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会 議 録 

１ 会議名 

平成２９年度 第１１回金谷区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）平成２９年度地域活動支援事業の完了について（公開） 

（２）地域活動支援事業募集要項及び審査・採択の基本的なルールについて(公開) 

（３）金谷区の地域課題について（公開） 

３ 開催日時 

平成３０年２月２８日（水） 午後５時５８分から午後７時１９分まで 

４ 開催場所 

福祉交流プラザ 第１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：髙宮宏一(会長)、川住健作（副会長）、村田敏昭（副会長）、石野伸二、

伊藤三重子、牛木喜九、桑山敏男、齋藤邦博、竹内惠市、永野起男、

西条聖士、山口茂幸、吉村清正 

・事務局：南部まちづくりセンター 佐藤センター長、槙島係長、小林主事 

８ 発言の内容 

【小林主事】 

・伊﨑委員、髙橋委員、土屋委員を除く１３名の出席があり、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 

・同条例第８条第１項の規定により、議長は髙宮会長が務めることを報告 

【髙宮会長】 

・会議の開会を宣言 
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・会議録の確認：伊藤委員、桑山委員に依頼 

次第２「議題等の確認」について、事務局に説明を求める。 

【佐藤センター長】 

資料により説明。 

【髙宮会長】 

事務局の説明について質疑を求めるがなし。 

 

―次第３報告（１）平成２９年度地域活動支援事業の完了について― 

 

【髙宮会長】 

次第３報告（１）「平成２９年度地域活動支援事業の完了について」、事務局に説

明を求める。 

【佐藤センター長】 

資料№１により説明。 

【髙宮会長】 

事務局の説明について、質疑を求めるがなし。 

 

―次第３報告(２)地域活動支援事業募集要項及び審査・採択の基本的なルールについて― 

 

【髙宮会長】 

次第３報告（２）「地域活動支援事業募集要項及び審査・採択の基本的なルールに

ついて」に入る。 

事務局に説明を求める。 

【小林主事】 

資料№２～№６により説明。 

【髙宮会長】 

事務局の説明について、質疑を求める。 

【石野委員】 
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申請用紙は全く変わっていないということでよいか。 

【小林主事】 

提案書の様式は昨年度と変わっていない。 

【髙宮会長】 

詳しいことは自宅に戻ってからよく読み、質問があれば事務局へ。 

３月１３日１８時半から説明会がある。各委員は出席を。 

【石野委員】 

５月の審査の日程はまだ決まっていないのか。それはいつ決めるのか。 

【小林主事】 

審査の日程については、まだ決定していない。 

昨年度は会議の中で日程について話し合ったため、今後の会議で取り上げる予定

である。 

【石野委員】 

昨年は確か４月末の協議会で５月の日にちを決めたと認識しているが、それで間

に合うのか。３月１３日の説明会では、いつ頃分かるということは報告しないでよ

いか。４月に決めることができればよいと思うが、４月もいつ協議会をするか分か

っていない。 

【髙宮会長】 

それは次回の３月に。 

【村田副会長】 

説明会のときに決めてあれば親切だと思う。今まではそうではなかったのかもし

れないが、説明会に来られた方に、提出は４月２７日まで、５月何日に審査の予定

である、と言ってあげた方が分かりやすくてよいのではないか。 

今日の議題になくても皆さんと検討することは可能かと思う。４月にならないと

決めることはできないのか。 

【髙宮会長】 

事務局の方から、ここで今それを決めてもよいということである。 

どうするか。去年の日程に沿って行えばよいかと思う。去年してみて何か不都合
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はあったか。そうでなければ、去年と同じようなスケジュールでよいのではないか。 

【石野委員】 

同じような日程で行くと、多分５月１６日、３０日。水曜日だが、この辺りでよ

いのではないか。 

【髙宮会長】 

去年の日程が分からないため、何とも言えない。 

【石野委員】 

去年は１９日だったか、１８日だったか。 

【村田副会長】 

去年は５月１６日（火）である。 

【石野委員】 

そのあとが２週間後だったか。１週間だったか。 

【髙宮会長】 

今年は、１６日が水曜日。３０日も水曜日。 

これについて意見を求める。 

【吉村委員】 

私は賛成である。 

【髙宮会長】 

今年度の審査の日程を５月１６日、３０日としてよいか諮り、委員全員の了承を

得る。 

【槙島係長】 

会場の予約状況を確認する。 

【村田副会長】 

時間は件数によって早くする。 

【石野委員】 

４月下旬に会議を開く。その時点で大体の件数は出てくるのではないか。 

【村田副会長】 

４月２５日（水）が第１回の予定である。締切は４月２７日である。 
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【石野委員】 

去年と一緒くらいである。 

【村田副会長】 

前後する。 

【髙宮会長】 

でもだいたい出てくるので、それを見てすればよいのではないか。 

【石野委員】 

そこまでである程度件数も出ているため、そこからあと何件出てくるかである。 

【佐藤センター長】 

去年は、地域協議会で報告した時はそんなに多くなく、最後に増えた。 

【石野委員】 

８件くらい。確か５件くらい増えた。ただ、増えることはあっても減ることはま

ずない。そのため、時間は４月の会議のときに。 

【吉村委員】 

駆け込みは、あって当然。 

【石野委員】 

５月１６日は、提案者は全く関係ない。それを何時に行うかは、私たちだけの話。

実際に来てもらって説明を聞くのは５月３０日。１か月先なのだから、十分。 

【吉村委員】 

確かにそうである。 

【石野委員】 

それでよいのではないか、会長。 

【髙宮会長】 

今、会議室が空いているかどうか確認中。 

【石野委員】 

日付だけである。 

【髙宮会長】 

説明会が近いが、皆さんのところに「どうすればよいか」など話はないか。上昭
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和町ではあった。 

件数により、少なければ１日でもよいが、多いと１日では遅くまでかかってしま

う。それでよいか、２日に分けるか。件数によるが、どうするか。 

【石野委員】 

１日でするとしたら、５、６件くらいではないか。それ以上の件数が来たら、１

日でするには多い。 

【髙宮会長】 

５月３０日の他にもう１日取っておくか。 

【小林主事】 

５月１６日は部屋が空いていたが、３０日は空いていなかった。同じ週では、５

月２８日（月）、３１日（木）であれば会場は空いている。 

【髙宮会長】 

そうすると、３０日という話だったが、空いていないため３１日。件数が多けれ

ば、予備日をどうするか。 

【石野委員】 

多ければ、午後一番から８時９時になってもするなど。 

【髙宮会長】 

件数が多い場合、１６日、あるいは３１日どちらにするか。 

【川住副会長】 

少ない場合。 

【髙宮会長】 

多い方である。 

【石野委員】 

１６日、３１日は、多い方。５件を少ないと見るか多いと見るかだが、その線引

きだけ決めておけば。 

【髙宮会長】 

では少ない場合はどうするか。１６日か、３１日か。 

【石野委員】 
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その目安は５件でよいか。 

【吉村委員】 

内容次第であり、向かってみないと分からない。 

【石野委員】 

件数が決まらないと分からない。内容は置いておいて。 

【村田副会長】 

去年は１３件を１日でしている。６時から７時半まで。 

【石野委員】 

今回は１回目の募集。二次募集ではない。１６日で全部行わなくても、２日で行

う計画でよいと思う。 

【髙宮会長】 

少ない場合は１日でよいか。１日の場合、１６日にするか３１日にするか。去年

は１３件あったが終わったという話もある。 

これについて意見を求める。 

【吉村委員】 

協議が消化できれば、１６日の１日だけで済ませた方が気は楽である。 

【髙宮会長】 

多い少ない関係なく、ということか。 

【吉村委員】 

そのとおり。 

例えば件数が５件だとして、「これはどう解釈するのか」といった協議が長引く案

件も中にはあろうかと思う。そうなると、やはり向かってみないと分からない。 

【石野委員】 

ただ、１６日に一回で行うというのは、誰が判断するか。会議がない。件数は事

務局しか分からない。事務局に聞いてもよいが。そこは三役と事務局にお任せとい

う方法を取るか。私たちが全員集まるのは、４月２５日以降はない。 

少なければ３１日一発で行ったらどうか。 

【髙宮会長】 
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今、１６日と。 

【石野委員】 

１６日ではなく、３１日まで待つ。そうすれば、日付を送るだけ。 

【永野委員】 

多い少ないは別として、１６日なら１６日と決める。事務局の方でおおよその内

容は分かると思うため、そこで時間を２時間、２時間半と決めてもらい、その中で

するようにしたらどうか。件数が多く、内容が多いということになれば、時間を延

長し１日で終わらせた方がよい。 

【村田副会長】 

去年は５月１６日（火）１８時から、全体討議、基本審査、優先採択審査が１３

件分行われた。そして１週間後の２４日（水）、１０件のプレゼンテーション及び質

疑応答、共通審査、採択検討を行っている。そのことを参考にしながら、今年度も

決めるのが原則ではないか。 

【石野委員】 

前の週の２２、２３日頃は空いているか。 

【村田副会長】 

１６日の次は２３日ということになる。 

基本審査、優先採択審査は１８時から１９時半くらいでできている。そして１週

間後のプレゼンテーション及び質疑、共通審査は１５時から行っている。そういう

パターンが前例。それに合わせると、２週間くらいたって忘れてしまうよりも、１

週間の方がよい。 

【石野委員】 

去年の２４日は何時までだったか分かるか。 

【村田副会長】 

予定には、１８時５１分までと書いてある。追加募集の決定まで全部すると２０

時４０分。 

【石野委員】 

今年のように予算額の中に全て収まればそれでもよいと思うが、それを超えた場



9 

合には、ある程度省いていかなくてはいけない。全部通るのであれば、さっと通せ

ばよいだろう。 

【村田副会長】 

今年度ある団体から、審査に加わらせてもらえなかった、お払い箱だったと言わ

れた。門前払いになったと笑っておられた。 

【小林主事】 

２４日と２５日は会議室が開いている。２３日は、夕方以降は空いているが、午

後の早い時間は空きがなかった。 

【髙宮会長】 

審査日程は１６日と２４日でよいか諮り、委員全員の了承を得る。 

今年も昨年と同様、初日に基本審査等を行い、質疑等は次の週に行う日程でよい

か諮り、委員全員の了承を得る。 

【村田副会長】 

この予定を説明会で話すことができる。そうすれば、提案団体も心構えがきちん

とできる。 

 

―次第４議題（１）金谷区の地域課題について― 

 

【髙宮会長】 

次第４議題（１）「金谷区の地域課題について」に入る。 

前回は、委員が自主的審議に取り上げたいと思うテーマについて、順番に意見を

出していただいた。意見は、資料№７にまとめてある。 

まず、前回欠席した委員から意見を出す。次に、前回出席した委員から補足や追

加の意見を出す。そのあと、取り上げたいと意見が出たテーマについて、金谷区地

域協議会の自主的審議に取り上げるかどうか採決し、テーマを決める。取り上げる

テーマが複数になった場合は、どのように進めるかを協議する。そして、次回の会

議から自主的審議に入る。 

このことについて、質疑を求めるがなし。 
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自主的審議というのは、市長に意見書を出すだけではなく、地域の中で行うべき

もの等３つある。全ての自主的審議が市長へ意見を出すと判断しないように。 

前回欠席した委員から、関心があり自主的審議に取り上げたいテーマについて意

見を求める。 

【石野委員】 

まず「５．移住、人口対策」。これは上越市も今年の予算に結構盛り込むような話

もあったが、実際は計画上のことだけだろう。これは地域にどう持ってくるかとい

うことであるため、要請するにしてもどういうことを要請していくか。 

あと「７．路線バス」。市に要望しても路線バスが動くかどうか分からない。 

それから「８．携帯電話の電波」。市でＷｉ－Ｆｉ（ワイファイ）スポットを整備

しているが、きちんとした計画がないらしいため、意見書をどうやって盛り上げて

いくか。 

また、「９．他団体や他地区との連携」。例えば和田地区や高田区、妙高市の関係

もあるが、一堂に集まって意見交換会のようなものができるのか。意見書にするの

ではなく、そういうことができるのか、議論した方がよいのではないか。 

【髙宮会長】 

石野委員としては、どれを取り上げたいと思うか。 

【石野委員】 

取り上げるとはどういうことか。意見書を出すということか。 

【髙宮会長】 

地域で、我々の中でできるものもあるだろう。意見書だけにこだわらないように

してほしい。 

【石野委員】 

そうであれば、「９．他団体や他地区との連携」。金谷区だけではなくて、他の地

区も巻き込んだ形で。 

それと、強いて言えば「１０．雨水排水」。 

【伊藤委員】 

子育て、子どもを増やす、お母さんの応援など、何かしらの情報や意見を聞くこ
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とができると思い地域協議会に入ったが、１年目、２年目で、そうではないのかな

と思った。 

「５．人口問題」について、上越市では就学前の子どもの医療費が今どうなって

いるのか調査していなかったが、補助が出るとか無料になるとか、やっと言い出し

た。他の地域では、就学前どころか、引っ越してきたらいくら、子どもが３人目に

なったら出産費はタダになるなど、いろいろと母親に優しい言葉が飛び交っている

中で、そういう方法が何も聞こえてこないのが一番悲しい。そこまでたどり着いて

おらず、その前のことばかりが取り上げられているのではないか。将来を思うと、

子どもをどうにかしないといけないというのが、私の今の一番の不安材料、考えて

ほしい内容である。 

【髙宮会長】 

伊藤委員としてはどれを金谷区の地域課題に持っていきたいと考えているか。 

【伊藤委員】 

「５．移住、人口対策」と「９．他団体や他地域との連携」をもっと膨らませて

いってほしい。 

【齋藤委員】 

会議録も見せてもらったが、しばらく間が空いてよく分からない。「１．観光」か

ら「１２．安全安心」までの１２件の中から絞ることで先回は話をして、そのうち

９件。それ以外もどうか、ということでよいのだろう。 

金谷区にはいろいろな団体、町内会長会もあり、振興協議会もあり、それぞれ具

体的な動きをするなどして、いろいろと市へ要望等を出し、計画をお願いして、実

施されたりした。地域協議会と重複してしまうものがあるため、同じものを両輪で

行けるものがあれば力強くアシストしていくが、地域協議会で取り上げるのはどう

かというものがいくつかある。 

それでも取り上げたいものは、「１．観光」である。いろいろなサイドから幅広く、

深く、それからきめ細かく。時間をかけ、それぞれの委員から意見を出し、ひとつ

の形、核になるものをいくつか作ることができればと思っている。そして観光から、

例えば不法投棄、安全安心、路線バスなど、他のものへも話が広がってくる。それ
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を別々にするのはどうなのか。観光を細分化していくのもよい。 

【吉村委員】 

取り上げたいのは、「５．人口対策」、「８．携帯電話の電波」、「１０．雨水排水」

である。 

まず「５．人口対策」から。私が知っている例では、後谷の山の中でランプを付

けて、電気も来ないところへ移住してきた若者もいる。子どもは小学生だったりす

る。その方は歌うたい。冬の間はすぐ真下の小滝の集落へ下りてきて、空き家を借

りて住んでいる。春になるとまた山の上へ帰っていく。 

その方の前の例では、やはり同じように後谷へ来て、自給自足の原点回帰的な生

活をしたかったのだろう。そこへ籠って農業をしながら魚釣りをしていた。その方

は詩人だったか。その方は結局、やはり小滝集落の空き家へ下りてきて、今では小

滝の住民になって専業で農業をしている。 

そんなことも考えれば、原点回帰的な生活をしたいという若者も結構いるようで

ある。テレビなどを観ていてもそうだ。例えば、空き家を紹介する、空き地を斡旋

（あっせん）するなど、コーディネーター的な部署が市役所の中にあるのか。あれ

ばもっと充実させればよいが、なければ考えてもらいたい。当然、各種の助成金も

考えてほしい。来た方に支度金みたいにして出す。また、何かお世話できることが

あればする。就職関係もハローワークと連携して口を利く。そのような諸々を含め

て、そういう面でもアプローチしてみたらよいのではないか。 

それから「８．携帯電話の電波」だが、確かに入らないところがある。舗装して

ある林道は、走ったり自転車に乗ったり散歩したり、人が結構山へ入っている。林

道が充実しているため、春から秋にかけて山菜取りの方もかなり入られる。皆さん

承知のとおり、クマもいる、サルもいる、イノシシもいる。どんどん増えている。

獣に出くわすだけではないが、何か事故があったときに動きようがなくてはどうに

もならない。そんなことも考えると、電波の充実というのは推していきたい。 

あと「１０．雨水排水」だが、線が違うため私が住んでいるところの用水排水に

直接影響はないが、近隣町内ということで状況はよく見ている。恐らく山麓線がで

きる前から具合の悪いところは悪かった。山麓線が開通してから、それが余計に顕
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著になってきたような気がする。管轄は県や国になるため、市でどうこうすること

ではないかもしれないが、市が窓口になってもよい話である。この辺りもいろいろ

な意見をくみ上げ、進めていきたい議題である。 

【髙宮会長】 

前回出席した委員に、補足や追加の意見を求める。 

【山口委員】 

私が困っているのはイノシシ対策である。これは危ない。 

何かあったときに携帯がつながらないのはいけない。 

一番困っているのは、雨水排水対策である。町内を通っている大排水路が毎年必

ずあふれる。山麓線開通以前もあった。これは大きな課題である。 

観光を目指すなどいろいろしていくうえで、携帯電話がつながらないのは今の時

代に合わない。何とか解決できる問題ではないか。 

ゴミの不法投棄もあるが、やはり安全安心に暮らせる金谷区でなければならない。 

一番要望したいのは「８．携帯電話の電波」と「１０．雨水排水」である。 

最近、イノシシなどもたくさん出てきているため、これも何とか。毎日市役所に

話している。 

【西条委員】 

私は「９．他団体や他地区との連携」だったが、新たにというと人口だろうか。

大貫では、新しい人がぽつぽつ来ている。みんな車も持ってきて。移住の方が結構

来て、人口は増えてきているような気はする。減るという話もあるが。 

私も４年前に大町から来た。市内も便利だが、郊外の一軒家に住みたい。町家だ

と、どうしてもウナギの寝床で、非常に圧迫感のあるところでずっと生活してきて、

ああいう四角い家に住みたいという気持ちもあった。やはり人口だろうか。 

そういう意味でも他地区と話をする。高田地区だと町家の問題、空き家の問題が

あり、いろいろ利益がぶつかるところもあるが、あえてそういうところも聞き、解

決策が出てくればと思っている。 

【永野委員】 

私も観光を取り上げていたが、資料に書いてあるとおり。これを極力実行に移し
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ていけるような施策を。 

【髙宮会長】 

今、話を聞いていても、金谷区における問題点が多分にあると思う。 

取り上げたい意見が出されたテーマについて、金谷区地域協議会の自主的審議に

取り上げるか、ひとつずつ採決する。 

【石野委員】 

９番は自主審議ではなく、検討するだけだろう。他の協議会と。自主的審議事項

に挙げて、意見書をまとめる話ではない。 

【村田副会長】 

自分たちでできるのではないかと。 

【石野委員】 

そのとおり。 

自主的審議の協議として、三役が先方といつ行うかを調整するものだと思う。 

【村田副会長】 

取り組むことを採決するということである。 

【石野委員】 

今、自主審議と言われたから、自主審議ではないと。 

【村田副会長】 

自主審議ばかりではなく、自分たちでできることも含める。 

【髙宮会長】 

地域の課題として取り上げるかどうか。 

【石野委員】 

自主審議ではないだろう。 

【髙宮会長】 

自主審議である。自主審議の中にそういうものがあるということである。 

次が、「１０．雨水排水」。 

金谷区としてどれを取り上げるか。多い順から採決を行ってよいか。 

石野委員、「上越市地域協議会委員手引き」９ページ、「自主的審議」を読んでほ
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しい。意見書の提出、地域活動支援事業の活用、地域を元気にするために必要な提

案事業の活用、地域内での解決に向けた活動が、自主的審議に入る。ただ市長に意

見するだけではない。このことを理解してほしい。 

では、「１．観光」について取り上げるかどうか。 

【石野委員】 

採決ではなく、今一番意見が多いのが「９．他団体や他地域との連携」、その次が

「１０．雨水排水」。これをひとつずつ消化していけばよい。どれかをカットするの

ではなく、３月からはまず「９．他団体や他地区との連携」をする。その次は   

「１０．雨水排水」をする。そういう形でよいのではないか。 

【髙宮会長】 

これだけ皆さんの考えがある。例えば、「９．他団体や他地区との連携」を挙げた

方は、それをまず取り上げたいという気持ちだが、全体の意見がこのようにまとま

った。その中で、金谷区地域協議会としてどれを取り上げるかと、今進めている。 

多いものから取り上げていけばよいという意見だが、それでよいか。 

【村田副会長】 

そのとおりだと思う。 

【髙宮会長】 

「９．他団体や他地区との連携」、「１０．雨水排水」、「１．観光」、「５．移住、

人口対策」、「８．携帯電話の電波」の順序でひとつずつ取り上げることを諮り、委

員全員の了承を得る。 

その中で、市長に意見書を提出する部分も出てくるだろうし、我々金谷区で解決

する問題も出てくる。 

【竹内委員】 

雨水の問題でいろいろと意見が出ているが、これを先駆けてしているのは振興協

議会である。市の課長たちとの話し合いも何度か、私も出席している。 

同じような問題を取り上げるとすれば、まず情報交換などを。同じ問題を取り上

げるのは、いかがなものか。雨水は振興協議会に任せてもよい。ここ何年も前川や

その周辺、あるいは御殿山や昭和町二丁目の雨水の問題など、先駆けてしている。
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重複してもよいだろうが、他で一生懸命頑張っているものを、こちらでまた取り上

げるのはいかがなものか。その辺を調整してほしい。 

【髙宮会長】 

竹内委員のとおり、金谷地区振興協議会でも一生懸命している。町内会長はある

程度分かるが、委員の方は分からない。取り上げることによって、どういう問題な

のかを皆で認識し合うことが大事である。それに対して、金谷地区振興協議会でも

しているなら、金谷地区振興協議会の方から来てもらい、その辺の話を聞く。それ

を金谷区地域協議会としてどう扱うか。金谷地区振興協議会で取り上げていること

から、そちらに任せようという話になるのではないか。 

【川住副会長】 

雨水については、地元の町内会長が中心になって進めるのが一番よい。そのため

には、振興協議会から要望を出すのが一番よい。皆さんにこういう問題があること

を知ってもらうために、ここで協議してもよい。ただ、実際に動くのは町内会長会

や振興協議会で動くのが適当。 

【髙宮会長】 

やはり、どういう問題点があるかを我々自身が知らないと。 

【川住副会長】 

それは知っていないと。 

【髙宮会長】 

用水の問題は、２つの用水が絡んでいる。そうすると、町内会長会でも駄目だろ

うし、地元の方々でないとなかなか解決に結びつかない。 

「８．携帯電話の電波」も、市では一生懸命しているが、どういう問題点がある

のか、状況を知ることも大事。 

意見の多い順から取り上げることでよいと思うが、どうか。 

【川住副会長】 

意見が全くない「３．買い物支援」、「４．地域の組織の一体化」、「６．山間地農

業」。は外した方がよいのではないか。「６．山間地農業」は観光などと共通する部

分がある。「３．買い物支援」などはここで議論をする必要はないと思うため、必要
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ないものは外したらどうか。 

【髙宮会長】 

川住副会長の意見について、他の委員に意見を求める。 

【石野委員】 

雨水対策などは振興協議会で市に要望を出しているとのことだが、実際には市の

担当課がそれを回答しているだけであり、副市長や市長が目を通しているわけでは

ない。地域協議会の意見書は、市長へ行く。実際に目を通すかどうかは別だが。そ

ういうところも踏まえ、どちらが強いかを考えて、いろいろな策を打っていかなけ

ればいけない。 

【吉村委員】 

投票数がないものを外すことにはこだわらない。挙手の多い順から協議していけ

ばよい。 

「雨水排水」は振興協議会と重複するという話だが、振興協議会は振興協議会で、

地域協議会は地域協議会で。結果的に同じ意見書になったとしても、それはそれで

意義のあること。地域協議会の中で十分協議し、振興協議会に預けておけばよい、

声を上げる必要はないという結論になれば、それでよい。同じ内容でも、出所の会

が違うため十分意義はある。皆さんの関心がある順から協議する価値はある。 

【髙宮会長】 

私も吉村委員のとおりだと思う。 

これからこの順番に沿って、皆さんがどういう考えを持っているか協議し合う。

どういう問題点があるのか、現状はどうなのかと認識をする。そして金谷区地域協

議会としてはどうなのか、という方向で持っていけばよい。 

確かに金谷区では、金谷区町内会長会、それから金谷地区振興協議会等、皆さん

いろいろとしている。 

【川住副会長】 

先ほど提案したが、あまりにも項目が多すぎるため、一票もないものについては

しばらく外し、票の多いものから順にすることでどうか。 

買い物支援といっても、店へ連れて行くのか。そういうことは現実的にできない
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のではないか。スーパーも近くなったため、支援しなくても大丈夫ではないか。 

「地域の組織の一体化」についても、いろいろな組織をひとつにしようとしても、

当事者が納得しないとひとつにはできない。ここで討論してもできない。「一緒にし

てくれ」という話が出てくればできるが、上の方から「こちらに来なさい」という

のは無理。 

そういうものは討論から外したらどうか。この３つについて、外してよいかどう

か採決をしてほしい。 

【髙宮会長】 

川住副会長のとおり、外すことについて採決してよいか。 

【村田副会長】 

これは意見として出たため、却下するのはどうなのか。９、１０、１、５、８の

５つを順番にすることでよい。討議していればとても時間がかかるだろう。１２の

うち５つを優先的に取り上げ、他は意見としてあったと残す。意見をなくすという

のはいかがなものか。 

【石野委員】 

他のものは、その他としてもよい。ただ残っているだけ。討議するかどうかは関

係ない。 

【村田副会長】 

討議すると言っているわけではない。ただ残すだけである。意見までなくすと、

出された意見を全部オミット（除外）してしまう。「討議しない」ならよいが、「意

見を外す」のはいかがなものか。 

【川住副会長】 

買い物支援にしても、ここで討議する必要があるのか。 

【村田副会長】 

討議はしない。９、１０、１、５、８の順番でする。 

【髙宮会長】 

取り上げたい委員がいないテーマを外すことについて採決し、賛成６名、反対６

名。 
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【石野委員】 

順番を付けたものをひとつずつ取り上げることでよいか。３項目、４項目を一斉

にするのではないだろう。 

【髙宮会長】 

例えば、「他団体や他地区との連携」について皆さんに考えてもらうことがたくさ

んあり、とても時間がかかるとなれば、ひとつしかできないだろう。そういう意見

がなければ、２つ同時にすることはできる。 

だが、こういう問題を金谷区地域協議会の自主審議として扱うとなれば、よく調

べ、いろいろなところに聞かなければならない。それを皆さんに考えてもらい、次

回以降の会議に。 

私は、村田副会長のとおり残しておくという考え。そこまで行かないかもしれな

いが、こういった問題が地域協議会委員の中で出てきていると示していった方がよ

い。 

賛成６名、反対７名で、反対多数により、取り上げたい委員がいないテーマも残

すことに決する。 

【石野委員】 

順番を多い順に変えてほしい。 

【村田副会長】 

９、１０、１、５、８と覚えている。 

【髙宮会長】 

まとめて、資料を配る。 

自分なりに分かる範囲で、各々で町内会長なり農家組合なりで、情報を得るよう

にしてほしい。そうしないと、そういう方に来てもらわないと駄目だとなる。 

 

―次第５ 事務連絡― 

 

【髙宮会長】 

次第５「事務連絡」について、事務局に説明を求める。 
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【佐藤センター長】 

・今後の日程 

地域活動フォーラム：３月４日（日）午後２時～ ユートピアくびき希望館 

＊参加は任意。 

地域の方へ積極的に参加の声掛けをお願いする。 

平成３０年度地域活動支援事業 金谷区説明会： 

３月１３日(火)午後６時３０分～福祉交流プラザ 第1会議室 

＊参加は任意。 

出欠報告は３月１２日（月）までに事務局へ。 

第１２回地域協議会：３月２８日（水）午後６時～ 福祉交流プラザ 第１会議室 

【髙宮会長】 

事務局の説明について、質疑を求めるがなし。 

・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 

南部まちづくりセンター 

TEL ：０２５－５２２－８８３１（直通） 

E-mail：nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせて御覧ください。 

 

 


