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会 議 録 

 

１ 会議名 

平成２９年度第１０回中郷区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）報告（公開） 

    平成 30年度地域活動支援事業案の概要について 

（２）協議（公開） 

   地域活動支援事業の採択方針等について 

   地域協議会活動報告会の開催について 

自主審議事項について 

（３）その他（公開） 

３ 開催日時 

平成３０年１月２５日（木）午後６時３０分から午後８時２５分まで 

４ 開催場所 

中郷区総合事務所 第４会議室 

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：岡田雅範、岡田龍一、坂田浪平、高橋京子、髙橋達也、竹内昭彦、 

竹内靖彦、古川由美子、水嶋敏昭 

・事 務 局：中郷区総合事務所 木村雄二所長、小嶋淳一次長、城戸俊夫市民生活 

・福祉グループ、教育・文化グループ長 

総務・地域振興グループ 丸山良彦班長、渡辺智則主任 

以下、総務・地域振興グループは総務Ｇ、市民生活・福祉グループは

市民Ｇ、教育・文化グループは教育Ｇ、グループ長はＧ長と表記 

８ 発言の内容（要旨） 

【丸山班長】 
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・会議の開会を宣言 

【高橋会長】 

  ・挨拶 

【丸山班長】 

   ・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。 

【高橋会長】 

・会議録確認：「竹内昭彦」委員と「高橋京子」委員に依頼。 

【高橋会長】 

  始めに、報告事項(１)の「平成 30年度地域活動支援事業案の概要について」事務局

の説明を求める。 

【丸山班長】 

   ・資料№1により説明 

【高橋会長】 

 今ほど説明があったとおり、平成 29年度と比べて大きな変更点はないとのことであ

る。この件についての質問・意見等を求める。 

－全委員なし－ 

【高橋会長】 

 特にないようなので、報告事項（１）の「平成 30 年度地域活動支援事業案の概要

について」は、これで閉じることとする。 

【高橋会長】 

   続いて、協議事項（１）の「地域活動支援事業の採択方針等について」協議する。

先ず、全体の日程スケジュールについて事務局の説明を求める。 

【丸山班長】 

   ・資料№2-1-1及び資料№2-1-2により説明 

【高橋会長】 

  今ほどの説明のとおり、基本的には例年に沿った形で進められるとのことである。

このようなスケジュールでよいか、皆さんの意見等を求める。 

－全委員なし－ 

【高橋会長】 

 特にないようなので、次年度は当初募集及び追加募集ともに資料に記載されたスケ
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ジュールに沿って進めていくこととする。 

 次に、次年度に向けた検討事項と募集要項について事務局の説明を求める。 

【丸山班長】 

   ・資料№2-2及び資料№2-3により説明 

【高橋会長】 

 次年度に向けた幾つかの検討事項と、これに伴う募集要項の見直しは必要かどうか

ということで説明があった。それぞれの取扱いについては、本日協議のうえ決めてい

きたいと考えている。先ずは、借用が可能と思われる備品についてだが、借用を優先

するよう募集要項に一文加えるか、それとも今年度と同様に審査の中で判断をするか、

皆さんの意見等を求める。 

【坂田委員】 

あまり高額でなければ、ある程度の備品の購入は認めてあげてもよいのではないか。

当然のことながら限度はあるが、決められたテーマにより継続して行っている事業に

ついては、当協議会でその必要性が確認できれば認めてよいと思う。 

【岡田(龍)委員】 

 一定の線を引くことは、なかなか難しいと感じている。このため、もし要項に載せ

るのであれば「借用できる物については、できるだけ借用するよう努める」程度の記

載に留めておくのがよいのではないだろうか。 

【高橋会長】 

  それでは、要項にその旨記載するかしないかで採決を取ることにする。記載しない

方がよいと思う委員の挙手を求める。 

－ 6名が挙手（委員の過半数） － 

【高橋会長】 

   委員の過半数の賛同があったことから、要項には記載せず、審査の過程の中でその

都度調整をしながら判断していくことにする。次に、飲食に要する経費についてだが、

具体的には菓子パンをどのように扱うべきか皆さんの意見等を求める。 

【岡田副会長】 

   それは、数量で判断できるのではないだろうか。お茶 1 本に対し菓子パン 1 個であ

れば菓子代とし、それ以上量が多いのであれば食事代と見なせばよいのではないか。

この件については要項に記載する必要は特にないものと思われる。 
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【高橋会長】 

   今ほどの副会長からの意見のとおりとしてよいか。 

－全委員賛同－ 

【高橋会長】 

   全委員より賛同いただいたので、そのように扱うこととする。次に、個人性の高い

衣装購入についてだが、これをどのように扱うべきか皆さんの意見等を求める。 

【竹内(靖)委員】 

   要項に明記してしまうと、これに関わる団体を募集の段階で断ることになってしま

う。地域活動支援事業は、いろんな団体からいろんな事業を提案してもらいたいとい

うのが目的の一つとしてある。このようなことから、募集の範囲はある程度広くして

おく必要があるのではないか。 

【高橋会長】 

   今ほどの竹内(靖)委員からの意見のとおりとしてよいか。 

－全委員賛同－ 

【高橋会長】 

   全委員より賛同いただいたので、要項には記載せず、審査の過程の中でその都度調

整をしながら判断していくことにする。 

 次に、採点及び採択基準並びに採点票について事務局の説明を求める。 

【丸山班長】 

   ・資料№2-4及び資料№2-5により説明 

【高橋会長】 

   今ほど説明があったとおりである。当区においては、配点の審査項目の中でも発展

性を重視しており、この項目の配点基準を 10点にしているところである。また、昨年

は基本審査に対する取扱いを新たに基準に設けている。このようなことを踏まえ、今

回も何らかの見直しの必要性はないか、皆さんの考えをまとめてきてもらったうえで、

この件については次回地域協議会において決定したいと考えている。 

【高橋会長】 

   皆さん、他に意見等はあるか。 

－全委員なし－ 
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【高橋会長】 

 特にないようなので、協議事項（１）の「地域活動支援事業の採択方針等について」

は、これで閉じることとする。 

【高橋会長】 

   続いて、協議事項（２）の「地域協議会活動報告会について」協議する。事務局の

説明を求める。 

【丸山班長】 

   ・資料№3により説明 

【高橋会長】 

 今ほどの説明について質問・意見等を求める。 

【岡田副会長】 

  住民との意見交換について提案がある。当区においては、例えば住所が二本木で町

内会名が金山といったように、住所と町内会名が同一でないところが多く存在する。

このことにより、様々な点で不便が生じており何とか統一できないものかという話を

住民から聞いた。もし、要望するのであれば、これは個々で行うのではなく地域協議

会が動くべきことであると考えている。当然のことながら、これは地域協議会だけで

決められない。活動報告会は、例年町内会長も来られることから、このことについて

の意見を聞きたいと考えている。 

【高橋会長】 

  この件については、地域協議会としての答えがなかなか持てないのではないだろう

か。 

【木村所長】 

  意見として聞くのはよいが、実際に中郷区全体で統一するということになると、市

は勿論のこと住民も莫大なお金をかけることになる。また、住民が契約をしているも

のなどについては、それぞれ住所変更の手続きをしなければならない。過去において、

合併前上越市でも一部の小さなところで変更したケースはあるが、いずれにしても住

民の皆さんの総意がないと実現はなかなか難しいのではないかと考えられる。 

【坂田委員】 

  活動報告会の意見交換に取り上げるには、テーマが大きすぎるのではないだろうか。

どちらかというと、町内会長連絡会議など別のところで取り上げた方がよい案件だと
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思われる。 

【高橋会長】 

  それでは、この件については活動報告会の議題には入れないこととし、意見交換は

あくまで次第の案のとおり「二本木駅を核とした地域活性化について」をメインテー

マとして行うことにする。 

【高橋会長】 

  活動報告会に関連して、私から提案がある。昨年度は、報告会終了後において地域

協議会委員を対象に勉強会を行った。内容は農業問題についてであり、木田庁舎の担

当部長が説明に来られた。時間は、質疑応答を含め概ね 1 時間程度であったと記憶し

ている。今年度も昨年度と同様、勉強会を行いたいと考えているが、どのような内容

がよいか皆さんの意見をお聞きしたい。 

【高橋(京)委員】 

  個人的には「空き家」に関する勉強会を行っていただきたいと思う。 

【岡田(龍)委員】 

  私は「自治基本条例の見直し」に関するものがよいと思う。その中で、少子高齢化

などの問題にも触れられることができるのではないだろうか。 

【高橋会長】 

  それでは、今ほど発言のあった 2 つのうちのどちらかに絞りたい。事務局にお願い

したいのだが、この 2 つを候補に木田庁舎の担当課に当たってもらいたい。内容がど

ちらになっても、勉強会そのものは活動報告会終了後に行うこととするので、皆さん

の出席をお願いしたい。 

【高橋会長】 

   皆さん、他に意見等はあるか。 

－全委員なし－ 

【高橋会長】 

 特にないようなので、協議事項（２）の「地域協議会活動報告会について」は、こ

れで閉じることとする。 

【高橋会長】 

   続いて、協議事項（３）の「自主審議事項について」協議する。新たに自主審議事

項となった「二本木駅を核とした地域活性化」について、先月に引き続き、これから
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分科会に分かれて審議をお願いしたい。概ね 30分程度審議を行った後、座長より結果

報告、その後全体での意見交換という流れで進めていきたいと考えている。 

－分科会に分かれて協議－ 

－再開－ 

【高橋会長】 

   それでは、本日話し合った内容について分科会ごとに報告願いたい。始めに、テー

マ 1「二本木駅周囲の環境面整備」についての報告を求める。 

【岡田(龍)委員】 

   本日は、主に「何故、トイレを改修するのか」について皆で話し合った。地域とし

ての活性化という観点から見た場合、トイレを改修することで女性や高齢者などが利

用し易くなり、これによって駅の利用者の増加に繋がることが期待される。周辺環境

の整備は他にも防犯灯などが挙げられるが、その前に第 1 段階として先ずトイレの改

修を優先的に考えている。やはり、綺麗なトイレだといろんな人が訪れることになり、

集客が見込めることになる。また、安全・安心面においても防犯を兼ねることができ

るのではないか。駅前ではイベントを定期的に実施しているが、訪れた人々からはト

イレが利用し辛いという声を多く聞く。トイレを改修することによって、イベントを

実施する際の利便性が向上され、人々の滞在時間も長くなることが期待できる。この

ように、様々な面で安心して駅を利用できることに繋がるのではないだろうか。駅が

活性化すれば、地域が活性化することになると思う。次回は、今ほど申し上げたこと

をもう少しまとめることにして、来る活動報告会において住民に対し進捗状況を報告

できるような方向に持っていきたいと考えている。 

【高橋会長】 

   次に、テーマ 2「今後の問題点や実施すべき事項並びにＰＲ活動を含む企画全般」

についての報告を求める。 

【竹内(靖)委員】 

   二本木駅を人々が集まる地域の拠り所となるような、仕組みや仕掛け作りをしてい

きたいと考えている。ちなみに、これに関する情報をえちごトキめき鉄道（株）から

得ているのでお伝えしたい。同社では市の補助金を活用し、駅舎の内部を一部改修し

たうえで、ここを地域の拠り所にしてはどうかという考えをもっているとのことであ

る。丁度タイミングが合ったような話であり、ここにうまくリンクできればと思って
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いる。これがうまく形になれば、そのスペースを拠り所にして使わせてもらえるので

はないかと期待している。地域の拠り所になると、子ども達の教育文化の育成や高齢

者のサロン的な使い方などもできることになる。いつでも誰でも、気軽にここに来て

学習ができ、またお茶を飲むことができるなど利便性を併せ持ったものになる。人々

が集まれるスペースを作り、そこに人の流れを作る。このように結びつけていければ

と考えている。昨年、駅前において中学生による桜の植樹が行われた。この春には恐

らく花が咲くと思われる。皆が気持ちを込めて行ったものであり、これを鑑賞できる

スペースも併せて設けていきたい。今後はＰＲの部分が大変重要になってくる。区内

住民に知ってもらうことは当然だが、区外に対してもできるだけ発信するようにして

いきたい。最後に、二本木駅独自のホームページを作ってはどうかという意見が出さ

れた。今のところ、二本木駅に特化したホームページは作っておらず、何かイベント

がある際は、まちづくり振興会のホームページやブログで発信している状況である。

二本木駅独自のホームページを作れば、駅に興味がある人などは見てくれると思う。

ＳＮＳを使った情報は伝達が早い。なかなか良い提案だと感じたことから、実現に向

け取り組んでいきたいと思っている。 

【高橋会長】 

   次回も今回と同様の流れで審議を行い、ある程度整理したうえで、3 月 3 日（土）

に開催する活動報告会において、参加者に対し状況を報告できればと考えている。皆

さんのご協力をお願いしたい。 

【高橋会長】 

   皆さん、他に意見等はあるか。 

－全委員なし－ 

【高橋会長】 

 特にないようなので、協議事項（３）の「自主審議事項について」は、これで閉じ

ることとする。 

続いて「その他」に移るが、事務局何かあるか。 

【丸山班長】 

   ・地域活動フォーラムの開催について連絡 

【高橋会長】 

   今ほどの件で、何か質問等はあるか。 
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－全委員なし－ 

【高橋会長】 

   委員の皆さんから、他に何かあるか。 

－全委員なし－ 

【高橋会長】 

他に発言がないため、これをもって本日の会議を終了する。 

次回の会議は２月２２日(木) 午後６時３０分から「中郷区総合事務所」で行うこ

ととする。 

(終了 午後 8時 25分) 

９ 問合せ先 

中郷区総合事務所 総務･地域振興グループ 

TEL：0255-74-2411（内線 165） 

E-mail：nakago-soumu.g＠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。 


