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 会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成２９年度第８回三和区地域協議会 

 

２ 報告事項（公開） 

  ○多能浄水場の廃止計画について 

３ 協議事項（公開） 

⑴ 平成 29年度地域活動支援事業活動報告会について 

⑵ 平成 30年度地域活動支援事業募集要項について 

⑶ その他（公開） 

   ・さんわ祭り実行委員会準備委員の選出について 

   ・地域活動フォーラムについて 

   ・2018年 100キロマラソンの三和区部会委員の選出について 

４ 開催日時 

  平成３０年２月２７日（火）午後６時３０分から午後７時３６分まで 

５ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 多目的ホール 

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、小林則子、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 

（14人中 12人出席）  

・事務局：ガス水道局浄水センター：市橋センター長、川口副センター長、水沢係長 

施設整備課：石塚副課長、城川係長 

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） 
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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 晃委員に依頼。 

  

【松井 孝会長】 

  報告事項に入る。「多能浄水場の廃止計画について」だが、事務局から説明をお願い

する。 

【山岸次長】 

職員紹介：ガス水道局浄水センター：市橋センター長、川口副センター長 

施設整備課：石塚副課長、城川係長  

【市橋センター長】 

  冒頭あいさつ 

【川口副センター長】 

  資料№1「多能浄水場の廃止計画について」により説明。 

  ・多能ダムの平成 32年度以降耐震改修工事内容の説明 

  ・三和区への水運用について 

  ・浄水場の廃止に伴う影響や課題の抽出と協議について 

【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし 

たい。 

【田辺委員】 

水利権等があると思うが、その対応はいかがか 

【川口副センター長】 
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旧上杉土地改良区との間に、当時の三和村が 2,000万円を支出し取得した。 

【石塚副課長】 

土地改良区と用水組合から、取水廃止について了解をいただいている。両者との間に

ある取水契約などについては、今後協議する。 

【田辺委員】 

長い歴史がある案件であり、問題のないよう対応してほしい。 

【石塚副課長】 

今までの経緯をお聞きしており、誠意をもって対応する。 

【松井 孝会長】 

配水区域の変更について、今後、用水に関係する町内で説明すると聞いたが、配水区

域が変わる町内でも説明会をお願いしたい。 

【石塚副課長】 

用水に関係する町内へは、各町内総会で用水組合の管理委員が説明し了解をいただい  

ており、市は説明を予定していない。配水区域が変わる皆さんへは、総合事務所と相談

し回覧や区だよりでお知らせを予定している。隣接の浦川原区飯室浄水場廃止では、回

覧によりお知らせしたので、当地でも同じように対応させていただきたい。 

（意見なし） 

【松井 孝会長】 

取水を継続した場合の市負担金 2億 3千万円は、三和区の料金で負担するのか。 

【石塚副課長】 

取水を継続した場合は、ガス水道局会計全体で負担する。 

【髙橋委員】 

浄水場付近は山菜取りで入る者がいる。危険な場所もあり対応を願いたい。 

【川口副センター長】 

ロープなど立ち入り禁止の措置をするなど、総合事務所と連携し対応する。 

【松井 孝会長】 

  他に意見、質問があるか。 

  （なし） 

意見、質問がないので、報告事項の「多能浄水場の廃止計画について」はこれで終了 

する。 
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  次に協議事項に入る。最初に（1）「平成 29 年度地域活動支援事業活動報告会につい

て」事務局から説明をお願いする。 

【山岸次長】 

  資料№2「平成 29年度地域活動支援事業活動報告会資料」により説明。 

  ・地域活動支援事業の実施概要について 

  ・実施団体の発表（取組状況、成果、課題等）について 

  ・平成 30年度地域活動支援事業について 

  ・その他（地域活動支援事業に対する要望） 

【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし 

たい。 

  確認だが、発表プログラムでは各団体の所要時間は７分間だが、持ち時間をオーバー 

した時に、終了合図をするのか・ 

【山岸次長】 

 持ち時間終了の合図をお知らせする。 

【田辺委員】 

  持ち時間には質問時間が含まれているのか。 

【山岸次長】 

  質問時間は 2分間である。 

【髙橋委員】 

  質問は委員と一般参加者ができるのか。 

【山岸次長】 

  そのとおりと思っている。 

【松井隆夫委員】 

  質問と回答時間で、2分間は無理があるのではないか。 

【佐藤所長】 

  委員の皆さんからは地域活動支援事業アフターフォローで担当ごとに結果を審査さ

れているので、質問は一般の方や出席団体の方たちを優先してもらいたい。 

【松井 孝会長】 

  質問は一般の方や出席団体の方たちを優先とし、その方たちの質問がなければ委員が 
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質問することで意見統一したいがよいか。 

 （了承した。） 

【丸山委員】 

  私が担当する事業が完了していないので、アフターフォロー日を決定できない。年度 

末となり、日程調整に無理がないようにしてもらいたい。 

【保坂班長】 

  アフターフォロー未実施は 3事業 2団体だが、2事業については 2月 28日が事業完 

了予定日である。事業完了後すみやかに実績報告書を提出されるよう依頼してある。 

3月 15日開催の報告会までにアフターフォローが完了すれば資料に掲載したい。 

 また、1事業 1団体については事業完了日が 3月末日なので、年度末開催の地域協議 

会にはアフターフォローの報告ができない。ただし、アフターフォローは三和区地域協 

議会の独自の制度なので、3月末日までに事業が完了していれば問題はない。 

【松井 孝会長】 

  その他に意見、質問はあるか。 

  （なし） 

  それでは（1）「平成 29年度地域活動支援事業活動報告会」は終了する。 

  次に（2）「平成 30年度地域活動支援事業募集要項について」事務局の説明をお願い 

する。 

【山岸次長】 

  資料№3「上越市地域活動支援事業平成 30年度実施分募集要項」により説明。 

  ・募集期間…4月 2日（月）から 4月 20日（金）まで 

  ・実施方法、支援内容について 

  ・補助金額…三和区の予算（配分額）610万円 

  ・応募方法、提案事業の審査と決定について 

  ・事業の紹介・公表について 

  ＊募集要項チラシは 4月 1日の町内会長連絡便で、全戸配布依頼をする予定。 

【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし 

たい。 

 （意見、質問なし） 
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  意見、質問がないので、（2）「平成 30年度地域活動支援事業募集要項について」はこ 

れで終了する。 

  次に（3）その他「さんわ祭り実行委員会準備委員の選出について」に、さんわ祭り 

実行委員の宮沢委員から説明をお願いする。 

【宮沢委員】 

  第 1回さんわ祭り実行委員会に出席したので報告をする。 

  実行委員会開催時配付資料により説明。 

  ・まつり開催日…平成 30年 8月 5日（日） 

  ・委員からさんわ祭り準備委員 2名の選出依頼。 

【松井 孝会長】 

  準備委員 2名の選出について、委員の同意があれば選出したいがよいか。 

  （異議なし） 

  さんわ祭り準備委員に立候補する委員がいるか。 

【髙橋委員】 

  会長から指名してもらいたい。 

  （異議なし） 

【松井 孝会長】 

  それでは、星野委員と江口晃委員にお願いしたいがよいか。 

 （異議なし） 

【星野委員・江口晃委員】 

  了解した。 

【松井 孝会長】 

  これで「さんわ祭り実行委員会準備委員の選出について」は終了する。 

  次に「地域活動フォーラムについて」を事務局から説明をお願いする。 

【保坂班長】 

  最初に、3月 4日開催の地域活動フォーラムに 7名の委員から申込みがあったが、参 

加される委員には当日の行動連絡メモをお手元にお配りしたので、ご確認をお願いした 

い。 

 ・開催日…3月 4日（日） 

・マイクロバス利用者…集合：12時 50分 総合事務所 
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           出発：13時 00分  

  次に三和区総合事務所から 2018年 100キロマラソン三和区部会委員として地域協議 

会委員から 1名を 3月末日までに推薦願いたい旨依頼があったので、部会委員の選出を 

お願いしたい。 

 ・開催日…10月 7日（日） 

 ・部会委員 1名選出依頼。 

【松井 孝会長】 

  地域活動フォーラムに参加される委員は、事務局の説明のとおりお願いする。 

  次に、100キロマラソン三和区部会委員に立候補する委員がいるか。 

  （立候補者なし） 

  それでは、私から飯田委員にお願いしたいがよいか。 

  （異議なし） 

【飯田委員】 

  了解した。 

【保坂班長】 

  それでは、事務局から三和区総合事務所へ三和区部会委員名を報告しておく。 

【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】 

  次回については、自主的審議事項の進捗との関連もあるが、3 月末の 26 日あるいは

28日の開催を考えているので、ご協議をお願いする。 

【松井 孝会長】 

  委員で希望する開催日がなければ、28 日水曜日 18 時 30 分からの開催としたいがよ

いか。 

  （異議なし） 

それでは、（3）「その他」を終了する。 

【金井副会長】 

  それでは、平成 29年度第 8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） 
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   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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