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                 会 議 録 

 

1 会議名 

平成 29年度 2回春日区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）H29年度 地域活動支援事業の提案状況と 

本日の作業「課題の共有と個別質問の確定」について（公開） 

（2）質問事項の整理（分科会）（公開） 

（3）質問事項の整理（全体会）（公開） 

3 開催日時 

平成 29年 5月 12日（金）午後 6時から午後 8時 35分まで 

4 開催場所 

上越市役所木田庁舎 4階 401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：安楽 大、今井 孝、太田一巳、大竹明徳（副会長）、金子隆一 

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、藤田晴子、星野 剛、松田光代、吉田幸造（会長） 

吉田 実、鷲澤和省 （欠席 2人） 

・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） 

【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 
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【吉田会長】 

・会議録の確認：新野委員に依頼 

 「（1）H29年度地域活動支援事業の提案状況と本日の作業『課題の共有と個別質問

の確定』について」事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・提案書により説明 

【吉田会長】 

  今の説明に質疑を求める。 

 （「なし」の声） 

  以上で議題の（1）を終了する。 

  続いて「（2）質問事項の整理」に入る。事前に配布してある参考資料「質問票」の

質問内容を班ごとに分かれて、1事業あたり質問を5つに絞る作業をしていただく。 

  また、とりまとめの際には、類似した質問の整理は可能だが、新たに波及した質問

が発生しないように注意いただきたい。それでは、各班で進行役と発表者、記録役を

決め、審議を始めるようお願いする。 

【吉田実委員】 

  発表者の仕事だが、参考資料「質問票」をいただいてあるが、そのまま採用ならば

そのままでよく、変更の際は書き加える程度でよいのか。 

【野口係長】 

  とりまとめについては、各机に原稿用紙が置いてあるので、それに記入していただ

き確定していただきたい。 

 ― 各班に分かれて審議（75分間） ― 

 【吉田会長】 

   会議を再開する。「（3）質問事項の整理（全体会）」に入る。ここからの議事進行は

大竹副会長にお願いするがよいか。 

  （「よし」の声） 

【大竹副会長】 

  各班の質問事項を発表願う。まずはＡ班からお願いする。 

【太田委員】 

  「春-1：小学生の音楽による地域の絆づくり事業」の質問は4つにまとめた。1つ目



 3 

は「事業資金額を支援事業からの購入となっていますが、他の資金からの充当はでき

ないでしょうか。できない理由があれば教えてください。」2つ目は「楽器購入を一括

購入しなければならない理由を教えてください。分割購入が可能な場合は、何年くら

いで考えておられますか。」3つ目は「今後の楽器整備計画を教えてください。」4つ目

は「古い楽器の取扱いを教えてください。」 

次に「春-2：高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流事業」は2つにまと

めた。1つ目は「町内会との支出を含めた連携は取れていますか。具体的に教えてくだ

さい。」2つ目は「謝礼の減額を含め、見直しできませんか。」 

次に「春-3：春日野いきいきサロン事業」は2つにまとめた。1つ目は「特定町内の

高齢者福祉の補助申請であり、受益者負担での参加は考えていますか。」2つ目は 

「春-2：いきいき春日野と統合はできますか。」 

  「春-4：木田新田町内活性化事業」は1つにまとめた。「町内行事の賑わいの創出にな

ると思いますが、町内会での購入、助成は考えられませんか。できなければ、その理由

を教えてください。」 

次に「春-5：春日山城跡松林の保存等支援事業」は1つにまとめた。「今後の植樹計画

について教えてください。」 

次に「春-6：中門前3丁目助っ人隊高齢者・障害者等の災害支援活動事業」は2つにま

とめた。1つ目は「行政的に1つの町内会で昨年度、既に当事業から災害備品を購入され

ていますが、必要性を教えてください。」2つ目は「今後の継続した活動計画について教

えてください。」 

次に「春-7：未来のバレーボール選手の育成及び青少年健全育成事業」は3つにまとめ

た。1つ目は「ユニフォームの個人負担での購入はできませんか。」2つ目は「資格取得に

ついては個人的なものとして個人負担はできませんか。」3つ目は「トレーニング用具、

予備費について具体的に教えてください。」 

 以上で終わる。 

【大竹副会長】 

質問事項の復活提案がある委員は、挙手の上、その質問内容と復活させるべき理由を

発言願う。 

 （発言なし） 

 発言はないが、これでよいか。 
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 （「よし」の声） 

 次にＢ班からお願いする。 

【橋本委員】 

「春-8：春日区の交通安全のための交通安全促進活動並びに交差点関連路面標示修繕

事業」は3つにまとめた。1つ目は「交通安全協会費を任意徴収し、同様の修繕活動等を

やり、財政的にも余裕があるように見聞きしますが、支援事業費を希望するのはなぜで

しょうか。」2つ目は「路面標示修繕（区画線設置）は、上越市の道路課または県公安委

員会からの委託なのでしょうか。自主的判断で町内点検結果でおこなっているのでしょ

うか。」3つ目は「工事内訳書に書かれている箇所は行政では実施しない箇所であると決

まっているところですか。」 

「春-9：安全に安心して暮らせるまちづくり事業（防犯パトロール実施事業）」は4つ

にまとめた。1つ目は「帽子はどうしても今年度、全員分（400個）調達することが必要

ですか。」2つ目は「のぼり旗は昨年度も補助金で購入されていると思いますが、材質を

改善して、長期活用の検討はできないのでしょうか。」3つ目は「備品管理はどのように

行われていますか。破損数量または交換した数量などの把握はできていますか。」4つ目

は「各ブロックに実際に参加している人数を教えてください。（平成28年度の実績等）」 

「春-10：高齢者の生きがいづくりと地域交流事業」は3つにまとめた。1つ目は「送迎

はなぜタクシー利用なのでしょうか。ホテルの送迎バスで対応できませんか。」2つ目は

「3回ある歌声列車の各回での参加者が支払う参加費（食事代、入浴代を除く）を教えて

ください。」3つ目は「写真代等は個人負担での対応はできませんか。」 

「春-11：大学前仲間づくりと生きがいづくり交流サロン事業」は3つにまとめた。1つ

目は「町内会単位の事業なので、町内会計からの補助はありませんか。」2つ目は「休憩

と送迎バス代にかかるそれぞれの費用について、詳しく教えてください。」3つ目は「写

真代6,000円の具体的な内訳（使いみち）を教えてください。」 

「春-12：『プレハブトイレへの壁画制作』春日山駅前の美化事業」は1つにまとめた。

「指導教員へ謝礼なしで指導していただけるように理解を求めることはできませんか。」 

「春-13：春日山城跡監物堀（総構部分）遊歩道整備等の事業」は1つにまとめた。「一

部事業を次年度回しにできますか。」 

「春-14：春日山モルツミニバスケットボールクラブ事業」は3つにまとめた。1つ目は

「事業の収支計画以外の別会計で個人負担の支出があれば教えてください。」2つ目は「会
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費等徴収されている場合、その使用内容を教えてください。」3つ目は「市外遠征費がか

なり増加しているが、その理由は何ですか。」 

以上で終わる。 

【大竹副会長】 

質問事項の復活提案がある委員は、挙手の上、その質問内容と復活させるべき理由を

発言願う。 

【田沢委員】 

「春-13」だが、何のために後回しにするのかを表記したほうがよいと思う。減額なの

か何なのか、班でどのような話だったのか。 

【橋本委員】 

敢えてこちらから指摘しないという話し合い結果だった。 

【田沢委員】 

そういうことだと、できるかできないという答えで終わると思うので、何か付け加え

たほうがよいのではないか。 

【大竹副会長】 

田沢委員ならば、そのような文言を付けるのか。 

【田沢委員】 

その班で何を話されたかによって違ってくると思うが、ここでは、事業内容は認める

が、費用が多いので分割を考えてこのような質問になっているのか。 

【橋本委員】 

高額な事業なので、費用が大きいという話は出た。 

【大竹副会長】 

この意見に対して、「費用」という言葉を含めて、復活提案にさせていただきたいが、

それでよいか。 

（「はい」の声）  

他に復活提案はあるか。 

【今井委員】 

「春-8」の2つ目だが、「道路課または県の委託なのかまたは自主的判断なのか」とい

うのは昨年度も出てきて、野澤委員が分かっていらして返答いただいた記憶がある。削

るということを前提にしていないが、その辺は議論されたのか教えていただきたい。 
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【橋本委員】 

特に議論はなかった。 

【鷲澤委員】 

「春-13」について、私は2つ質問を出してある。現地視察に行った方の意見にもあっ

たが、春日保育園裏から埋蔵文化財センター裏のチップ舗装道路は非常に荒れていて、

管理や保存状態がなっていないと聞いた。今後、採択した場合に保存や活用をどのよう

に考えているのかお聞きしたい。 

また、国の史跡関連なので本来は国や公的予算でやるべきではないのか、私はお聞き

したいと思うのだが、Ｂ班ではどのような話合いが行われたのか知りたい。 

【橋本委員】 

Ｂ班では、鷲澤委員の出された①の過年度の当補助事業に関する評価云々という質問

に関しては、今回の提案事業に直接かかるものではないので、ここでの質問としては不

適だということで整理した。今の話を伺って「今回の提案事業の保存と活用についてど

のようにお考えでしょうか。」というような内容で、皆さんで諮って必要となれば追加し

てもよいとは思う。 

②に関しては「事前説明会の際に『このような事業は、国などの財源により整備すべ

きだ』という参加者からの発言について、どのように捉えられているか。」ということに

ついては、今回の事業に直接かかわらないものなので、Ｂ班としては質問として出すの

はふさわしくないと判断した。この場で議論していただき、必要となれば、それはそれ

でよい。 

【大竹副会長】 

提案に対しての質問であり、過去の事業や発言に対しての質問ではないので、「今回」

という言葉を付け加えて「…保存活用をどのように考えているのか」という質問にする

か。皆さん、付け加えるということでよいか。 

【橋本委員】 

文言を付け加えるということは、2つ目の質問になるのか。 

【大竹副会長】 

そうである。2つ目の質問である。それでよいか。 

（「よし」の声） 

それではＣ班に発表を願いする。 
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【吉田実委員】 

「春-15：御館リバーサイド環境美化事業」は1つにまとめた。「花壇整備に係る管理指

導料について、いつ・誰が・何をしてくれるのですか。具体的に教えてください。」 

「春-16：上杉謙信公から学ぶこどもの健全育成事業」は5つにまとめた。1つ目は「試

着体験と甲冑の保管、管理方法はどのように計画していますか。」2つ目は「他の団体（一

義会等）と連携し、有効活用は可能ですか。」3つ目は「甲冑について相見積りは可能で

すか。」4つ目は「最終的予算、全体最終計画、今後の予定はどのように計画しています

か。」5つ目は「謙信公の家訓をお子さんたちが親しめるよう、どのような工夫を行いま

すか。」 

「春-17：『コミュニティガーデン』整備活用事業」は5つにまとめた。1つ目は「土地

は無償で借りられないでしょうか。」2つ目は「参加賞はどのような主旨ですか。」3つ目

は「草刈り等は自分たちの活動としてできないですか。」4つ目は「講師の謝礼について、

工夫できないでしょうか。」5つ目は「自己負担金からの支出はできないでしょうか。」 

「春-18：春日野デュークス幼年野球活動事業」は2つにまとめた。1つ目は「自己負担

金の支出はありますか。」2つ目は「個人所有物とクラブ所有物の区別を教えてください。」 

「春-19：中門前2丁目自主防災サポーターズ事業」は1つにまとめた。「中門前は行政

区的に1つの町内会であり、既に防災備品は完備していると思いますが、なぜ必要なので

すか。」 

「春-20：にぎわいのあるまちづくり（春日地区の歴史文化に触れ合う）事業」は4つ

にまとめた。1つ目は「パフォーマーの採用について、知恵と工夫で改善できないでしょ

うか。」2つ目は「集客方法、実施時期、場所について改善できないでしょうか。」3つ目

は「老若男女を問わず、不特定多数の方々に来場していただくためのイベントにするた

めに、どのようなことに留意して、どのような広告活動をなさいますか。」4つ目は「春

日山の観光や地域の活性化については寄与していますか。」 

【大竹副会長】 

Ｃ班の質問事項に復活提案がある委員は、挙手のうえ、その質問内容と復活させるべ

き理由を発言願う。 

（発言なし） 

これですべての班からの集約が完了した。議事進行を会長と交代する。 

【野口係長】 
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今ほど皆さんから決めていただいた質問事項について確認させていただきたい。皆さ

んからの質問で「○○についてできないのでしょうか。」という言い回しが多いのだが、

「できません。」と答えられたら、それで答えが終わってしまう。「できないのでしょう

か。できない理由があれば教えてください。」と、言い回しを統一させていただければ具

体的に深いところまで確認できるかと思うので、事務局で整理させていただいてよいか

を諮っていただきたい。 

また、「春-14：③市街遠征費がかなり増加している」とあるが、具体的にどこの部分

が増加しているのかというところを、聞いたほうがよいのかなと思ったので、これも追

加してよいか。 

【吉田会長】 

事務局からの提案があったが、皆さんどうか。 

【今井委員】 

事務局でうまくまとめていただいてよいと思う。 

春-14の③は、何と比べて増加していると議論していたのか教えていただきたい。 

【鷲澤委員】 

私が質問したのだが、前年度も遠征費等の申請をしているのだが、金額がかなり増加

しているので、その理由は何かということだ。他のチームの遠征費もあるので、公平性

を図っていくために理由を聞きたい。 

【今井委員】 

増える・減るは、比較相手が必要なので、「前年度」と比較してということで理解した。 

【野口係長】 

春-2の「町内会との支出を含めた連携は取れているか」との質問は、具体的に何との

連携を求めているのかが分からなかったので、教えていただきたい。 

【今井委員】 

同じような重複した質問が多く、町内会からお金は出せませんかというニュアンスの

質問が多かった。既存の質問を流用するなかで、「連携」という言葉を使った。連携だけ

だと何か分からないとなったので、話の中では「人的、金銭的」という言葉もでたのだ

が、ここでは「お金」に絞ってしようということで「支出を含めた」というかたちにし

た。もっと具体的に言えば、「町内会からお金出せないのか」ということなので、もっと

良い文言があればよいと思う。 
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【野口係長】 

質問者には紙ベースでいくので、なるべく行間を読むような感じは難しいのかなと思

う。 

【今井委員】 

支出をもう少し具体的にして、「町内会からの補助等支出も加えた」にした方がよいか。 

【大竹副会長】 

私もＡ班だったが、町内会からの補助が主目的だった。その辺を考慮して事務局で言

い回しを考えてもらってよい。 

【野口係長】 

その辺の微調整は、我々にすべてを一任させてもらってよいか。 

（「よし」の声） 

【野澤委員】 

プレゼンテーションに関する質問だが、プレゼンテーションの持ち時間と個人質問は5

分ずつになっているが、質問が1つの場合には時間が余るので、プレゼンテーションの時

間を延ばしてもよいのか。 

【野口係長】 

提案団体には昨日プレゼンテーションについて、5月12日付けで日程を案内させていた

だいた。その中で、「個別質問事項を回答して余った時間があれば、プレゼンテーション

に時間をまわしてよい」と書かせていただいた。理由として、団体の持ち時間の10分を

消化していただかないと、後の団体の時間がどんどん狂ってしまうからだ。 

【野澤委員】 

質問が2分で終わる場合は、プレゼンテーションは8分間行ってよいということでよい

か。 

【野口係長】 

そのとおりだ。 

【吉田会長】 

事務局に日程等の確認説明を求める。 

【野口係長】 

・次回の協議会：5月25日（木）午後6時から 市役所木田庁舎 401会議室 

【吉田会長】 
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何か質問等はあるか。 

【大竹副会長】 

プレゼンテーションのプロジェクターやパソコンは事務局で用意いただけるのか。 

【野口係長】 

準備する予定である。 

【星野委員】 

プレゼンテーションのときは、一般の方の傍聴は可能なのか。 

【野口係長】 

基本的に会議は公開で行っているので、傍聴として入っていただける。またプレゼン

テーションに参加される方も、自分の発表が終わったあとも、継続して聞いていただけ

ることはできるという内容をすでに通知させていただいている。 

【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：025-526-5111（内線 1449、1547） 

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。 


