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                 会 議 録 

 

１ 会議名 

平成 30年度第 2回津有区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ○地域活動支援事業について（公開） 

  ・津有区の提案状況について 

  ・提案事業に関する概要及びヒアリング 

３ 開催日時 

平成 30年 5月 24日（木）午後 6時から午後 7時 45分まで 

４ 開催場所 

ファームセンター 1階 農事研修室 

５ 傍聴人の数 

1人 

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：江平幸雄、太田政雄、塩坪貞雄（副会長）、清水昇一、中嶋博、古川昭作、

保坂和彦、丸山常夫、山菅節子、吉﨑則夫（会長）、渡部稔 （欠席 3人） 

・事務局：中部まちづくりセンター 本間センター長、野口係長、田中主事 

８ 発言の内容（要旨）  

【田中主事】 

 ・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 

【吉﨑会長】 

 ・挨拶 

【田中主事】 

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

こととなっているが、会長が遅れて出席するため、副会長に議長をお願いする。 



 2 

 【塩坪副会長】 

  ・会議録の確認者：丸山委員 

   3議題（1）「津有区の提案状況について」事務局に説明を求める。 

【田中主事】 

 ・提案書、資料1、資料2により説明 

  会長が到着されたので、会長に議長をお願いする。 

 【吉﨑会長】 

それでは、議題（2）「提案事業に関する概要説明及びヒアリング」を行う。今回提

案された 8 件の事業について、委員の認識をより深めるとともに、疑問点等を解消す

るため、提案者から事業概要について説明をいただいた後、質疑応答を行う。時間配

分については、1件あたりの説明時間は事務局からの概要説明が 1分、提案者からの事

業説明が 3分、質疑 5分、移動 1分の合計 10分で行う。それぞれ終了の 1分前に事務

局からベルでお知らせするので、ご協力をお願いする。 

また、ここからの進行は事務局に一任する。 

【田中主事】 

 ・「津-1 健康体操による津有地区健康増進事業」の事業概要を説明 

【津-1提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-1」について質疑を求める。 

 【塩坪副会長】 

   1回あたりの参加者を教えてほしい。 

 【津-1提案者】 

   8人から9人程度である。 

 【中嶋委員】 

   津有区以外の参加者もいるが、地域活動支援事業費補助金を他の自治区へ申請して

いるのか。 

【津-1提案者】 

  していない。 

【江平委員】 
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  活動が広まっていくと、他地区の参加者が増えるのでないか。 

【津-1提案者】 

  まずは、津有区から活動を広めていきたいと考えている。 

 【中嶋委員】 

   減額採択もしくは不採択となった場合は、どのように活動していくか。 

 【津-1提案者】 

   開催回数の減少や会費の増額などにより、規模を縮小しながら活動していく。 

 【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

 ・「津-2 市道四辻町下池部線の防犯灯設置事業」の概要説明 

【津-2提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-2」について質疑を求める。 

【江平委員】 

  昨年度より防犯灯の設置箇所が減ったが、金額が増えている理由はなにか。 

【津-2提案者】 

  申請箇所は、電柱を新設し、防犯灯を設置するため、金額が増額している。 

【渡部委員】 

  防犯灯の設置箇所は4箇所だが、電柱を8本建てる理由を教えてほしい。 

【津-2提案者】 

  電柱の建てる間隔が法令で決まっているため、それに基づき設置を計画している。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

 ・「津-3 小中学生通学道路の安全整備事業」の概要説明 

【津-3提案者】 
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 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-3」について質疑を求める。 

【吉﨑会長】 

  昨年度も同様の事業を行ったが、効果を教えてほしい。 

【津-3提案者】 

  道路の景観が良くなり、運転者から歩道が見やすいという声を聴いている。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

 ・「津-7 上雲寺小学校児童・地域住民ふれあい事業」の概要説明 

【津-7提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-7」について質疑を求める。 

【保坂委員】 

  地域連携カレンダーの配布先を教えてほしい。 

【津-7提案者】 

  保護者会をはじめ、各公民館などに配布する。 

【保坂委員】 

  金管演奏を披露する場を教えてほしい。 

 【津-7提案者】 

   5月の運動会と2月に学校で金管演奏を披露する。 

【吉﨑会長】 

  防犯ベストは各個人に配布するのか。 

【津-7提案者】 

  そうである。 

【吉﨑会長】 

  金管楽器の年間のメンテナンス費用を教えてほしい。 



 5 

【津-7提案者】 

  10万円程度である。今回申請したものは、日々のメンテナンス以外で修繕が必要な

ものとなっている。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

  予定より早く議事が進行しており、「津-4」の提案者が会場に到着していないため、

予定を繰り上げ、「津-5」のヒアリングを実施する。 

 ・「津-5 公共花壇による高齢者の健康増進と環境保全・まちつくり事業」の概要説明 

【津-5提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-5」について質疑を求める。 

  質問がないため、以上でヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

 ・「津-4 戸野目スポーツ少年団 団員による地域スポーツ振興及び安心安全をサポー

トする青少年健全育成事業」の概要説明 

【津-4提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-4」について質疑を求める。 

【古川委員】 

  野球用具の更新の基準は耐用年数か。それとも使用感で決めているのか。 

【津-4提案者】 

  長期に渡り使用しており、色褪せも酷いため、更新をお願いしたい。また、耐用年

数は定かではないが、超えていると思う。 

【吉﨑会長】 

  昨年度の主な支出の内訳を教えてほしい。 
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【津-4提案者】 

  各種大会への登録料と選手の保険料が主なものとなる。また、必要な備品があれば

自己財源から支出している。 

【田中主事】 

  以上でヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

  予定より早く進行しており、次のヒアリングの提案者が見えていないため、午後7時

5分まで休憩とさせていただきたい。 

 （「はい」の声） 

  それでは、再開を午後7時5分とし、休憩とする。 

  ― 休憩 ― 

【田中主事】 

  時間になったので、再開する。 

 ・「津-6 津有地区地域づくり事業」の概要説明 

【津-6提案者】 

 ・事業説明 

 【田中主事】  

   「津-6」について質疑を求める。 

【吉﨑会長】 

  コピー機の使用料金は設定するのか。 

【津-6提案者】 

  見積書に記載してあるカウンター料金を基に使用料を設定する。また、津有地区全

体を網羅する組織である津有地区地域づくり協議会や町内会長協議会などが行う事業

で使用する場合は、使用料は求めない。ただし、個々の町内会が使用する場合は、使

用料を求める。 

【中嶋委員】 

  昨年度は、生活環境改善学習会の参加者が少なかったため、工夫してほしい。 

【津-6提案者】 

  電話での申し込み制限や参加レポートの実施に抵抗がある方もいた。また、開催時
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期が稲刈りの時期ということもあり、参加者が少なかった。今年度は申し込み制限を

緩和し、多くの方から参加していただけるよう計画していく。 

【田中主事】 

  以上でヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

 ・「津-8 若葉旗争奪野球大会第40回記念事業」の概要説明 

【津-8提案者】 

 ・事業説明 

【田中主事】 

  「津-8」について質疑を求める。 

【吉﨑会長】 

  第30回記念の際に作成した冊子の部数を教えてほしい。 

【津-8提案者】 

  資金の都合もあり100部作成したが、数が不足したため、今回は150部を提案させて

いただいた。 

【田中主事】 

  以上でヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【吉﨑会長】 

   以上で議題（2）「提案事業に関する概要説明及びヒアリング」を終了する。 

今ほどのヒアリングも踏まえ、採点票を5月29日（火）までに事務局へ提出をお願い

する。 

   また、採点にあたり、実際に現場を視察する必要があると思われる事業があれば、

各自で時間のあるときに現場を視察し採点の参考にしていただきたい。 

その他、次回会議の日程を確認する。 

  ・次回の会議：6月14日（木）午後6時30分から ファームセンター 

 【中嶋委員】 

   津-1について、津有区以外の自治区の方が参加しているが、事前に津有区地域協議

会として、統一した採択の基準を決めたらどうか。昨年度は、雄志中学校区青少年育
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成会議の提案で、津有区、高士区、諏訪区の3区に補助額を按分して提案していた。 

 【野口係長】 

   雄志中学校青少年育成会議の事業については、事業の実施箇所が津有区、高士区、

諏訪区の3区で実施したため、補助額を3区に按分して提案している。 

 【吉﨑会長】 

   中嶋委員の提案について、意見を求める。 

 【江平委員】 

   提案団体の規約等で会員について定めているなら話は別だが、特に定めていないよ

うなので、個人の裁量で決めてはどうか。 

 【吉﨑会長】 

   それでは、中嶋委員の提案について、採決をとる。 

   江平委員から話があったが、個人の裁量で決めることに賛同される方は挙手をお願

いする。 

   （全員挙手） 

   それでは、特に基準を設けないということで、個人の裁量で採点をお願いする。 

 【田中主事】 

 ・採点票の提出について説明 

【吉﨑会長】 

 ・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。 


