北 4地区地域協議会合同研修会となっているので、オープン参加はできないので 

はないかと思う。 

【松井 孝会長】 

  三和区地域協議会委員も参加できないか。 

【松井隆夫委員】 

  委員全員の参加がなければ、頸北 4地区地域協議会に参加できない。 

【佐藤所長】 

  頸北 4地区地域協議会に参加要望をして受け入れてもらえるか不明だが、要望があ 

れば頸北 4地区事務局に打診する。 

【宮沢委員】 

 頸北 4地区地域協議会に参加できるよう事務局から打診してもらい、無理なら三和 

区に牧田先生からお越しいただけるようにお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  9月 29日はオーレンプラザ会館記念式典があるのではないか。参加する委員も出て 

くる。 

【小林委員】 

  先に江口 晃委員からの意見で、三和区地域協議会委員で研修したい要望が出され 

た意見も尊重して、再度委員の要望を聞いてもらいたい。 

【渡邊委員】 

  石平委員を講師としてお願いすれば、町内会長協議会に参加要請しないでよいので 
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はないか。 

  三和区地域協議会委員だけで研修するのであれば、講師が限られてくるのではない 

か。 

【松井 孝会長】 

  牧田先生をお呼びするのであれば最低でも 30人程度の参加が必要ではないか。 

  それには、町内会長協議会に声かけしなければならないのではないか。 

【松井 隆夫委員】 

  牧田先生を講師として迎えるのであれば、町内会長協議会に声かけするべきである。 

【田辺委員】 

  皆さんの意見は講師を招いて研修会を開催することで一致しているので、松井委員 

から提案のあった牧田先生と石平先生の順に事務局から打診していただき、講師を決 

定してはどうか。 

【松井 孝会長】 

  研修会の出席者は地域協議会委員のみとするのか。 

【松井 隆夫委員】 

  研修会開催に伴い、町内会長協議会に案内を出すことに問題はないと思う。 

【田辺委員】 

  参加人数よりも、講師を決定するのが優先するのではないか。 

【松井 孝会長】 

  それでは、研修テーマは「コミュニティ」を取り入れて話しをしてもらう。 

  講師はこの会場にお越しいただけるよう、事務局から交渉してもらいたい。 

  参集範囲は三和区地域協議会委員とする。 

  牧田先生から順に打診して、その後に日程調整をする。 

【小林委員】 

  意見だが、地域協議会委員内で、おおよその日程を協議してはどうか。 

【佐藤所長】 

  牧田先生をお願いするのであれば、11月か 12月になるのではないか。 

【松井 孝会長】 

  11月中旬で開催するのでどうか。 

【山岸次長】 
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  開催時間や曜日の指定はあるか。 

【松井 孝会長】 

  お越しいただける先生に、日程や開催時間を一任するのでよいのではないか。 

  （一同、賛成） 

 

  それでは、議題（6）その他に入る。 

  事務局からあるか。 

【保坂班長】 

  地域活動支援事業は今回で決着したので、次の 2点についてお願いしたい。 

  ①アフターフォローについて、資料№4のとおり担当を割り振らせてもらったが、協

議いただきたい。不都合がある場合は委員同士で交替してもらいたい。 

【山岸次長】 

  今、この割り振りで不都合の委員さんは、申し出てもらいたい。 

  （委員から申し出なし） 

【保坂班長】 

  次に、②地域協議会だより第 2号の発行をしたいので、10月中に編集会議を開催し 

たい。編集委員は小林委員、江口一秋委員、飯田委員からお願いしたい。 

  第 3号は年末、第 4号は年度末にと、年間 4回発行したいと考えているが、意見は 

あるか。  

  （意見なし） 

 

【松井 孝会長】 

  それでは、4 その他に入る。 

  事務局から何かあるか。 

【保坂班長】 

  特になし。 

 

【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】 
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  次回の会議は、自主的審議事項の今後の進め方について、会長・副会長と事務局で協

議して提案することや研修会講師の牧田先生のご都合をお伺いして日程を決定する  

ことを踏まえて 10月第 2週までに開催したい。 

  日程については、会長・副会長と事務局で相談して決定したいので、一任させてもら

いたい。 

 （一同、異議なし） 

 

【金井副会長】 

  それでは、平成 29年度第 4回三和区地域協議会を閉会とする。 

 

10 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 

11 その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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