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                 会 議 録 

 

1 会議名 

平成 29年度第 11回春日区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）地域活動支援事業について  （公開） 

  ① H30年度の採用方針等の検討・確定 

（2）自主的審議事項について   （公開） 

  ② 分科会による検討 

3 開催日時 

平成 30年 1月 17日（水）午後 6時 30分から午後 8時 35分まで 

4 開催場所 

上越市役所 木田庁舎  4階 402,403会議室 

5 傍聴人の数 

1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：安樂 大、池杉清子、今井 孝、太田一巳、大竹明徳（副会長）、金子隆一 

佐藤美奈子、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、吉田幸造（会長）、吉田 実 

鷲澤和省 （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、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：安樂委員に依頼 

  議題「（1）地域活動支援事業について」の「①H30年度の採択方針等の検討・確定」

について、事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・資料№1、№2により説明 

【吉田会長】 

  今の説明に質疑を求める。 

 （発言なし）  

  では、資料№2の「平成30年度の地域活動支援事業の採択方針等の検討について」決

めていく。地域活動支援事業に関することは、今までどおり大竹副会長に進行をお願

いしたいと思うがよいか。 

 （「よし」の声） 

 【大竹副会長】 

  進行を交代する。 

第6回の協議会で地域活動支援事業の制度の振り返りを行い、意見を出していただいた

ものを確定させるための審議をしていく。それでは上から順番に決めていく。「採択方

針」について「①優先採択事項は、毎年度テーマを決めてメリハリをつけて考える」

を加味するかどうかについて賛成の意見を求める。 

 （発言なし） 

  無いようなので、追加しないことにしてよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に、「②青少年の追加」はどのようにするのか意見を求める。 

【吉田実委員】 

  特に青少年と謳わなくても、採択方針の項目の中に「芸術・文化・スポーツ」と入

っているので、追加しなくてもよいと思う。 

【大竹副会長】 

  他に意見はあるか。 

 （発言なし） 

  それでは、含まれているということで、追加しないことにしてよいか。 
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 （「よし」の声） 

  次に、「③委員からの質問を許可する」については、過去にヒアリングを行い、委員

からの質問が提案者の不興を買い、ヒアリングをやめた経緯もあるので、それも含め

て考慮していただきたい。 

プレゼンテーションの前に提案者に質問票を配布し、プレゼンテーションの際に口

頭で答えてもらうので、事前質問の際にしっかりと考えてもらえば、必要ないと思う

が、意見を求める。 

【橋本委員】 

  プレゼンテーションの前に質問事項を検討するが、プレゼンテーションを行ってい

るときに疑問が出てくる場合もあるかもしれない。そういうことも考慮すると、質問

についてはプレゼンテーションで発言された内容に限定するという条件を付けたうえ

であれば、質問を許可するのもよいのではないかと思った。 

【鷲澤委員】 

  プレゼンテーションを聞いただけで理解できないこともある。意見ではなく、質問

してもよいという方向でやるべきだと思う。 

【今井委員】 

  個人的には昨年のやり方でよいと思ったが、今の発言を聞いて要望することは良く

ないが、分からないまま審議することになってしまうのである。意見か質問かという

ことをジャッジする委員を1人置き、仕切る人がいればそれほど問題にならないのでは

ないかと思う。ジャッジする委員がいれば提案者の不興を買うこともなく進められる

ことも可能だと思った。また、質問は数ではなく時間で終わりにしてはどうか。 

【大竹副会長】 

  今の意見をまとめると、意見は駄目だが、分からない点を再質問できるとすること

でよいか。 

 （「よし」の声） 

【吉田実委員】 

  提案書に書いていないこともあるので、プレゼンテーションは希望制ではなく、で

きるだけ全部からやってほしい。どうしても出てくるのが嫌だという提案者もいるか

も知れないし、過去には失礼な発言があったりして質問の仕方が悪かったこともあっ

た。失礼のないように、司会が委員からの質問を受けて、司会が代わって発言したほ
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うがよい。 

【大竹副会長】 

  では、募集要項や質問票に「できるだけプレゼンテーションをお願いする」という

内容を記載する方向で進めていきたいと思う。 

  次に、「④協議会委員はプレゼンテーションも自粛する」についてだが、申し合わせ

事項にも関連している。意見を求める。 

【金子委員】 

  自粛するということで、このままの文面でよいと思う。申し合わせ事項の文章に付

け足せばよいと思う。 

【橋本委員】 

  発言とプレゼンテーションは別なので、明記するならばしたほうがスッキリしてよ

いと思う。 

【今井委員】 

  「自粛」は「禁止」ではないので、明記したあとは団体の判断に委ねることでよい

のではないかと思う。 

【大竹副会長】 

  それでは、提案原文のまま追記することでよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に、「⑤『評価の低い事業』とする基準で、委員の3分の2以上が“不適合”と判断

した場合」について、今は3分の2以上となっているが、これが例えば4分の1であれば、

もっと皆さんの意見が反映されるのではないかと思うが、その辺のところを委員に意

見を求める。 

【今井委員】 

  この発言は私だが、前回では委員全員分による採点結果一覧表が出てきたが、単純

に点数で並べてあり、上から審査を行った。しかし、点数が真ん中だが、優先採択方

針でバツを付けていた事業が目立ったのである。点数は低いけれど、優先採択方針で

マルを付けている事業が埋もれてしまう可能性があるので、見直したほうがよいと思

った。だが、3分の2をどういうかたちに変えるかということは結構大きなことで、議

論が必要になる。自分で発言したのだが、今は悩んでいる。 

【田沢委員】 
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  採択方針が一番重要な項目であり、次に採択された事業の中で順位付けをしていく

考え方だと思うのだが、それがアンバランスになっているということで採択するかど

うかのところが非常に重要になってくるということである。適合するかしないかの判

断まで、本来であれば、採択で決めなければいけないのではないかと思う。そうする

と、より多くの賛同がなければ採択できないことになってしまう。その割合がどの程

度が適当かは分からないが、全事業を採択したら、そういうときもあるわけである。 

【大竹副会長】 

  昨年は大半が採択されたが、見直しは難しいと思うので、とりあえずは現状でいき、

不具合がでたらまた見直しをする方向でどうか。 

【吉田会長】 

  私は現状でよいと思う。ただ、先回のように、評価が低かった事業にも配分額が余

っていたら、採択することもありだと思う。 

【大竹副会長】 

  これは難しい問題なので、現状維持で改正が必要になったら見直すということでど

うか。 

 （「よし」の声） 

  次に、「⑥減額案調整シートの作成、送付」についてだが、昨年から減額案調整シー

トを活用して、便利でよかったという評価もいただいた。各委員がもっと早く採点し、

提出して、協議会の審査前に減額案調整シートを委員宅に郵送するということだが、

これの改善案について、異議ある委員の意見を求める。 

 （発言なし） 

  それでは、この提案のとおりで決まりとする。 

  さて、ここまで一通り決定してきたが、基本的に7月の協議会にて実施した振り返り

で出た事項以外は協議する必要はないと考えているが、他に追加して検討する事項が

あれば、発言願う。 

【吉田実委員】 

  地域活動支援事業は審査に手間暇を掛けているのだが、他区の地域協議会を参考に

して、できるだけスピーディにできるようにしていったほうがよいと思う。プレゼン

テーション等の説明をしっかり聞いて、しっかり内容を理解してもらい、採点するか

たちで工夫してもらったほうがよいと思う。自主的審議のほうに時間をかけていった
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ほうがよいと思う。 

【大竹副会長】 

  先ほど決定したように、プレゼンテーションは、全提案団体が参加していただける

ような方向性でいきたいと思うが、他にあるか。 

 （発言なし） 

【野口係長】 

  再確認する。採択方針については①②とも採用しない。③質問については、意見か

質問か判断する人を委員の中から選び、交通整理をする人を加えるということである。

④では、申し合わせ事項のところにこのまま付け加えさせていただく。⑤は、採用し

ない。⑥は、減額案調整シートは、昨年は審査当日に回収して印刷し委員に配布した

のでご覧いただく時間がなかったという反省から、来年度からは事前にご自宅へ郵送

するという流れに見直すということである。 

  以上でよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に、吉田実委員からは、審査採択の一連の手続きに関して、明文化はしないが、

なるべくスムーズに進むように内部で進めていくとのことであった。 

さて、ヒアリングについては、できるだけ提案者からプレゼンテーションをやって

いただくということだが、募集要項の中で、どのように表現したらよいのかというこ

とになるのだが、「原則」と謳うのかなど、話合いをしてもう少し表現を詰めていただ

きたい。 

【金子委員】 

  資料№2の3ページ目の左の欄にある⑨の「委員による新たな質問は禁止」とあるが、

それはどうするのか。 

【野口係長】 

  今年度のルールなので、来年度については削除されることとなる。 

  また、最後のページの「4.提案事業の補助希望額の総額が配分額を大幅に上回った

場合の採択事業と採択額の決定方法について」は、追加要望などがなかったので、こ

のまま進めさせていただく。 

  最後に、「5.募集期間」についても、先ほどの吉田実委員のご意見も加味して決定し

ていただきたい。 
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【大竹副会長】 

  プレゼンテーションについては、「原則」とするのかしないのかを、決めていく。 

【鷲澤委員】 

  やりたくない団体もあるとは思うので、団体の意向を基本的には重視したいが、委

員としてはプレゼンテーションをお願いしたいということを「基本的に希望する」の

で、要望として一文載せたらよいと思う。 

【今井委員】 

  議論の中で「できるだけ」という言葉が出てきているので、「できる限り、ご参加い

ただけますようお願いいたします」という感じで書いたらどうか。それでも無理な提

案団体はできないと言うと思うので、お願いしたい気持ちだけは伝えておけば、誠意

は伝わるのではないかと思う。 

【橋本委員】 

  「お願いする」ということでよければ「事業内容のより深い理解のためにプレゼン

テーションを歓迎します」というような文言もありかと思う。 

そこで、私たちが注意すべき点が１つある。それは、先ほど「スムーズにスピーデ

ィに進めていく」という意見があったが、多くの事業提案を皆さんにお願いするとし

たら、時間も日にちも、それだけ掛かるということを私たちが理解したうえでやらな

ければいけない。スピーディに進めることとは逆行するが、丁寧に進めることが大切

だということを確認して進めたらよいと思う。 

【大竹副会長】 

  いろいろなことが出てきたが、「できる限り」「極力」「歓迎」のどれがよいか。 

【田沢委員】 

  理解を深めるためというのが目的なので、「理解を深めるためにプレゼンテーション 

の場を用意しているので、申込みをお待ちしております。」 

【大竹副会長】 

  「できる限り」でどうか。 

【田沢委員】 

  「積極的」はどうか。 

【今井委員】 

  漢字を使うと固くなるので、ひらがなで「できるかぎり」がよいと思う。 
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【大竹副会長】 

  ひらがなで「できるかぎり」でよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に、「5.募集期間」についてはどうするか。 

【太田委員】 

  募集期間を2週間で4月2日から13日か16日までにして、日にちを早めに開示すれば、

提案者も早くできると思う。 

【吉田実委員】 

  予算が議決されてからの話だと思うが、事務局。 

【野口係長】 

  あくまで予算の議決後だが、後ほど説明するが、3月事前説明会を開催する予定であ

り、その場で予定される配分額や募集期間を要項案として配布し、事前に準備に取り

掛かれるようにご案内したいと思う。議決前だが、提案予定者は事前に手元の準備が

できると思う。 

【大竹副会長】 

  では、募集期間を2週間にするのか3週間にするのか決める。 

  2週間がよいと思う方は挙手願う。 

 （8人が挙手） 

  3週間がよいと思う方は挙手願う。 

 （9人が挙手） 

  3週間に決した。募集期間は4月2日から23日までとする。 

【吉田実委員】 

  正規の募集期間はこれでよいのだが、初めての団体は事務局に3月中に相談に行くよ

うに、アピールしたほうがよいと思う。 

【大竹副会長】 

  2月15日に発行予定の「協議会だより」を全戸配布するので、それで周知徹底したい

と思う。 

【今井委員】 

  町内会長との意見交換会で出たが、提案書の書き方が難しいので、臆してしまう部

分があるようである。この書式は全市統一なので簡単にはできないのかもしれないが、
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そこら辺の工夫ができれば、何か違う事業も集まってくると思う。 

【野口係長】 

  事業発足以来、様式が細かくて整えるのが難しいというご意見は多くあるのだが、

この補助制度は特殊で、補助要項はあるのだが、提案書がないと中身が全く何も分か

らないものになってしまう。市としては最低限書いていただきたいものとしてご理解

をお願いしている。自治・地域振興課でも、これまで何回も協議はしているが、従前

どおりの様式でお願いしたいという見解だ。難しい場合は、まちづくりセンターで書

き方や内容のご相談を随時賜っているので、ご連絡いただければと思う。 

【大竹副会長】 

  提案書の書き方は、委員の方もお手伝いしてほしいと思う。他にあるか。 

 （発言なし） 

  ここで、会長に進行役をお返しする。 

【吉田会長】 

  以上で「（1）地域活動支援事業について」を終了する。これから5分間の休憩を挟み、

「（2）自主的審議事項について」入る。 

― 休憩（5分）― 

― 分科会ごとに自主審議（50分間）― 

【吉田会長】 

  会議を再開する。 

今日は会議の進行が速く進んでいるので、当初予定していなかった全体会を設け、

分科会で話し合った結果を発表していただく。 

【橋本委員】 

  「あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする」分科会ということで福祉

をテーマに話し合っている。私たちのグループでは全員が揃ったのが今日が初めてだ

ったので、そもそも自主的審議は私たちがどういうかたちで進めるものなのか、とい

う根本的なところのすり合わせから始めることになり、実はそれが大事であった。市

民の声を集めて、市長にあげられるようにするということを共有した。 

市民の声をどのように集めるのかは、町内会長協議会の皆さんにお聞きするとか、

小学校のエリアごとに話を聞いてくる。また、社協の人や民生委員・児童福祉委員の

福祉に精通した方に意見を聞く等、地域の方から意見を集めるという方向で話が進ん
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だ。 

  その中で、地域を元気にするには皆の力が働いており、「皆」とは、地域の中で活躍

しているさまざまな団体が、私たちが地域活動支援事業で接することができている、

いろいろな団体やグループのことだ。 

また、意見を聞く団体は、線引きせずに聞けたらよいのではないかということだっ

た。第一段階として、この地域でどのような団体や組織が活動しているかを、まず私

たちが把握するところから始めたいということで今日の話合いは終了した。 

【吉田会長】 

  次のグループお願いする。 

【藤田委員】 

  「観光」となると春日山城だが、観光客を呼ぶためにはどうしたらよいかという話

が出た。市に働きかけるような状態に持っていけるようにしなければいけないが、そ

こに行くためには埋蔵文化センターの活用である。例えば、春日山城まで旗を立てた

り、子どもたちに埋蔵文化財センターで教育ができるような状況をつくること。また、

柿崎区に「謙信の書状」があるそうだが、お借りして宣伝材料にするのはどうかとい

う意見があった。 

市で考えていただくためには、地元から波及するような状態が必要なのではないか

と思う。水族館から裏山のルートも話に出て、山の麓の活用もどうしたらよいのかと

いう話も出て、観光客を呼べるようにするのが大事だということであった。 

【吉田会長】 

  次のグループお願いする。 

【吉田実委員】 

  今日で分科会の討議は3回目である。「安全安心」について、具体的に春日区の中で

危険な箇所は前々回から話が出ているが、木田の踏切の安全化については、これまで

議員が議会で市長とやりとりしている。長年問題を抱えている幅員が狭い踏切で、今

までも陳情したが改善が図られていないのが現状である。 

作戦として、地域懇談会のようなものを開催して、踏切だけの問題だけではなく、

地域協議会で出たてきたいろいろなテーマの中の1つとして、踏切の改善について地域

の方や、関係機関から集まっていただき討議をしたらどうかということで話が進んで

いる。今後、地域懇談会のようなことを開催するようであれば、木田踏切の課題を合
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わせて開催していきたいと思う。 

新保商店の交差点と小峰橋の2か所の歩道の問題。加えて、冬の通学路の安全で、春

日小学校の南側にある正門付近の信号から中屋敷公園までの歩道が確保されていない

ので、子どもたちの通学に危険を感じるということであった。危険箇所の洗い出しが、

今日も新たに1件でてきたが、実際に委員で現地視察を行う話が出た。危険箇所を雪が

ある状態で見てみたいということで、2月に企画しようということである。その際に、

マスコミ等にも宣伝してアピールしたらどうかという意見もあった。次回の協議会で

まだ雪があれば、視察を行う日時を決めたいと思う。 

また、実際の行動として、地域懇談会を開催して、地域の諸問題を討議しようとい

うことと、今上がっている危険箇所視察を、分科会だけでなく他の地域協議会委員に

も協力いただいて行うということが今日の話であった。 

【吉田会長】 

  その他の「（1）次回開催日の確認」について事務局に説明を求める。 

【野口係長】 

 ・次回の日程、地域活動支援事業の事前説明会、地域活動フォーラムについて説明 

【吉田会長】 

  説明のとおり、日程を決めていく。 

【吉田実委員】 

  先ほどの話のとおり、分科会で私たちの班は、2月に危険箇所の現地視察をしたいと

考えているのだが、次回の会議が遅いと雪が消えてしまうので、会議の日程をもう少

し早くしてもらいたいが可能か。 

【野口係長】 

  分科会の良いところは機動性が高いということであるが、この場合は全体で動くの

か。 

【吉田実委員】 

  分科会のグループと、他の委員も参加できればしてもらいたいので、次回の会議で

決めたいのである。 

【野口係長】 

  会議として設定して手続きを踏んで実施するとなると時間がかかるが、任意で参集

して現地視察等の活動は迅速に可能だ。この場合、費用弁償のお支払はできないが、
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分科会の特性を活用して、本来の協議会とは別にできると思う。日時の前倒しは他の

区との兼ね合いもあるので、提案の日程でやらせていただければありがたい。 

【吉田実委員】 

  事務局の都合もあるようなので、こちらで調整する。 

【吉田会長】 

  それでは、安全安心のグループの現地視察に、賛同して行ける委員は、一緒に視察

をしてもらってよいと思う。 

【野口係長】 

  実施の際の案内文書等の発送などは事務局で対応させていただく。 

【吉田会長】 

  それでは日程調整に入る。 

 ・次回の協議会：2月28日（水）午後6時30分から 市民プラザ 

 ― 事前説明会の日程調整 ― 

 ・事前説明会：3月7日（水）午後6時30分から 市民プラザ 

  また、3月7日の事前説明会の後に、分科会を設けるか、説明会だけがよいかを諮り

たい。説明会だけでよいという方挙手を願う。 

 （過半数挙手） 

  それでは、事前説明だけを行うこととする。 

  次に、「（2）その他」がある方はお願いする。 

【谷委員】 

  昨年12月10日付けの上越タイムスに今年度の地域活動支援事業で採択された春日山

城跡保存整備促進協議会が施工した遊歩道整備の記事が載っていたが、このような行

事がある際、地域協議会に参加依頼の案内などはきていないのか。私は、声掛けして

欲しかった。 

【吉田会長】 

  その連絡は団体からなかったため、対応できていなかった。団体から事前に連絡を

いただければ、皆さんに通知することは可能だ。 

【太田委員】 

  今年度の「謙信ジュニアバレーボールクラブ」でユニフォームを作らせていただい

た。1月6日に大会があり、新しいユニフォームを着て初めて参加したが、男子が3位と
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いう結果で表彰された。2月11日にリージョンプラザで新人戦が行われるので、お時間

のある方は見に来ていただけたらと思う。 

【鷲澤委員】 

  事前に郵送された、会長会議の会議録を確認したが、出席した感想等を教えて話し

てもらいたい。 

【吉田会長】 

  地域活動支援事業については、資料もなく口頭で簡単な説明があった。また、各区

の自主的審議は、かなり揉めていることが分かった。次の会長会議ではまとまってく

るとは思うが、今回の会議は無意味な気もして、感想を述べるのが難しい。 

 ・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：025-526-1690（直通） 

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。 


