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会 議 録 

１ 会議名 

平成３０年度第１回八千浦区地域協議会 

２ 議題 

  【協議事項】 

    平成３０年度地域活動支援事業について（公開） 

    ①提案者による提案説明、質疑応答 

    ②委員協議・採決 

    ③追加募集の実施について 

３ 開催日時 

平成３０年５月２９日（火）午後６時３０分から午後７時４５分 

４ 開催場所 

八千浦交流館はまぐみ 多目的室 

５ 傍聴人の数 

０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） 

・委 員： 仲田紀夫（会長）、笠原武、笠原幸博、坂口晃義、坂詰喜範、 

関川信之、丸山光雄、栁澤 篤、渡辺孝三郎、渡邉修一（欠席２名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：滝澤センター長、小池係長、千田主任 

８ 発言の内容 

【滝澤センター長】 

・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 

【仲田会長】 

・挨拶 

・会議録の確認：栁澤委員、渡辺孝三郎委員に依頼 

 議題【協議事項】平成３０年度地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 
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【千田主任】 

 ・資料「平成３０年度 八千浦区 地域活動支援事業提案書 受付一覧（担当課所見あ

り）」に基づき説明 

 ・本日の進め方について説明 

【仲田会長】 

これより、提案団体から説明を受ける。 

最初に「№２ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」について、提

案者へ補足説明を求める。 

【提案№２ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はあるか。 

【関川信之委員】 

  今回スピードガンの購入を予定されているが、どういう目的で購入されるのか。 

【提案№２ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業提案者】 

  まずは、監督や一部選手から購入したいという声が出たということ。そして、今まで

投げる速度を計ったことがないため、年に何回か計測し、速度のデータを作って今後に

活かしていきたいと思い提案させていただいた。 

【栁澤委員】 

  私も幼年野球にスピードガンが馴染むのかが疑問に思っている。 

【仲田会長】 

  それでは委員協議の際に、また話し合いをしたいと思う。 

【坂詰委員】 

  上越市学童野球連盟に加入しているチームでスピードガンを所有しているチームは何

チームくらいあるのか。分かる範囲で教えていただきたい。 

【提案№２ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業提案者】 

  上越市に３５チームくらいあるが、把握しているのは１チームである。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等がないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 
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  次に「№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業」につ

いて、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 

【坂詰委員】 

  今回、３区に申請されていると思うが、他区が採択されず、八千浦区だけが採択にな

った場合はどうするのか。 

【提案№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

  採択されなかった分を会費で負担していこうと思っており、チームの知名度を上げる

ためにも多少の自己負担はやむを得ないと思っている。 

【坂詰委員】 

  提案額は人数で按分していると思うが、「もりもりクリニック代」だけ按分されていな

いのは何故か。 

【提案№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

  北部まちづくりセンターと相談した結果、八千浦区に申請させていただいた。 

【坂詰委員】 

  承知した。 

【関川信之委員】 

  お願いだが、チーム内の八千浦区の人数が少なくなっている。もっと入会していただ

けるようにＰＲをお願いしたい。 

【提案№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№４ 八千浦地区安全・安心な地域づくり事業」について、提案者へ補足説明

を求める。 

【提案№４ 八千浦地区安全・安心な地域づくり事業提案者】 
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 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№６ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第９回八千浦地区海まつり』」につ

いて、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№６ 八千浦地区活性化・青少年育成事業「第９回八千浦地区海まつり」提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はなく終了とする。 

  次に「№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」について、提案者へ補足説明を求

める。 

【提案№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  私から１点質問したい。 

  中学校の吹奏楽部についてだが、平成２９年度に参加したコンクール等で一番良い成

績を残したのはどのコンクールか。 

【提案№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 

  地区の吹奏楽コンクールで金賞をいただき、県大会へ出場した。今年度も一所懸命練

習している。 

【坂詰委員】 

  今年度の演奏スケジュールが提案書に記載されているが、そこに「八千浦地区内の福

祉施設訪問」とある。訪問して発表する日にち等が決まったら地域内にＰＲされるのか。 

【提案№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 

  開催する前にＰＲ等をすることは考えていない。開催後に当日の様子等はたより等で

お知らせさせていただく予定である。 

【坂詰委員】 

  できれば、地域内の交流のためにも開催前にＰＲしていただきたい。 

【提案№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 
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  計画を立てる際に考慮していきたいと思う。 

【栁澤委員】 

  部員の人数は増えたか。 

【提案№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 

  １年生も何人か入ってくれたが、それでも２０名弱である。だが、一人ひとりが頑張

り良い演奏を披露してくれている。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№１ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業」について、提案者へ補足説明を

求める。 

【提案№１ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№７ 西ヶ窪浜少年消防隊育成会事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№７ 西ヶ窪浜少年消防隊育成会事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№８ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№８ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【丸山委員】 

  例年佐渡へ行っているが、今年、行き先を変えた理由は何か。 

【提案№８ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

  今年はスケジュール的に難しく妙高にさせていただいた。 

【仲田会長】 
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  ほかに質問等はないので終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№５ やちほ文化展はまぐみ市事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№５ やちほ文化展はまぐみ市事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はないので終了とする。 

  次に「№１１ 地域の魅力発信事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№１１ 地域の魅力発信事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等がないため終了とする。 

  次に「№１０ ニュースポーツを通じた交流促進・健康増進事業」について、提案者

へ補足説明を求める。 

【提案№１０ ニュースポーツを通じた交流促進・健康増進事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はないので終了とする。 

  それでは、これから委員協議に入る。 

  提案額が配分額を超えているため、まず各事業について提案内容を協議し採否を決め、

その結果に基づき採択額を協議・決定していきたいと思うがよろしいか。 

  （異議なし） 

  それでは、提案順に協議していく。 

【滝澤センター長】 

  委員協議の前に、昨年度に協議していただいた申し合わせ事項について確認させてい

ただく。 

  旅費については１人１万５，０００円以内と決めていただいたが、今回の提案は全て

補助希望額は１万５，０００円以内となっている。その中で「№１ 下荒浜消防部少年

消防隊夏季研修事業」と「№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健

全育成事業」については旅費が１万５，０００円以上となっていたが、超えた分は自己
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負担としていただいている。 

  そして、先ほど委員から質問が出ていた「№３ バスケットボールを通じての地域活

性及び青少年の健全育成事業」の「もりもりクリニック代」についてだが、申し合わせ

事項では、団体や構成員への支援を目的とした事業については各区へ按分して申請する

となっているが、「もりもりクリニック」については、ほかのチームを八千浦区内に呼び

イベントを行いたいということ、八千浦区の新入部員を増やす取組でもあるため、八千

浦区だけに提案させていただいた。 

【仲田会長】 

  では、事務局からの説明を踏まえて協議を行っていく。 

  最初に「№１ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業」についてはどうか。 

【坂詰委員】 

  事業自体は良いことだと思うが、「夏期研修」ということで実施していると思うので訓

練内容を充実したものにしていただきたい。 

【仲田会長】 

  ほかに意見等はないので、当事業について、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№２ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」についてはどう

か。 

【関川信之委員】 

  スピードガンについてだが、使う頻度も少なく、備品であればレンタルで対応できる

と思うのでスピードガンは省くべきだと思っている。 

【坂詰委員】 

  ボールも計上されているが、これは自主財源で購入すべきなのではないか。 

【仲田会長】 

  先ほど、関川信之委員からスピードガンを除いて採択したいという意見が出たが、ス

ピードガンを除いて採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  それでは、スピードガンを除いた上で採択とする。 

  次に「№３ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業」につ
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いてはどうか。 

【坂詰委員】 

  もりもりクリニックについては本来の活動から離れたレクリエーションだと思う。そ

こまで支援することはないと思っている。私はもりもりクリニックを除けば採択したい

と思う。 

【仲田会長】 

  坂詰委員からの意見についてはどうか。 

【坂口委員】 

  団体の構成員を見ると、ほとんどが八千浦区以外の方々で構成されている。もりもり

クリニックもそうだが、八千浦区の構成員が３人しかいない中で八千浦区として希望額

を満額採択することに疑問を感じている。 

【仲田会長】 

  事業全体としては４６万６，０００円となっているが、人数で按分して八千浦区の金

額が１２万９，０００円となっている。そこは理解していただきたい。 

【坂口委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  ほかに意見等がないので、もりもりクリニック代を除いて採択することに賛成の方の

挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、もりもりクリニック代を除いて採択とする。 

  次に「№４ 八千浦地区安全・安心な地域づくり事業」について、意見等がないため、

当事業について、賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  現段階では、「スピードガン」と「もりもりクリニック」を除くと、まだ配分額を３２

万８，０００円上回っている。 

  今回、提案額が配分額を上回っていたため、事前に補助希望額が高額の提案者に対し、

事務局から提案額の調整が可能か確認していただいたので、その結果について事務局か

ら説明をお願いしたい。 
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【滝澤センター長】 

 ・提案者との協議結果について説明 

【仲田会長】 

  それでは、事務局の説明を踏まえ再度、採択審議を行っていきたい。 

  「№５ やちほ文化展はまぐみ市事業」についてだが、提案者との再協議のとおりに

すると１９万１，３５２円が減額され、補助額は６１万９，０００円となる。これにつ

いてはどうか。 

  （意見なし） 

  では、減額して採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、減額して採択とする。 

  次に「№６ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第９回八千浦地区海まつり』」につ

いてだが、事務局との再協議の結果からすると７万８２０円が減額され、補助額は１０

９万円になる。これについてはどうか。 

  （意見なし） 

  では、減額して採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、減額して採択とする。 

  次に「№７ 西ヶ窪浜少年消防隊育成会事業」についてはどうか。 

  （意見なし） 

  では、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№８ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業」についてはどうか。 

  （意見なし） 

  では、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№９ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」についてだが、提案者との再協議

の結果からすると６万４，５００円を減額し、補助額は９０万１，０００円になる。こ
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れについてはどうか。 

【坂詰委員】 

  ヒアリングの際も意見を言わせていただいたが、発表の機会を増やしていただき、広

くＰＲしていただきたい。 

【仲田会長】 

  事務局から提案者へ要望として伝えていただきたい。 

【坂口委員】 

  バスドラムスタンドの金額分を減額するということだが、スタンドがなくても支障は

ないのか。 

【滝澤センター長】 

  楽器は補助金を活用させていただきたいが、スタンドは団体で話し合いを行い、再検

討することも可能ということだった。 

【仲田会長】 

  では、減額して採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、減額して採択とする。 

  次に「№１０ ニュースポーツを通じた交流促進・健康増進事業」についてはどうか。 

  （意見なし） 

  では、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№１１ 地域の魅力発信事業」についてはどうか。 

では、採択に賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  協議の結果を踏まえ、採択額について事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  協議の結果、採択額は５６０万円となり、残額はなしとなったので平成３０年度地域

活動支援事業の審査は終了とさせていただく。 

【仲田会長】 
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  次に「その他」について再度事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  次回の協議会についてだが、現在、諮問等の案件は入っていない。議題等が入り次第、

会長、副会長と相談の上、皆さんへ報告させていただく。 

【仲田会長】 

 ・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 北部まちづくりセンター 

    TEL：025-531-1337 

E-mail：hokubu-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。 
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