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 会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成２９年度第６回三和区地域協議会 

２ 報告事項 

   ○よしだの谷内の自然環境保全地域への指定検討について（公開） 

   ○宮崎新田市有地内残置廃棄物撤去について（公開） 

   ○プラスチック類等の分別区分の変更について（公開） 

   ○平成 29年度冬期道路交通確保除雪計画について(公開) 

３ 議題 

⑴ 平成 30年度地域活動支援事業の採択方針について（公開） 

⑵ その他（公開） 

・上越市新年祝賀会の開催について（公開） 

・地域協議会会長会議の会議報告について（公開） 

４ 開催日時 

  平成２９年１１月２８日（火）午後５時００分から午後６時３５分まで 

５ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ２階 会議室１ 

６ 傍聴人の数 

   １人  

７ 非公開の理由 

― 

８ 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、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 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） 

 ・環境保全課 瀧本課長、新保係長 
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９ 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。 

【松井 孝会長】 

  ― 挨拶 ― 

・会議録の確認：江口一秋委員に依頼。 

  

【松井 孝会長】 

  報告事項に入る。 

  最初に「よしだの谷内の自然環境保全地域への指定検討について」、事務局から説明 

をお願いする。 

【山岸次長】 

  環境保全課職員を紹介 環境保全課 瀧本課長、新保係長 

【瀧本課長】 

  自然環境保全地域指定への指定検討の概要を説明。 

【新保係長】 

  資料№1「よしだの谷内(三和区・神田地内)」の自然環境保全地域への指定検討につ

いて」により説明。 

  ・平成 29年 10月 25日に神田町内会と意見交換会を実施した。 

  ・「よしだの谷内」の水面域と周辺林野は、水面域には希少な野生動植物が多く生息

生育し、周辺の林野は谷内の水源と栄養分の補給元だけでなく、トンボなどの昆虫

類の生息地域でもある。谷内の生態系を守るため水面域と周辺林野を一体として

自然環境保全地域への指定を検討している。 

【松井 孝会長】 

  ただ今、環境保全課からご説明があったが、委員の皆さんから質疑を求める。 

【松井 隆夫委員】 

  よしだの谷内周辺林野の地権者は、沖柳町内や越柳町内にもいる。保全活動を行って
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いる神田町内会だけでなく、周辺の町内にも説明するよう検討をお願いする。 

【新保係長】 

  神田町内会だけでなく、関係する地権者には今後説明したい。 

【髙橋委員】 

  神田町内会との意見交換では、どのような意見が出たのか。 

【新保係長】 

  地域指定された際の規制と、市の活動支援の内容などについて、ご質問をいただい

た。地権者が行う日常的な管理は規制されないことを説明し、活動支援では神田町内会

が行っている内容を教えていただいた。 

【松井委員】 

  神田町内会は年１回、マコモ引き上げを行っている。陸地化を抑制するため、長期的

な視点で行うべき活動と思う。 

【髙橋委員】 

  今後、よしだの谷内の保全のため、市としてどのような活動や支援を考えておられる

かお教え願いたい。 

【新保係長】 

  市による指定の網掛けだけでなく、保全活動のために有識者から専門的知見からの

意見や助言を行うほか、市自然環調査・監視員が谷内周辺の巡回を行い盗掘の防止など

に努めたい。 

【田辺委員】 

  よしだの谷内で保全しなければならない動植物は、何種類あるのか。 

【新保係長】 

  三和村史でトンボの調査があるが、こんやの谷内、よしだの谷内、三和中学校隣の谷

内池でそれぞれ 30種以上が確認されている。市内で、これほど多くのトンボがいる地

点は数少ない。 

  また水草についても非常に多くの種の生育が確認されている。 

【松井 孝会長】 

  三和区内にも保全しなければならない植物がある。地域が主体となり指定を提案す

ることはできるのか。 

【新保係長】 
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  市自然環境保全条例は、地域の宝物を保全できるよう、指定の市民提案ができる仕組

みとなっている。 

【松井隆夫委員】 

  三和区のこんやの谷内も、早目に指定検討地域となるよう作業を進めてもらいたい。 

【瀧本課長】 

  今後、上越魚沼地域振興快速道路整備の進捗を見ながら、指定を検討したい。 

【松井 孝会長】 

  その他に委員の皆さんから質問・意見があるか。 

  （質問、意見なし） 

  これで、「よしだの谷内の自然環境保全地域への指定検討について」は終了する。 

 

  次に、「宮崎新田市有地内残置廃棄物撤去について」の報告を事務局からお願いする。 

【柳崎Ｇ長】 

  資料№2「三和区宮崎新田市有地産業廃棄物撤去について（第 2報）」により説明。 

  ・10月分の廃棄物搬出量について 

  ・騒音測定と水質検査結果について 

【松井 孝会長】 

  ただ今、ご説明があったが、委員の皆さんから質疑を求める。 

【江口 晃委員】 

  廃棄物搬出量の 11月末現在の数値は、どのように住民に周知するのか。 

【柳崎Ｇ長】 

  市ホームページ、三和区だよりに掲載、総合事務所エントランスホールに掲示して公 

表する。 

【田辺委員】 

  埋設されている廃棄物の全体数量は、地山線で把握できるのか。 

【柳崎Ｇ長】 

  大よその廃棄物の全体数量は、把握できている。 

【松井隆夫委員】 

  撤去作業で、平成 30年雪解け後の春作業を始める前と最後の確認の現地視察会をす 

るのか。 
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【柳崎Ｇ長】 

  年１回は現地視察会を実施するが、雪解け後の春作業を始める前の現地視察会は考 

えていない。 

【松井隆夫委員】 

  産業廃棄物撤去で県の代執行で行った後の廃棄物量の把握が適切だったのか不安だ。 

【柳崎Ｇ長】 

  谷側の外側隣地境界から掘削作業を行い、範囲を狭めるようにして地山を確認し、推 

定処理量を確認しながら行っている。 

【松井 孝会長】 

  その他に委員の皆さんから質問・意見があるか。 

  （質問、意見なし） 

これで、「三和区宮崎新田市有地産業廃棄物撤去について」は終了する。 

 

  次に、「プラスチック類等の分別区分の変更について」の報告を事務局からお願いす 

る。 

【柳崎Ｇ長】 

  資料№3「プラスチック類等の分別区分の変更について」により説明。 

  ・プラスチック類等の分別区分の変更 

  ・変更する品目 

  ・分別変更にあたっての注意点 

  ・大きさ別のプラスチック類等の取扱い区分について 

【松井 孝会長】 

  ただ今、ご説明があったが、委員の皆さんから質疑を求める。 

  （質問、意見なし） 

  これで、「プラスチック類等の分別区分の変更について」は終了する。 

 

  次に「平成 29年度冬期道路交通確保除雪計画について」の報告を事務局からお願い 

する。 

【山岸次長】 

  資料 別添「平成 29年度冬期道路交通確保除雪計画書」により説明。 
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  ・除雪実施計画等説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今、ご説明があったが、委員の皆さんから質疑を求める。 

  （質問、意見なし） 

  これで、「平成 29年度冬期道路交通確保除雪計画について」は終了する。 

 

【松井 孝会長】 

  議題に入る。（1）「平成 30年度地域活動支援事業の採択方針について」だが、資料№ 

 4は事前配布されており、委員の皆さんは検討されていると思うので、平成 30年度に 

改正すべき部分があったら、発言をお願いする。 

 最初に募集期間について、委員の皆さんから意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  募集開始から採択までのスケジュールを短縮する方向で、募集期間を例年より短縮 

して、平成 30年 4月 2日（月）～4月 20日(金)までの 19日間とすることを提案する。 

【松井 孝会長】 

  ただ今募集期間短縮の提案があったが、委員の皆さんから意見はあるか。 

  （意見なし） 

それでは、平成 30年度の募集期間は、平成 30年 4月 2日（月）～4月 20日(金)ま 

でとすることでよいか。 

  （異議なし） 

  次に補助率・限度額で、委員の皆さんから意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  提案団体のプレゼンテーションを含めたヒヤリング時に、補助金額の減額・調整がで 

きるよう提案する。 

【田辺委員】 

  プレゼンテーションを含めたヒヤリング時に疑問点がつけば、審査段階で合格点が 

つきにくくなり、提案団体が不利になるので、従来どおりの補助率としてもらいたい。 

【松井 孝会長】 

  補助率について、その他の委員の皆さんから意見があるか。 

  （従来どおりでよいとの意見多数あり） 
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  それでは、補助率・限度額は従来どおりでよいか。 

  （異議なし） 

  その他、項目で意見があるか。 

【松井隆夫委員】 

  採択ラインの下限点数は 14点で設定してもよいのではないか。 

【田辺委員】 

  現状維持の 13点でよいと思う。 

【松井 孝会長】 

  採択ラインの下限点数で、他の委員の皆さんから意見があるか。 

 （従来どおりでよいとの意見多数あり） 

  それでは、採択ラインの下限点数は従来どおりでよいか。 

  （異議なし） 

  その他、項目で意見があるか。 

  （意見なし） 

  意見がないので、（1）「平成 30年度地域活動支援事業の採択方針について」は終了す 

る。 

  

  次に（2）「その他」で事務局からあるか。 

【保坂班長】 

配付資料「上越市新年祝賀会の開催について」だが、会費 700円で、申込締切日を 12 

月 8日までとしたい。委員の皆さまの積極的な参加申込みをお願いする。 

  事務局からは以上である。 

【松井 孝会長】 

  私から、先般 11 月 21 日に開催された地域協議会会長会議に出席したので、資料に

基づき報告する。 

  資料№2「各区の自主的審議事項の取組状況（平成 29 年 11 月 15 日時点）、資料№3

「平成 28年度 意見交換会実施状況」により説明。 

  ・各区の会長から自主的審議事項の取組状況の説明があった。 

  ・各区の会長から平成 28年度 意見交換会実施回数の報告があった。 

  報告は以上である。 
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  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、事務局から予定している議題はない。委員の皆さんから審議事項があれば開催

するが、如何か。 

【松井 孝会長】 

  ただ今説明があったが、12月は開催しないことでよいか。 

 （一同異議なし） 

  なお今後の地域協議会の開催は、正副会長と事務局に一任してもらいたい。 

 （一同異議なし） 

 これで、（2）その他は終了する。 

 

【金井副会長】 

  それでは、平成 29年度第 6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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