会

１

議

録

会議名
平成２９年度第７回三和区地域協議会

２

議題
⑴ 平成 30 年度地域活動支援事業の採択方針について（公開）
⑵ 平成 29 年度地域活動支援事業活動報告会の開催について（公開）
⑶ その他（公開）
・三和区の課題解決に向けての議論について（公開）
・さんわ祭り実行委員会準備委員の選出について（公開）
・上越市新年祝賀会に参加される委員の送迎について（公開）

４

開催日時
平成３０年１月１６日（火）午後５時００分から午後６時５２分まで

５

開催場所
三和コミュニティプラザ

６

２階

会議室１

傍聴人の数
２人

７

非公開の理由
―

８

出席した者の氏名

・委 員：飯田英利、江口一秋、金井茂康、小林則子、江口
星野幸雄、松井隆夫、松井

孝、丸山孝明、森

晃、髙橋鉄雄、田辺敏行
由美、渡邊政則

（14 人中 13 人出席）
・事務局：三和区総合事務所

佐藤所長、山岸次長、柳崎市民生活・福祉グループ兼教育・

文化グループ長、保坂班長、飯田副主任（以下、グループ長はＧ長と表記）
９

発言の内容（要旨）

【山岸次長】
・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。
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・同条例第８条第１項の規定により、議長は会長が務める。
【松井 孝会長】
― 挨拶 ―
・会議録の確認：小林則子委員に依頼。

【松井

孝会長】

議題に入る。
（1）
「平成 30 年度地域活動支援事業の採択方針について」だが、事務局
から説明をお願いする。
【山岸次長】
資料№1「平成 30 年度地域活動支援事業三和区採択方針」について説明。
・前回の地域協議会で採択方針について協議した結果、募集期間の短縮のみの変更
となった。（4 月 2 日（月）から 4 月 20 日（金））

その他の項目の変更なし。

・募集締め切り後から採択決定までの期間を短縮し、早期の事業着手を図りたい。
別紙回覧チラシ「平成 30 年度地域活動支援事業の提案の事前相談の受付について」
の説明。
・平成 30 年度の事業内容については、平成 29 年度と比べて大きな変更点はない。
・例年どおり 3 月 1 日～3 月末まで事前相談期間として、別紙回覧チラシにより周知
する。
（3 月 1 日町内会長便で回覧を依頼する。）
・周知内容に変更が生じた場合は、次回会議と配布時期のタイミングで審議できない
場合も考えられるので、正副会長と事務局に一任をお願いしたい。
・変更があるとすれば、全市に係るものと考えられる。
【松井

孝会長】

ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし
たい。
【松井隆夫委員】
平成 30 年度地域活動支援事業の提案書を受付ける際に、申請団体にプレゼンテーシ
ョンを実施するので欠席することのないように、周知徹底してもらいたい。
募集案内を行うのは町内会だけなのか。
【山岸次長】
申請団体にプレゼンテーションを欠席することのないように周知する。
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募集案内は各種団体にも周知する。
【松井隆夫委員】
学校へも案内されるのか。
【保坂班長】
学校についてはＰＴＡ、後援会宛に周知する。
【松井

孝会長】

他に意見、質問がないか。
（意見、質問なし）
それでは、「平成 30 年度地域活動支援事業三和区採択方針」及び「平成 30 年度地域
活動支援事業の提案の事前相談の受付について」は、このとおり進めるがよいか。
（異議なし）
議題（1）
「平成 30 年度地域活動支援事業の採択方針について」は、これで終了する。

【松井

孝会長】

次に、議題（2）
「平成 29 年度地域活動支援事業活動報告会の開催について」に入る。
地域活動支援事業活動報告については、今まで、地域協議会委員の 4 年に一度の改選
の際に、公募説明会と併せて地域の皆さんに紹介してきた。
また、昨年度は初めての試みとして、事業実施団体の皆さんと意見交換会を行った。
これはなかなか有意義だったので、今後も継続すべきとの方向だったと記憶している。
こうした中で、委員の皆さんからは、地域の皆さんにも広く参加していただく方向で
開催したらどうかとの意見もあったので、今日は、どのように取組んだらよいか協議を
行いたい。委員の皆さんからご意見をお伺いしたい。
【松井隆夫委員】
先般の会議で活動報告会を継続して行う方向だったが、開催日をいつにするべきか
問題だ。平成 30 年度の募集開始が 4 月 2 日からなので、平成 29 年度のアフターフォロ
ーが全事業終了していなくても 3 月末までに開催して、各団体から今年の課題として検
討してもらえればよいのではないか。
【松井

孝会長】

他に意見はないか。
（意見なし）
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意見がないようなので、昨年同様のスタイルで実施する。
また、地域の皆さんも参加していただく単年度ごとの報告会とすることで、町内会に
案内することでよいか。
（異議なし）
それでは、先般、このことについて正副会長と事務局で事前に打合せを行ったので、
資料№2「地域活動支援事業活動報告会の開催（案）について」を配付する。事務局か
ら説明をお願いしたい。
【山岸次長】
資料№2 地域活動支援事業活動報告会の開催（案）について説明。
○開催日時

平成 30 年 3 月 13 日（火）

18 時 30 分～20：15

○開催場所

三和コミュニティプラザ

○開催内容

・平成 29 年度地域活動支援事業の活動報告

3階

多目的ホール

13 事業 11 団×（発表 5 分、質疑 2 分）
・平成 30 年度地域活動支援事業の採択基準について（説明）
○対 象 者

・三和区在住の市民
・三和区内の各種団体（地域活動支援事業実施団体含む）

○周知方法

・チラシの班回覧

2 月 15 日

町内会便（別添資料のとおり）

・各種団体代表者に案内の送付
・防災行政無線放送
【松井

孝会長】

ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし
たい。
【髙橋委員】
この活動報告会に、地域協議会委員が行った活動事業アフターフォロー実施報告書も
資料として添付してもらいたい。
【保坂班長】
活動報告会の資料を今検討しているところだが、昨年度の活動報告会の反省として、
活動事業アフターフォロー実施報告書を添付してもらいたい意見があったので、今年度
は資料として報告したいと考えている。
【松井隆夫委員】
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平成 29 年度の活動事業アフターフォローは、報告会開催日までに全団体が終了する
のか。
【保坂班長】
13 事業のうち、10 事業はアフターフォローが終了しているが、3 事業は未実施だ。
そのうち 2 事業は 2 月末で事業が終了し、後の 1 事業の活動終了は 3 月末となってし
まうが、物品は購入されており、アフターフォローが未実施だとしても活動報告会で報
告することに支障はないものと考える。
【松井隆夫委員】
活動事業を実施した 11 団体には活動報告会に欠席しないよう、開催日を周知徹底し
てもらいたい。
【保坂班長】
各団体に、早目に依頼する。
【松井

孝会長】

次に、活動報告会の開催日は 3 月 13 日でよいか。
【小林委員】
開催予定日 13 日を変更してもらえないか。
【山岸次長】
15 日開催でどうか。
（委員一同、賛同）
【松井

孝会長】

それでは、活動報告会開催日は 15 日とする。開催時間や開催内容について、この資
料№2 のとおりでよいか。
【小林委員】
活動報告時間は 1 団体、報告 5 分、質疑 2 分で足りるか心配だ。
【松井

孝会長】

口頭で 5 分間あれば、かなり話せると思う。時間短縮して終了する団体もあると思わ
れるので、総体的な時間として報告 5 分、質疑 2 分計 7 分間でよいのではないか、この
件で委員の皆さんの意見をお願いしたい。
（意見なし）
次に、開催内容や周知方法について、委員から意見はあるか。
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【松井隆夫委員】
】
チラシ班回覧の印刷文字を 2 色刷りにしてもらえないか。
【佐藤所長】
予算の関係上 2 色刷りはできないが、印刷用紙を色紙とすることは可能である。
【小林委員】
チラシ班回覧中で一部読み取りづらい文字があるので、修正をお願いしたい。
【事務局】
指摘箇所は、読みやすい文字に修正する。
【松井

孝会長】

意見のとおり、チラシ班回覧の用紙は色紙とする。一部文字は読みやすい文字に修正
することでよいか。
（異議なし）
委員の皆さんから、他に意見があるか。
（意見なし）
それでは、平成 29 年度地域活動支援事業活動報告会の開催について、協議いただい
たとおり進めたいがよいか。
（異議なし）
これで、議題（2）「平成 29 年度地域活動支援事業活動報告会の開催について」は終
了する。

【松井

孝会長】

次に、議題（3）「その他」に入る。
委員の皆さんから何かあるか。
【髙橋委員】
委員になって 2 年が経過するが、これまで地域協議会の自主的審議事項として「三和
区小学校のあるべき姿」を審議してきた。
三和区内でも各団体の活動が展開されている中で、
「三和区のあるべき姿」として、区
全体の課題解決に向けて、垣根を取り払った議論をしたらどうか。
平成 30 年度は地域協議会の自主的審議事項としてでなくても、テーマを設定して検
討していくべきではないか。委員の皆さんの意見をお伺いしたい。
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【松井

孝会長】

今の髙橋委員の提案について、委員の皆さんの意見をお願いしたい。
【松井隆夫委員】
髙橋委員が提案されるテーマの腹案があれば、お教え願いたい。
【髙橋委員】
特に腹案はない。
【松井隆夫委員】
過去の地域協議会でも専門部会設置を提案されたが、具体化されなかった経緯もあ
ったことをお話ししておく。
【松井

孝会長】

髙橋委員の提案だが、本日の審議では結論がでないのではないか。
今取組んでいる自主的審議事項の「小学校のあるべき姿」の結論がでていないので、
今回は提起があったことに留め、今後検討していくことでよいか。
【髙橋委員】
自主的審議事項としてでなくてもよいので、今後開催される地域協議会に必ずテー
マを設けて検討する形でもよい。
【佐藤所長】
髙橋委員の要望は、地域協議会開催の都度フリートークとして行わないと、地域協議
会の議題とするには、むずかしいのではないか。
【松井

孝会長】

髙橋委員の要望は今後検討することで、この件は終了することでよいか。
（異議なし）
その他で、事務局からあるか。
【山岸次長】
・さんわ祭り実行委員会準備委員 2 名の選出について。
地域協議会から実行委員として選出されている宮沢委員は本日欠席しているが、3 月
末までに準備委員 2 名を選出願いたいとの依頼があった。委員の皆さんからご検討を
お願いしたい。
・NPO 三和区振興会開催の新春祝賀会に参加される委員の送迎について
祝宴会場の米本陣からは、送りの車しか手配されないので、ご注意願いたい。
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【松井

孝会長】

準備委員に立候補される委員はいるか。
【松井隆夫委員】
さんわ祭り実行委員会からさんわ祭りの運営についての説明がないと、地域協議会
から準備委員は選出できない。
【佐藤所長】
地域協議会から実行委員として選出され、過日開催された会議に出席された宮沢議
員が本日欠席されているので、次回の地域協議会開催時に説明を求めてもらいたい。
【松井隆夫委員】
了解した。
【松井

孝会長】

さんわ祭り準備委員の選出についてはここまでとし、今後検討することでよいか。
（異議なし）
それでは、これで議題（3）「その他」終了する。

最後に次回の会議について、事務局から説明をお願いする。
【山岸次長】
次回については、自主的審議事項の進捗との関連もあり、2 月、3 月とも開催する予
定だ。具体的な日程については、正副会長と事務局に一任してもらいたい。
（一同異議なし）

【金井副会長】
それでは、平成 29 年度第 7 回三和区地域協議会を閉会とする。
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問合せ先
三和区総合事務所

総務･地域振興グループ

E-mail：sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp
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その他
別添の会議資料も併せてご覧ください。
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TEL：025-532-2323（内線 215）

