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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成２９年度第６回吉川区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ・協議事項（公開） 

（１）自主的審議事項の検討について 

（２）平成 30年度地域活動支援事業採択方針等について 

・報告事項（公開） 

（１）旧旭保育園及び旧吉川中央保育園の解体工事について 

（２）総合事務所からの諸報告について 

３ 開催日時 

  平成２９年９月２１日（木）午後６時３０分から午後８時５４分まで 

４ 開催場所 

  吉川コミュニティプラザ ３階 大会議室 

５ 傍聴人の数 

  ０人 

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：五十嵐豊、上野康博、薄波和夫、片桐利男、 、加藤正子、 

佐藤均、関澤義男、平山英範、山岸晃一、山越英隆、横田弘美 

・事務局：小林所長、大場次長（総務・地域振興グループ長兼務）、小池市民生

活・福祉グループ長（教育文化グループ長兼務）、 

（以下グループ長はＧ長と表記）、 

     南雲総務・地域振興グループ班長、鷲津総務・地域振興グループ主任 

８ 発言の内容 

【大場次長】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・大滝健彦委員の欠席、五十嵐委員が少し遅れる旨を報告。 

 ・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 
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・会議録の確認： 会長 

 

 ・挨拶 

【大場次長】 

 ・議長の選出について、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。 

 

 ・本日の次第の確認 

・関連する報告事項の整理 

・協議事項 

（１）自主的審議事項の検討について 

（２）平成 30年度地域活動支援事業採択方針等について 

 ・会長報告 

    ・吉川区青少年育成会議では、越後よしかわやったれ祭りで、地域の子どもたち 

と一緒に、プランターの設置等ＰＲさせてもらった。吉川区地域協議会の皆さ 

んにも、地域活動支援事業でお世話になった関係で、吉川区青少年育成会議の 

会長から、よろしくとの話があった。 

    ・今月２９日、柿崎区で研修会がある。皆さんに分科会の所属要望を聞いてい 

る。皆さんから協力をいただくということで、よろしくお願いする。 

 ・委員報告を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・事務局からの報告を求める。 

【小池Ｇ長】 

 ・先の第５回吉川区地域協議会で、閉園した旧旭保育園及び旧吉川中央保育園の解体 

工事について報告したが、スケジュールの変更があったので改めて報告する。 

 ・旧吉川中央保育園の解体工事については、９月８日の指名競争入札の結果、株式会 

社山崎土木が落札内定者に決定した。１１月末を目途に、工事作業完了となる見込 

み。地元の天林寺町内会へは、回覧にて周知する。 
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 ・旧旭保育園の解体工事について、同日９月８日に入札を実施したが、不調により、 

落札業者が決定できなかった。 

 ・今後、工事仕様書の見直し作業を実施し、再度入札を行う。 

 ・工事の予定は、中央保育園よりも若干遅れる見込み。 

 ・降雪となる前に完了したい。工程管理を実施していく。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

・４ 協議事項に入る。 

・（１）自主的審議事項の検討について、である。 

 ・まず、各部会長から、各部会での協議状況について、中間報告をお願いする。 

 ・最初に、事務局からお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・これまでの各部会の活動内容について、各部会長から報告をお願いする。 

 ・安全・安心部会からお願いする。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・会議の状況について、第２回を７月２０日に行った。協議内容は、今後の部会の進

め方、源地区の課題の仕分けを行い、その後、吉川区の防災士について話し合いを

行った。次の日程を決めて終了した。 

 ・第３回は、８月９日に行った。協議内容は、吉川区地域協議会に提案して審議を行

ってほしい議題について精査を行った。テーマごとにまとめた資料を見て、対応方

針を協議した。最後に、議題の対応方針を最終的にどういう形にするかを協議した。

次回の日程を決めて終了した。 

 ・第４回は、本日の地域協議会が終わってから行う予定である。 

 ・以上、簡単に流れを説明した。 

【片桐雄二会長】 

 ・資料の説明をお願いする。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 
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 ・安全・安心部会から、地域協議会に審議を行ってほしい提案をいたしたく、資料を

手元にお配りした。２件について、地域協議会で、自主的審議事項として協議をし

てほしいということで提案する。 

 ・１件目が、諸団体から出た№６、旭地区の№３、１７、消防関係の提案である。ただ

今、市の方で消防の改革を行っているという話を聞いたので、それに間に合うよう

に、諸事項を検討していただきたく提案する。 

 ・もう１件は、防災行政無線関係で、東田中№２０、２８、２９、源地区№２，７、８、 

１５、１６だが、最近、天候不順で災害も多くなっている。早めに対応してもらいた

いと思い提案する。提案内容は、スピーカーが聞き取りにくいなど、行政でアンケー

トを行い、聞き取り調査を行ってもらいたく提案する。 

 ・話しの中で、防災行政無線の基地局がどこにあるのか、中継基地があるのかないの

か、誰も知らない状態だったので、そういうのも詳しく知りたいということで、提

案する。 

【片桐雄二会長】 

 ・本来なら、皆さんの部会から、みんな報告があったところで、質問があればと思っ

ていたが、多岐に渡ると大変なので、今の提案について、質問があればお願いする。 

【山岸副会長】 

 ・この間のミサイル発射で、Ｊアラートの上越市の最初の一報がうまく伝わっていな

かったという報道があった。ご存じだったら、行政側から教えてほしい。 

【小林所長】 

 ・情報提供ということで、新聞等でご存じかと思うが、今回、８月２９日の午前６時

２分の第１報で、ＪＣＶ加入世帯、約４万世帯だが、そちらへの伝達がうまくいか

なかったことが判明した。これらについては、国からの情報が的確に伝わっており、

第２報は的確に放送が流れた。機器の原因等については、今、調査、改善に努めて

いる状況である。第１報が流れず第２報が流れたということであり、単純にどこが

悪いということは的確に判断できない部分がある。対応をＪＣＶと共に確認を行っ

ているのが現状である。 

 

 ・防災部分の質疑になった。 

 ・平山部会長から、地域協議会で審議してほしいとなると、自主的審議事項の内容と
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なると思う。自主的審議事項となると、意見書になるか、皆で協議した内容になる。 

 ・質問的な部分、聞き取りにくいときがあるなど、自主的審議事項に上げる場合、も

う少し精査、とりまとめをした方がと思うが、その辺で何かあればお願いする。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・（防災行政無線が）聞き取りづらいとか、調子が悪いとか、行政で聞き取り調査をお

願いしたい、という内容で、最終的に意見書として出したいと思っている。 

 

 ・今日の内容では、すぐに自主的審議事項に上げる、上げないというレベルにはなら

ないと思う。改めて協議の場を設ける。 

 ・次に、暮らし・支え合い部会、上野部会長お願いする。 

【上野委員（暮らし・支え合い部会長）】 

 ・暮らし・支え合い部会から報告する。 

 ・７月２０日の地域協議会で、それまでの部会の中間報告をした。その後、数日して、

事務局から私共が「行政対応」として４件を上げたが、それについて、総合事務所

では対応できないから、もう一度検討し直してください、ということだった。 

 ・８月３日に部会を開き、そのことについて話し合った。 

 ・１件目の東田中での国田町内会長の発言、公民館分館がかなり老朽化しているので

整備してほしい、という発言があったが、これは行政だなと簡単に答えていたが、

その日の話の中で、「出張」地域協議会が全箇所で終わっていない、まだ数箇所ある

ので、それを聞いてから対応することになった。 

 ・７月１２日に、市長とのキャッチボールトークで、東田中の分館の問題があって、

あのような市長の答弁があった。 

 ・市の公の施設の見直し、再配置について、平成２７年から始まって平成３０年に再

配置について検討する、ということもあり、継続して協議することになった。 

 ・２つ目の旭地区で行われたときの発言で、医師確保、具体的にはさいがた病院の医

者の話を、これも行政対応と分類したが、行政では対応できないという話だったの

で話し合った結果、これは国の施設であり、地域協議会がとやかく言うような問題

ではない、地域協議会は地域の課題に取り組むのが地域協議会であり、継続という

ことではなく、聞き置くことになった。 

 ・次に３つ目だが、原之町町内会からあった、原之町地区に公共施設の整備を行って、
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吉川区の霞が関になるようにしてはという、すばらしい意見があったが、聞き置く

という訳にはいかないということで、地域協議会で継続して協議することとした。 

 ・４つ目、大乗寺町内会から出た、桜咲ハイツの入居者が半分しかおらず寂しい。何

とかならないか、ということだった。話し合いをしたが、仕事のないところに人が

いない。人がいなければ入居者も生まれないということもあり、建物の宣伝を考え

るということで、継続協議とした。 

 ・もう１点、吉川地域づくりから共同墓地を造るべき、という提案があった。７月１

５日の市の広報に、霊園の使用募集という項目があった。これは一体どういうこと

かと、事務局・鷲津主任に聞いて調べてもらった。その結果、上越市には公営の墓

地が４箇所あり、市の霊園の管理に関する条例があって、それで管理している。大

潟区と柿崎区で１箇所ずつ空きがあり、募集をかけているという話だった。 

 ・共同墓地の話は、少子高齢化で、死んでしまって誰も墓守がいなくなれば、無縁仏

になるからという心配で発言されたということになるが、事務局・鷲津主任からも

らった条例文を読むと（後で正式な条例の名前を教えてください）、霊園の中で墓地

を使用していた人が亡くなった場合、親戚や縁者が継続使用を申し入れれば、使用

は継続してできるが、誰も継続使用の申し出がなければ、更地にしてしまう。使用

権の消滅ということで、お骨をどこかに集めて、ねんごろに弔うだろうが、その墓

地を更地にしてしまう。そういうことがあったので、柿崎区と大潟区では空いたの

で募集があった。 

 ・私の考えとしては、親戚、親類縁者が誰もいなくなれば、無縁仏どころか、お墓さえ

もなくなってしまう。そういう心配をしている方は、とりもちしているお寺のお坊

さんとしっかり話し合ってもらうよりしかたがないのではないか、ということにな

った次第だ。 

 ・中間とりまとめ以後、暮らし・支え合い部会で、変更になったものは以上である。 

【鷲津主任】 

 ・最初に、上野委員から、行政ではできないのでと、私が冷たい発言をしてしまった

ようで申し訳ない。 

 ・そういう意図ではなく、総合事務所では判断ができないテーマが多かったというこ

とで、もう少し行政対応というものを具体的に分類していただきたかったという主

旨でお話ししたつもりであった。決して冷たい言い方だったとは思わなかったので、
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もしそうだったら、ご容赦いただきたい。 

 ・先ほどの霊園の条例だが、上越市霊園条例という条例があり、柿崎霊園、大潟霊園、

中郷霊園、釜塚共同墓地の４箇所が、この条例で管理されている。 

【上野委員（暮らし・支え合い部会長）】 

 ・今ほど、事務局・鷲津主任から冷たいという発言があったが、私も総合事務所で対

応できないと言われ、よく考えてみたら、なるほどなと総合事務所はそういう位置

付けではないのではないかと考えたので、別に何もない。 

 

 ・暮らし・支え合い部会から、会議の進行状況について、事細かに説明いただいた。今

もまだ、継続審議中ということもあり、特筆すべき質問があれば伺うが、なければ、

継続審議を頑張っていただきたい。 

 ・次に、次世代担い手部会からお願いする。 

【関澤委員（次世代担い手部会長）】 

 ・次世代担い手部会から報告する。 

 ・今日５時３０分から、第３回次世代担い手部会の会議を開催した。１回目、２回目

と、人口減少がもたらす商店街の衰退など、２２件の懸案を見ても難しい。国でも

解決できない。県でも市でも、人口減少を取り上げているが、歯止めが立たない。

そんな中、今回の会議でも煮詰めたが、どのようにして人口減少を食い止めるか。 

 ・上越市２８区の中で、諏訪地区では、６年も前から人口減少対策本部を設けて取り

組んでいる実例の新聞記事もある。先日の上越タイムスの記事でも、春日、有田の

地区では少し増加しているが、ほとんど吸収合併した１３区は、軒並みに人口減少

している。 

・その、人口減少を食い止める選択肢として、今、川谷地区に、上越市地域おこし協力

隊の石川さんがお出でで、石川さんから２～３回お話しを聞き、我々は手っ取り早

くできる事業から進めてはどうかということで、先ほどの懸案について３つに絞り、

事務局と集落づくり推進員の池上様も交え、先月議論した。 

・十日町市には、ＯＢを含め４５名の移住者がいる。地域おこし協力隊というのは、農

業ばかりではなく、観光地の観光案内とか、文化・伝統の博物館の管理とか、いろい

ろな分野の事業があり、農業ばかりではない。当面、吉川区においては、山間地にお

いては、荒廃する農地を守りながら、できればご夫婦で来てもらって、ツープラスス
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リーという形の中で、人口減少の解消に少しでも役立てばと考えている。先ほども

議論したが、自主審議事項にこの問題を取り上げ、長岡など７箇所の地域があるが、

中でも十日町が移住者が多いという話であり、そういうところの実例を視察し、人

口が減少する吉川区で、１人でも多く移住し、すぐ人口増加にはならないかもしれ

ないが、少しでも前進できればという思いで、先進地視察を提案した。これから、竹

直等の他の地区で「出張」地域協議会があるので、今まで皆様から出たご意見の中

で、人口減少が一番のネックなので、我々のできる範囲の選択肢として、多くの移住

者がいる現地を、この目で見て、体験して、吉川に合うのか合わないのか、それもま

た１つの勉強で、まず議論ばかりではなく、実際に足を運んで、先進地視察をしたい

ということで結論が出た。 

・以上である。よろしくお願いする。 

【南雲班長】 

 ・１点、その中で、川谷地区に入っている石川さんだが、地域おこし協力隊として入

られて、現在はそれを卒業し、定住されている、ということを確認のため申し上げ

る。 

 

 ・関澤部会長から報告があった。発言の中に研修についての要望もあったが、研修に

ついては後で審議する。報告の内容について、皆さんから質問があればお願いする。

片桐利男委員も部会メンバーだが、補足があればお願いする。 

【片桐利男委員】 

 ・特にない。 

 

 ・部会からそれぞれ意見を聞いたが、自主的審議事項にお願いしたい要望があれば、

皆さんで協議し自主的審議事項とするが、皆さんで判断いただきたいのは、今これ

をどうしてもと部会から要望があれば、それを協議するかどうかを判断いただきた

い。逆に、この後の「出張」地域協議会が残っていることもあり、それが終わってか

ら、改めて自主的審議事項とするかどうかも、審議いただきたい。 

 ・各部会長の考えで、今の段階で自主的審議事項に上げてもらいたい内容はあるか。 

 ・安全・安心部会から、お願いしたい事案があったが、これは協議内容とするが、関澤

部会長はいかがか。この後の「出張」地域協議会を行ってから、確認した後で、絞り
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込みをしてからとしてよいか。 

【関澤委員（次世代担い手部会長）】 

 ・はい。 

 

 ・安全・安心部会からの提案について、お手持ちの資料のとおり、この内容で地域協

議会で審議してほしいそうである。これは自主的審議事項での審議という位置付け

になるか。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・はい、そうである。 

 

 ・先ほど、部会長から話のあったとおり、トータル的に精査した案件としてとっても

らいたいということで、地域協議会の自主的審議事項とすると、審議事項として上

げた内容を、今日の日付で自主的審議事項に格上げし、その都度、会議の合間で協

議をしていくことになる。 

 ・その辺の進め方については、部会長を中心になる部分もあるが、アンケートをただ

とってもらいたい、という要望になるのか、これに付随してこういうふうな要望に

なるのか、自主的審議事項となるので、皆さんと協議をした上でということになる。 

 ・今ほど、安全・安心部会長から提案があった。関連してご意見があればお願いする。 

【山岸副会長】 

 ・第６次総合計画の中に、今年、平成２９年度、消防団等の組み換えの関係の調査を

する年になっている。資料を置いてきたので、この先の流れを把握していないが、

アンケートも１つの方法だが、我々は消防団という組織とコミュニケーションを取

った方がいいと思う。市の聞き取りは、幹部団員しか召集していないと聞いた覚え

がある。一般団員や階級があるが、そういう方々の意見はどうなのか興味のあると

ころである。地域協議会として市に要望するとなると、実際の団員がどのように消

防団を認識して活動しているのかを、確認すべきだ。段階的には、まず折衝をお願

いしたい。そういうことを協議いただきたい。 

 

 ・自主的審議事項ということで、山岸副会長から、そういう内容を踏まえてというこ

とだが、正式な自主的審議事項とすれば、都度全員の協議になるが、まず、どうい
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う手法で実態把握をしていくかとか、実際の作業部分は、会議で皆さんと協議する

のはなかなか難しいので、進め方の案をいくつか、三役・事務局でたたき台を作り、

皆さんにお諮りしたい。Ａ型としては都度テーマを積み上げていって決めるのか、

Ｂ型としては、部会である程度集約したものを、その内容について皆で協議するの

か、いくつか進め方があると思う。今、進め方の協議は難しいので、三役と事務局

でどういうふうにとりまとめるかを協議し、皆さんにお諮りする方がいいと思うが。 

【山岸副会長】 

 ・進め方というより、自主審議事項にしたいと希望して出している。 

 

 ・それを協議するか、確認する。 

 ・（安全・安心部会長から提案のあった件について、）自主的審議事項に格上げするこ

とについて、ご意見、ご異存はあるか。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・大丈夫か。進め方については三役に一任いただいて、今後の課題とさせていただく。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・進め方については一任するが、その中で専門家の声も聞いてみたいところがあり、

部会単独では呼べないような気がするので、そういうところも含めてお願いする。 

 

 ・分かった。 

 ・本日、安全・安心部会からの提案ということで、別紙の資料内容を踏まえ、地域協議

会への自主的審議事項としたい提案があったが、皆さんの同意で、これらを自主的

審議事項に本日付で格上げとする。審議の進め方については、詳細を後日、いくつ

かのパターンを提示したところで判断いただくこととしてよいか。 

【委員】 

 ・「はい」の声あり。 

【片桐利男委員】 

 ・自主的審議事項にしましょう、ということで話をされていると思う。今回、安全・安

心部会からの提案として、これだけの区分提案があった。分けるとすれば、消防団
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について、防災行政無線について、という２つの括りになると思うが、今回、自主

的審議事項として取り上げましょうというのは、消防団のどういうことを検討する

審議なのか、防災行政無線のどういうことを審議する自主審議なのか。それは後で

考えようということであれば、それでいいが、この先、こういうことが懸念される

という考えがあれば、お聞かせいただきたい。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・消防団に関しては、今後の消防団のあり方、人員的なものも含めて、何かサポート

的なこともできないか、考えていきたい。サポート的な制度も含め、考えていきた

いと思い、提案した。人員的なものは、どこの分団も足りない、足りないで、あまり

人がいない状態なので、吉川区の人口も減ってきており、そういう面も含め、考え

ていただきたいと思い提案した。 

 ・防災行政無線については、異常気象で結構災害が多いので、何かあって聞こえなか

ったと後で反省しないように、早めに提案した。聞こえないとか、機械的な問題、

場所的な問題があるかもしれない。これも早急に行ってもらいたいので、提案した。 

【片桐利男委員】 

 ・消防団についてはあり方について、防災行政無線については伝達方法の確保、とい

うことで、私自身まとめさせてもらっている。そういう考え方でよかったか。 

 

 ・片桐利男委員の意見の内容は、自主的審議事項の審議内容になっていくかと思う。

この次、自主的審議で、そういう案件を含めて、皆でそういう方向性を協議してい

ければと思う。今のような進め方で、皆でやっていくか。片桐利男委員の言われる

ように、案件を整理して、それごとに皆で協議していくのか、専門的な部会が必要

なのか。方向性は次回にさせてもらう。片桐利男委員以外でも、いろんな質問があ

ると思う。ざっくりと書いてあるので、すみわけが必要である。それも合わせてた

たき台を、私共の方でこういう形で協議していったらどうかというところを、出し

ていきたいと思う。 

 ・片桐利男委員、どう考えられるか。 

【片桐利男委員】 

 ・平山委員は、あり方について、と言われなかったか。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 
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 ・全体的な今後のあり方だ。 

【片桐利男委員】 

 ・これは、私の言った言葉ではない。誤解のないようにお願いしたい。 

 ・伝達方法の確保というのは、こういうのがいくつかある。こういうので困っている

ということだ。これをひとまとめにした、私の表現だ。だいたいの趣旨として、お

分かりいただけたと思う。 

【上野委員】 

 ・消防についてだが、今、あり方とか組織とか言われたが、消防の組織を果たして地

域協議会で取り上げていいものかどうか。彼らは独立している。消防団は、消防署

の下という位置付けになるのか。その辺がわからないが、彼らは非常に独立性が強

くて、何で俺たちのことを地域協議会で議論するのかと、当然そういうことが出て

くると思う。 

 ・私の集落にも消防団員がおり、彼らの行っていることに対し、集落としては一切口

出ししていない。消防団の人たちが、こうしてください、と言えば、集落で話し合

って、そういう話があるんだけどどうするか、という形態で動いている。 

 ・私は消防団の経験は全然ないが、地域の人たちから消防団の話を聞くと、集落は全

然タッチしていない。あくまでも消防団は消防団で行っている、という状況と、私

は理解している。 

 ・そういう中、消防と言えば、上越市一体に係わってくる問題である。消防の中でも、

あえて吉川区に特有の現象があるのであれば、そういうことについても考えてもい

いが、ここに言われている状況は、周辺、旧１３区でも共通した課題ではないかと

私は思う。 

 ・そういう考えがあり、自主的審議事項のところでは、別に意見を申し上げなかった

が、審議を始める段階になったら、その辺も慎重に行ってもらいたいというのが、

私の考えである。 

 

 ・いろいろと解釈はあるが、安全・安心部会では、大きな主眼は防災行政無線の不備、

アンケート調査について、緊急性があるとの判断があったと思う。それに付随して、

防災関係で消防ということになると思う。それも含め、皆で協議して方向性を出せ

ばいいと思う。 
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 ・自主的審議事項に上げたから、すごいということではなく、皆で協議していくのが

主眼である。上野委員、片桐利男委員の意見もそうである。皆聞きながら、協議し

ていって。防災行政無線等は緊急性が高く、不備が目立っているのも確かだ。そん

な中、消防団の活動にフォローできればという考え方でいいのではないかと思う。

次回、明確な進め方を皆さんで検討いただけるような形にする。 

 ・上野委員、よろしいか。 

【山岸副会長】 

 ・協議していくということで決めたので、これから皆さんの捉え方で、ご意見が出て

くるのは当たり前だが、先ほど上野委員から話のあった消防団の位置付けだが、消

防団は、消防と警察業務も行う。火消しだけではない。業務的には両方関わる部分

がある。下にあるとか上にあるとかいった問題ではない。独自性がある、というが、

当然彼らは彼らで持っているが、現にこうやって、地域を回ったら地域の声として

出ている訳だ。これをどうするか、担当部会としては、今回、市で編成替えも考え

ているようなので、先へ先へという訳にはいかず、協議事項にしていただきたいと

いう申し出である。今後、皆さんのいろんな意見は、やりとりさせていただくが、

そういうことである。 

【小林所長】 

 ・今ほど、皆様方から、いろんなご意見があり、自主的審議事項に進めたい、という話

を伺った。自主的審議事項については、一定の項目、こういうことについて話し合

いたいということを伺って、自治・地域振興課に上げていくことになる。今、漠然

とした部分もあり、いろんなご意見もあり、できればその点を皆さんでまとめてい

ただいた段階で、自主的審議事項に上げるという手順をお願いできないか、という

提案である。 

 ・漠然とした部分、消防と防災、どういう課題に対して、どのように解決するか。ある

いは、こういう課題があるので、地域協議会として、こういう意見を反映させてほ

しいなど、いろんな部分があるが、先ほど片桐利男委員から、こういう題目でいっ

たらどうかという具体的な話もあった。それがないと、私共としても、それを誰が

まとめ、皆さん方と総意でこういう自主的審議事項で行きましょうという形になる

と思う。その点だけはご確認いただきたい。 

 ・私共も、「出張」地域協議会に同席させていただいた。その中で、緊急に町内会長さ
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んから指示を受けた部分は、個別に対応を進めている。この時点で出た意見で、行

政が動いている部分もある。その点もお含みいただきたい。 

 

 ・総合事務所長から話があったが、ここで、この協議を絞り込んで議題とするのは、

進め方の問題があるので、次回、その内容も含め進め方が整理できたところで、自

主的審議事項の議案案件にすることとし、今日は、自主的審議事項の提案事項があ

ったということで、内諾は皆さんからいただいたということとし、その後の進め方、

課題の整理は、次に提案した内容で協議いただくこととする。 

 ・よろしいか。皆さんも、そういうことで認識をお願いする。内諾はいただいたとい

うことで。 

【片桐利男委員】 

 ・所長の言われるとおりだと思う。 

 ・私の次世代担い手部会で、関澤部会長が言われたが、自主的審議事項の１つとして

考えているということである。今後あと３回ある。どういう意見が出てくるか分か

らない。ここで決めてしまうと、あと３会場の意見はどうするの、ということにな

る。 

 ・会長も、中間でということで、ピリオドを打たれた。中間では、各部会ではこういう

方法の自主的審議事項を考えているということで、安全・安心部会では、今からこ

れだという話をしたので、所長が心配する発言になったと思う。 

 ・安全・安心部会の皆さん、これは候補か、それともこれでいくという考えか。聞かせ

てほしい。 

 

 ・今の段階で、ということだと思うが、片桐利男委員から質問があったが、それで答

えられる範囲で回答があれば、平山部会長、お願いする。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・今の中で候補を決めて、審議してほしいとは思っている。この中から具体的に提案

してほしいとなると、今は単純に、防災は防災、消防は消防で出しただけだ。全体

ではなく、この中で、審議してほしいことを、個々に出せばいいのか、分かりやす

く。 
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 ・そういうふうになると、そういうやりとりになるので、それは後でということで。 

 ・片桐利男委員の発言もしかりで、そういう質問があった。その答えの持ち合わせが

なければ、また後で協議させてもらう。 

 ・基本的に考え方は、消防と防災があるので、我々三役と事務局と、安全・安心部会長

も含めて、内容を精査して、皆さんにお諮りするという方向で考えている。それを

今ここでというわけにはいかない。今、皆さんがある質問の内容は、総合事務所長

からあったように、おぼろげになっている。部会長を含め、精査した内容で、明確

に課題を整理すれば、皆さんも分かりやすく、こういう形でということになると思

う。だから後日にさせてもらいたい。そのように理解していただきたい。よろしい

か。ご質問もいろいろあるかと思うが、そのように進めさせていただく。お願いす

る。 

 

・次に、（２）平成３０年度地域活動支援事業採択方針等について、協議を行う。 

 ・事務局の説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№２－３に基づき説明（協議資料№２－１、２－２は前回説明済）。 

 

 ・採択方針の関係で、新しい資料が添付されているが、これ以外は前回皆さんから目 

を通してもらって、次回できればということで、反省等、改善点の原案を見て、協 

議をさせていただきたいと話をした。内容について、意見の出ているものもあるが、 

次回、こういうところを特に改善してもらいたい、という要望が出ているかと思う 

が、皆さんからご意見等、採択基準の変更の要望について、お聞かせ願いたい。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・案件としては、何年にもわたって事業提案があるような内容について、他地区でも 

 地域活動支援事業の主眼というのは、その活動団体の自立というのが大きな主眼に 

ある位置付け上、その支援の活動費が取り上げられたら、もう活動はできないという 

事業案件は、継続して３年も４年もというのは、どうなのかという問題もある。 

 ・吉川区の採択方針でいくと、基本的に１００万円の事業申請があった場合、今は定 
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数割で、前回のようにある程度みんなが採択されて、金額は補助額が足りない場合 

には按分するとか、前回は一律１０％の減で収まっている部分がある。これがもう 

ちょっと大きくなってくると、例えば１００万円の事業申請で、補助率がうんと下 

がって７０万円の場合にも、１００万円の事業をしてもらわなければならないのが 

吉川区の採択方針である。７０万円しかもらえないから、７０万円の事業にするわ 

けにはいかない。３０万円は各活動団体から持ち出しが必要というのが今の内容で 

ある。１００万円の事業申請をして３割カットされたら事業できないから辞退され 

ると、補助をかけたけど７０万円余るとか、ということになる。 

 ・その辺のところをよく考えていただき、こういうふうに改善があった方がいいので 

はないかとか、そういうご意見があれば議論しながら、考えられる想定の部分につ 

いて、対策を立てられればいいと思う。 

 ・関澤委員、ご意見をお願いする。 

【関澤委員】 

 ・複数年数、何回も同一事業を申請してくる問題に対して、大島区では３回まで、柿 

崎区では回数を重ねる度に補助率が少なくなっていく。板倉区では３回までだが、 

それ以降は地域協議会で、必要性、発展性を充分確認して審査するとなっている。 

 ・吉川区の実例を見ると、長峰城の事業が３回か４回となっている。ところが、事業 

そのものが発展して、県内外からも視察に来るすばらしい事業となっている。 

・本来原則的に言えば、３回位まで補助をもらって、あとは自力で行うというのは、 

なるほど原則だが、あまりにも回数を限定すると、逆に規約にはめられて、やりに 

くくなる。もう少し大きな範囲で、大雑把な形で持っていかないと、３回、４回 

でだめで、５回目ならもうちょっといい事業になるのにと、中途半端で切られてし 

まうんだということになると・・・。 

 ・今回の場合、入河沢の事業だが、この間視察に行ったら、まだまだ城跡なんか雲の 

  向こうに見えるか何だか分からなかった。しかし、今回の事業の中で、少しは先が 

見えてくれば、当然我々も支援しながら、実現に向け努力しなければならないとい 

う中で、あまりに採択方針に回数を入れることについて、いかがなものかという考 

えである。 

 ・皆さん、いろいろなお考えがあるが、あまり回数制限を強くする必要はないのでは 

ないか、というのが、私の意見である。 
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 ・そのようないろんなご意見がある。事務局作成の前回からの資料があるが、皆さん 

の反省に基づいた意見なので、皆さんでよく読んでいただきたい。最終とりまとめ 

は来年２月までという事務局要望もある。一気に全部進めるというのも難しい部分 

があり、といっても反省が出ている内容を、皆さんに周知しながら協議した方がい 

いと思うが、来年２月までであれば、今日の進め方としては、全部で８項目位ある 

中、３項目ずつ協議していきながら、内容について、皆さんから方向性を出してい 

ただき、次回にまた３つ、２月頃までに皆で協議し審査をして、方向性を出したら 

と思うが、どうか。 

 ・時間的に一気に全部進めるのは難しいし、といっても皆さんが反省として出してき 

た内容を、全体的に雑駁にこうしましょうというのは、なかなか難しい部分がある 

と思う。 

 ・そんなふうに進めたいと思うが、ご意見はあるか。 

 ・それでいいということであれば、今日は３つくらい、（協議資料№２－１の）№３－ 

１、３－２くらいまで協議をしていただいたらどうかと思うが、よろしいか。 

【委員】 

 ・「はい」の声あり。 

 

 ・それでいいということであれば、地域活動支援事業の反省点のところで、№１、２、 

３－１、３－２について、皆さんからご意見をいただきながら、方向性を決めてい 

きたい。 

 ・№１事業の募集・審査等で不都合の起きない仕組みが必要。（対策・改善案として） 

事例を設ける。全て公開とする、という意見があった。これについては、全て公開と 

は、多分、事前審査の内容のことを言っているのではないかと思う。これについて、

皆さんどのようにお考えか、審議していただく。 

 ・事例を設ける、というのは、意味がはっきり分からない。事務局、何か聞いている 

か。 

【鷲津主任】 

 ・できれば補足いただければ大変助かる。 

【上野委員】 
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 ・不都合の起きないとあるが、何か実際に不都合が生じているのか。 

 

 ・上野委員から、そのような発言があったが・・。 

【上野委員】 

 ・この提案は、不都合の起きない仕組みが必要と書いてある。実際に、どのような不 

都合が起きているのか、提案者から説明してほしい。 

 ・私としては、現状で不都合があるとは感じていない。 

【鷲津主任】 

 ・言いづらいかと思うので、事務局で代弁させていただくが、恐らくこれは、非公開 

の事前審査の内容が、事前にリークされたのではないかと思われる事案があった件 

を指しているのではないかと推察される。 

 

 ・皆さんどうか。横田委員、どうか。 

【横田委員】 

 ・問題点として、漏えいしてしまったというところで、会議で何をこそこそとやって 

いるのかなと、不信感が吉川区の住民に芽生えてしまったとしたら、非常にそこは、 

不都合な仕組みと捉えられてしまうのかなと感じた。 

 ・審査の手順、内容について、全て公開をするというところでデメリットがあると思 

うので、今の手順の中で同じ流れで行うのでいいのではないかと思う。 

 

 ・山越委員、どうか。 

【山越委員】 

 ・前から、事前審査というのは、システム的にはあったものか。 

 

 ・過去には、ない時もあったはずである。その時は、（予算に）収まらず、何度も審議 

  をし直す場面もあった。そういうことがあったので、ある程度予算内にということ 

で評議をして、ということだ。 

【山越委員】 

 ・やり方として、歴史があって、積み上げてこられたものだと思う。必要なシステム 

だろうと想像する。全部公開にすれば、確かに透明性は高まると思うが、意見を申 
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し上げる方として、忌憚のないところで言うような場面も必要だと思う。 

 

 ・やり方としては、皆さんと協議だから、そういう形で行って収めるということもあ 

るが、点数の付け方も改善した経過もある。三和区では上から評価して、予算が切 

れたら、どんな評価であっても上から点数順でスパッと切るという決め方をしてい 

るやに、南雲班長から聞いている。そういう形だったら、逆に公開審査をしたとき 

に、評価が高い順にぱっと切ることもできる。それは、他のやり方との整合性が取 

れれば、それも公開というのはあり得ると思う。 

 ・そういうところも踏まえて、皆さんからお考えいただければと思う。 

 ・薄波委員、公開についてはどうか。 

【薄波委員】 

 ・先ほど話のあった、リークされたというところは、１つの問題点かなというところ 

が、公開というところと関わってくる部分ではないかと思う。この場で話された内 

容が事前にリークされ、複数箇所にリークされたことがやはり問題ではないかとい 

う意識がある。 

 ・№１の課題を上げたのは、実は私だ。今のリークの問題だけではなく、審査の申請 

書の受入れ段階、あるいは審査の段階についても、いろんな問題、課題が出てきて 

いるはず。受入れ段階で、事務局がどういう判断をしているのか、どういう形では 

じいているのか、基準を設けているのか。あるいは、具体的に言えば、入札、相見積 

もりを取るべきものを１つにしているのはなぜか、その辺の基準はどうなのか、そ 

れが本当に明確になっているのかどうか、そういうところで事務局が困ってしまう、 

悩んでしまう事例があるのであれば、そういう点の基準を設ける仕組みも必要かな 

と。あるいは、皆さんが検討、審査する段階で、いろんな基準を設けている。採点基 

準を設けているが、それを見ても悩む部分が多分出てきている。故に、事前審査と 

か公開とかといった問題が出てくるはず。であれば、審査、皆さん方の考え方、気 

持ちを表現するのであれば、最初から公開するのも１つの手ではないか。そういう 

ことから上げた。 

【鷲津主任】 

 ・見積もりを取っていないという話があったが、１０万円以上のものは、必ず２社以 

上の見積もりを取ることになっている。ただ、前回もお話ししたとおり、それらを 
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皆様に資料としてお示しをしていないということである。それは、資料が大変膨大 

になってしまうこともあるし、金額については、収支計画の資料を付けさせていた 

だいており、それでご判断をいただきたい。あまりに金額の高い安いに囚われてし 

まうと、事業の本質、大局的なところも大事だということが抜けてしまう。庶務的 

なところは、できる限り事務局にお任せをいただきたいというのが、前回ご説明を 

させていただいたところだ。決して、見積もりを取っていないということではない。 

 

 ・委員の中から発言のあったとおり、情報漏えいといっても、基本的に地域協議会の 

勉強会は公開ではないので、勉強会を通じて事前審査的なものをするが、それが漏 

れて聞こえたからうんぬんという位置付けではない。薄波委員の言われるとおり、 

課題というのは、ある程度、方向性を協議している中で、提案者にそれが漏れ聞こ 

えたときに、出した方とすれば、事前のある程度の方向性で、ある程度評価が決ま 

っているニュアンスで取られると、最終的に、公開審査はするわけだが、その公開 

審査に向けたときに、いろいろと画策をしたり、圧力がかかったり、委員にも負担 

があることが大きな問題だ。別に勉強会で審査した内容が漏れ聞こえても、公正に 

行なわれているので、そこのところは誤解がないようにお話ししたが、常に公正に 

判断しているので、それはよい。しかし、後で裁判員裁判ではないが、圧力がかか 

ったりすると、委員に負担がかかるのが懸案事項である。 

 ・薄波委員からも、そういう話があった。皆さんどうか。佐藤委員、どうか。 

【佐藤委員】 

 ・№１の課題について、皆さんの意見を聞いていたが、全て公開というのは、審議の 

スピードとか資料準備とかの面があり、情報リークという問題も出ているが、現状 

維持の進め方でいいと思う。 

 

 ・時間の関係で、全員という訳にはいかないが、皆さんからいくつか意見を聞いた中 

で、我々皆が判断していくことなので、皆さんの意見がある程度方向性が決まれば、 

その方向でいきたいと思う。 

 ・全て公開とするかしないか。我々は全て公開は公開。事前の勉強会をするかしない 

かに着眼点がある。その辺のところ、行った方がいいか、悪いかというところで、 

皆さんからご判断をいただきたい。それでよろしいか。もう少し審議時間を取るか。 
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 ・では、平成３０年度の地域活動支援事業の審査等に係る内容では、№１では、全て 

公開がいいのではという意見があった。皆さんから採決をして判断いただきたい。 

 ・全て公開とする。事前審査はしない、で判断される方は挙手願う。 

 

  （２人挙手） 

 

 ・事前審査は必要と考える方は挙手願う。 

 

  （９人挙手） 

 

 

 ・賛成多数により、次年度は従来どおりということで決定する。 

 ・№２の案件、提案内容について、もう少し時間をかけた議論と審査が必要。 

 ・対策改善案としては、案件内容の把握に時間を掛け議論する。議論と審査を分離す 

る。審査の方法を変える。例：一次審査・二次審査・最終審査。一次、二次後は、結 

果を基に検証討議を行う。審査は全て公開、ということで、事務局から補足はある 

か。 

【鷲津主任】 

 ・特にない。 

 

 ・審議時間が非常に短いとの指摘だと思う。１次、２次、最終となれば、公開の場での 

審議になるかと思う。事前審査、１次、２次なのかもあるが、いずれにしても、審議 

に時間をかけた方がいいというご意見だと思う。時間をかけるとすれば当然そ 

うなる。同じ案件を何時間もではなく、ある程度１回みんな審議して、さらにもう 

１度だろう。これについて、いかがか。 

 ・議論と審査を分離するというのは、案件について議論をして、評価は別のところで 

と推測されるが、提案の方がいらっしゃれば、ご説明いただくのが一番だと思う。 

 

（薄波委員、挙手） 
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 ・薄波委員、お願いする。 

【薄波委員】 

 ・２番の案件も私が出した。№１と関連するが、議論と審査を分離するということは、 

審査という表現を使っているが、議論の内容と採点を分離するという意味で捉えて 

いただきたい。 

 ・議論については、プレゼンテーションも行われたが、時間が短いので内容を十分理 

解しているとは限らない。その辺について、議論は議論だけで、プレゼンテーショ 

ンの方を含め、議論する時間をもう少し設けてもいいと思う。 

 ・今までのように、審査という形で、議論と審査、仮採点をするのもいいが、そこで先 

ほどのリークの課題も出てきてしまうので、そういう意味も含め、議論の部分と審 

査の部分、採点の部分を分けた方がいいのかなと思って書いた。 

 

 ・今ほど、薄波委員から説明をいただいた。皆さんのお考えをお聞かせいただきたい。 

【加藤正子副会長】 

 ・時間のない中、いろいろ審議したり、協議したりすることが多い。事務局で受付の 

際に、提案者から意見を聞いている。会議の時に事務局から補足していただく現状 

のままでいいと思う。 

 ・提案者の立場に立ったならば、やはり私たちは守秘義務ということを再認識しなが 

ら、もう一度皆で共有していけば、平成３０年度はうまくいくのではないかなとい 

う思いである。 

【山岸副会長】 

 ・回数だが、勉強会を入れたりすると、通常の回数より多い会議を行っている。ご意 

見もそうだと思うので、もし取れるようであれば、もう１回でも２回でも、審議す 

る時間を増やせればいいと思う。 

 ・他は従来どおりでもいいが、皆で協議するような場面は、もう１回でも余計に取れ 

るようであれば、そうした方がいいと思う。 

【上野委員】 

 ・時間をかけて議論をするとなっているが、別に議論の最中に、議長が議論を打ち切 

ったことはないと思う。発言がないから、その案件の議論が終了する訳で、別に時 

間をかけていないのではなくて、議論がないからそこで終わるのだと思っている。 
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プレゼンについては時間を切っている面もあるかもしれないが、議論の打ち切りと 

いうことはないと感じるので、この件は従来どおりの扱いでいいと思う。 

【平山委員】 

 ・私の持論であるが、審議、議論を増やすより、現地調査とか、現地に行って説明を聞 

  いた方が、皆さん分かりやすくできるのではないか。その後、プレゼンテーション 

  を聞いた方が、分かりやすく審査できるのではないか。 

【五十嵐委員】 

 ・この意見を聞いて、自分でも反省をしている。 

 ・前段の、プレゼン、現地調査は、非常に重要で必要であるので、続けた方がいい。 

 ・自分の反省している点は、最終的に点数を付ける時に、審査基準のどこに外れてし 

まうのか。審査基準がいくつかあるが、私自身、あれは抽象的だと思う。例えば、３ 

番目の項目に外れると一言で言っても、３番目の項目にどのように外れるのか、そ 

こでニュアンスが変わってくる。３点でいいのか、４点でいいのか、迷ってしまう。 

その辺りの議論を詰めれば、皆さんも点数をつけやすくなるのではないか。 

 ・時間をかける、かけないというのはあるが、そこを、この項目に、どこら辺が外れる 

のか、どこら辺が合ってくるのか。自分の反省だが、今後しっかりと掴んで点数を 

付けていきたいと思った。 

【関澤委員】 

 ・ちょっと理解できないが、審査方法を変えるとあるが、１次審査、２次審査、最終審 

  査、１次、２次後は、結果を基に検証討議を行う。審査は全て公開とある。 

 ・最終審査は、検証検討して、残金が残った場合、最終審査をしないで、市に返すとい 

うこと意味か。理解できない。 

 ・例えば、一昨年、１１万円ほど残ったが、再募集をかけてもなくて、市に返上した。 

そういうことをなくすためのものか。 

 

 ・それは先ほど薄波委員から説明があった。そういう意味ではない。先ほどの薄波委 

員の説明では、最終的に金額が残るからという審査ではないと説明があった。 

 ・五十嵐委員の言うとおり、審査基準はアバウトな表現であり、捉え方は委員の皆さ 

んそれぞれ価値観が違うので課題もある。 

 ・皆さんの意見を大方聞かせていただいた中で、意見の方でご指摘、考え方があれば 
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お聞きしたい。 

 ・審査の基準について、また後のところであるが、今回、審査の分離が必要だ、審査の 

方法を変えるということに関し、皆さんの是非を問わせていただきたい。新しい審 

査をするのか、従前どおりなのか、皆さんから判断いただき決を取らせていただき 

たい。 

【山岸副会長】 

 ・基本は従来どおりでいいが、提案者ともうちょっとコミュニケーションを取る場面 

  を作るとか、五十嵐委員が言われたような採点の時にどう考慮したらいいのか、委 

員の意思の疎通、共通性を持つという場面を作ることも悪くないと思う。 

 ・回数がそれだけ増えていく。地域活動支援事業は６００万円弱だが、会議を増やし 

ていって、行えるものなら行ったほうがいいが、そんなふうに思っている。 

【山越委員】 

 ・プレゼンも含めて論議されると、山岸副会長からも言っているが、いいことだと思 

う。情報や審査基準として、意見を聞いたり、現地へ行ったりするために行うプレ 

ゼンだと思う。確かにプレゼンを聞いて論議して、というところがあってもいい。 

いかんせん、皆さんが許せる時間が許容できるか。それも１つの基準として論議を 

するのはいいと思う。 

 

 ・平山委員から話のあったとおり、現地を見て、そこで時間をかけた方がいいという 

お話があった。審査の方法になるかと思うが、№４－１でプレゼンの内容に触れる 

部分がある。プレゼンは全案件で行うことになっている。現地視察は必要に応じて 

となっている。プレゼンと一緒に考えていかなければならない部分だと思うが、そ 

れであれば、№２の案件については、審査の方法に改善の余地があるということで、 

プレゼンと合わせ、現地視察をどうするか議論させてもらったらと思う。 

 ・№２については、皆さんのご意見を聞く中では検討の余地がある、ということにな 

ると思う。その検討については、プレゼンと現地視察について次回議論する。事務 

局、記録をお願いする。 

 ・№３－１、継続提案を新規提案と同じ尺度で審査することに関しては、ということ 

で反省が出ている。対策案として、同一団体からの提案でも、以前と活動内容が異 

なれば、当然新規提案として取り扱うことは良い。しかし、同一団体から以前と同 
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様な活動内容が提案された場合は共通審査項目で発展性の点数に上限を設けた方が 

良いのではないかと思う。例えば「３点以下とする」とか。それは、市の支援事業継 

続期間にも限りがあると思われ、早目の自立を促すことと、限られた補助金を少し 

でも多くの提案団体に配分できるようにするため、とある。 

 ・継続案件と新規提案と同じ尺度でと書かれているが、点数に上限を設けた方がいい 

という提案である。同一団体から同一提案がされた場合、評価をしない。３点以下 

となればそういうことだと思う。 

 ・事務局で補足があればお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・特にないが、事務局としては、以前と同様というものの審査が非常に難しいという

のはある。 

 

 ・これは、このように書かれているが、心配なのは審査をする前から点数を評価され 

るというのは、うまくないのかなと思う。提案要件を満たしていないものは、事務 

局で受付を拒否される。審議に該当しないことになる。それが通ってくるというこ 

とは、審議の対象となる。審議の対象になったときに、点数を３点以下にすると決 

めるのは、無謀かと思うが。そういうニュアンスでなければ、提案者に説明願いた 

い。１つでも多くの団体にというのは、皆さんの考えているところだが、評価をし 

ないという内容になってしまうので、協議案件から外した方がいいのではないかと 

思うが、必要か。 

【五十嵐委員】 

 ・これは、私の意見である。 

 ・前からも皆さんからお話しが出ているが、毎年毎年同じ提案をされて、毎年毎年補 

助をもらって活動している。補助金がなくなれば続かなくなる。補助金頼りの活動 

は本来の活動なのか。自分たちの地域を活性化しようとか、元気にしようとか、本 

当に取り組むのであれば、補助金が多少減らされても実施すると思う。その辺の歯 

がゆさがあったので、ちょっと極端な言い方になってしまったが書いた。 

 ・関澤委員が言われたとおり、毎年同じことを行っているが、どんどん活動が輝いて 

きているのもある。それは、それぞれ委員の考え方もあり、後押ししてあげたい活 

動もある。活動の内容をよく吟味して、３点は置いておくが、よく吟味して採点す 
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ればということである。 

 

 ・五十嵐委員から、提案理由について説明があった。それについて、皆さんからご意 

見を聞きたい。 

 ・協議資料№２－１の４ページに、大島、柿崎、大潟、板倉の事例がある。板倉区で 

は、五十嵐委員が言われるとおり、何度も提案されている事業は十分確認・審査し 

必要な事業を選定すると地域協議会に委ねられている部分も、他の地区ではそうい 

うことがあると書いてある。それを踏まえ、その資金だけで発展性がないというの 

も問題があるが、一方で五十嵐委員の話もあり、関澤委員の話もある。それについ 

て、ある程度なかった方がいいと思うが、皆さんからご意見を聞いて、判断させて 

いただきたい。 

【片桐利男委員】 

 ・結論から申すと、同一提案は３回までということでいかがか。というのは、３年経 

ったから自立という訳ではなく、３年同じことを行うことによって、先ほど関澤委 

員から紹介いただき、五十嵐委員から応援の話もあった。そこまで育っているので 

あれば、上越市の宝として、市が行う事業という扱いとして、自主的審議事項とし 

て取り上げるべきである。３年頑張っていただいて輝いているのだから、4 年目は 

だめよではなく、よく３年やっていただいた、市の事業としてさらに大きくしまし 

ょうと取り扱うのが吉川区地域協議会の考え方ではないか。 

 ・そして、早く次の卵を見つけましょう。輝く次の卵を見つけて、その人たちからま 

  た３年頑張っていただいて、１年で自立してもいいが、４年目から、吉川区からこ 

んな事業が出てきていると、市で取り扱っていただくよう地域協議会で後押し、私 

たちの大事な宝として育て上げていくという考え方で、３年、３回を区切りとさせ 

ていただきたい。 

【薄波委員】 

 ・五十嵐委員、片桐利男委員の考え方には同感するが、片桐利男委員の言われた３回 

というのは、回数だけの制限であって、№３－１については、回数ではなく、採点 

の点数に関する内容である。同じ案件については、同じ尺度で審査してはどうかと 

いうことで、２回目、３回目については、点数を制限するとか、割合を決めるとか。 

採点の尺度と提案の回数は、内容的には別ものだと思う。№３－１については採点 
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の尺度である。№３－２については同じように採点の尺度と回数ということに絡ん 

でいる内容である。その２つを合わせて考えていただきたい。 

【山岸副会長】 

 ・委員を外れていた時に、申請団体になった立場である。その時に、事務局に今どれ 

  くらい手を上げているか、いくらくらいになっているか聞いた。そして、こちらが 

  望む金額に達しない、審査を受ける気になれば別だが、実際私の団体は今年は無理 

かなという時、手を引っ込めることがある。高額な回数を何度も手を挙げている団 

体は、少しは譲る精神も必要かと思うので、３回とかの区切りはありかと思う。点 

数で切るのは、会長が言われた部分で、私もそうかと思うので、回数で一応の線引 

きをしてあげた方が、限られた予算なので、元々足りなければ別だが、今の所、皆 

さん引っ張り合う状況が起きているので、そういう条件を前もって付してあげた方 

が、申請団体も手挙げしやすいと思う。私の時は遠慮した。 

 

 ・案件的には難しいと思う。時間をかけてもしかたない部分がある。逆に忌憚のない 

意見をいただいた方がいい。 

 ・協議№２－１の４ページにある資料でも、どこの地域も、同一事業の再提案につい 

て、いろんな制限を設けて苦慮している痕跡が見られる。我々は、そういう制限は 

なかったので、その都度審議をしている状況で、五十嵐委員からもこういう提案が 

あるかと思う。 

 ・点数を３点以下というのは、柿崎区の例を見ると、発展性の評価を３点としている 

ところもある。金額いかんもあるが、こういう審査がいいという基準があれば、皆 

さんから提案をお願いしたい。 

 ・具体的な例を上げれば、同一提案的なものは、長峰城址保存会、吉川観光協会の内 

容も重複するものがある。じゃあそれをとなると、いといろと評価や考え方もある。 

落としどころがどこなのか。いきなり３回で切るのか。 

 ・案とすれば、同一内容の提案については別審査、薄波委員から審査方法を変える提 

案もあり、五十嵐委員からもあったが、評価基準というのが５項目あり、各５点で 

２５点満点で、アバウトな書き方で評価基準が書いてある。重複案件については、 

そういうところを１つ１つ評価を協議しながら、発展性があるのかないのか、別審 

査というか、時間をかけて議論していく形で、評価をしていく方法も１つかと思う。 
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それ以外にも、事例があるように、例えば発展性の評価をある程度決めていくのか、 

同一基準のような内規で決めれば、そういう評価にするということで事前に連絡す 

るので、そういう認識で提案をされると思う。 

 ・採点が、地域の皆さんに公平性があるものでなければならないので、ただ単一に、 

３回で、関澤委員の言われるとおり、発展性があればフォローしてあげたい、また 

一方で、片桐利男委員が言われるとおり、将来性のあるものは市に提案していくの 

も考え方だと思う。 

 ・長峰城址は、いつも内容がいいので、市の事例発表に上げるのだが、市で取り上げ 

てくれない。取り上げると、吉川区の頑張っている歴史・文化があるとＰＲできる 

が、今の所、支援事業の域を脱していないのは確かだ。しかし、そういう意味で、そ 

れが４回なのか５回なのか、疑問の部分があるので、そういう案件は別審査という 

ことで、その審査をどうするか、持ち帰ってもらって宿題とし、次回協議する時に 

ご意見をお聞かせ願いたい。 

 ・次回、№３－２からを協議対象としたい。よろしいか。 

【委員】 

 ・「はい」の声あり。 

 

 ・本日の協議事項は、これで終了する。 

 ・次第５ 総合事務所からの諸連絡について、事務局から説明を求める。 

【大場次長】 

 ・事務局から、諸連絡資料№１－１に基づき説明。 

・上越市長選挙の日程は、衆議院議員総選挙の動向により変更する可能性がある。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、その他に入る。 

・次に、吉川区地域協議会委員視察研修についてである。 

・事務局から説明があればお願いする。 



 29 

【事務局】 

・特段なし。 

 

 ・先ほど、次世代担い手部会の関澤部会長から人口減少が課題ということで、十日町 

市に、地域おこし協力隊の方が３３人位入っていて、そのうち２４人が地元に定着、 

定着率が８４％位ある。次世代担い手部会では、ぜひ研修に行って、実態を見てみ 

たいと提案があった。 

・特に他のところから研修先の要望がなければ、それを中心に事務局で日程を組んで 

もらえればと思う。他に見てみたいといった提案があれば、協議したい。 

【上野委員】 

 ・原之町の「出張」地域協議会のとき、吉川の高等特別支援学校を応援できないかと 

いう意見があり、部会で視察なり、見学なりをしたらどうかと中間報告で出した。 

そういう考えがあり、総合的に考えられるのであれば、その件も考慮してもらいた 

い。 

 

 ・要望を出していただき、吉川高等特別支援学校の視察であれば、入れていただいて。 

視察ですから１箇所に限らず、要望があれば聞かせていただきたい。 

【上野委員】 

 ・何を見たいとか、何を質問したいとか、具体的に考えていない。 

 

 ・視察の場所について、ご要望なので問題ない。 

 ・候補の予定日は、１１月頃を予定している。十日町市の意向もあるので、吉川高等 

特別支援学校はこちらの意向に沿った形で対応できるのではないかと思う。 

 ・事務局で情報があればお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・吉川高等特別支援学校は、今月末にイベント開催と伺っているが、それに参加とい 

  うことではないのか。 

 

 ・それとは違う。 

【鷲津主任】 
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 ・例えば十日町に行くときに、そちらも回るということであれば、検討できると思う。 

 

 ・他に希望があればお願いする。 

 ・候補日について、事務局として目安はいつか。 

【鷲津主任】 

 ・十日町という話を内々に伺っていたので、自治・地域振興課を通じて、十日町市に 

内々に都合を伺っている。また、マイクロバスの都合もあり、それらを合わせると、 

１１月１３日の月曜日、１１月１４日の火曜日の２日しか空いていない。十日町で 

あれば、この２日の内から決定いただきたい。 

 

  （視察日程について協議した結果） 

 

 

 ・１１月１４日の火曜日とする。行き先は、吉川高等特別支援学校、十日町市とする。 

帰庁後、第７回吉川区地域協議会を開催する。時間等の調整は事務局一任とする。 

 ・９月３０日の土曜日、吉川高等特別支援学校でオープンカフェがあるので、都合の 

  付く方は参加願いたい。 

 ・次に、地域協議会だよりの発行についてである。「出張」地域協議会・源会場などの

様子や部会での協議の状況などをお知らせするため、第３２号を発行する。内容の

最終確認について、事務局からお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・お手元に吉川区地域協議会だより１０月１日号の最終案をお配りしてある。皆様か

らご協力をいただき、ありがとうございました。本日、内容の最終確認をお願いす

る。 

 

 ・よければこれでお願いする。関係委員の皆さん、ご苦労様でした。 

【山岸副会長】 

 ・見出しの下、「出張地域協議会を開催しました」ではなく、「開催しています」として

はどうか。あと３地区残っている。 
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 ・訂正する。 

【鷲津主任】 

 ・同時に、「出張」地域協議会の開催案内を、竹直地域のみ回覧で入れる。 

 

 ・次に、頸北地区地域協議会委員合同研修会について、事務局からお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・既にご案内のとおり、頸北地区地域協議会委員合同研修会について、９月２９日金

曜日、午後２時から柿崎コミュニティプラザで開催する。ご出席の方はよろしくお

願いする。バスは、１時３０分に吉川区総合事務所前発である。今回は、３つの分

科会に分かれて検討する場面があり、皆様からいただいたご希望を基に、所属を組

んだが、全員第１希望というわけにはいかず申し訳ない。柿崎区からは、人数を揃

えるよう言われている。何卒、お送りした内容でよろしくお願いしたい。 

 

 ・第１希望から第２希望になった委員には、内諾をもらっているか。 

【鷲津主任】 

 ・はい。 

 

 ・次回の地域協議会は、「出張」地域協議会となる。１０月１９日木曜日、竹直・長峰

地区で開催となる。 

 ・事前に案内、バス移動はどうか。 

【鷲津主任】 

 ・これから委員に案内を発送する。 

 ・会場だが、当初、公民館竹直分館を予定していたが、会場が暗い、駐車場がないとい

うご意見があり、急遽、片桐会長、地域の町内会長、地域づくり会議会長と相談し、

竹直生産組合事務所２階の竹直集会所に会場を変更し開催する。 

 

 ・その他について、委員の皆様からお願いする。 

【片桐利男委員】 

 ・越後よしかわ酒まつりで、午前中、新井吹奏楽団と吉川中学校演奏部のコラボで演

奏していただくことになった。猛特訓をしている。今月２４日の日曜日に最終リハ
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ーサルを行う。楽しみにしてほしい。 

【山岸副会長】 

 ・敬老会のアンケートについて、８年目になるが、同じ場所で行っている。全対象老

人に、粗品をお配りする流れがあるので、何らかの形で、アンケート用紙を届けて、

それに答えていただき回収願いたい。やっかいだがお願いする。 

【小林所長】 

 ・山岸副会長からご意見をいただいている。私どもの考え方としては、今回も募集関

係については、町内会長の協力を得て、人員の把握、連絡をさせていただいた。と

りまとめの町内会長から、ご意見を頂戴する案件と考えている。参加者については、

会場等についての満足度、ご意見を賜りたいと思っている。 

 ・今回の部分については、私どもとしては、参加された方々から、今の現状について、

ご意見を伺うため、今回進めたいと思っている。全会員の皆さん、記念品の配布時、

その回収についてご迷惑をおかけする前に、今現在の満足度を調査するため、一次

的にアンケートを実施する。ご理解いただきたい。 

【山岸副会長】 

 ・第１段階というお話しなので、その後も考えていただきたい。都合が悪くてこれな

いのか、行きたくなくて行かないのかを含め、全員のご意見を伺うべき。来た人に

はアンケートを取りやすい。アンケートを配って回収をどうするのかという話もあ

るが、ぜひ、全員の方に何らかの形で回収できる、開催のし方も提案できる方法を

考えていただき、今回は第１段階、次の段階で、そういう場面を作っていただきた

い。 

【小林所長】 

 ・ご意見は賜った。私どもも、参加された方々、できるだけ大勢の方から参加をいた

だきたい思いもあるが、それに係る経費、労務という部分もあり、私共としては、

参加されている方々から今までの開催方法などの検証をさせていただきたい。 

 

 ・実態の把握が急務であり、調査結果が出たら、お示しいただきたい。 

 ・他に、発言があればお願いする。 

【委員】 

 ・発言なし。 
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 ・会議の閉会を宣言 

 

 

９ 問合せ先  

吉川区総合事務所 総務・地域振興グループ  

℡:０２５－５４８－２３１１（内線２１１） 

                 E-mail:yoshikawa-ku@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。 

 

 


