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                 会 議 録 

 

1 会議名 

平成 29年度第 12回春日区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）報告事項について（公開） 

  ① つちはし保育園の開園に伴う通園時における交通安全対策等について 

（2）地域活動支援事業について（公開） 

  ① 採択方針等の決定事項の確認 

  ② 募集要項、別紙の確認 

  ③ 事業採択までの今後の予定 

（3）自主的審議事項について 

  ① 分科会 

  ② 全体会 

3 開催日時 

平成 30年 2月 28日（水）午後 6時 30分から午後 8時 25分まで 

4 開催場所 

上越市市民プラザ 第 4会議室 

5 傍聴人の数 

なし 

6 非公開の理由 

なし 

7 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・委 員：池杉清子、今井 孝、大竹明徳（副会長）、金子隆一、佐藤美奈子 

渋木 俊（副会長）、田沢 浩、田中幸晴、谷 健一、新野武宣 

野澤武憲、橋本桂子、星野 剛、松田光代、吉田幸造（会長） 

吉田 実、鷲澤和省 （欠席 3人） 

  ・保育課：小山副課長、倉石施設配置適正化係長、柏村主任 

・事務局：中部まちづくりセンター 山田センター長、野口係長、田中主事 

8 発言の内容（要旨） 
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【野口係長】 

・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、成立を報告 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第8条第1項の規定により、会長が議長を務め

ることを報告 

【吉田会長】 

 ・会議録の確認：大竹副会長に依頼 

   議題「（1）つちはし保育園の開園に伴う通園時における交通安全対策等について」、

保育課に報告を求める。 

【保育課：小山副課長】 

  4月に開園する「つちはし保育園」の開園にあたって、通園時における交通安全対策

についてご報告に伺った。本件については、平成28年春日区地域協議会に北本町保育

園の移転について諮問をさせていただいたところ、答申に移転先周辺の事故防止や渋

滞解消、園児や保護者・地域住民の交通安全対策を検討するよう付帯意見をいただい

た。 

  いただいた付帯意見に対して市からは、施設移転後も園児には、「交通安全年間指導

計画」に基づく交通安全指導を行うとともに、保護者には交通安全の徹底を呼びかけ

る。また、新保育園周辺の交通量に応じて、園児及び保護者、並びに地域住民の交通

安全対策を検討すると回答したところであり、間近に開園するにあたり、具体的な対

応策を検討したので、その報告をさせていただく。 

 ・資料№1により説明 

【吉田会長】 

  今の報告に質疑を求める。 

 【今井委員】 

   対応策の中で、「送迎時間の分散の協力を求める」とあるが、これは仕組みにするの

か、口だけのお願いなのかを伺いたい。 

【小山副課長】 

  現段階で考えているのは、この組は7時から7時30分、この組は7時30分から8時のよ

うにすると、保護者の皆さんの通勤時間帯にも影響する。8時30分から9時30分までが

特に集中する時間帯と考えているが、実際、場所が移転することによって集中する時
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間帯も変わってくると推測している。保護者の皆さんには、この時間帯は混み合うの

で分散するように口頭でお願いすることを考えている。 

【今井委員】 

  それを言われた保護者は、「わかった、協力する」となると思うのだが、結局、時間

帯が集中してしまうことは予想されないのか。 

【小山副課長】 

  他の園を見ると8時30分から9時30分が混み合う時間帯となっているが、実際「つち

はし保育園」が開園後、どういった状況になるかは、開園後の4月2日以降になってみ

ないと状況の把握はできない。したがって、開園後の混雑状況を見て、保護者の皆さ

んにお願いをしたいと思っているところである。 

【田沢委員】 

  参考までに教えていただきたい。土橋第二地区土地区画整理事業の竣工予定はいつ

になっているのか。 

【小山副課長】 

  保育課では正式な竣工予定は聞いていないのでお答えできない。関係課の都市整備

課を経由して、別紙３の図面を土橋第二地区土地区画整理組合から提供いただいたの

で、事業が動いているということはご理解いただけると思う。 

【吉田会長】 

  他にあるか。 

 （発言なし） 

  以上で報告事項は終わりにする。なお、今回で一連の説明等は終了とする。 

 ― 保育課退席 ― 

【吉田会長】 

  次に「（2）地域活動支援事業について」、事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・資料№1、№2、№3、№4、参考①、参考②により説明 

【吉田会長】 

  今の説明に質疑を求める。 

【鷲澤委員】 

  ヒアリングの項目で、プレゼンテーションで事前にお伝えした質問の回答に不明な
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点がある場合のみ、委員の中から選ばれたものが質問をするとある。委員の中から選

ばれた者というのは、理解ができない。「委員の中から選ばれた者」をカットして「そ

の質問の内容がふさわしいかどうかを協議会が判断整理し」という文章にし、質問者

を決定していく方法が公平だと思う。 

  資料№2の裏の「Aプレゼンテーションをお願いできる団体」「Bプレゼンテーション

を希望されない団体」というのを、「Aプレゼンテーションを希望する団体」と変えた

ほうがよいと思う。 

【野口係長】 

  1点目のプレゼンテーション、二重下線のところだが、「委員の中から選ばれた者」

というのは、提案者と委員の間で質問をやり取りする真ん中に仲介役に立って、その

委員の質問が意見や要望になっていないかを客観的に判断する役目を担っていただく

仕組みを謳っている。これは前回の協議会にて、委員が直球で提案者に再質問をする

と、それが意見になってしまったり、これまで不快な思いをさせてしまったことがあ

る。その反省から、再質問が内容としてふさわしいかどうかを判断する委員を咬ませ

るということであった。もし、この言い回しが伝わりにくければ文言を変更していた

だけたらと思う。 

  2点目は、資料の中の表現は分かりやすい言葉で整理していくことが相応しいと考え

ているので、指摘のように整理させていただく。 

【鷲澤委員】 

  「委員の中から選ばれた」というのがどうしても納得いかないので変えて欲しい。 

【野口係長】 

  これは、前回決まったルールなので、そこに戻って仕組を変更するとなると難しい

のではないか。この件は前回、今井委員の発言をもとに決まったルールなので、ご理

解されていないようなら、今井委員からもう一度趣旨の説明をお願いしたい。 

【今井委員】 

  今、前回の議事の手元のメモを見ているが、質問が詰問になるとまずい。わかりや

すく言うと、そういう交通整理やジャッジする人のことを、「アンカー」と呼んだりす

る。司会進行役のようなイメージをしていただければよいと思う。これを、実際に正

副会長がやるか、別な委員がやるかの調整は当日でもよいのだが、正副会長はその役

は担わずにドンと居ていただいた方がよいと思う。こういったことが得意な委員がこ
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の中から出てもらい、役を担ってもらえばいいと思う。例えば、このままではよく分

からない質問が出たとすると、聞きたいことを紙に書く等やり方はいろいろあると思

うが、それをアンカーに伝える。それについて、アンカーは「それは意見になってい

るから、聴かないよ」とか「それは納得」というよう采配したうえで、質問者が質問

をしてもよいと思う。基本的にはアンカーが仕切って「こういう意見が委員から出た

が、どうなっていますか」と聴き、提案団体がそれについて答える。答えに納得がい

かなかったら繰り返すということになる。 

  「委員の中から選ばれた」というのは、確かにそのとおりである。司会進行をやる

と思っていただければよい。文言については、前段はこのとおりでよいと思う。「プレ

ゼンテーションでは委員は」ではなく、「委員から」のほうが伝わりやすいと思う。読

む側の立場で読んだ方がよいと思うので、プレゼンテーションをする方が分かればよ

いと思う。また、協議会中の話なので、「この場合」から先の文言はなくてもよいと思

う。もし付けるとしたら、「不明な点がある場合のみ進行役から再質問をすることがあ

る。」としたらどうか。ここでのポイントは、誰がその質問をする司会役をするかを内

部で決めておかなければいけないというだけの話である。その辺を踏まえて、後段は

いらないと思う。 

【吉田会長】  

  今の今井委員の話でよいのか。 

【鷲澤委員】 

  よい。 

【大竹副会長】 

  今の話で、そのとおりだが「委員の中から選ばれた者」ではなく「進行役」という

表現でよいのではないか。進行役が判断、整理するということでどうか。 

【今井委員】 

  今の意見を伺って文言を書くならば「この場合、進行役が内容を判断、整理し提案

者に回答を求めていく。」でどうか。 

【吉田会長】 

  事務局はそれでよいか。 

【野口係長】 

  よい。 
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【田沢委員】 

  当日のメインの進行は、どうなるのか。協議会の主体ということになるので、協議

会の司会担当や、協議会の審査担当といったことで、区別しておいたほうがよいと思

う。 

【野口係長】 

  昨年度は、事務局が進行した。委員の皆さんは、プレゼンテーションを聴かなけれ

ばいけないので、進行をやりながら聴くのは大変なのかなと思う。進行は事務的な手

続きなので、事務局で行うのがよいと考えるが、アンカー役は皆さんからやっていた

だければよいと思う。 

【吉田会長】 

  私もその方がよいと思うが、皆さんもそれでどうか。 

 （「よし」の声） 

【吉田実委員】 

  プレゼンテーションの時間だが、15分もいらない気がするので、10分でよいと思う。

時間も遅く、来ていただく提案者に失礼なので、早く終わらせたほうがよいと思う。

主な内容は提案書に書かれているので、質問事項には答えてもらうし、あとはその団

体の訴えたいことを言ってもらえばよいので10分でよいと思うが、どうか。 

【大竹副会長】 

  多くの人にプレゼンテーションをしてもらうと、かなり時間が掛かる。 

【田沢委員】 

  プレゼンテーションは提案書に記載されていることの補足説明だ。 

【吉田実委員】 

  1から10まで言わなくてよいのである。 

【鷲澤委員】 

  5分で終わる団体もあるかもしれないが、最大15分としたらどうか。また、プレゼン

テーションに1日使っている地域協議会もあるので、時間を区切るのもよいが、喋りた

い人は最大15分でよいと思う。 

【吉田会長】 

  時間は決めなくても、早め早めの対応をすることで心掛ければよいのではないか。 

【野口係長】 
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  時間について、最大限15分ということだと思うが、プレゼンテーションをお願いで

きる団体へは、時間を区切って来場をご案内しているので、時間が前後すると、多く

お待たせするということになってしまうが。 

【吉田会長】 

  目標として10分を読んでおいて、最大でも15分以下で終わるということでは、どう

か。 

【今井委員】 

  あくまでも案内する立場としては、時間を決めないと案内ができないと思うので、

10分なのか15分なのかこの場で決めないといけないと思う。 

【吉田会長】 

  それでは最大で何分にするか。 

【金子委員】 

  15分でよいのではないか。 

【吉田会長】 

   それでは当初案のとおり15分でお願いする。 

【金子委員】 

  資料№2の裏だが、プレゼンテーションを「お願いする」を「希望する」に変えるな

ら、他のところも全部変えなければいけないと思うが、どうか。 

【野口係長】 

  参考資料①の2ページのチェックの2番目ところだが、前回の会議で「プレゼンテー

ションは“できるかぎり”実施をお願いします」と、平仮名で柔らかい言い回しすべ

きだと決定したので、このように書かせてもらっている。 

  参考資料②については、質問1の括弧の中でも「できるかぎり」と平仮名で書いてあ

る。おもて
．．．

に出るのは、参考資料①②についてであるので、これについてのふさわし

い言い回しを皆さんで検討いただけたらよいと思う。 

【今井委員】 

  基本的には前回の会議で決まった話は反映されていると思う。鷲澤委員と金子委員

の言われていた話は少しずれていて、内部資料のほうは「お願いできる」を「希望す

る」に統一したらいいということである。統一されれば金子委員の言われることは達

成できると思う。 
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  個人的な意見では、参考資料②の「できるかぎり」はよいのだが「お願いします」

は「お願いいたします」のほうがよいと思うが、いかがか。 

【吉田会長】 

  それでは皆さん、それでよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に資料№3の今後の予定を決めたいと思う。 

 ― 日程調整 ― 

 ・第1回協議会：4月11日（水）午後6時30分から 

 ・第2回協議会：5月 8日（火）午後6時から 

 ・第3回協議会：5月23日（水）午後6時から 

  「（3）自主的審議事項について」分科会に入る。この後、全体会で報告願う。 

 ― 分科会（50分程度） ― 

【吉田会長】 

  それでは、会議を再開する。 

各班から発表願う。 

【佐藤委員】 

  いつもは7人だが、今日は4人しかいなかったので、なかなか意見がまとまらなかっ

た。福祉班では「あらゆる世代が心豊かに、健康で暮らせる春日区となる」ことを目

的に進めている。 

前回は、地域を元気にする力を持っているであろう、春日区にある様々な団体から

意見をお聞きして、理想の春日区をつくるために、活動団体を次回までに挙げて来る

ようにということで終わっており、調べていくうちに、上越教育大学や春日中学校の

各部活動、社会福祉協議会、公民館、青少年育成会議、春日神社等、沢山挙がってき

た。 

「あらゆる世代」、「心豊かに」、「健康で暮らせる」というのがそれぞれ目的の中に

入っているので、民生委員・児童委員であれば各世代の困っていることを知っている

であろうと考えた。また、地域包括支援センターであれば、地域の高齢者の困りごと

を把握しているだろう。NPO団体であれば、それぞれの持ち味から得られている情報が

あるだろう。社会福祉協議会であれば、地域を広く看ているであろうということで、「あ

らゆる世代」の情報が聞けるのではないか。「心豊かに」ということでは、あらゆる社
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会活動、趣味の活動をしている団体から話を聞くことも大事なのでないかという話が

出た。市が掲げている「共生社会の実現における取組」により「人に優しいまちづく

り」も織り交ぜて、私たちも知る必要があるのではないかという話も出た。最終的に

は、春日区で活動している団体がまだまだ沢山ある。いろいろなところから話を聞く

のは大切なのだが、今の段階では、団体を挙げて、活動概要を知ることから始めよう

ということで、話がまとまった。 

   それから福祉班として、どんなことをしていくかを今後は決めていこうということ

で終了した。以上である。 

【藤田委員】 

  観光では、賑わい作りをして観光につなげていく。春日山城の再建に「ふるさと納

税」を活用するのも大切ではないか。そのためには、「青苧の饅頭」を開発してはどう

かという話が出た。あれが春日山だというシンボルが欲しいということで、埋蔵文化

財センターの活用や、のぼり旗が常時立てられるようなかたちをつくらなければいけ

ないということだった。春日山駅には、春日山らしい発着メロディーが必要ではない

かという意見も出た。そういうことを、実らせていくのがこの地域協議会の役割なの

ではないかと考える。これから結果が出せるように皆で頑張っていく。 

【吉田実委員】 

  安心安全では、前回決まっていた、危険箇所の巡回視察の日程の再調整を行った。

危険箇所として、木田の踏切、新保商店の交差点、岩木の小峯橋に入るところ。通学

路の問題で、冬季に歩道が確保できない問題の現地視察を行うための日程を決めた。 

3月6日（火）の9時から春日謙信交流館に集まり、車を分乗して9時から9時30分で木

田の踏切を視察する。その後、9時30分から10時で新保商店の歩道。10時から10時30分

で岩木の小峯橋を見る。最後に10時30分から11時で、春日小学校の南側の歩道を見る。 

  グループのメンバーの他に、都合のよい委員さんがいたら、是非参加していただけ

ればよいと思う。できれば報道から取材していただきたいので、事務局に概要を送る

ので、周知をお願いしたい。また、木田の踏切は県道だということで、県議の小山議

員や楡井議員にも声を掛けたいと思う。これが今日の話のメインであった。 

  次に、空き家問題では、市からの情報が得られていない。町内会長さんに協力して

もらい、空き家の状況把握をやっていこうということ。また、防犯パトロールによる

空き巣等の犯罪の抑止力があることを認識し、水平展開の状況のポイントを話して終
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了となった。 

【吉田会長】 

  以上で、全体会を修了する。 

次に「３その他」の「（1）次回開催日と内容について」事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・次回の協議会：4月11日（水）午後6時30分から 市民プラザ第4会議室 

 ・地域活動フォーラムの出欠について確認 

 ・地域活動支援事業事前説明会の開催と出欠、分科会による発表者について確認 

【吉田会長】 

  「（2）その他」で何かあるか。 

【田中委員】 

 ・3月25日（日）：春日商工振興会によるイベント開催のお知らせ 

【吉田会長】 

 ・会議の閉会を宣言 

 

9 問合せ先 

自治・市民環境部 自治・地域振興課 中部まちづくりセンター 

    TEL：025-526-1690（直通） 

E-mail：chubu-machi@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。 


