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会  議  録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第２回板倉区地域協議会 

２ 協議(公開・非公開の別) 

（１）地域活動支援事業について 

・平成２９年度板倉区地域活動支援事業採択方針等について   (公開) 

・平成２９年度地域活動支援事業採点表について        (公開) 

（２）地域活動支援事業ヒアリングについて 

   ・地域活動支援事業ヒアリング事業一覧（割振表）       （公開） 

（３）その他 

３ その他 

４ 開催日時 

平成２９年５月２３日（火） 午後６時００分から午後８時１５分まで 

５ 開催場所 

板倉コミュニティプラザ ２０１・２０２会議室 

６ 傍聴人の数 

２人 

７ 非公開の理由 

－ 

８ 出席した者（傍聴人を除く）の氏名（敬称略） 

・委 員：平井 （会長）、新井清三（副会長）、小林良一（副会長）、福崎

幸一、徳永妙子、古海誠一、北折佳司、長藤豊、西田節夫、島田信繁、

上野きみえ、古川政繁、増村眞一、島田正美 

・事 務 局：板倉区総合事務所 五十嵐所長、山崎次長、嘉鳥総務・地域振興グ 

ループ長、小山市民生活・福祉グループ兼教育・文化グループ長、 

宮尾産業グループ長、竹田建設グループ長、村山地域振興班長、岩﨑

主事、関主事（以下グループ長はＧ長と表記） 

  



 

- 2 - 

８ 発言の内容（要旨） 

【山崎次長】 

・地域協議会の開会を宣言 

【平井 会長】 

・挨拶 

【山崎次長】 

五十嵐所長が公務のため、所長挨拶は４その他の後とする。 

【平井 会長】 

・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 

４協議(１)「地域活動支援事業について」を議題とし、事務局に説明を求める。 

【嘉鳥Ｇ長】 

資料１、２により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について、質問・意見等が無いので「（１）地域活動支援事業につ

いて」は以上とする。 

次に「（２）地域活動支援事業ヒアリングについて」を議題とする。説明及び市の

所見について、事務局に説明を求める。 

【嘉鳥Ｇ長】 

  資料３により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について、質問・意見等が無いので、これよりヒアリングを始める。 

１番「吹奏楽部の活動を通じて地域と触れ合う事業」について、板倉中学校後援会 

から自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【板倉中学校後援会 会長】 

提案書により説明 

板倉中学生徒が楽器を持参し、お願いの言葉を述べる。 

【板倉中学校吹奏楽部長】 

私達吹奏楽部は、針小学校学習発表会や岩の原葡萄園の収穫祭などに参加し、地域 
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に出て演奏している。昨年度は田井町内会の「田井夏まつり」に参加した。今年度は

箕冠城址公園まつりに参加したいと考えている。 

【板倉中学校吹奏楽部員】 

チューバは昭和６３年に購入したもので、すでに３０年経過している。是非、新し 

い楽器を買っていただきたい。 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【長藤豊委員】 

チューバは３ピストンであるが、今回購入予定のものは４ロータリーである。演奏

方法が変わると思うが問題はないか。 

【板倉中学校吹奏楽部顧問】 

演奏方法に問題はない。 

【板倉中学校吹奏楽部員】 

３ピストンも４ロータリーも右手で演奏する。 

【古海誠一委員】 

楽器が古くなるとどのような不都合が生じるのか。 

【板倉中学校吹奏楽部顧問】 

へこみが大きな問題になる。へこみが大きいと音が合わなくなり、演奏上綺麗なハ 

ーモニーにならない。 

【北折佳司委員】 

購入する楽器はどれくらいのグレードか。 

【板倉中学校吹奏楽部顧問】 

生徒が可能な限り長く使えるよう、プロモデルからカスタムモデルを購入したい。 

これは、通常小学生が使うスタンダードモデルより上のモデルである。 

【新井清三副会長】 

事業費が３００万円、申請費が１００万円であるが、単年度事業で進めるのか。 

【板倉中学校後援会 会長】 

はい。自主財源の内訳として、後援会から積立金１００万円、板倉区の全戸から寄

付で８０万円、ＰＴＡから２０万円を拠出いただき、２００万円を予定している。 
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【新井清三副会長】 

事業費が高額なので、事業期間が長くてもよいのではないか。 

【板倉中学校後援会 会長】 

今年は中学校創立７０周年という記念の年であるので、生徒が今まで我慢して使っ

ていたものを更新したいという考えである。 

【古川政繁委員】 

２年前に地域活動支援事業を活用して購入した楽器はどうしているのか。 

【板倉中学校後援会 会長】 

現在も活躍している。３５人の部員がそれぞれ楽器を担当しているので新しい楽器

が無いと継続していけないのが現状である。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、１番「吹奏楽部の活動を通じて地域と触

れ合う事業」については以上とする。 

次に２番「地域の活力向上事業」について、板倉まちづくり振興会から自己紹介、

事業の概要の説明を求める。 

【板倉まちづくり振興会 事務局長】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【増村眞一委員】 

機種について、アンプ等については上越市に専門の業者がいると思うがそういった

ところから見積りを取っていないのか。 

【板倉まちづくり振興会 事務局長】 

３社ずつから見積りを取っており、一番安いものを添付している。 

【増村眞一委員】 

メンテナンスも必要になると思うが、増屋商店の様な個人商店ではどこかに依頼す

る形になると思う。それならば、最初から専門の業者から購入すべきではないか。 

【板倉まちづくり振興会 事務局長】 

メンテナンスについては、現在所有している様々な設備についても各メーカ―に委
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託している。大判プリンタについてもメンテナンスは専門の業者に委託を考えている。 

【増村眞一委員】 

購入した業者からメンテナンスを受けるのではないか。 

【長藤豊委員】 

このプリンタを仕事上よく使うが、キャノンのプリンタはどこで購入してもメーカ

ーの手配したメンテナンス業者が来る。個人商店で買ったとしてもそこがメンテナン

スするわけではない。 

【古川政繁委員】 

今まで学校や総合事務所以外で大判プリンタがなかったので、是非活用したい。 

採択されたら７月と言わず早めに購入いただきたい。 

【村山地域振興班長】（以下、村山班長） 

各委員に事前に配布している提案書には、参考となる最安値の見積書しか添付して

いない。各費目で１０万円以上のものについては、２社以上の見積書を提出してもら

っており申請時に事務局で内容を確認している。 

【長藤豊委員】 

機種がスクールモデルであるが、問題無いのか。ソフトウェアなどは証明が無いと

買えないが、スクールモデルを学校以外でも購入できるのか。 

【板倉まちづくり振興会 事務局長】 

専門的な知識が無いが、この中身では不備があるということか。 

【長藤豊委員】 

学校専用モデルを振興会で購入できるというのかということである。 

【板倉まちづくり振興会 事務局長】 

購入については問題無いと回答を得ている。専門的なところは把握していない。 

【長藤豊委員】 

念のため確認願う。 

【西田節夫委員】 

振興会はほとんど市の仕事をしている。拡大機が総合事務所にあるのに、なぜそれ

を使わないのか。また、平成２６年にコミュニティ助成事業でオーディオセットを購

入しているが、その時になぜ購入しなかったのか。 
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今回、購入したものは貸出するということである。前回購入したものは貸出をしな

かったが、今後全ての備品を貸し出す予定はあるか。 

【板倉まちづくり振興会 事務局員】 

前回、宝くじの助成金で購入したオーディオ関係については、基本的に敬老会等大

きなイベントでのみ使用しており、一般への貸出は行っていない。その他としては、

行政の地域協議会の会議開催に貸出している。 

今回購入予定のポータブルオーディオの方が使い勝手や持ち運びにおいて優れてお

り、借用の要望も多いため、是非購入したいと考えている。 

プリンタについては、振興会の事業実施にあたり、総合事務所の拡大機を借用して 

いるが、一般からの申し出については対応できなかった。住民の皆様に使い勝手良く

ご利用いただくために購入したいと考えている。 

横断幕の拡大だけではなく、地域の祭り、敬老会のチラシや案内図等を拡大するこ 

とができ、カラーでイラストの添付することができる。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、２番「地域の活力向上事業」の質疑応答

については以上とする。 

次に３番「みよしの里整備事業」について、みどりやすらぎグループから自己紹介、

事業の概要の説明を求める。 

【みどりやすらぎグループ 担当者】 

提案書により説明 

暗渠排水の見積りを添付したが、実施には正確な図面や測量が必要であると砂防事 

務所から指摘があった。このため、暗渠排水工事は今回は施工しないこととして、事

業費から引いて考えていただきたい。また、植栽する範囲については配布資料のとお

りであるが、一部範囲において樹木の撤去に重機を使用したいので、そのための費用

を５万円ほど確保したい。 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【古海誠一委員】 

一昨年植えた芝桜が今年素晴らしい景観になり、私が代表を務める施設でも利用者
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約６０人で見学をした。昨年植えた部分の上の方まで植栽すれば県道から見ることが

できるので、是非植栽範囲を伸ばしてほしい。 

【嘉鳥Ｇ長】 

ただいま説明のあった暗渠排水工事について、金額を減額したいということであっ

たが、実際に必要になる金額が分からず、金額の精査が難しいと思われる。このこと

について委員で協議願う。 

【平井 会長】 

提案者から事業内容及び金額の変更の話があったが、どのように取り扱うか。 

【長藤豊委員】 

植栽地暗渠排水工事３１万１千４０円を減額し、５万円を他の所に使いたいという 

ことでよいか。 

【みどりやすらぎグループ 担当者】 

暗渠排水工事に使用する重機を樹木の撤去にも使用することとなっていたので見 

積書には樹木の撤去は含まれていなかった。その分の料金を見てもらいたい。 

【長藤豊委員】 

そうすると事業費５４万８千２３８円で、５４万円の補助金希望額になると思うが

どうか。 

【嘉鳥Ｇ長】 

正式な見積書がなければ、適正な委員の審査ができない。見積書を変更して、提案 

書の出し直しが可能か、協議いただきたい。 

【長藤豊委員】 

本当に５万円で済むか分からないので、今の事務局の提案に賛成する。 

【平井 会長】 

申請書を再度提出してもらうこととしてよいか。 

（賛成の声多数） 

３１日が審査日となっているので、早急に再提出願う。 

その他、質問・意見等が無いようなので、３番「みよしの里美化整備事業」につい

ては以上とする。 

次に４番「絆の森づくり事業（地すべり災害跡地復興事業）」について、国川自 
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治区から自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【国川自治区 担当者】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【古海誠一委員】 

過去２年間植樹を行ったが、樹木の生存率はどれくらいか。 

【国川自治区 区長】 

大体４割くらいである。思い通りにはいっていない。 

【小林良一副会長】 

大変よい事業と思っている。毎年提案しているが今後の展望が見えない。今後どの

ように考えているのか。 

【国川自治区 区長】 

今年度は第２期エリアと考えている。最大で今年を含め３年で植樹を終わらせる計 

画である。その後の管理等については自治区で行っていきたいと考えている。 

【北折佳司委員】 

冬囲いをしなかったから４割程度の生存率なのか。冬囲いを含め管理が大変だと思 

うが、どう考えているか。 

【国川自治区 区長】 

専門家から大きな樹を植えると折れやすいため、２年生のものを植えるよう所見を 

得た。２年目の柔らかい苗木を植えることで雪対策とし、自力で大きくなってほしい

と考えている。 

【福崎幸一委員】 

１期２期の事業で４割程度しか残っていないということであるが、空いたスペース 

に植える考えはあるのか。 

【国川自治区 区長】 

１０メートルのサークルの中に１２本植樹している。半分生き残れば良いと考えて

いるので、最終的に１サークルに３本残れば大丈夫である。 

１２本で競り合って成長していくのが狙いである。 
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【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、４番「絆の森づくり事業」については以

上とする。 

次に５番「寺野地区地域観光看板の有効活用事業」について、寺野地区活性化推進

委員会から自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【寺野地区活性化推進委員会 委員長】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【西田節夫委員】 

昨年も同じ事業で８６万円の提案があったが、コンクリート舗装を除いた４０万８ 

千円で採択した。金額からすると去年は４５万２千円の工事であるが、なぜ今年は７

１万８千円の提案となったのか。 

【寺野地区活性化推進委員会 委員長】 

コンクリート舗装はひび割れ等から草が生えるため、鉄筋を敷き地盤を固めないと

後々管理が大変になると業者から所見を得た。今後の管理のことを考え、今回の提案

内容とした。 

【西田節夫委員】 

昨年の舗装面積は１７平方メートルで、今年は１８平方メートルの舗装をする提案

である。５ミリメートルのワイヤーメッシュはこんなに高くないと思う。昨年一括で

採択されなかったものを今回提案することに疑問がある。 

コンクリートの厚さは去年の提案と同じか。 

【寺野地区活性化推進委員会 委員長】 

１０センチメートルである。 

【西田節夫委員】 

こんなに高くならないと思うが。 

【寺野地区活性化推進委員会 委員長】 

最も安い見積書を提出している。 

【平井 会長】 
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その他、質問・意見等が無いようなので、５番「寺野地区地域観光看板の有効活用

事業」については以上とする。 

次に６番「県道上越飯山線改良促進に向けた光ヶ原高原の活用支援事業」につい 

て光ヶ原夏まつり実行委員から自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【光ヶ原夏まつり実行委員会 担当者】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【島田信繁委員】 

この光ヶ原は標高が高いので天候が心配である。降雨や霧が出た場合にはどのよう

に対応するのか。 

【光ヶ原夏まつり実行委員会 担当者】 

凧揚げ、ドローンは雨天の場合は実施できない。購入したものについては、来年以

降活用する。演奏も雨天の場合は中止とする。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、６番「県道上越飯山線改良促進に向けた

光ヶ原高原の活用支援事業について」は以上とする。 

次に７番「箕冠城址公園観光・美化事業」について、山部地区連絡協議会から自己

紹介、事業の概要の説明を求める。 

【山部地区連絡協議会 会長】 

提案書により説明 

現在、針小学校では毎年５月に、山部小学校では３年に一度、箕冠城址公園に遠足

に来ている。このように、地域から愛着を持たれている公園である。 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【古海誠一委員】 

水仙とチューリップを選んだ理由をお聞きしたい。 

【山越町内会 会長】 

山間地のため、花が終わってからの手入れが楽な点を考慮し、球根とした。             
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【古海誠一委員】 

水仙は、一般的にじめじめした水辺への植付けは適さないとされている。 

チューリップは、１０月に植えて６月に掘り起こすのが通常だが、現場は桜の木の

根が縦横に走っており、チューリップを植えるには適さない。 

【山部地区連絡協議会 会長】 

桜は枝を切るとよい花が咲くので、枝を落として花壇の日当たりもよくする予定で

ある。 

現地確認で花壇を実際にスコップで掘ってみた際、桜の根が１.５メートルの範囲

に伸びていたので、そこは桜の木のために花を植えずに残しておくつもりである。 

【西田節夫委員】 

桜の木の根は深く入らず横に伸びる。桜はまだ若い木なので、花壇に植栽をする時

に弱ってしまう。 

せっかく池があるので、フジを植えたらどうか。 

【山部地区連絡協議会 会長】 

ご指摘の通り、花壇跡は植栽にあたって面積が狭い感もある。植栽の第 2候補地と

して、一段上の屋敷跡を検討している。 

【北折佳司委員】 

中之宮から上る散策路は、楽に上れて景観もよいので、将来的にはその部分と合わ

せて企画してはどうか。 

【山部地区連絡協議会 会長】 

中之宮からの上り口については個人の土地が入っているので、地権者の了解を得る

には協議時間が足りず、話がまとまらなかった。この点については連絡協議会でも話

が出ているので、今後検討したい。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、７番「箕冠城址公園観光・美化事業」に

ついては以上とする。 

次に８番「栗沢桜の里づくり事業」について、栗沢桜の里をつくる会から自己紹介、

事業の概要の説明を求める。 

【栗沢桜の里をつくる会 会長】 
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１か所誤植の訂正をする。提案書２（２）の「くびきの」を「くびき野」に訂正。 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【島田正美委員】 

直接事業とは関係ないが、公園に行く途中の田んぼが耕作していないようであった。

景観として気になるが、今後に向けてその点はどのように考えているか。 

【栗沢桜の里をつくる会 担当者】 

入口の田んぼの地主さんは、事情により作付けを迷っているところだと思う。公園

の方向性がしっかり決まってきたら話をしてみたいと考えているので、少し時間をい

ただきたい。 

【長藤豊委員】 

５年以上の費用と労力をかけてここまでやってこられたのは頭が下がる思いであ

る。 

栗沢全体が砂防の管理地域となっており、事業をする際に県知事の許可が必要とな

る。今回引水工事も行う予定とのことだが、問題は無いか。 

駐車場を２か所設ける予定とのことだが、公園に至る道が狭い。近くの栗沢の農村

公園を駐車場として使用する方もいると思うが、現在、市よりトイレと水道を止めら

れている状態である。トイレの再開について、市へ要望をする予定は無いか。 

【栗沢桜の里をつくる会 会長】 

事務局の安原が砂防事務所へ問い合わせをして、事業の実施に問題が無いことを確

認した。現在、地すべりを防止するための井戸が多数掘ってあり、そこから余った水

を放水するパイプが至る所に出ている。そのパイプに直付けすることは問題があると

聞いているが、いったん水槽でその水を受けて、そこから引水することは理論上は問

題無いということである。地すべりを起こす原因とならないようにやっていきたいと

考えている。 

トイレの問題については、栗沢桜の里が公園としてスタート後にそのような要望が

上がってきたら考えていきたい。 

【小林良一副会長】 
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観光地としてどのくらいの人を集めるのが目標か。 

【栗沢桜の里をつくる会 会長】 

昨年、玄道寺のあやめの里では、１０日間位の開花時期に約１，０００人が来場し

た。まだ未確定だが、その半分くらいを目指したい。 

【西田節夫委員】 

公園の土地所有者はどなたか。 

【栗沢桜の里をつくる会 担当者】 

私である。 

【西田節夫委員】 

無償提供するのか。 

【栗沢桜の里をつくる会 担当者】 

その通りである。 

【西田節夫委員】 

格納庫の基礎工事をすると固定資産税がかかるが、承知しているか。 

【栗沢桜の里をつくる会 会長】 

承知している。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、８番「栗沢桜の里づくり事業」は以上と

する。 

次に９番「高齢者健康寿命向上地域活動事業」について、板倉いきいき達者会から

自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【板倉いきいき達者会 会長】 

提案書により説明 

所見で指摘された著作権について、明日ＮＨＫエンタープライズとＮＨＫ出版につ

いて問い合わせをする予定である。昨年度ＪＡＳＲＡＣに活動の趣旨を説明したとこ

ろ、「営業目的ではないので著作権料は不要」との回答を得た。 

著作権の問題でコピー資料の配布が不可であれば、自分なりにインターネットで得

た情報をまとめ、資料にして配布することを考えている。 

コミプラで月２回実施しているが、参加者が少ないので、今年度は地域へ浸透する
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よう活動に力を入れたい。 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【古海誠一委員】 

参加者の男女別及び年代の目安はどのくらいか。 

【板倉いきいき達者会 会長】 

８～９割が女性で、年代は６５歳以上から７０代である。 

【古海誠一委員】 

年代を聞いて驚いたが、どちらかというと年齢の若い元気な老人が参加されている

ということか。 

【板倉いきいき達者会 会長】 

そうである。 

【北折佳司委員】 

講師のイメージがわかないが、どんな方か。 

【板倉いきいき達者会 会長】 

一人はＫ先生で、春日山荘のコーラス教室の指導をされている方である。健康体操

ではＩ先生、Ｓ先生に来ていただいたこともある。後は笑いヨガや、看護大学の准教

授のＨ先生に認知症の患者への対応について講話いただけた。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、９番「高齢者健康寿命向上地域活動事業」

については以上とする。 

次に１０番「市民参加による演劇公演事業」について、寺野の自然と暮らそうサポ

ートセンターから自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【寺野の自然と暮らそうサポートセンター 事務局長】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

その他、質問・意見等が無いようなので、１０番「市民による演劇公演事業」につ

いては以上とする。 
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次に１１番「板倉区光ヶ原高原にぎわい創出事業」について、板倉区光ヶ原高原に

ぎわい創出実行委員会から自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【板倉区光ヶ原高原にぎわい創出実行委員会 会長】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【増村眞一委員】 

この事業はＪＡや商工会などが主体となり事業を行うべきである。地域活動支援事

業に提案するものではなく、企業努力で行うものであると考える。 

【板倉区光ヶ原高原にぎわい創出実行委員会 会長】 

ＪＡ青年部など単独の団体でできる活動は非常に限られているので、色々な団体で

組織を作り活動することとした。 

【古海誠一委員】 

板倉の観光振興は、各団体の横串が通っていないと以前から言われてきた。今回の

提案についてはよくやってくれたと思う。 

【福崎幸一委員】 

すでに受付している提案書なので、次は我々が審査するだけである。 

【上野きみえ委員】 

新しい発想でたいへんよい事業である。 

【小林良一副会長】 

ぜひ成功させていただきたい。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、１１番「板倉区光ヶ原高原にぎわい創出

事業」については以上とする。 

１２番「針観音堂３３年御開帳関連整備事業」について、針町内会から自己紹介、

事業の概要の説明を求める。 

【針町内会 担当者】 

提案書により説明 

【平井 会長】 
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ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【古海誠一委員】 

観音堂は宗教法人ではなく針町内会のものであるのか。 

【針町内会 担当者】 

現在は針町内会で管理している。 

【平井 会長】 

その他、質問・意見等が無いようなので、１２番「針観音堂３３年御開帳関連整備

事業」については以上とする。 

次に１３番「板倉地域小学生バレーボール振興事業」について、グリーンファイ

ターズから自己紹介、事業の概要の説明を求める。 

【グリーンファイターズ 担当者】 

提案書により説明 

【平井 会長】 

ただいまの説明について質問・意見等があれば発言を求める。 

【増村眞一委員】 

ユニフォームの見積りは複数社から取ったものか。上越市には大型のスポーツ用品

店が２店舗あるが、板倉区内の業者の見積りが最も安いとは考えられない。 

【グリーンファイターズ 担当者】 

宮下商店とスポーツデポの２社から見積りを取り、安い宮下商店のものを採用した。 

【村山班長】 

先程も説明したが、今回の提案書には最も安い見積書のみ添付している。 

【新井清三副会長】 

昨年度も備品を含むユニフォームということで提案があったと記憶している。その

中で、ユニフォームについては個々のサイズがあるので個人の所有になるのではとい

う考えのもと採択されなかった。今年度も提案があることについて説明願う。 

【グリーンファイターズ 担当者】 

入部する子供たちの年齢構成が以前と異なってきている。以前は３、４年頃から入

部する子供が多かったが、現状では１年生から入部する子供もいる。チームが持って

いるサイズは１種類のユニフォームにつき２サイズ程度である。小さい子供は大きい
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サイズを何重も腕まくりして使用しているのが現状である。ユニフォーム１種類につ

き３サイズにできれば、個人負担もなく子供達もバレーに集中できると考え、今回の

提案に至った。 

【北折佳司委員】 

全国大会遠征の費用はどうなっているのか。 

【グリーンファイターズ 担当者】 

全国大会には寄付金を募り遠征した。県大会は個人負担である。 

【北折佳司委員】 

県大会の会場は板倉区に来ないのか。 

【グリーンファイターズ 担当者】 

各地で行われる。今年は柏崎が会場である。 

【平井 会長】 

１３番「板倉地域小学生バレーボール振興事業」は以上とする。 

提案団体からのヒアリングはすべて終了した。 

（２）「地域活動支援事業ヒアリングについて」は以上とする。 

次に（３）「その他」に入る。 

その他協議事項等が無いので、（３）「その他」を以上とし、３ その他とする。事

務局から協議事項等は無いか。 

【山崎次長】 

五十嵐所長から御挨拶申し上げる。 

【五十嵐所長】 

・挨拶 

【嘉鳥Ｇ長】 

・７月１１日開催のキャッチボールトークについて事務連絡 

【平井 会長】 

その他、協議事項等は無いか。 

【西田節夫委員】 

前回行わなかった板倉区の２９年度の事業説明は本日行わないのか。 

【山崎次長】 
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本日は地域活動支援事業についての地域協議会と認識しており、説明の用意をし 

ていないため、ご了承願う。 

【西田節夫委員】 

いくつか質問をするので、後日答弁願う。 

旧寺野小学校をグループホームに１０年間無償提供していたが、平成２７年度で無

償提供の期間が終わった。これから有償になるはずであるが、これについて説明がな

されていない。 

平成２８年度は無償提供をされていた。これから３年間かけて、段階的に有償化す

るとのことである。用地管財課に問い合わせたが、建物は無償にすると小学校を建て

た時の補助金を返さなければならないということである。土地代は年間２万円程度徴

収している。 

旧筒方小学校で水耕栽培を行っている。こちらも同様、建物については無償提供し、

地代については有償で少額徴収しているとのことである。電気代、水道代及び維持管

理費等は、市とさくら園で半々負担している。これでよいか、議論しなければならな

い。 

【平井 会長】 

ただいまの西田委員からの提案について、事務局は後日回答することでよいか。 

【五十嵐所長】 

事務局は、市政に対する不明点についてのご質問であれば後日調べて回答する。 

回答に先立ち、西田委員のご質問について、地域協議会の議題として取り上げるべ

き案件なのか、委員の皆さんで議論していただきたい。 

【平井 会長】 

事務局は提案者に回答をするということである。 

今の質問を地域協議会の議題に取り上げるべきかどうか、皆さんの意見はいかがか。 

【北折佳司委員】 

内容が理解できていない。 

【西田節夫委員】 

地域協議会委員の皆さんもわからないと思うので、担当部署に質問し、書類にした

上で、私が委員の皆さんに説明をする。 



 

- 19 - 

【五十嵐所長】 

事務局としては、市の取り組みについてはしっかり説明させていただく。 

今のご質問について、地域協議会のなかで議論する必要があるのか、会長、副会長

と調整をした上で、地域協議会で議論すべきという結論であれば提案いただきたい。 

【平井 会長】 

ただいまの件について、副会長と打合せて結論を出すこととする。 

以上、予定する全ての議題を終了とする。 

・会議録の確認：北折委員に依頼 

・第３回の地域協議会：５月３１日（水）１８時から 

２９日までに事務局に採点表を提出願う。 

【山崎次長】 

以上で本日の日程を終了する。最後に新井副会長から閉会の挨拶をお願いする。 

【新井清三副会長】 

・挨拶 

 

９ 問合せ先 

板倉区総合事務所総務・地域振興グループ ℡0255-78-2141（内線 123） 

                  E-mail：itakura-ku@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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