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会 議 録 

１ 会議名 

平成２９年度第２回八千浦区地域協議会 

２ 議題 

  【協議事項】 

    平成２９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２９年５月３１日（水）午後６時３０分から午後８時２１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）、大島進、笠原武、笠原幸博、坂口晃義、坂詰喜範、

関川信之、関川幹雄、丸山光雄、栁澤 篤、渡辺孝三郎（欠席１名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：滝澤センター長、荒木係長、星野主事 

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：坂口委員、関川信之委員に依頼 

議題【協議事項】平成２９年度地域活動事業について、事務局より説明を求める。 
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【星野主事】 

 ・資料「平成２９年度 八千浦区地域活動支援事業提案書 受付一覧」に基づき説明 

【仲田会長】 

これより、提案団体から説明を受ける。 

最初に「№３ バスケットボールを通じての地域活性化及び青少年の健全育成事業」

について、提案者へ説明を求める。 

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

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対して質問等を求める 

【関川信之委員】 

  ２点伺いたい。 

  １点目は、構成員２２名のうち、八千浦区の子どもは何名いるのか。 

  ２点目は、今回も提案書に「交流会」と書いてあるが、普通の大会との違いを教えて

いただきたい。 

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

  １点目について、２２名のうち八千浦区の子どもは５名で、あとは大潟区と頸城区の

子どもである。 

  ２点目についてだが、交流会は、招待されて参加するものである。大会とは少し違う

が選手のレベルアップを図るため、市内だけでなく普段、試合では対戦しないチームと

交流し、お互いにレベルアップを図るためのものである。 

【関川信之委員】 

  佐渡と富山への遠征については、交流会であるから、招待を受けて、そこで試合をす

るということか。 

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

  そうである。 

【大島委員】 

  提案書の支出の部で「レンタカー代」とあるが、ドライバーは予算に入っているのか。 

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

  役員の保護者にお願いする。 
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【大島委員】 

  では特にドライバーの予算は入っていないということか。 

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

  そうである。 

【大島委員】 

  承知した。 

【坂詰委員】 

  今回、全体で配分額よりも超過しており、減額になる可能性がある。もし減額や不採

択になった場合、自主財源を増やしてでも事業を実施する意思があるかをお聞きしたい。 

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

  今回、コーチと話し合いをした上で提案させていただいた。もし、減額や不採択なっ

た場合でも、「マリンドリームズやちほ」の知名度を上げるためにも参加したいので、多

少の自己負担があったとしても提案どおり事業を実施する予定である。 

【仲田会長】 

  他に質問等を求めるがないため、終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

 次に「№４ 上越市八千浦区音楽活動交流事業」について、提案者へ説明を求める。 

【提案№４ 上越市八千浦区音楽活動交流事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対して質問等を求める。 

【栁澤委員】 

  現在、今ある楽器を部員の方が使っていると思うが、今回の提案が採択され楽器が揃

えば全ての音楽部員の方に割り振れるのか。 

【提案№４ 上越市八千浦区音楽活動交流事業提案者】 

  現在、部員は３０名ほどいるが、今回、購入を予定している楽器は、他の中学校から

借りている。 

【栁澤委員】 

  では、今まで借りていた分を今回購入するということか。 

【提案№４ 上越市八千浦区音楽活動交流事業提案者】 
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  そうである。今回採択されれば部員も喜ぶと思う。 

【大島委員】 

  何個か楽器を購入されるようだが、運搬費用がかなり掛かる。見積もりの中に運搬費

用も含まれているのか。 

【提案№４ 上越市八千浦区音楽活動交流事業提案者】 

  業者から「見積額で全額である」と聞いている。 

【大島委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

他に質問等を求めるがないため、終了とする。 

次に「№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第８回八千浦地区海まつり』」につ

いて、意見等を求めるがないため、終了とする。 

  ― 提案者退室 － 

次に「№６ 八千浦区小・中学生育成事業」について、提案者へ説明を求める。 

【滝澤センター長】 

 ・「№６ 八千浦区小・中学生育成事業」について、補助希望額に変更があった旨報告 

  当初の補助希望額：１２万８，０００円→１０万７，０００円に変更 

 ・支出の部の内訳を説明 

【仲田会長】 

  それでは、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№６ 八千浦区小・中学校育成事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者に対して質問等を求める。 

【坂口委員】 

  Ｔシャツのデザインだが「ＰＴＡ」という文字を入れないのか。 

【提案№６ 八千浦区小・中学校育成事業提案者】 

  Ｔシャツは小学校や中学校、八千浦学園に関わる活動の場で使う予定なので、あえて

「八千浦」のみにさせていただいた。 

【関川信之委員】 
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  これから何年か使っていくと思うが、素材は綿か。 

【提案№６ 八千浦区小・中学校育成事業提案者】 

  速乾性のあるポリエステルである。 

【関川信之委員】 

  綿だとよれてしまい、すぐに駄目になるかと思い確認させていただいた。 

【大島委員】 

  Ｔシャツを５０枚で申請されているが、ＰＴＡで使われる方に対して余裕がある枚数

なのか。 

【提案№６ 八千浦区小・中学校育成事業提案者】 

  ＰＴＡ活動の際は１０名から２０名くらいで使うが、「八千浦学園」として参加する 

ＰＴＡの球技大会がある。その大会には２チームで参加するが、補欠の方を入れると４

０名以上で活動することになる。そこを見越し、余裕を持った枚数として、５０枚とさ

せていただいた。 

【大島委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  他に質問を求めるがないため、終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№２ やちほ文化展はまぐみ市事業」について、提案者へ説明を求める。 

【提案№２ 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】 

  質問等はないため、終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№７ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業」について、提案者へ説明を求める。

【提案№７ 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】 

  提案者に対して質問等を求める。 

【大島委員】 
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  中学生は何名いるのか。 

【提案№７ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業提案者】 

  中学生は１１名である。 

【大島委員】 

  承知した。 

【関川信之委員】 

  構成員３８名のうち、小・中学生は何名でしょうか。 

【提案№７ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業提案者】 

  小・中学生は１７名である。 

【関川信之委員】 

  では、２１名が保護者ということか。 

【提案№７ 下荒浜消防部少年消防隊夏季研修事業提案者】 

  そうである。 

【関川信之委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  他に質問を求めるがないため、終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№８ 西ヶ窪浜少年消防隊育成会事業」について、提案者へ説明を求める。 

【提案№８ 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】 

提案者に対して質問等を求める。 

【関川信之委員】 

  構成数２０名だが、小・中学生は何名いるのか。 

【提案№８ 西ヶ窪浜少年消防隊育成会事業提案者】 

  小学生４名、中学生６名である。 

【関川信之委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 
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他に質問を求めるがないため、終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№９ 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

者へ説明を求める。 

【提案№９ 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】 

提案者に対して質問等を求める。 

【関川信之委員】 

  ３点伺いたい。 

  １点目は、構成人数２５名というのは子どもたちだけの人数なのか。 

２点目が、直近の会計収支の中で、年間収入が７５万２，０００円となっている。こ

の使い道を教えていただきたい。 

  ３点目は、年間の収入額の中で、自分たちで備品を購入するための積立をしているの 

か。 

  以上、３点について教えていただきたい。 

【提案№９ 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】 

  構成人数だが、小学生が１９名おり、残りが監督・コーチを合わせた人数である。 

  年間収入については、会計報告書があり、子ども一人に対し１万２，０００円を徴収

しているが、これが主に収入となっている。 

主な使途としては、試合の参加費や野球ボールの購入である。また、グラウンドのネ

ット等用具の修繕などに充てている。その他、暑い日には、その会費の中から飲料など

を購入することもある。 

  ３点目については、収入に対して支出が多く、備品購入に至っていない状況である。

地域活動支援事業の補助金を活用させていただけないかと思い、提案させていただいた。 

【坂詰委員】 

  見積書を見ると、全て同じスポーツ店になっているが、その店が一番安かったという

ことか。 

【提案№９ 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】 

  備品購入の際はいつもこちらのお店を使わせていただいている。 
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【坂詰委員】 

  他店から見積りは取っていないのか。 

【提案№９ 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】 

  他店からも見積りを取り比較したうえで、提案した。 

【栁沢委員】 

  今、グラウンドコートやユニフォームはあるのか。 

【提案№９ 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】 

  ユニフォーム等はあるが、傷んだ状態で試合に臨んでいる状況であり、今回、提案さ

せていただいた。 

また、季節に応じたジャンパーを整備していないため、子どもたちの健康管理の面も

考慮し、薄手のグラウンドコートを提案した。 

【栁沢委員】 

  サイズはどうなっているのか。 

【提案№９ 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】 

  サイズは現在、入団している子どもに対してはあるが、今後、入ってくる子供のこと

を考え、ＬＬまで用意したいと思っている。 

【坂詰委員】 

  今まで当補助金でいろいろな備品を整備してきたと思うが、管理はどのようにしてい

るのか。 

【提案№９ 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】 

  夷浜のグラウンドに整備した保管庫で管理している。 

用具については、試合の度に綺麗にしてから使用している。 

【坂詰委員】 

  キャッチャー道具やグローブ、ユニフォームは個人で持っているのか。 

【提案№９ 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】 

  貸出しというかたちで個人に渡し、個人で洗濯等をし、管理している。シーズンが終

わったら、事務局で回収し、汚れがないかどうかチェックし、また使用する際に貸出し

ている。 

【坂詰委員】 

  承知した。 
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【仲田会長】 

他に質問を求めるがないため、終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№１ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業」について、提案者へ説明を求める。 

【提案№１ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対して質問等を求める。 

【関川信之委員】 

  構成員数が３１名となっているが、子ども達だけの数なのか。 

【提案№１ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

  小学生が１１名、中学生が２０名である。 

【坂口委員】 

  提案書の支出の部で「車両航そう代２台」、「レンタカー代２台」とあるが、車を４台

使用するということか。 

【提案№１ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

  レンタカーをこちらで借りて船に乗せて佐渡へ行くため、２台だけである。 

【坂口委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  他に質問等がないため、終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  全てのヒアリングが終了したので、これから委員協議に入る。 

  今回、八千浦区では提案額が配分額以上となっているので、まず、不採択が適当であ

ると思われる事業について、何か意見等はあるか。 

  （「全て採択すべき」という声が多数） 

  ９事業に対し、事業自体に対しては全て採択することで、委員から同意を得る。 

  次に、超過分については減額をしなくてはいけない。それについて意見等を求める。 

【関川信之委員】 

  「提案№２ やちほ文化展はまぐみ市事業」、「提案№４ 上越市八千浦地区音楽活動
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交流事業」、「提案№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第８回八千浦地区海まつ

り』」、「提案№６ 八千浦区小・中学生育成事業」については、今までのことを考えると

提案のとおりでいいのではないかと思っている。 

【栁澤委員】 

  関川信之委員の意見については、費用対効果の面から見ても妥当であると考える。 

【笠原武委員】 

  「提案№４ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」の楽器については、一括して購入

する必要があるのか、という疑問はある。 

【仲田会長】 

  ヒアリングの際には、「足りない分は他校から借りてきている」と言っていたが、この

件についてはどうか。 

【大島委員】 

  全て楽器が揃っていれば、生徒たちはいろいろなことができると思っているが、提案

書の「直近の収支決算」を見ると１１１万１，０００円の収支差額が出ている。これで

補てんできるのではないかと思っている。 

【仲田会長】 

  八千浦小・中学校後援会の会長として聞いていることは、楽器については、八千浦中

学校として保管している楽器はない。主に上越教育大学附属中学校から借りているが、

借りている楽器については、平成２９年度中に返還してほしいと言われている。 

  ティンパニについては、県大会等でも実績があるが、一度に揃えないと音に差が出て

くるので、できれば、一度に揃えたいというのが提案者の意向である。 

  そして、会計収支決算については、後援会費として、各世帯から集めている金額の合

計額で、それぞれ小学校、中学校に配分している。収支差額の１１１万１，０００円と

いうのは、八千浦小学校の１４０周年事業があるが、これについては、各世帯からの寄

付金は徴収していない。後援会費を積み立てた中から全てを支出する。後援会の考え方

としては、無駄を省き、特に緊急を要する大きな事業にそのお金を使い、地域の皆さん

からの負担をできるだけ少なくしたい、という考え方で、収支差額分については、積立

をしているので、御理解いただきたい。 

【坂詰委員】 

  平成２９年度の消防関係の提案についてだが、一人当たりの補助金額が夷浜少年消防
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隊だけ多くなっており、今までを見ても夷浜少年消防隊が多いように感じている。各団

体とも自主財源を使っているが、当補助金は公金であることから、費用対効果を見た時

にやはり夷浜は使いすぎているのではないかと思っている。 

【大島委員】 

  各団体とも体験学習をしているが、他の少年消防隊は自主財源で実施するが、夷浜少

年消防隊だけ補助金の対象となっている。内容を変えることはできないのか。 

【仲田会長】 

  １件ずつ協議していくと時間が掛かってしまうので、先ほど関川信之委員から出た意

見と笠原武委員の意見についてはどうか。 

【笠原武委員】 

  先ほどの私の意見だが、仲田会長の意見を受け、全額補助でも良いと感じた。 

【大島委員】 

  私も同意見である。 

【坂詰委員】 

  関川信之委員の意見については、地域の方々が多数集まり応援しているので、私も賛

成である。 

【仲田会長】 

  それでは、「提案№２ やちほ文化展はまぐみ市事業」、「提案№４ 上越市八千浦地区

音楽活動交流事業」、「提案№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第８回八千浦地

区海まつり』」、「提案№６ 八千浦区小・中学生育成事業」については、補助希望額とお

り採択することで委員から同意を得る。 

  それでは、他の事業についてだが、先ほど、坂詰委員から少年消防隊について、一人

当たりの補助金額に差異があるということだったが、他に何かあるか。 

【坂口委員】 

  私も坂詰委員のような意見を何年か前から思っていたが、少年消防隊に対して、地域

でどれだけ応援してあげられるかも大事だと思うが、夏期研修の主旨を考えれば、佐渡

へ行かなくても地元で実施するやり方もある。今回は予算的な問題もあるので、これを

きっかけに少年消防隊への支援のあり方を考え直す時期ではないかと思っている。 

夷浜のシーカヤック体験も、やらせてあげたい気持ちはあるが、他の少年消防隊は全

ての体験学習を自主財源で行っているのでその辺も見直していただきたい。 
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そして「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」

については、構成員数が２２名に対し、八千浦区の子どもは５名しかいない。全体的な

ことを考えると大潟区や頸城区でも活動しているので、八千浦区の負担を減らすという

考え方をしても良いのではないかと感じた。 

【仲田会長】 

  では、論点を絞りたいと思う。 

  まず、少年消防隊についてだが、一人当たりに投入する補助金を見直す時に来ている

のではないかということだが、これについて意見を伺いたい。 

【関川信之委員】 

  夷浜を西ケ窪浜と下荒浜に合わせて、一人当たりの単価を下げていただき、その差額

は自主財源ということにしていただきたい。 

【仲田会長】 

  当区の採択方針の中に「当区の振興・活性化」、「公益性」、「参加性」とある。継続し

て提案のある各事業は、スタート段階では、それぞれが模索常態、それから７年間継続

してきて、それが形骸化してきているというのが昨年の議論の中にあった。そして、地

域全体に発展しているかというと、そうではなく、地域限定になっている、ということ

を考えれば、１０分の１０の補助としてやはり見直す時期に来ているのではないかと感

じている。だが、今年の採択方針が決定しているので、これを機会に来年度の採択方針

等の議論の中に活かしていきたい。 

  今回、補助希望額が超過しているが、公平性から考えれば、夏期訓練について一定程

度減額する、という意見もあるので、その観点から意見をいただいきたい。 

【大島委員】 

  一人当たりの限度額を決めたほうが良いように感じている。 

【栁澤委員】 

  少年消防隊に対しても調整が必要だと思うが、「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」についても、全ての備品を当補助金で揃えなく

ても良いと思っているので、こちらも調整したほうが良いのではないか。 

【笠原武委員】 

  少年消防隊については、昔から佐渡へ言っているが、当時は全て保護者の負担で行っ

ていた。今までの実績を見ても金額が年々高くなってきているので、今の段階で見直す
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必要があると思っている。 

【仲田会長】 

  西ケ窪浜少年消防隊と下荒浜少年消防隊の平均に合わせ、夷浜少年消防隊を減額する

ことで委員から同意を得る。 

  そして、「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」について、構成員から考えると全て八千浦区で整備しなくても良いのではないかと

いうことだが、これについてはどうか。 

【関川信之委員】 

  今までも話は出ていたが、按分について、話としては分かるが、平成２９年度に関し

ては仕方がないのではないか。 

【大島委員】 

  提案書の支出の部を見ると「遠征費」に費用が掛かっている。小学校等で遠征に行く

時は全て自己負担でやっている。それを考えると「遠征費」は要らないのではないかと

思っている。 

【関川信之委員】 

  私は、今年までは良しとし、来年以降、提案されるなら考えていただきたいと思って

いる。 

【仲田会長】 

  事務局へ確認だが、夷浜少年消防隊と西ケ窪浜少年消防隊、下荒浜少年消防隊を平均

的にするとしたら、どれくらいの減額となるのか。 

  ― 事務局で計算 ― 

【関川信之委員】 

  「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」につ

いてもそうだが、「提案№９ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」に

ついても、今までいろいろ整備してきた。こちらも費用対効果や公平性の面から見ても

少し疑問に感じている。そして、夏期強化合宿についても自主財源でやっていただきた

い。 

  ユニフォームやチームバックを提案されているが、当補助金で買い続けていると、当

補助金がなくなった場合、団体が継続していかなくなってしまう。そう考えると、少し

減らせるものがあるのではないかと思う。 
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【仲田会長】 

  それでは議論を「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」と「提案№９ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」に絞

るが、項目毎に絞って議論していきたいと思う。 

【坂詰委員】 

  ユニフォームに関しては、個人の持ち物だと思っている。例えば、キャッチャー防具

やヘルメットはチームの持ち物だと思うし、キャッチャー防具に関しても２セット提案

されているが、１セットでいいのではないか。 

  提案書を見るとやはり個人の持ち物が多いように思う。平成２３年度と平成２６年度

にユニフォームを一式買っているのに、今年もまた購入となっている。当補助金を当て

にしている部分が大きいので、将来性を考えると見直しをする時期に来ていると思う。

チームの持ち物と個人の持ち物は違うと思うので、その辺の線引きをきちんとすべきで

はないか。 

【仲田会長】 

  私は、個人が所有しない防具とヘルメットに関してと、夏期強化合宿については、チ

ームワークの観点からしてもこれはこのままでやむを得ないのではないかと思っている。

そして、薄手のグラウンドコートやユニフォーム、得点盤については、どうか。減額に

するか、全てをカットにするか。 

【渡辺委員】 

  グラウンドコートやユニフォーム、チームバックについて、昔は全て自己負担でやっ

ていた。カットするなら全てカットしたほうが、公平性の面でも良いのではないか。 

【坂詰委員】 

  少年消防隊を平均的にしたので、それに合わせて当団体の１人当たりの補助金額を同

じにしたほうが良いと思っており、グラウンドコートやユニフォーム、チームバックに

ついてはカットしたほうが良いと思っている。 

【仲田会長】 

  では、ヘルメット・キャッチャー防具、夏期強化合宿については認め、薄手のグラウ

ンドコートは全てカットし、ユニフォームについては事務局と調整させていだたく。 

【坂詰委員】 

  キャッチャー用具一式を２つ購入することになっているが、それを１つにしていただ
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き、ヘルメットも傷んでいる物だけを更新すればいいのではないか。 

【仲田会長】 

  「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」につ

いても、他のスポーツ団体には、構成員が他区の子どもの人数が多く、八千浦区の子ど

もの人数が少ないため、提案を断念している団体もいる。その点を鑑みると、坂口委員

が言われた「構成員数を考慮した場合に八千浦区で全額補助するのか」という意見にも

配慮する必要があるのではないか。 

【坂詰委員】 

  話題を「提案№９ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」に戻すが、

ヒアリングの際にも質問したが、見積りが同じスポーツ店になっているが、量販店等の

ほうが安いのではないか。見積りの取り方についても事務局から指導が必要だと感じた。 

【仲田会長】 

  それでは、「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」と「提案№９ 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、

減額することとし、減額する項目について決めたいと思う。 

  ― 減額する項目について話し合い ― 

  「提案№１ 夷浜少年消防隊夏期訓練事業」については、ほかの少年消防隊に合わせ

平均的にする。 

  「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」につ

いては、地域活性化の観点から、構成員数を考慮すると、補助希望額を八千浦区で全額

負担することは採択方針からしてもそぐわない。 

  「提案№９ 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、ユ

ニフォームは個人の所有物に近いので減額し、グラウンドコートやチームバックについ

ては全額カットとする。 

  詳細は、事務局と相談の上、調整させていただき、後日、調整した資料を委員へ配布

することで委員から同意を得る。 

  次に「その他」について、事務局へ説明を求める。 

【星野主事】 

  現在、諮問等の案件は入っていないため、議題等が入り次第、会長と相談の上、委員

へ案内したいと考えている。 
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【仲田会長】 

  次回以降の協議会については、跨線橋の草刈りの件について、情報提供があるかと思

うので、そのようにお願いしたい。 

【滝澤センター長】 

  跨線橋の草刈りについては、地域活動支援事業の採択審議も終了したので、今後、町

内会長の方たちへ連絡を取り調査させていただきたい。その後、意見を取りまとめたも

のを７月以降の協議会で協議していただければと考えている。 

【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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