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会 議 録 

   

１ 会議名 

地域協議会会長会議 

２ 議題（公開・非公開の別）  

（１）連絡事項（公開） 

・平成３０年度地域活動支援事業について 

 （２）自主的審議の活性化に向けた意見交換（公開） 

３ 開催日時 

平成２９年１１月２１日（火）午後３時３０分から午後５時３０分まで 

４ 開催場所 

上越文化会館 大会議室 

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） 

・地域協議会会長 ２８名 

・事務局：土橋副市長、笠原自治・市民環境部長、佐藤自治・地域振興課長、 

各総合事務所長、各まちづくりセンター長、松縄自治・地域振興課副課長、 

石黒係長ほか 

８ 発言の内容（要旨） 

【松縄副課長】 

・開会を宣言 

【土橋副市長】 

 ・挨拶 

【松縄副課長】 

・次第、配布資料の確認 

－副市長退席－ 
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－連絡事項 平成３０年度地域活動支援事業について－ 

【佐藤課長】 

  地域活動支援事業について、例年であれば皆さんへ来年度の地域活動支援事業の案と

いう形で資料をお示しし、それに基づいて説明をさせていただくところである。今年度

についても、準備を進めているが、その準備が遅れており、本日、皆さんのお手元に資

料を配布できないことについて、まず、お詫び申し上げる。 

  本事業については、来年度も今年度と同様に予算要求を行っているところである。事

業を止めるということにはならないと考えているが、事業の効果や課題について、引き

続き、整理をする必要があると考えている。採択事業の内容を確認すると、備品購入が

主目的ではないかと思われるような提案も散見される。まちづくりの活動を支援すると

いうこの事業の目的を踏まえ、採択審査の中でそのような点を審査のポイントとしてい

ただければと思う。 

 今後、各地域協議会においては、採択方針等の見直しについて検討していくことにな

るかと思うが、採択方針というのは、地域住民に対し、地域協議会が把握している課題を

提示し、その解決に向けた取組を行う団体を募集しているという意思表示にもなると思

うので、そのような視点も含めて、採択方針等の見直しを進めていただければと考えて

いる。 

  また、後ほど事例を紹介するが、そのような地域協議会の考え方を反映できる事業と

して地域活動支援事業を捉えたうえで、引き続き、採択審査に取り組んでいただければ

と考えているので、よろしくお願いしたい。 

【柿崎区 長井会長】 

  本日、資料が示されるものと思っていたが、配布できないということであった。これ

から予算要求をするということであるが、場合によっては事業として無くなる可能性が

あるのかどうかについて確認したい。我々は既にスタートを切っているので、検討を進

めた段階で来年度は無いということになれば大変困ってしまう。その辺りは予算との関

係があるので明言できないかもしれないが、いかがか。 

【佐藤課長】 

  資料については間に合っていないが、予算要求は今年度と同様に行っており、無くな

るということはないと考えている。 

  ほかに質疑を求める。 

 －ほかに質問なし－ 
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  後ほど、会議全体を通じた質問の時間を設けたいと思うのでよろしくお願いする。 

【松縄副課長】 

  次に、「自主的審議の活性化に向けた意見交換」に入る。まず、担当から自主的審議の

制度の概要と各区の取組状況について説明を行った後、意見交換に入る。 

 ・意見交換の流れ：２つのテーマで意見交換 

（1）テーマ設定・審議開始まで 

（2）審議開始後から課題解決まで 

【石黒係長】 

意見交換に先立ち、自主的審議の制度と各区での取組状況の概況について説明する。 

本日の意見交換のテーマである、「自主的審議の活性化」について、先にこのテーマを

設定した理由について説明する。 

地域協議会の役割は、「自主自立のまちづくり」を行うために身近な地域の課題を自ら

解決するための議論をすることである。昨年の委員改選後、各地域協議会の皆さんは、こ

の地域課題を把握するために地域の様々な団体との意見交換を行っていただいていると

お聞きしている。既に課題を把握して、課題の解決に向けた具体的な議論を始めている

地域協議会もある中で、課題をどう把握し、どう議論を進めるか悩んでいる、あるいはど

のように解決できるか分からないといった地域協議会の声も聞いている。本日は、これ

らを踏まえ、実際の取組事例について各区の会長から発言していただくことで、それぞ

れの地域協議会での議論に活かせるのではないかと考え、このようなテーマを設定した

ところである。 

私からは、議論の下地として制度の考え方と、各区でどのような取組が行われている

かの概略について説明する。 

まず、資料１に基づき説明する。これは地域協議会委員の手引きから抜粋したもので

ある。既にご存じの内容であるかと思うが、改めてここで自主的審議の流れをおさらい

する。自主的審議については、各地域協議会の自主的な判断で各区の課題について審議

を行うものである。その基本的な手順としては、 

①「地域住民の皆さんとの意見交換」などによる「課題の把握」の段階 

②自主的審議として協議を行うための「テーマの設定」の段階 

③実際の自主的審議の「議論」の段階 

このようなステップを踏んでいただいているところである。 

また、こうした議論を踏まえた実際の課題解決へのプロセスとしては、市長への「意見
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書」、「地域を元気にするために必要な提案事業」、「地域活動支援事業」、そして「地域で

の独自の取組」といった方法がある。 

各事務局からの報告では、こうした自主的審議の議論を踏まえた課題解決を図る上で

は、実行団体をどうするのかが共通の課題となっていると聞いている。このような点か

ら、本日の意見交換では後半にこのようなテーマを設定した。 

なお、この資料のとおり、自主的審議後の課題解決については、課題の内容に応じて、

市長に対して「意見書」を提出し、市政運営の中で解決していく場合や地域の皆さん自身

の手で解決していく場合があるが、市としては、市民自らが行う取組を支援していく仕

組みとして、「地域を元気にするために必要な提案事業」や「地域活動支援事業」を設け

ているところである。 

「地域を元気にするために必要な提案事業」については、地域の皆さんが実際の課題

解決に向けて、「地域としてできること」について、具体的な「事業提案書」を作成し、

市がその事業について個別に予算化などの対応を検討するものである。これは、昨年度

の地域活動フォーラムにおいて、頸城区での取組を紹介したところである。 

また、「地域活動支援事業」については、地域の団体の皆さんによる自主的・自立的な

活動を支援する制度であり、各地域協議会の採択方針の設定により、自主的審議と連動

し、一層効果的な課題解決につながることが期待されるところである。 

例えば、諏訪区での今年度の追加募集の優先採択事業として、自主的審議のテーマと

連動した設定を行ったと聞いている。こうした市の支援策に関わらず、地域協議会の皆

さんの議論の成果が地域の皆さんに広がり、地域独自の取組として課題解決が図られて

いくことが「自主自立のまちづくり」では大切なことであると考えている。 

   また、１３区のような住民組織がない三郷区の事例では、高齢者支援について地域協

議会が地域の課題や必要な取組の整理を行い、現在はそれらを行うための組織づくりに

ついて、町内会長と共に検討を進めていると聞いている。 

このように、自主的審議を踏まえた地域課題の解決については、様々な手法がある。本

日のテーマである「自主的審議の活性化」に向けては、こうした手法を地域の実状や課題

の内容に応じて組み合わせていくことも必要であると考えている。 

続いて資料２について説明する。これは、現在の各区の自主的審議のテーマを一覧に

したものである。これは今年度に入って設定されたものや、昨年の委員改選前の委員の

皆さんから引き継いだものも含まれている。２１の区で３５件のテーマが現在審議中と

なっている。改選以降、平成２８年度の単年度では、９つの区で１０件のテーマが設定さ
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れている。また、２９年度に入ってからは、この半年間で、１０区で１６件のテーマが新

たに設定されており、現在検討中の区においても、テーマの絞り込みに向けた議論を進

めていると聞いている。 

続いて資料３について説明する。これは、昨年度１年間の地域での意見交換会の実施

状況である。委員改選後の初年度であり、活動開始に当たって積極的に実施していただ

き、全部で２３の区で過去最多となる７６回開催されている。 

意見交換の方法や対象については、大別すると、実施方法としては、多くの区で地域活

動支援事業や地域協議会の活動報告と合わせて実施されている。また、区内各地区へ出

向いての出張協議会などを兼ねて行っている場合もある。テーマについても、予め具体

的なテーマを絞る場合と地域の課題を幅広く聞き取る場合との双方が見られる。意見を

聞く対象については、対象を絞らないで開催するケースや、町内会長、学校関係者、個別

の住民団体などに絞って開催するケースがあり、区によって様々である。今年度に入っ

てからは、１４の区で３４回開催済みである。 

このような意見交換会の開催、そしてその後のテーマ設定については、様々な分野に

わたる地域の皆さんの声をどのように聞き取るのか、また、多様な意見を自主的審議に

つなげていくための絞り込みやテーマ設定などが課題となっている区もあると聞いてい

る。 

もう一度資料１をご覧いただきたい。本日の意見交換のテーマについては、資料１に

ある自主的審議の流れを参考とし、前半の意見交換ではフローチャートの①～②までの

「テーマの設定と審議開始まで」、後半は③以降の「審議開始後から課題解決まで」につ

いて、二つの段階に分け、皆さん同士で意見交換や情報交換をしていただければと考え

ている。 

前半、後半のそれぞれで、進行役の自治・地域振興課長から、現在の地域協議会活動の

課題と、そうした課題を解決するためのヒントになると考えられる取組について、いく

つかの区の地域協議会会長から話題提供をいただいた上で意見交換をお願いしたいと考

えているので、よろしくお願いする。 

 

－会長間の意見交換（1）テーマ設定・審議開始まで－ 

【佐藤課長】 

  制度の仕組みを含め、各地域協議会の現状の取組について概況を説明した。ここから

はそれぞれの地域協議会の皆さんのご意見や困りごと等を聞きながら、具体的な取組に
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ついて話していただきたいと思う。「このような困った事例について、自身の区ではこの

ように解決している」という形で話が進めばと思っている。 

  先ほど説明した自主的審議についての資料１の①、②、③をもとに地域協議会の中で

議論が進められていくが、その中で課題の見つけ方、課題の選定の仕方、そしてその課

題に対する解決の仕方という考え方の「流れ」がある訳であるが、普段なかなかその「流

れ」に沿って考えるということをしていないのではと思う。まずは、前段の課題の見つ

け方、取り上げ方から話を始めていきたいと思う。 

  地域協議会の役割とは、身近な地域の課題について、地域の皆さん自らが解決に向け

て議論をし、必要なものについては行政に求めていくというものである。地域協議会の

皆さんからその役割を果たしてもらうためには、地域で暮らす市民と向き合いながら地

域の課題について議論することが、何よりも重要であると考えている。もちろん課題の

解決が図られることが一番大事なことではあるが、先ずは課題を捉えて解決に向けて議

論を始めるということが重要だと考える。課題を捉えることについて、地域協議会の中

でも困っている会もあるということは聞いている。いきなり困っているという話はなか

なか出てこないと思うが、先ずはその実例を提示した上で、それに対してこちらで事前

にこのような解決をしているという地域協議会の取組事例についても聞いているので、

その地域協議会の会長から取組について紹介をいただければと思っている。 

  課題の捉え方について困っていることとして、「新規で意見交換を行っても、地域の課

題がなかなか挙がってこない」、また、「意見交換で議論をしても、地域からは市に対す

る要望だけが挙がってくる」ということであった。そのほかに「意見交換のやり方を知

りたい」、「地域の中のどのような団体、人達と意見交換をしているのかを知りたい」と

いう意見も承知している。地域とうまく意見交換をして課題を取り上げている地域協議

会としては、柿崎区で上手い取り上げ方をしていると認識している。今ほど、困ってい

ることとして、なかなか課題が上がってこない、要望的な意見が多い、またどのような

団体と情報交換をしているかについて、柿崎区の長井会長から紹介をお願いする。 

【柿崎区 長井会長】 

  柿崎区の地域協議会は前任の佐藤会長の頃から、地域に出向いて地域協議会と地域と

の懇談会を行い、現在４年目となっている。以前は、地域協議会委員と多数の行政職員

が地域に出向いて地域協議会を開催し、終了後に意見交換会を実施していたが、その場

で出される意見は市に対する要望で終わってしまっていたため、今年度は市の職員なし

で実施した。６月と７月で旧小学校区も含めた小学校区、６会場で実施した。それぞれ
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の会場では地域協議会委員がその会場の司会担当として、地域の住民から意見を聞くと

いう形で、１時間半から２時間程度行った。身近な問題ということで、最初に町内会長

からアンケートを取り、その中で地域懇談のテーマとなるものはないかと伺った。その

中の一つは、災害時の高齢者や子供たちの避難誘導方法についてということであった。

また、空き家が増えている件で何か良い取組がないかということもあった。この他、若

者の雇用を増やし、若者が地域に定着できるような良い試みはないかというテーマもあ

った。 

  その中でも、高齢者や子供たちの災害時の避難についてであるが、各町内会には自主

防災組織があるが、その自主防災組織で、きちんとした避難訓練をしているところが限

られているということであった。実施しているところは非常にきちんと実施されている

反面、実施されていないところでは全くできていない状況であった。町内会長に話を聞

くと、そのような話をしても誰も協力してくれないということであった。そのような意

見を持ち帰る中で、地域協議会として何かできないのかと、現在議論を進めているとこ

ろである。 

  また、地域に出向いた中で、公共のバスが運行していない場所では、高齢になり運転

免許証を返納したら、買物に行くにも病院に行くにも移動手段がなくて困っているとい

う意見もあった。将来、皆が高齢者となり、交通手段に困ることになるが、何か良い方

法を考えてほしいという意見も出てきた。これらもやはり、これから我々が直面してい

く問題である。 

  地域に出向き意見を聞くと、色々な意見があるが、地域協議会としてどう取り組んで

いけるのかについては、まだ定まっていない。「市長に意見を上げる組織であるから、意

見書を出せばそれでよい」という委員もいる。また、「行政も一生懸命に取り組んでいる

のだから、意見書を出すこと自体が解決策にはならない」という意見もあった。この点

を何とかしたいという気持ちはある。 

  柿崎にもまちづくり振興会や町内会長の会議はあり、それらの団体と連携し、地域課

題に取り組んでいる事例について参考としたいので、他の区の状況を聞かせてほしいと

思っている。 

【佐藤課長】 

  地域で把握した課題をどのように解決に向けて取り組めばよいのかというところまで

考えているということであった。話題の前段では市や総合事務所が関わってしまうとそ

れが市に対しての意見、要望になってしまうということで、地域協議会として考え、委
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員が司会・進行を務め、その中から色々な意見が出て、それに取り組んでおられるとい

うことであった。また、共通のテーマを設けて、それについて議論をしていくというこ

とで対応しているということであった。 

  課題の取り上げ方や課題の絞り込み方について、困っている地域協議会の会長もおら

れるかとは思うが、今の長井会長の考え方を聞いて、もう少し何か「こういうところは

どのようにしたらよいか」といった意見があれば発言をお願いする。 

【直江津区 青山会長】 

  本年４月に直江津町内会長会議に私が出席し、４０分にわたり、色々なことを話した。

新しい町内会長もおり、地域協議会自体がどういうものか分かっておられない方もいた。

そのため、平成２１年１０月に木浦前市長が合併前上越市の地域協議会を立ち上げたこ

とから始まり、その年の１０月２７日に村山市長が市長選に当選、当時の公約において、

地域協議会に２億円が与えられ、合併前上越市でも地域のことは地域で解決しようとい

う考えになったということを説明した。 

当地域協議会には１８名の委員がおり、色々な考えで地域協議会を運営している。そ

こで、身近な問題をどうすればよいかということを話し合うのではなく、聞き合う場を

設けようということで、直江津区の地域活動支援事業の提案団体、女性、そして一般の方

と３班に分けて３日間にわたり、意見を聞く会を設けた。 

  町内会長会議では公の施設の再配置計画、厚生北会館の解体や保育園の統廃合、海浜

公園の整備、それと新しい水族館を核としたまちづくりの在り方について提案し、意見

を求めた。 

  また、地域活動支援事業においては、４つほど考えを出してきた。 

 ・継続事業の自立の促進、同じ提案ではなくて、新しい方向性の模索 

・１日だけのイベントの今後の展開 

・提案事業終了後の地域協議会の検証の必要性 

・申請団体の相談を受けること 

 福島城を愛する会との意見交換では、会の課題について我々も共に考え、自主・自立の

問題はどうあるべきかということを話し合った。 

 地域協議会は直江津区内の皆と話し合う、聞き合う団体だと思っている。 

【佐藤課長】 

  直江津区の全般的な取組ということでお話しいただいた。 

  今、会長が言われた地域活動支援事業に関する考えは、私としてはそれぞれ正論であ
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ると思う。地域でどのような団体が活動しているのかを地域協議会としても見ていくこ

とが地域課題の検討にもつながっていくと思う。審査をするだけではなく、活動する団

体を育てる視点もあるということでお聞きした。 

  課題の取り上げ方、取り組み方からは離れてしまうが、各区の取組について紹介でき

るものがあれば、お願いする。 

【高田区 西山会長】 

  自主的審議については、我々も悩んでいる。自主的審議のテーマの設定となるが、例

えば当区では、高田駅前や本町の活性化、福祉や高齢者の問題などがあり、それぞれ他

の地区においても同様の問題があると思う。皆さんの区ではそれらを大きな括りで検討

されているのかどうか。当区では福祉といっても沢山あり、話し合いをしても、いつま

でも話し合いが終わらない。例えば本町の活性化や高田駅前の活性化の場合、何を中心

とするかを決めて、その件について話し合い、その周辺を膨らませていくという形で議

論を進めている。先ほどの資料を見ると、テーマの設定について大きく設定している区

もあれば、細かく設定している区もある。それについて委員同士でどういう形で話し合

い、テーマを設定しているのかについて、参考となる意見があれば教えていただきたい。 

【佐藤課長】 

  地域と話をして取り上げる課題について、どのようなポイントで取り上げているかに

ついて、意見を求める。 

【大潟区 佐藤会長】 

  大潟区では前期の地域協議会では、地域の課題を取り上げ、具体的な取り組みをしよ

うということで、３つの分科会で、関係する住民団体等と話し合いをしたり、アンケー

トを取ったりして、その部会ごとにいろいろと取りまとめをしようとしたが、最後まで

結論が出ず、具体的な解決策を見出せないまま任期が終わってしまった。今期となり、

他の区はどのようにやっているのかと思い、諏訪、高士、津有、板倉と会議を傍聴させ

ていただいた。参考となったのは、高士や津有であり、まちづくりセンターの職員が具

体的にリードしており、非常に参考となった。 

  大潟では、課題の取り上げ方、絞り方や進め方について、委員自身の知見、経験がな

いため、我々では無理と考え、創造行政研究所に教えてほしいとお願いした。津有区地

域協議会では、担当者が創造行政研究所の方から教わり、職員自らが会議をリードして

それを取りまとめていた。その後、創造行政研究所から３名来ていただき、３グループ

に分け、「人口と世帯動向から大潟の未来について」ということで、各委員にテーマを出
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し、まとめるという取組を実施した。 

  その後、前期の失敗を踏まえ、住民へのアンケート調査や住民団体への聞き取りを行

ってもそれをまとめる力がないことから、各委員が日頃、自主的審議と思っていること

やそれらしいことを挙げようということで、昨年の９月に１０項目ほど挙げてもらった。

大まかに分けると３つあり、地域資源の活用、人口減少・高齢化の対策、地域協議会の

課題であった。その中で何をするかと検討した。以前のように部会で５～６人で話して

も良い知恵が出ないということで、内容を絞り、「大潟区の魅力発見・発信について」と

することとした。これについて、具体的な成果が出るまでは他の自主的審議はしないこ

ととした。１０項目の自主的審議を決めたが、取りあえず大潟の魅力発見・発信という

ことで７人の検討委員会を設け、そこで協議し、それを地域協議会の全体会議で協議を

して、ようやく大潟の魅力について６項目のテーマを設定し、それを絞り込んでいこう

ということで、５人ずつのグループを作り、どのような点が魅力なのかということで現

在協議を行っているところである。 

  その他、地域協議会発足当時から、大潟区ネットワーク会議という会を作り、合併後、

自治が失われたため、大潟区の課題等を解決したり、情報交換をするために団体間で協

力しようということで、地域協議会が音頭を取り、町内会長協議会と住民団体のまちづ

くり大潟、そして地域協議会の３団体で大潟区ネットワーク会議を作り、総合事務所が

事務局となってやってきた。これもなかなかうまくいかず、今年の３月に解散した。そ

の途中で商工会も加え、観光協会も加え、ＮＰＯやスポーツクラブまで加え、総まとめ

のネットワークとしたのだが、それをリードする地域協議会に力がなく、解散し、元に

戻り、地域協議会と町内会長連絡協議会、まちづくり大潟、そして総合事務所の４者で

情報交換をし、主に大潟区の課題の解決に向けて何とかやろうということで、この７月

１日に「大潟連絡会」という名称に変えて、昨日第１回目の会議を実施した。そこで自

主的審議の内容について報告し、どうしたら大潟の魅力発見と発信ができるか、３団体

に総合事務所を含めて協議し、進めていくこととした。 

  大潟区ではこの１２年間、色々とやってきたが、なかなかうまくいかなかった。創造

行政研究所の力を他の区でも活用するべきではと思う。 

【北諏訪区 白木会長】 

  話題が違う方向に移っている。各地域協議会の活動報告をしているわけではない。事

務局のテーマに対して、地域協議会がどのように考えているかということについて話す

べきではないか。 
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【佐藤課長】 

  全く違う議論にはなっていないと思っている。課題の拾い方、取り上げ方ということ

で大きなテーマを設け、今、議論をしている。その課題の取り上げ方について、各地域

協議会がどのように取り組んでいるのかを、今お話していただいていると考えている。 

【北諏訪区 白木会長】 

  きちんとしたテーマを与えなければいけない。テーマについて各地域協議会の会長が、

どのように考えているかということを意見として求めなければいけない。これでは、ま

とまらない。 

  各地域協議会の会長から活動報告を受けても、それぞれ独自の地域性があるので、そ

れが地域協議会の参考になるかは分からない。 

事務局で一つのテーマを与え、各会長がどのように考えているかを話せばよい。今の

ように３０年問題、地域支え合い事業について、取り組んでいる地域は多分少ないと思

う。例えばそのテーマについて、各会長に意見を聞き、集約すればよい。 

【佐藤課長】 

  テーマ設定は、課題の取り上げ方ということで、こちらでは考えている。今、白木会

長が話された３０年問題については、地域によってそれを課題とするかしないかという

ことは様々である。 

【北諏訪区 白木会長】 

  それはあくまでも例題として述べただけである。テーマは行政が設定すべきである。 

【佐藤課長】 

  今回の会長会議のテーマは、先ほど担当が説明したとおり、自主的審議の考え方、流

れということである。今、各会長から説明いただいたのは、それぞれの地域協議会が、

どのように課題を取り上げて、どのような視点で課題を絞って議論をしているかという

ことである。それらは我々が仕組みとして説明をするよりも、それぞれの地域協議会に

とって参考になるのではないかと考え、今回このようなテーマを選定した次第である。

３０年問題のように、ある特定のテーマを提示して議論するのは、それぞれの地域に違

いがあるため難しいと考え、自主的審議を進めるに当たってその地域でどのような工夫

をしているのかということを、今回の議論の共通テーマとして取り上げたということで

ある。   

【北諏訪区 白木会長】 

  まずは２８区の地域協議会へ、一番大事なポイントとなるテーマを調査し、それにつ
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いて話をするべきである。各区の会長からの説明を聞いても、それらすべてが頭の中に

入るわけがない。そのためポイントを定めて、その話を煮詰めていかないと、理解など

できない。テーマを一つ一つ提示し、話を進めるべきである。 

【佐藤課長】 

  それぞれの地域協議会の普段の活動の中で、他の区の取組はどのようになっているの

かといったことが、それぞれ自身の地域協議会の中にも活かせるものと考えている。 

  今の話の中では、大潟区からは、下地となる地域の情報について創造行政研究所から

説明を聞き、それを踏まえた上で自身で課題を挙げていくという課題の拾い方をされて

いた。また、高田区のように色々な課題が挙がってきてしまい、どのようにそれらを絞

っていけばよいのか分からないというところもある。それについて、それぞれの地域協

議会の中での解決方法や取り組み方について、話を進めていきたい。 

  課題が色々と挙がり、それらを絞り込む方法が分からない時、どのような取組がある

のかについて、各会長に意見を求める。 

【八千浦区 仲田会長】 

  高田地区のまちづくりについて、例えば「～の活性化」についてテーマとして設定す

ると、これは地域協議会のテーマとして大きすぎる。なぜならば、それはすでに行政の

施策にまちの活性化があるためである。また、先ほど高齢化による免許返納などで、買

物に行くことが不便になったということだが、それも行政の施策の中に、高齢化対策と

してある。それを地域協議会の課題としてその地域の中でテーマとして絞り、審議した

場合、行政は何をするのか。行政課題と地域協議会が持っている地域の特徴については、

分けて協議をすべきである。行政のテーマの方向性に地域の特徴として補足すべきこと

があれば議論をするということであれば分かるが、地域協議会が地域の活性化を自主的

審議のテーマとして協議をして意見書を提出することは、課題としてはあまりにも大き

い。地域の共通課題を見つけることが地域協議会の役割であると思う。行政課題との課

題整理が必要である。その課題整理の中で地域に合った議論をしていくことにより、地

域の課題が解決に向けて進んでいくのではと思う。行政はそういった方向性を協議会に

今後、示していく必要がある。そうしないと２８区から２８の意見書が出た場合、行政

では対応できないと思う。行政として課題を絞り、地域協議会に意見を求めるというこ

とも一つの考え方である。そうしないと高田区のように議論をしてもまとめきれなくな

る。地域協議会はまとめるだけの組織ではない。 
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【高田区 西山会長】 

  私の聞き方が分かりにくくて申し訳ない。一番聞きたいことは、例えば、福祉や商店

街の活性化などの課題が出た時に、各地区で課題を絞り込むための作業をどのようにし

ておられるか、その部分を聞きたいと考えている。 

【佐藤課長】 

  今の話であるが、やはり前段の整理については、あくまでも行政ですべきである。大

きな課題、市全体で取り組むような課題については、事務局と地域協議会が一緒に課題

の整理をしていくことが本来の地域協議会の活動である。そこは、我々の反省点でもあ

るが、やはり事務局も地域協議会の課題解決に向けた整理も含め、関わっていかなけれ

ばならないと考えている。 

  他に意見を求める。 

【高田区 西山会長】 

  高田区においても地元住民や町内会長などと懇談会を実施したり、意見出しをしたり

してはいるが、実際に出てきた意見を消化できないということが問題となっている。出

てきた２０ほどの課題を自主的審議で消化していかなければならないことが課題となっ

ている。また、諮問も多く、月２回の会議を行っても時間が足りない状況である。各地

域協議会においても、様々な懇談会で出た意見について、すべて消化されているのかを

お聞きしたい。消化した後に次へ進んでいるのか、消化をしないでさらに課題を集めて

いるのか、どのような手法をとっているのか。課題の消化について、良い事例があれば

意見をいただきたい。 

【佐藤課長】 

  それもある程度、事務局が関わる必要がある。消化という考え自体がどうかとは思う

が、今の話のように多くの課題をどのように対応していくのかということについて、意

見を求める。 

【八千浦区 仲田会長】 

  自主的審議のテーマをどうするかという議論をしていくと出てこないと思う。八千浦

では、まず委員が感じている課題、自身が住んでいる地域で何が今の課題としてあるの

かを出し合い、それを１２名の委員が、この地区の共通事項であるか、緊急性があるの

か、またはただ議論として方向性を出せばよいかという順位付けをする。 

  まずは委員の中で、事務局のアドバイスを受けながら整理をする。そうしないと地域

協議会でテーマ設定はできない。 
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  その中での課題の一つに、その内容が上越市の行政事項ではなく、国や県の広域の公

共事業についてとなると、なかなか進め方が困難であり、地域協議会としてどう進めて

いくかということができないため、情報提供を受け、知識として委員間協議をしていく

ということである。まずは委員間で、それがテーマとして良いものかどうかという議論

をしていくことが一番良いと考える。 

【高田区 西山会長】 

  それは大切なことであるとは思う。当区でも委員間で話し合いの選定までいくが、そ

の先で時間がかかったり、途中で優先的にやらなければならない自主的審議なども入っ

てきてしまう。そこで順番も変わってしまい、どうしても消化しきれない状況である。

出された意見について、委員同士で話し合う中で、話し合う必要があるものについて

は、時間がないからやめておくというわけにはいかないと思う。 

  他の区でもたくさんの意見をいただくと思うが、それをどのように効率的に消化して

おられるのか、という意見も聞きたいと思う。 

【佐藤課長】 

  仲田会長の話では、時間がかかるかもしれないが、その順番付けを委員の中で議論し、

やっていこうという話であったと思う。 

【高田区 西山会長】 

  それが時間的に、なかなかできない。 

【津有区 吉﨑会長】 

  色々な課題が出ると思うが、町内会長協議会などから出された意見に対しては、事務

局が間に立ってもらい、行政で行うもの、それ以外のものへと方向付けをしてもらった。

そこで行政で行うものは省いて、残ったものは自主的審議のテーマとして残していった。 

【佐藤課長】 

  他に意見を求める。 

【浦川原区 藤田会長】 

  学校の統合について、参考になればと思い、話をさせていただく。この問題には平成

２１年から取り掛かっている。浦川原区では４地区から意見を吸い上げるため、地域協

議会後に地域との懇談会を開いている。そこでは少子化の問題が出てきた。その内容を

また地域協議会で話し合ったが、学校の統合しかないという話となった。 

  月影地区では、平成１３年の浦川原村時代に月影小学校が閉校した。他の３地区につ

いて、色々と話をしたが、地域で小学校を守っていくという住民が非常に多かった。特
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に高齢者においては、学校を中心にして物事が進むため、地域協議会へ強い意見が寄せ

られた。存続させるための知恵を絞るのが、地域協議会の仕事であるという話であった。 

  この議論には７年かかったが、地域協議会としてはぶれずに時間をかけて進めてきた。

各地区では隣接する区もあり、最終的には大浦安で学校を一つに統合するという話も出

てきたが、行政のエリアがあり、様々な事情もあり、断念した。また小中一貫校とし、

上越全域から人を呼ぶなどの話も出てきた。 

  反対する意見を賛成へと変えるのに、平成２７年までかかった。しかし、意見集約後

の行政の迅速な対応には驚かされた。 

統合までに実行委員会の会議を４７回開いた。統合後、住民から「本当に良かった」と

いう声が聞かれた。先日、小学校５・６年の生徒さんと話したが、「本当に良かった」、

「友達がたくさんできた」、「できないこともやれるようになってきた」、「学校へ来るの

が楽しい」などの話を聞き、粘り強くやってきてよかったと思う。 

以上、あきらめずに実行すれば行政も動いてくれるという私の想いをお話しさせてい

ただいた。 

【高田区 西山会長】 

  たくさんの意見をいただいた。私の件に関しては、これで結構である。 

【佐藤課長】 

  西山会長の課題意識については、地域協議会で順番付けをしたり、事務局と協力しな

がら順番付けするということであると思う。 

 

― 会長間の意見交換（2）審議開始後から課題解決まで ― 

【佐藤課長】 

  それでは、次に移る。今度は、テーマを選びそれを解決する段階となる。地域協議会

の中では「課題解決をどのように進めていったらよいか」という悩みもあるということ

も聞いている。先ほどの自主的審議の流れの中で確認したとおり、課題の解決の方法と

しては、市長への意見書の提出、それ以外に３つの方法があるということで確認をした

ところである。市長への意見書の提出は、行政に求めることになるため、それは行政の

中で判断することになるが、その課題を解決することを考える時に、その課題を誰が中

心になって解決していくのが地域にとって好ましい形なのかをイメージしながら議論を

進めていくことも一つの課題解決に向けた考え方ではないかと思っている。 

  また、地域協議会については、議論をする会であり、なかなか直接解決に関わること
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ができず、達成感がないといったような声も聞くこともある。取り組み方によっては、

課題解決に深く関わることもできるとは考えている。私たちとしては、先ほどの資料に

沿った説明しかできないが、具体的に課題解決に向けて取り組んだといったようなこと

について、少し紹介を受け、その取組方法について、意見交換を通じ、理解を深めてい

ければと思っている。 

  先ほどの自主的審議の表からすると、右から２番目の「地域活動支援事業の活用」が

ある。地域活動支援事業の活用について、特徴的な活動と思っているものが、この間、

諏訪区で取り組まれている移住促進に関わる取組である。諏訪区では前期から、人口減

少が進む中、地域を活性化していくために、外部から人を迎え入れたり、移住者を増や

したいという取組を自主的審議とする中で、地域で課題を共有し、地域の中から課題に

対して取り組む団体を見出し、地域協議会としては地域活動支援事業の採択方針で移住

に取り組む団体の事業を優先採択するといったような方針を示し、移住の取組を進めて

いる事例である。詳細について、諏訪区の星野会長からお話をお願いする。 

【諏訪区 星野会長】 

  諏訪区では、前期委員が決めた自主的審議に対し、引き継いでいくべきテーマという

ことで、もう一度検討をして、新旧役員で課題の共有を行った。地域協議会のこれまで

の審議内容を諏訪区の住民に周知するため、移住促進に関する意見交換会を実施した。

２０名前後が集まり、地域協議会から住民に対し、諏訪区でも移住受入れ組織を結成し、

小さいことでよいから始められないかと呼びかけを行った。その結果、有志による移住

促進団体「移住促進諏訪の会」を今年８月に結成した。地域協議会委員はオブザーバー

的な立場で一緒に考えていくこととなった。 

  活動については、地域活動支援事業を有効に使っていくということから、優先採択方

針を一部変更し、諏訪区のコミュニティを維持していくための具体的な対策の一つとし

て、諏訪区内への移住促進事業を優先して採択するということで、二次募集を行う際に

優先採択方針を変更した。 

  この１０月には先進地への視察研修を行った。視察先の須坂市と信濃町では非常に先

進的な取組を行っており、紆余曲折の中でも一生懸命頑張っておられたが、継続するこ

とによって前進し、何もしなければ何も進まないということで、勇気づけられて、我々

も頑張ろうという気持ちとなり帰ってきた。 

  地域協議会が、地域の課題を移住促進というテーマに絞り、地域協議会と有志による

地域住民が地域活動支援事業を活用しながら課題解決に向けて実践しているといったと
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ころである。 

【北諏訪区 白木会長】 

  諏訪区の移住計画に対する拠点のエリアはどこか。 

【諏訪区 星野会長】 

  最初、関東や名古屋、大阪などの大きな目標を立てたが、それはあまりにも大きすぎ、

須坂市や信濃町でも苦慮しているということで、最初から大きなところを求めず、もっ

と近隣の新潟県内もしくは上越市内の方でも良いのではと考え、範囲を狭めた。少しず

つ広げていければと思っている。 

【佐藤課長】 

  先ほど、地域活動支援事業の説明の中でも話したが、まさにこのことではないかと思

っている。採択方針については、地域協議会内で色々な形で決定できるわけである。そ

れを、諏訪区としては人口減少が課題であり、それに対しては人を外部から入れて地域

を活性化していきたいというきっかけがあり、それを解決してくれる活動団体を地域の

中で話をし、その団体から地域活動支援事業で活動してもらっているということであっ

た。なかなか難しい取組であり、採択方針で優先付けはするものの、一歩間違えば公平

性に欠けるような採択と言われかねないところもあると思うが、ただそこは各委員が公

正な審査をするということであれば、問題はないと考える。実際に諏訪区ではそのよう

な採択がされたということを聞いている。これをすべての区でしてくださいということ

ではなく、このようなこともできるということで紹介いただいたところである。 

  他にこういう取組をし、自分たちの会では地域活動支援事業を有効に使っているとい

うことがあれば、紹介いただきたい。 

【清里区 笹川会長】 

  清里区の場合、今まで各団体との意見交換をしたが、要望が多すぎて去年から中止し、

各委員から意見等を書いてもらい、それを取りまとめしている。また、去年から中山間

地の視察を始め、糸魚川や十日町などに行ってきた。それらを見て、清里区はどのよう

にすべきかを話し合い、委員の意見を取りまとめた。そこでは高齢者や交通弱者の送迎、

また高齢者が利用しづらいということで市道の除草などが出てきた。まずは身近なもの

からということで、正副会長、行政の担当者と打合せをしながら始めていった。それを

課題として地域協議会に持込み、その後各町内会長との意見交換を立ち上げ、行政の担

当者からの意見や説明を聞きながら、それを地域の発展につなげればよいと思い、意見

をまとめた。 
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  中山間地にある空き家については、牧区と交流会を実施し、行政から説明を受け、空

き家についての行政との連携を確認した。 

  また、民生委員との交流を持ちながら、高齢者、介護関係の部分もうまくできたらと

思っている。ただ、あまり幅広くしても駄目であり、取りあえず道路の除草関連を議題

に持っていきたいと考えている。その点を行政から話を聞き、各町内会長との懇親会を

持ちながら決めていきたいと考えている。 

【佐藤課長】 

  地域課題を見つけ、それを解決していくにはどうしたらよいかということで、地域活動

支援事業を活用してもらうように地域の中に話をして取り組むというのも一つの解決策

ではないかと考え、事例を紹介させていただいた。課題を取り上げる時に、どのような解

決策があるか考え、それをイメージしながら協議している地域協議会もあると思う。課題

の解決に向け、どのような議論をしていくか、自分たちの地域協議会としてはこのように

方向性を決め、解決に向けて取り組んでいるというものがあれば、意見をいただきたい。 

【谷浜・桑取区 髙橋会長】 

  資料にあるように、谷浜・桑取区では子育て支援の項目を立てながら自主的審議をして

いる。具体的に何かを解決するというような短絡的な気持ちではなく、ある意味、子育て

がしやすい地域であれば人口も増えるのではないかという広がりも持って考えている。 

  なぜこのようなテーマになったかというと、たまたま谷浜・桑取で、上教大の先生が

「このような良い場所はない」と移住して住んでいる。また、「子供を教育するためには

大変良い地域だ」ということで、町場から移住した方もいる。 

小学校・中学校は１校ずつしかないが、少人数で教育がしやすいということ、子供たち

の面倒もよく見てもらえるということから、移住をしてきてくれた人もいる。そのこと

からも、我々は子育て支援は人口減対策にもなるだろうということで、このテーマを設

定した。 

また、子育て支援という意味で、学校に関する予算については、支援事業の中で優先的

に採択している。例えば、金管バンドの楽器補助や、今年は子供たちが発表するステージ

がないと子供たちの顔が見えないということで、その台を作ってほしいというような、

小さな意見でも採択している。 

子育て支援は単年度で解決できるものではないため、何年もテーマとして続けている。 

常に子育てを支援する、そのためにはどういう環境を作ればよいのか考え、今年はこ

れに関連し、環境を良くすれば住む人も来るのではないかということで、県道沿いや地
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域に花壇を作り、花を植えるなどした。 

そのような色々な仕掛けを子育てというテーマから導こうということで自主的審議と

している。そのため、この自主的審議を意見書として提出することは考えてはいない。 

  また、特徴的なものとして、中学校の生徒たちが自主学習として空き家調査を始め、

どうすれば空き家に人が住むかということを考えている。簡単にはいかないと思うが、

子供たちもそのような動きをしているという意味では、この谷浜・桑取が子育て支援を

自主的審議にしたことは大変良いことであるし、私はこれからも続けていければと思っ

ている。 

  こうした独自の方式で、急いで解決する必要もないため、そのように運営をしながら

このテーマを設定したという次第である。 

【佐藤課長】 

  谷浜・桑取区では子育てということを課題として、それを解決する地域活動支援事業

を優先して採択しているという取組をしているということだった。 

  １３区と１５区という区分けがあり、１３区については合併前に町村として存在して

おり、それが合併することによって行政組織が一緒となり、議会がなくなった中で、１

３区ではそれぞれの地域を運営していくために地域運営組織、まちづくり団体というも

のが設けられている。そうした団体が高齢者のサロンなどの運営に取り組んでいるとい

うことも聞いている。それに対して１５区についてはそうした地域運営組織や団体がな

く、なかなか課題の出口が見つからず、活動してくれる団体がないといったところもあ

る。その中で、三郷区では高齢者の見守り支援ということで、自主的審議として検討が

始められ、まず高齢者サロンを運営できる組織を作ろうということで、地域で話し合っ

た際、それだけではもったいないのではということになり、もっと地域全体のことを見

ることができる会を立ち上げたほうがよいのではないかという取組が進められていると

聞いている。その点について、三郷区の山口会長に紹介をお願いする。 

【三郷区 山口会長】 

  昨年の会長会議のグループ討議の中で、三郷区では高齢者支援について取り上げてい

ると話したところ、他の会長から「それは難しい」と言われたが、まさにそのとおり難

しい課題であった。そこで出てきたものは、今盛んに言われている、１５区でもこれか

ら受けざるを得なくなる「地域支え合い事業」であった。それをどうするかということ

が出てきた。我々の区ではそれを受託する団体はなく、現在はＪＡの高齢者支援課によ

り実施されている。 



20 

そのため、町内会長連絡協議会の会長等と協議をした。そこで支え合い事業を含めた

様々な事業を受けるまちづくり振興会のようなものを作ろうということになり、昨年１

２月に準備検討委員会を作り、関係する各団体や町内会長連絡協議会の皆さん等と本日

まで１２回の協議を行った。最終的には今年の１１月１日に規約案を作り、町内会長の

皆さんに示した。そこで色々な意見を出してもらい、１１月３０日に最終的に規約とし

て決定される。これで決まれば来年の４月に発足となる。そしてテーマの一つであった

地域支え合い事業の受託についても、別に事業を立ち上げ、振興会で受託する予定であ

り、コーディネーター等を現在探しているところである。 

この内容は平成２７年、前期の地域協議会から引き継いだテーマであり、これを今回

取り上げ、自主的審議をしている中で、このような話しが出てきた。この間、南部まちづ

くりセンターや市の担当等から指導、サポートを受けた。振興会がなく、そういう組織を

作ることにおいては、行政からの指導が必要であると思った。これは地域協議会だけで

なく、町内会長などと連携を取らないと、やはり地域協議会だけでは私は無理だと思う。 

今、三郷では公の組織としては町内会長連絡協議会と地域協議会しかないため、今後、

４月以降にまちづくり振興会ができ、３本の矢として地域をまとめていければよいと思

っている。 

【佐藤課長】 

大変苦労されたと思う。１５区では、なかなか地域協議会と町内会や地域の活動団体

などは接点がなかったりする。そこでうまい具合に良好な関係を築き、取り組んできた

のだと思う。 

１５区でも特に高齢者サロンの受入れなどが課題となっているため、今後、地域で活

動している団体との関係を作っていくことも必要になるのではと思う。 

予定の時間となったので議事を終了する。 

【頸城区 井部会長】 

  お願いであるが、今回のテーマ設定は自治・地域振興課で行ったのだと思うが、今日

の会長会議で何をやるのかについて会議の直前までよく分からなかったので、今後は事

前の連絡も含め、しっかりとしたテーマ設定をお願いする。 

  また、テーマの絞り込みをする際に、基礎的な知識や情報はとても必要である。その

ための研修などについての対応を、ぜひお願いする。 

  最後に提言であるが、地域を元気にするために必要な提案事業の絞り込みをする際に、

行政がどのように関わるかということ、ここが一番大切である。それもぜひ検討し、皆
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さんからは「このように行政が関わるから、地域協議会はこうしてほしい」と示してほ

しい。会長の意見交換だけでは駄目である。次回以降はその点をきちんとしてほしい。 

【柿崎区 長井会長】 

  委員からは、もっと勉強したいという声がよく出る。４年前から頸北地区の地域協議

会委員が集まり、研修会をしている。その中で出てくる意見としては、自治・地域振興

課から委員へ勉強する機会を与えてほしい、もっと知りたいという声が非常に多かった。

これだけの組織であり、いかに委員のレベルを上げ、活用していくかは大きな課題であ

ると思う。我々は迷っているが、それを自治・地域振興課からサポートしてほしい。 

  また、創造行政研究所というところが、どのくらい我々を支えてくれるか分からない

が、ぜひどんどん活用をしていきたいと思う。 

【大潟区 佐藤会長】 

  頸北の合同地域協議会研修会であるが、今回はテーマを３つに設定して協議をした。

各地区の地域協議会会長も近隣の地域協議会と合同で研修会等を実施し、今回のように

会長だけではなく、一般の地域協議会委員が隣の地域協議会委員と一緒に話し合う場を

持つべきだと思う。頸北は大浦安の次に実施した。大潟も浦川原に視察に行き、話を聞

くなどして、頸北に呼びかけた。行政はそのようなことをしたがらないので、会長同士

が色々とやったほうがよいのではと思う。 

【北諏訪区 白木会長】 

  北部まちづくりセンターの依頼があり、直江津東中学校区の保倉地区と北諏訪地区、

有田地区で１回だけであるが、色々なテーマについて討議をした。３地区が寄り集まる

と色々な問題が提起されるため、その地域協議会においては非常に参考となる。ぜひ近

隣でも良いが、複数の協議会が色々なテーマについて話し合ったほうが、ここで２８人

が話し合うよりも良いかと思う。 

【板倉区 平井会長】 

  今回の会長会議では、先ほどの意見のとおり、最初の流れからどうしても腑に落ちな

い点がある。 

  また、次第には平成３０年度の地域活動支援事業について掲載されている。これは地

域協議会委員の大きな任務の一つであるが、この詳細な説明が本日なかったことが非常

に残念である。板倉区においては専門部会があり、近々、区の採択方針について議論を

することになっている。そこで大まかな上越市全体の説明をし、板倉はどうするかを協

議する必要があった。そういう意味でも今回の会長会議は残念な状況であったと思って
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いる。 

【津有区 吉﨑会長】 

  行政へのお願いが３つある。 

  ・本日の会議のしっかりとした議事録を出してほしい。 

  ・行政は３年ほど、協議会は４年でメンバーが交代する。途中で事務局の職員が変わ

ると非常にやりづらい面があるので、その点、ご配慮いただきたい。 

  ・協議会としての活動等に対して自由に使える予算を検討していただきたい。 

【笠原部長】 

  今ほど、皆さんから提言、苦言をいただいた。この場の責任者として、率直にこの会

議に当たり、準備が足りなかったと思っている。せっかく皆さんが集まっていただいた

中で、そのようなお叱りを受けるような事態になったことに、まずもってお詫び申し上

げる。 

  いずれにしても、昨年新体制となり自主的審議に力を入れていこうという中、どのよ

うにやっていったらよいかと迷っておられるという声を聞く中で、今日この会を設定さ

せていただいた。それぞれの段階に応じて、皆さん方がどのような工夫をされているか

ということが、少しでも参考になればということでこの会を設定したことが大きな趣旨

である。 

  出された意見なり、様々な事例については、色々な面で参考になったかと思う。また、

私共へいただいた意見については、やはり我々が皆さんをどのように支えていくかとい

う行政としての役割、そして皆さんの活性化、地域の活性化のためにどのようにやってい

くかについて、そこもしっかりと捉えて、向かっていかなければならないと思っている。 

  また、次の会においても、いろいろと意見交換ができればと思っている。今日はあり

がとうございました。 

【松縄副課長】 

 ・閉会を宣言 

 

９ 問合せ先 

自治・市民環境部自治・地域振興課自治推進係     TEL：025-526-5111（内線 1429） 

E-mail：jichi-chiiki@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。 


