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会 議 録 

 

1 会議名 

平成 29年度第 1回諏訪区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

⑴H29年度 地域活動支援事業にかかる採択決定までのスケジュールの確認について 

（公開） 

⑵今年度のスケジュールと自主的審議について（公開） 

3 開催日時 

平成 29年 4月 28日（金） 午後 7時から午後 8時まで 

4 開催場所 

諏訪地区公民館 集会室 

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：石黒太一、内山惠悟、内山松男、川上奈津子、川上久雄（副会長）

滝沢隆行、武田輝夫、西嶋明子、星野一巳（会長）、松縄節子 

山岸 愛 （欠席 1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、会議の成立を報告 

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

めることを報告 

【星野会長】 
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   ・会議録の確認：松縄委員に依頼 

   「平成 29 年度地域活動支援事業にかかる採択決定までのスケジュールの確認に

ついて」事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・資料№1により説明 

【星野会長】 

  今の説明に質疑を求める。 

 （発言なし） 

   今日現在の提案件数が 12 件ということだが、提案件数により、パターン 1、パタ

ーン 2 にするかを決めようということで前回確認させていただいた。確定した提案

件数が 12件だとすれば、やってできないことはないが、ちょっと終了時刻が遅くな

る。しかし、スムーズに 1 回で事業採択までの一連の作業が終われば、提案者は事

業着手も早くできるし、我々も自主的審議等を早く進めることができる。パターン

1、パターン 2でそれぞれ良いところと悪いところがあると思う。 

5月 22日に行う予定のヒアリングでは、1件あたり仮に 10分でも 120分かかると

いうことになり、午後 6 時 30 分から始まれば終了は 8 時 30 分となる。そこから採

点し、事業採択までに 1 時間ほどかかると思う。ヒアリングなので質問の量により

時間短縮ができるし、調整すれば 2時間程度で終わるのではないかと思う。 

そこで、皆さんにお諮りしたいのだが、今の予定では開始時間が午後 6時 30分に

なっているが、午後 6 時に開始時刻を変更できれば午後 9 時ころに終了できると思

うので、皆さんのお仕事のご都合もあわせて確認したい。 

【川上奈津子委員】 

    私はできるが、勤めている人にはきついのかなと思うし、かえって 30 分程度の

違いなら終わりが午後 10時になっても構わないと思う。 

【星野会長】 

  午後 10時に終われればよいが。終わるように進行したい。 

【滝澤委員】 

  午後 6時からというのであれば、ぎりぎり間に合うかなと思う。 

【星野会長】 
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  他にはどうか。 

【山岸 愛委員】 

  退社の定時が午後 6時なので、30分くらい早めに上がらせてもらうこともできる

とは思うが、遅くなるということであればそちらの方でもよい。 

【星野会長】 

  ヒアリングされる提案者も、時間が早くなった場合に、その時間に来られるかど

うかということも心配しなければいけないと思う。 

【野口係長】 

  終わりの時間が午後 10 時でもよければ、午後 6 時 30 分開始でやらせてもらえれ

ばよいと思うが、皆さんいかが。 

【星野会長】 

  では、パターン 1 により、午後 6 時 30 分開始で、終わりが午後 10 時ころになっ

ても 1日で終わらせるということでよいか。 

 （「よし」の声） 

【野口係長】 

  諏訪区ではヒアリングのため、質疑応答に重きを置くこととなっている。昨年度

は最初の 5 分間で提案者からの概要説明があり、その後 5 分間で質疑応答の時間と

していた。今回、時間短縮する術としては、委員の皆さんは事前に提案書を読んで

こられているので、提案者の説明を短くするか、あるいは割愛することで時間短縮

することが可能かと思うので、協議いただきたい。 

【星野会長】 

  事前に提案書は送付されるので、事前に読んでいただければ内容については理解

できていると思う。理解できない部分については質問をするかたちで投げかけると

いうことでどうか。 

 （「よし」の声） 

  それでは、ヒアリングの実施にあたっては、質疑応答から入るかたちで進めさせ

ていただく。他に質疑意見を求める。 

【石黒委員】 

  昨年度、採点作業などを体験させてもらったが、1 年前のことなので、自分で点
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数を付けていけるのかどうかが心配だ。昨年度の提案件数は何件か。 

 【星野会長】 

昨年度は、ヒアリングと採点は日が別々で、採点は自宅で行い、後日事務局に郵

送してもらっている。 

【野口係長】 

  昨年度は 10 件の事業提案があったが、配分額よりも補助希望額が超過しており、

削る必要があったために調整に時間がかかっている。今回は補助希望額が配分額を

割る見込みなので、そこら辺は時間短縮につながる。また、採点に関してはご自宅

で仮採点していただき、ヒアリングを聞かなければ分からないものだけ空欄にして

おくという段取りが望ましいと思う。 

【星野会長】 

  事前に提案書が送られてきた時点で、自分なりに採点してみて分からないところ

をヒアリングで聴いてもらえばよいと思う。 

【滝澤委員】 

  事前の配布資料に採点票は入っているのか。 

【星野会長】 

  入っている。 

  他に質疑がなければ終わりにする。5 月 22 日の午後 6 時 30 分には全員が出席で

きるよう、都合をつけていただきたいと思う。 

  「（2）今年度のスケジュールと自主的審議について」事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・資料№2、資料№3により説明 

【星野会長】 

  今の説明に質疑等を求める。 

  6月に地域活動支援事業の「2次募集の検討？」とあるが、現在の補助希望額の見

込みからすると 30万円程度余るような話があった。昨年度も少し余ったので 2次募

集を行った。残額は有効利用できたらよいと思うので、2 次募集を行ったらどうか

と思うが、その点について意見を求める。 

【内山松男委員】 
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  2次募集したほうがよいと思う。 

【星野会長】 

  他に意見を求める。 

 （異議なしの声） 

  では、残額が発生した場合は 2 次募集を行い、配分額を有効に使い切るというこ

とで進めていく。 

  スケジュール案については、なからこのかたちでいきたいと思う。7 月に「採択

事業の検証・洗い出し」とあるが、熱が冷めないうちに、検討するということでど

うか。 

 （「よし」の声） 

  資料№2の「研修」の項目にて、7から 8月にかけて「研修内容、講師の候補、視

察等の協議」となっている。資料№3の中「3目標と今後の取組」で「移住促進の具

体化」ということがある。これについては、組織を立ち上げないとなかなか話が前

に進まないということで、メンバーの募集をしていきたいと思う。 

また、長野県の「ざいごう」というところに前期委員は研修に行ったが、新委員

さんは、その辺のところの生の声は聴けていない。「ざいごう」は実際に取り組んで、

実際に人口が増えているということだし、諏訪区から割合近くにあったり、会長さ

んが清里区のご出身で、新潟県にも所縁
ゆ か り

がある方なので、今後色々と相談に乗って

いただけると思う。 

  このスケジュール案に付け足しなどがあれば、意見をお願いする。 

【松縄委員】 

  雄志中学校の生徒との意見交換会は、生徒会の役員ばかりだったので、他のたく

さんの生徒との意見交換をしてみたい。 

【星野会長】 

  その辺の調整は、学校側に申し出れば可能なのか。 

【山田センター長】 

  学校側からすると、なかなか難しい。土日でもあるので、生徒会の生徒のほうが

声をかけやすいようだ。ただ、こちらの要望は伝えることはできる。 

【松縄委員】 
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  それなら、大勢でなくてもよいので、生徒会ではない子の生の声が聞いてみたい。 

【星野会長】 

  生徒会の生徒は堂々としているし、それなりに経験が豊富なのかなという感じは

したが、それ以外の生徒の声も聞いてみたいということで、学校に伝えていただけ

ればどうか。 

【山田センター長】 

  協議会からの要望として伝えたいと思う。 

【星野会長】 

  年間のスケジュールはしっかりと計を立てておかないと、次がスムーズに進まな

いということになるが、このスケジュール案の方向性でよいか。 

 （「よし」の声） 

  これで、スケジュールについては終了する。 

  「その他」について、事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・次回の協議会：5月 22日（月）午後 6時 30分から 諏訪地区公民館 

 ・地域活動支援事業提案書は、5月 11日頃発送予定 

【星野会長】 

  ヒアリングの順番は、何か決め事はあるのか。 

【野口係長】 

  今のところは、同じ団体からの複数の提案は出ていないので、基本的に受付順に

進めていく予定である。実際のヒアリング時間に説明者が来られていない場合は、

順番は前後させるなどして弾力的に進行したいと思っている。 

【星野会長】 

  基本的に受付順で進め、おられない方については順番を前後するということだ。 

【石黒委員】 

  本日欠席している委員への連絡はどうするのか。 

【野口係長】 

  今回に限らず、欠席者には会議の概要書を速やかに送付しているので問題ないと

考える。 
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【星野会長】 

  他に質問等はないか。 

 （発言なし） 

 ・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-mailchubu-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。 

 


