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会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成３０年度第２回三和区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

⑴ 平成３０年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて（公開） 

⑵ 平成３０年度地域活動支援事業の審査について（公開） 

⑶ その他（公開） 

○市からの配付文書について 

 ・上越市消防団三和方面隊連合演習の開催について（ご案内） 

 ・三和区の概要  

３ 開催日時 

  平成３０年５月１１日（金）午後３時００分から午後７時２０分まで 

４ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 多目的ホール 

５ 傍聴人の数 

   ２人  

６ 非公開の理由 

― 

７ 出席した者の氏名 

・委 員：飯田英利、江口一秋、金井茂康、江口 晃、小林則子、田辺敏行、星野幸雄、 

松井隆夫、松井 孝、宮沢和一、森 由美、渡邊政則 

（14人中 12人出席）  

・事務局：三和区総合事務所 髙橋所長、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（以下、グループ長は「柳崎Ｇ長」と表記）、池田班長、

飯田副主任 

８ 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
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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、議長は会長が務める。 

【松井 孝会長】 

  ― 挨拶 ― 

・会議録の確認：星野幸雄委員に依頼。 

議題（1）「平成 30年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて」 

今回は 14 件の応募があり、本日は 14 事業 10 団体から出席いただく予定になってい

る。 

進め方としては、提案団体からプレゼンテーションをしていただいた後、事前の質問

事項の回答を含めた質疑を行う流れを考えている。なお、市の所管課からの所見がある

場合は、その都度事務局から説明をお願いする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、資料№3により整理番号順に進める。 

「整理№1 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」について、三和の子

どもを「共に」育てる会からプレゼンテーションをお願いする。 

【提案者：三和中学校学校運営協議会長、三和中学校長】（以下、「三和中学校運営協議会

長」、「三和中学校長」と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・ようこそ先輩講演会・同和教育に関わる講演会に係る経費など。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。  

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説

明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【三和中学校長】 

 ・質問回答…三和の子どもを「共に」育てる会や小中学校で発行する「たより」やホ 
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ームページに掲載して報告を行う予定である。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№1 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」の

プレゼンテーションは、これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№2 子どもたちの避難所生活体験事業」のプレゼンテーションを、日和町

自治会長からお願いする。 

【提案者：日和町自治会長】（以下、「日和町自治会長」と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・段ボール 120箱、ボールシート 30枚、ランタン 2個等購入。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説

明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項 2件の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【日和町自治会長】 

・質問①回答…この案件は防災の一環として取り組む事業のため、野外キャンプとは異

質であると考える。 

・質問②回答…自主防災組織は町内会単位で構成されているので、対象者は今後も町内  

       会単位とするのが望ましいと考える。但し、広範囲の活動として進めた 

方がよいのであれば、各小学校、青少年育成会議等の団体へ移行するこ 

とも考えられるが、今回は町内会で実施したい。   

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 
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【松井隆夫委員】 

  事業の目的及び期待する効果の中で、里公小学校へも同事業を説明し、必要なアドバ 

 イスを受けるとあるが、どのように考えているのか。 

【日和町自治会長】 

  採択されれば里公小学校の先生方にお話をし、日和町自治会で行う事業を説明して、 

ご理解を得たいと思っている。 

【田辺委員】 

  段ボール箱のベッドの強度や厚みは、どの位あるのか教えてもらいたい。 

【日和町自治会長】 

  大人が寝ても、十分耐えられる強度は保てる。厚みは 5ｍｍで段ボールベッドを並べ 

て、その上に段ボールシートを敷いて荷重分散させるので、潰れないようになっている。 

【田辺委員】 

  段ボールベッドは、本当に潰れないのか。 

【日和町自治会長】 

  段ボールベッドの上に乗って余分な荷重を掛けない限り、潰れない。 

【松井 孝会長】 

ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№2 子どもたちの避難所生活体験事業」のプレゼンテーショ

ンは、これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

 次に「整理№3 より深く三和を理解する事業」のプレゼンテーションを、三和まなび

の会からお願いする。 

【提案者：三和まなびの会代表】（以下、「まなびの会代表」と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・三和の文化財巡り、三和の文化財講演会の事業費。 

【松井 孝会長】 

所管課の所見や地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【田辺委員】 
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  三和の文化財巡りの参加募集人員は 20人だが、それ以上の参加希望者はいるのでは 

 ないか。 

【まなびの会代表】 

  昨年実施した事業の参加者は 25人であった。3人は会員の自家用車を使用し、2人 

 は自己都合で現地集合となり実施した。 

【田辺委員】 

  団体行動となるので大型のマイクロバスを用意して、参加人数も 30人から 40人の 

 募集としてはどうか。 

【まなびの会代表】 

  以前に市マイクロバスの使用許可をお願いしたが、許可されなかった。 

【松井隆夫委員】 

  市マイクロバス使用の見解を教えてもらいたい。 

【山岸次長】 

  過去に事務局に市マイクロバス使用について確認されたのか。 

【まなびの会代表】 

  任意団体には貸出しできないとのことだった。 

【松井隆夫委員】 

  市マイクロバス使用について、今後事務局から一考をお願いしたい。 

【山岸次長】 

  現在、市マイクロバスの所管は総務管理課が行っている。限られた台数の中、任意団 

 体からの要請で貸出しはできない状況である。 

【松井隆夫委員】 

  三和まなびの会の事業を、市が共催できないのか。 

【髙橋所長】 

  公用車は、市の主催事業か共催事業のみに貸出しされている。今後の貸出しについ 

 ては、所管課と協議してもらいたい。 

【松井 孝会長】 

  制限時間となったので、「整理№3 より深く三和を理解する事業」のプレゼンテー 

 ションはこれで終了する。 
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【松井 孝会長】 

次に「整理№4 井ノ口競馬大会 第二回優勝旗保存事業」のプレゼンテーションを

お願いする。 

【提案者：井ノ口町内会長】（以下、「井ノ口町内会長」と表記。） 

  提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・優勝旗の展示ケースを購入。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説 

明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【井ノ口町内会長】 

 ・質問回答…地域活動の原点としたいので、優勝旗を常に目にできるように展示ケース 

       に入れて町内会館に常設展示しておきたい。なお、さんわ文化祭や市から 

展示希望があれば、展示ケースに入れて貸出ししたいと考えている。 

       現状保管のみであれば保管箱にしまっておくだけとなり、忘れさられてし

まう恐れがある。電子化、ＤＶＤ化等は記録資料保存の観点から必要だと

考えている。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№4 井ノ口競馬大会 第二回優勝旗保存事業」のプレゼンテ

ーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№5 里公小学校マーチング ＤＥ みんな元気！事業」のプレゼンテー

ションを、里公小学校後援会からお願いする。 
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【提案者：里公小学校後援会代表、里公小学校長】（以下、「里公小学校後援会代表」、「里

公小学校長」と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・マーチングバンド女子ハイウエストフレアスカート 40 着、夏用フロントライン型

上衣 6着、オーディオ機器 1台購入。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説 

明。 

【松井 孝会長】 

  事前質問はないが、委員からの質問・意見はあるか。 

【松井隆夫委員】 

  着衣は消耗品なので、事業が踏襲された時点で更新することが必須だったのではな

いか。今後は後援会が着衣の購入のための積立を検討するべきではないのか。 

  次年度も同様な内容で提案されるのであれば、他小学校との関連もあるので検討を 

 お願いしたい。 

 さんわ祭りで着用するので夏用着衣を購入すると言われたが、さんわ祭りは夏に開 

催すると限らないので、さんわ祭り実行委員会と開催月を検討するべきでないのか。 

【里公小学校長】 

  着衣の購入については今のご意見を参考に、見通しを持った購入計画を立てて管理 

 していきたい。積立金についても検討していきたい。 

【森委員】 

  私の子ども達もそのスカートを着用していたので、長期間の使用に感謝する。 

  先程の松井委員の意見のとおり、着衣は消耗品なので積立金も検討してもらいたい。 

【里公小学校長】 

  了解した。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 
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  質問がないので、「整理№5 里公小学校マーチング ＤＥ みんな元気！事業」のプ

レゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№6 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」のプレゼンテーションを、NPO

法人三和区振興会からお願いする。 

【提案者：NPO 法人三和区振興会理事長、NPO 法人三和区振興会副理事長】（以下、「三和

区振興会理事長」、「三和区振興会副理事長」と表記。） 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・片流れ大型テント、木製組立式ステージの購入。 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問 2件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【三和区振興会副理事長】 

  ・質問①回答…昨年度の祭りの実施後、アンケート結果や諸団体の意見を基に、さん 

         わ祭り実行委員会で今年度のさんわ祭りも夏に実施することで決定 

した。 

  ・質問②回答…昨年度は自己所有の大型テント 10基と各小学校 5基を使用したが足  

         りなかった。また、ステージ上で使用したいので安全面から片流れ大 

型テントと木製組立式ステージを購入したい。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 只今の説明では、さんわ祭り会場は屋外で全てを実施することで考えておられるが、

雨天の場合もあるので、体育館で行うことも考えてもらいたい。 

 また、開催時期も夏にこだわらず、10 月や 11 月に開催することも検討してもらいた

い。 

【三和区振興会理事長】 

 出店などの設置場所を考慮した時に、屋内より屋外がよいと考えている。 

 秋開催のさんわ文化祭と兼ねて、さんわ祭りを実施してはどうかとの意見もあったが、
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各団体との協力を得られなかったため、夏の実施としてきた経緯があった。 

 今のご意見は、今後検討したいと思っている。 

【松井 孝会長】 

  制限時間となったので、「整理№6 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」のプレゼ

ンテーションはこれで終了する。 

  

【松井 孝会長】 

次に「整理№7 大間城文化財史跡保存事業」のプレゼンテーションを、北代自治会か

らお願いする。 

【提案者：北代自治会長】（以下、「北代自治会長」と表記。） 

  提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・案内表示板作成、設置工事。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説 

明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【北代自治会長】 

・質問①回答…大きな変更点はないが、案内看板の色が不鮮明になっているので、鮮明

にする予定である。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 所見で、文化行政課に相談することとあるが、どう対応するのか。 

【北代自治会長】 

  総合事務所を経由して、文化行政課に相談したい。 

【池田班長】 
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  所見では、現在の案内看板の説明文等を変更する場合は、文化行政課に事前に相談す 

 ることと回答があった。 

【松井隆夫委員】 

  私が以前に案内看板の説明のとおり大間城に登ったが、わかりにくかった箇所があっ 

た。  

そこを工夫することで検討してもらいたい。 

【北代自治会長】 

  わかりづらい箇所は承知しているので、わかりやすいように案内看板を作成したい。 

【松井 孝会長】 

 ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

（質問なし） 

 質問がないので、「整理№7 大間城文化財史跡保存事業」のプレゼンテーションはこ

れで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№8 住民の豊かな空間を創造する事業」のプレゼンテーションを、NPO法

人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】（以下、「クラブマネージャー」

と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・ストリートダンス講師謝金、茶道教室講師謝金。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説 

明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【クラブマネージャー】 
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・質問①回答…4 月は体験会なので事前集約せず、当日の受付として気軽に参加できる

よう呼びかけた。 

4月 25日は、ストリートダンス 5人、茶道教室 2人であった。 

5月 2日は、ストリートダンス 7人、5月 9日は、ストリートダンス 6  

人、茶道教室は、5月 9日参加者はいなかった。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

今後、この事業の継続を考えているのか。 

【クラブマネージャー】 

ストリート系は継続していきたいと思っている。 

さんわスポーツクラブとして、新年度に新事業を盛り込むべきと考えているので、今

後も新たな事業を検討していきたいと思っている。 

【星野委員】 

  次年度以降も、この事業で地域活動支援事業の提案の考えはあるのか。 

【クラブマネージャー】  

  ストリート系は提案したので、地域活動支援事業の提案の考えはない。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№8 住民の豊かな空間を創造する事業」のプレゼンテーショ

ンはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№9 三和の子どもたちが野球を続けていくための備品整備事業」のプレ

ゼンテーションを、NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】（以下、「クラブマネージャー」

と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・野球用品一式購入。 
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【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【クラブマネージャー】 

・質問①回答…組織運営は当法人が行う。人員体制はコーチ 5人と総括 1人の計 6人 

       である。現在の参加希望者は区内 2人、区外 5人である。 

        継続は可能であると考える。 

・質問②回答…三和ジュニア野球と連携して事業提案しているので、再検討はない。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

提案事業の名称が違うだけで、事業内容が同じと思われるものがある。次に提案され

ている事業と考え併せて、総合的に事業を検討する余地はないのか。 

【クラブマネージャー】 

将来的には部活は縮小傾向にあるので、野球を区内で行えない状況になるかもしれな

い。 

中学校で野球部が無くなると、ジュニア野球も無くなると思う。区外で野球チームが

無くなったところもあるので、幼児から高校へ行くまで、野球が出来る仕組みを作りた

いと思っている。 

  今後もご助言を頂きながら、野球支援事業を展開したいと考えている。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

（質問なし） 

  質問がないので、「整理№9 三和の子どもたちが野球を続けていくための備品整備事

業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 

【松井 孝会長】 
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次に「整理№10 三和の子どもたちの健やかな成長を支援するための事業」のプレゼ

ンテーションを、NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】（以下、「クラブマネージャー

と表記。） 

 提案の主旨及び事業内容について説明。 

 ・講習会講師謝金、野外活動教室講師謝金等。 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【クラブマネージャー】 

・質問①回答…国や県も、現在検討中である。市は現場に配慮した補助金のみで、ア

ピールはむずかしいと思っている。 

        4 月は当スポーツクラブと中学校が協議して、教育委員会にスポーツ

活動サポート事業申請を行う予定だが、これは通年で活用出来ない。 

        次年度以降は、国や県の示す方向が明確になるまでは、この事業の継  

        続を考えているので、地域協議会のご支援をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 さんわスポーツクラブと各学校との関わりは大変だと思うが、積極的にアピールして

工夫しながら事業を行ってもらいたいことを要望する。 

【クラブマネージャー】 

 わかった。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 
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  質問がないので、「整理№10 三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するた

めの事業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№11 三和婚活支援事業」のプレゼンテーションを、地域を大切にする会

からお願いする。 

【提案者：地域を大切にする会代表】（以下、「地域を大切にする会代表」と表記。） 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・講演会講師謝金、婚活パーティー2回の開催事業費。 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はないが、地域協議会委員からの事前質問 2件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【地域を大切にする会代表】 

・質問①回答…アンケートをもらっているが、女性の参加者が少ないとの意見があっ 

た。 

料理講習会を行った時は、特定材料の食物アレルギーをお持ちの人が 

いたので、今後は配慮したいと思った。 

       楽しかった、また参加したいとの意見もあった。 

・質問②回答…7月 21 日に講演会を予定しているので、講師に相談したいと思ってい

る。婚活パーティーの 1回目を 8月 5日に開催する予定である。 

【松井 孝会長】 

 他に委員から質問・意見はないか。 

【松井隆夫委員】 

 婚活パーティーの募集チラシの配布先を教えてもらいたい。 

【地域を大切にする会代表】 

 美守地区の新聞販売所に募集チラシの折り込み依頼をするので、三和区内と合併前上

越の美守地区近辺の地域に 2,000枚を配布する予定である。 

【松井隆夫委員】 

  牧区も婚活事業に積極的に取り組んでいるので、募集チラシを牧区にも配布してもら 

 いたいことを要望する。 
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【地域を大切にする会代表】 

  講演会の講師を牧振興会事務局長さんから紹介していただいた。三和区内だけでは事 

 業展開出来ないので、牧区にも配布することで検討したい。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№11 三和婚活支援事業」のプレゼンテーションはこれで終

了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№12 高齢者健康増進事業」のプレゼンテーションを、三和区老人クラブ

連合会からお願いする。 

【提案者：三和区老人クラブ連合会会長、三和区老人クラブ連合会副会長】（以下、「老人

クラブ連合会会長」、「老人クラブ連合会副会長」と表記。） 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・輪投げ用具一式、審判用腕章、得点等記録簿等購入。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【老人クラブ連合会会長】 

・質問①回答…この事業の目的や内容はスポーツの一環として取り組んでいるので、  

       さんわスポーツクラブから連携についてのお話しがあれば、協議した 

いと思っている。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

（質問なし） 
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  質問がないので、「整理№12 高齢者健康増進事業」のプレゼンテーションはこれで

終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№13 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」のプレゼンテーション

を、三和区老人クラブ連合会からお願いする。 

【提案者：三和区老人クラブ連合会会長、三和区老人クラブ連合会副会長】（以下、「老人

クラブ連合会会長」、「老人クラブ連合会副会長」と表記。） 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・講演会講師謝金、チラシ印刷代等。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

高齢者支援課の所見で、市から当連合会に 483千円が交付されている旨の記載あるが、

この事業との関連を教えてもらいたい。 

【柳崎Ｇ長】 

この事業との関連はない。三和区老人クラブ連合会の活動費として、会員数に応じた

補助金が交付されている。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№13 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）事業」のプレ

ゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№14 歴史的文化財保存事業」のプレゼンテーションを、三和区老人クラ
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ブ連合会からお願いする。 

【提案者：三和区老人クラブ連合会会長、三和区老人クラブ連合会副会長】（以下、「老人

クラブ連合会会長」、「老人クラブ連合会副会長」と表記。） 

提案の主旨及び事業内容について説明。 

  ・老人クラブ連合会刺繍旗、掲揚旗の購入。 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№1「平成 30年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明。 

【松井 孝会長】 

  地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№2を参照。 

【老人クラブ連合会会長】 

・質問①回答…企画立案されている連合会旗の案の紙面はない。現在使用している連 

合旗を持ってきたので、見てもらいたい。同じような連合会刺繍旗、 

掲揚旗にしたいと思っている。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  連合会刺繍旗のシンボルマークは変える予定はあるのか。 

【老人クラブ連合会会長】 

  シンボルマークは伝統を受け継いでいるので、変えられない。 

【宮沢委員】 

  刺繍旗や掲揚旗が更新された後の今所有の刺繍旗や掲揚旗は、どのように保管される 

 のか教えてもらいたい。 

【老人クラブ連合会会長】 

 保管箱に入れて、しっかりと保管したい。 

【松井 孝会長】 

  他に委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 
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質問がないので、「整理№14 歴史的文化財保存事業」のプレゼンテーションはこれ

で終了する。 

 これから休憩し、議題（2）「平成 30 年度地域活動支援事業の審査について」に入り

たい。 

再開は午後 5時 20分からとする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、再開する。 

議題（2）「平成 30 年度地域活動支援事業の審査について」である。提案された事業

は 14 件で補助希望額の合計は 6,014 千円である。三和区への配分額は 6,100 千円であ

るので 86千円の残額となっている。 

 これから審査に入るがその前に審査手順の確認をしておきたい。 

 事前に配付されている審査手順等に基づき審査を行う。また、審査基準により、目的

に合致しない事業に該当した場合、及び共通審査基準の点数が 13 点未満の場合につい

ては不採択とする。 

 また、地域協議会委員が事業の提案団体の長を兼ねる場合、当該事業の審査において

除外され退室をお願いすることになるが、今回は整理№1 の小・中学生が「三和を愛す

る心を育む」ための事業において金井副会長、整理№11の婚活支援事業で小林委員が該

当する。 

 なお、提案事業の立案等に関わったなどの理由で、審査から外れたいと考えておられ

る場合は、委員個人の判断とするので、その都度申し出をしてほしい。 

 もう一点、予算残額の追加募集を行うかどうかについては、審査の結果次第であるの

で審査後に改めて協議したい。 

 このような方法で進めてよいか。 

 (一同、賛同) 

 

【松井 孝会長】 

これより、提案された事業の審査に入る。 

  「整理№１ 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」について審査を行

う。 
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  委員から何か意見があるか。 

【金井副会長】 

  この案件については、提案者のひとりなので辞退させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  それでは、審査に入る。 

  まず、基本審査項目から、事業の目的に合致しているかどうか、適合、不適合の欄に

記入願いたい。不適合とした場合はその理由も記入してほしい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  次に、優先採択項目である。優先的に採択する事業に合致しているかどうか、適合、

不適合の欄に記入願いたい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  続いて、共通審査基準の 1から 5までの審査項目において、採点欄に点数を記入願い 

たい。 

  （委員各自が採点票に記入） 

  その他特記事項で評価する事項、評価しない事項があったら、記入願いたい。 

  （採点終了後、事務局が採点票を回収する） 

  （退室していた金井副会長が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№2 子どもたちの避難所生活体験事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№3 より深く三和を理解する事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№4 井ノ口競馬大会 第二回優勝旗保存事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 
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【松井 孝会長】 

  「整理№5 里公小学校区マーチング ＤＥ みんな元気！事業」について審査を行 

う。 

【渡邊委員】 提案団体の役員なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  渡邊委員が退室ということで審査に入る。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

  （退室していた渡邊委員が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№6 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№7 大間城文化財史跡保存事業」について審査を行う。 

【宮沢委員】 提案団体の役員なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  宮沢委員が退室ということで審査に入る。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

  （退室していた宮沢委員が席に戻る。） 

  

【松井 孝会長】 

  「整理№8 住民の豊かな空間を創造する事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

   

【松井 孝会長】 

  「整理№9 三和の子どもたちが野球を続けていくための備品整備事業」について審
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査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№10 三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」につい 

て審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№11 三和婚活支援事業」について審査を行う。 

【小林委員】 提案団体の代表なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

  小林委員が退室ということで審査に入る。 

 （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 （退室していた小林委員が席に戻る。）  

 

【松井 孝会長】 

  「整理№12 高齢者健康増進事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№13 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№14 歴史的文化財保存事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№1と同様に審査し採点表の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 
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  全案件の採点が終了した。これより事務局で採点の集計を行うが、14 件あるため 30

分程度かかると思われる。この間に議題⑶その他を先に行う。 

【松井 孝会長】 

  議題（3）その他で事務局から説明をお願いする。 

【山岸次長】 

  配付文書等について 

  ・平成 30年度 上越市消防団三和方面隊連合演習の開催について（ご案内）(上越市

消防団三和方面隊長) 

  ・三和区の概況（Ｈ30.4.1現在） 

  ・資料綴用ファイル 2冊の配布 

  （休憩） 

 

【松井 孝会長】 

  会議を再開する。審査結果一覧の配付をお願いしたい。 

  事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  審査結果一覧について説明する。順位の 1 番から 12 番までの事業が基本審査項目及

び共通審査項目の合格ラインの 13点をクリアした事業である。審議をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  確認する。順位でいくと、1番の「小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事

業」、2番の「三和婚活支援事業」、3番の「より深く三和を理解する事業」、4番の「大

間城文化財史跡保存事業」、5番の「里公小学校区マーチング DE みんな元気！事業」、

6番の「三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援するための事業」、7番の「高齢

者健康増進事業」、8 番の「歴史的文化財保存事業」、9 番の「高齢者いきがい支援事業

（ときめき広場）」、10 番の「三和の子どもたちが野球を続けていくための備品整備事

業」、11 番の「井ノ口競馬大会 第二回優勝旗保存事業」、12 番の「住民の豊かな空間

を創造する事業」について採択とし、「子どもたちの避難所生活体験事業」、「屋外イベ

ント出演者の暑さ対策事業」については不採択とすることに決定してよいか。 

 （異議なし。） 

【池田班長】 



23/26 

  ただいま採択事業を決定いただいたが、この結果、補助金額が 4,917千円となり、配

分額 6,100千円に対する残額が 1,183千円となる。 

【松井 孝会長】 

  この採択結果は、提案された団体にどのように連絡されるのか。 

【池田班長】 

  採択結果は今日以降、提案団体に電話連絡するが、後日、結果通知書と地域協議会委

員の皆さんからのご意見を併せてお知らせする。 

【松井 孝会長】 

  それでは地域活動支援事業費残額が 1,183千円となったので、追加募集について改め

て協議したい。募集要項、日程等について事務局から説明をお願いしたい。 

【池田班長】 

  資料№4 平成 30 年度 地域活動支援事業追加募集審査日程（案）、追加募集要項を

配布。 

  審査日程(案)の第 1案、第 2案を説明。 

【松井 孝会長】 

  事務局から説明があったが、委員へ質問・意見を求める。 

 

【宮沢委員】 

  第 2案の日程でお願いしたい。 

 【松井 孝会長】 

  ただ今、第 2案の声があったが、決定してよいか。 

  （異議なし） 

  決定した募集日程を、事務局から報告をお願いする。 

【池田班長】  

  決定した募集スケジュールで 

  ・追加募集周知  5月 30日 町内会長へ募集要項送付 

  ・募集期間    6月 6日（水）～6月 26日（火） 

  ・プレゼン、審査日  7月 12日（木）  

【松井 孝会長】 

  プレゼンの開始時間は、午後 6時 30分の開始でどうか。 
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【渡邊委員】 

  午後 5時の開始でお願いできないか。 

【小林委員】 

  午後 6時 30分の開始でお願いしたい。 

  （賛成意見多数あり） 

【松井 孝会長】 

  プレゼンの開始時間は、午後 6時 30分とする。 

  （一同賛成） 

  それでは、ほかに意見があるか。 

  （意見なし） 

意見がないようなので議題（3）を終了する。 

 

【松井 孝会長】 

  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】 

  追加募集の審査日が決まり、現在 6月の開催予定はないが、自主的審議事項で案件が

あれば協議をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  本日、正副会長と事務局とで協議したが、自主的審議事項の「三和区小学校のあるべ

き姿」のアンケートを集約したが、協力いただいた各団体にお礼を兼ねて結果報告をし

たいと考えている。どの団体も年度が替わり、新体制になったと思うので、報告したい

と思っている。 

  その報告会に先立ち、委員の皆さんと「三和区小学校のあるべき姿」の意見統一を図

っておきたいので、6月中旬までに地域協議会を開催したいと考えているが、検討をお

願いしたい。 

【松井隆夫委員】 

  結果報告は町内会長協議会に行うのか。 

【松井 孝会長】 

  アンケート集約に協力いただいた各団体に行う予定である。 

【田辺委員】 
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  最初に町内会長協議会に結果報告するべきではないのか。 

【金井副会長】 

  アンケート集約に協力いただいた団体に、御礼を兼ねて結果報告を行いたいと考えた。 

  その際に、委員の皆さんの意見をお聞きして臨んだほうがよいのでないかと思った。 

【松井隆夫委員】 

  「三和区小学校のあるべき姿」は三和区全体の問題と考えてもらいたい。 

【宮沢委員】 

  この問題は、いつか結論を出さないといけないが、正副会長が他で話をしなければな

らない時に、委員の意見はどうなのか把握しておいた方が対応しやすいのではないか。 

【松井 孝会長】 

  町内会長協議会の皆さんにお話するのも、委員の皆さんの意見の認識がないと対応で

きないと考えている。 

【田辺委員】 

  私は統合するべきであるとの気持ちで、この自主的審議事項に取組んでいるので、統

合の方針を示さなければならないと思っている。 

  地域協議会としては、統合が大前提とするべきである。 

【松井 孝会長】 

  委員の皆さんも同じ考えであれば、町内会長協議会に話ができる。 

  事務局に伺うが、町内会長協議会の今後の会議の開催日を教えてもらいたい。 

【山岸次長】 

  町内会長協議会は確実に決まっているのは、11月である。 

  5月 24日に町内会長協議会役員会が開催される。 

【松井 孝会長】 

  5 月 24 日開催の町内会長協議会役員会の時に、地域協議会から「三和区小学校のあ

るべき姿」についての意見を述べる機会を設けてもらいたい旨のお願いをしたい。 

【松井隆夫委員】 

  まずは町内会長協議会に意見交換会の申し入れを行い、11 月まで町内会長協議会が

開催しないと回答があったら、その時に考えればよいのではないか。 

【髙橋所長】 

  本日、正副会長と協議したのは、アンケート結果について協力いただいた各団体にお
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知らせしていないことから、新たな役員体制となっていると思われるので、アンケート

結果をお知らせすることで、新たな意見がいただければとの思いで会合を持ちたいとの

正副会長の意向だ。 

  その後、地域協議会として「三和区小学校のあるべき姿」の方向を決定してもらう段

階を経たうえで、町内会長協議会にご説明をしたいという流れでどうかと話があった。 

  地域協議会として「三和区小学校のあるべき姿」の最終意見を文言で表現するべきで

あり、まとめの機会を１回から２回程設けていただきたいと考えるがどうか。 

【松井 孝会長】 

  まとめの機会を１回設けてはどうか。 

【髙橋所長】 

  その際には、委員お一人づつの意見をお聞きしたほうが、後々のためによいと考える。 

【松井 孝会長】 

  まとめの機会を設けることとして、正副会長と事務局で、後日開催日を決定すること

でよいか。 

 （異議なし） 

  委員の皆さんから意見、質問があるか。 

  （なし） 

他にないようなので、第 2回地域協議会を閉じたい。副会長から閉会の挨拶をお願い

したい。 

【金井副会長】 

  それでは、平成 30年度第 2回三和区地域協議会を閉会とする。 

 

９ 問合せ先 

  三和区総合事務所 総務･地域振興グループ  TEL：025-532-2323（内線 215） 

                       E-mail：sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp 

10 その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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