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会 議 録 

 

1 会議名 

平成 30年度第 2回高士区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

 地域活動支援事業について（公開） 

 (1)高士区の提案状況について 

 (2)提案事業に関する概要説明及びヒアリング 

3 開催日時 

平成 30年 5月 22日（火）午後 6時から午後 8時 35分まで 

4 開催場所 

高士地区公民館 2階 中会議室 

5 傍聴人の数 

  なし 

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：青木正紘（副会長）、飯野憲靜（会長）、飯野正美、金子和博、小林トシ子、

建入一夫、中嶋真一、日向こずえ、細谷八重子、横川英男、横山とも子 

     （欠席 1名） 

・事務局：中部まちづくりセンター 本間センター長、野口係長、田中主事 

8 発言の内容（要旨）  

【田中主事】 

・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 

【飯野会長】 

  ・挨拶 

 【田中主事】 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条 1 項の規定により、会長が議長を務め
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ることを報告 

 【飯野会長】 

  ・会議録の確認者：青木副会長 

   3議題（1）「地域活動支援事業について」事務局に説明を求める。 

 【田中主事】 

  ・提案書、ヒアリング日程表、担当課からの所見一覧により説明 

 【飯野会長】 

   今の説明に質疑を求める。 

  （発言なし） 

それでは、提案事業に関するヒアリングを行う。今回提案された 12件の事業につい

て、委員の認識をより深めるとともに、疑問点等を解消するため、提案者から事業概

要について説明をいただいた後、質疑応答を行う。時間配分については、1件当たりの

説明は事務局からの概要説明が 1 分、提案者からの事業説明が 4 分、質疑 5 分、合計

10 分で行う。それぞれ終了の 1 分前に事務局からベルでお知らせするので、ご協力を

お願いする。 

また、ここからの進行は事務局に一任する。 

 【田中主事】 

  ・「士-6 高士地区安全安心対策事業」の概要説明 

 【士-6提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-6」について質疑を求める。 

 【建入委員】 

   備品整備の最終的な目標はあるのか。 

【士-6提案者】 

  最終的な目標はない。指定緊急避難所から必要な備品の要望があれば整備内容に組

み込むが、今年度は特になかったため、高士地区防災防犯協会で必要なものを選定し

た。地域活動支援事業の他の事業とのバランスもあるため、少しずつ備品を整備して

いきたいと考えている。 
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 【横川委員】 

   災害はいつ起きるか分からないため、1回で整備する考えはあるか。 

 【士-6提案者】 

   1 回で整備できれば、それに越したことはないが、地域活動支援事業の大半の配分

額を防災備品で使うことになるため、難しいと考える。初年度に申請した際に最低限

の備品を整備したため、今後は少しずつ備品を整備していく考えである。 

 【飯野正美委員】 

   防災備品のメンテナンスはどうしているか。 

 【士-6提案者】 

   メンテナンスについては、現在はしていない。ただ、高士地区防災防犯協会の中で

管理体制について、検討していく必要があるものと考えている。現在、防災備品の管

理は、防災士会が行っている。 

 【飯野会長】 

   過去に高士地区振興協議会でガソリン式の発電機を購入したが、メンテナンスがで

きないため、小学校に点検をお願いしていたことがあり、参考にしてほしい。 

 【士-6提案者】 

   管理方法は、意見を持ち帰り、高士地区防災防犯協会で検討する。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

 【田中主事】 

  ・「士-1 つないでひろげたい岩の原小唄・八社五社事業」の概要説明 

 【士-1提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-1」について質疑を求める。 

 【建入委員】 

   事業名に「つないでひろげたい」とあるが、新しく会員を増やす方法は考えている

か。 

 【士-1提案者】 
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   地域行事で披露し、活動を認めてもらい、会員の増加を図りたい。 

 【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

  ・「士-2 高士地区お買い物ツアー事業」の概要説明 

 【士-2提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-2」について質疑を求める。 

 【飯野正美委員】 

   お買い物ツアー事業を利用している方は、普段の買い物はどのようにしているのか。 

 【士-2提案者】 

   子供と同居していない方も子供に食品の買い物をお願いしているが、薬や衣類など

は、ツアー事業の際に購入する方が多い。 

 【飯野会長】 

   募集人数を 3人に変更した経緯を教えてほしい。 

 【士-2提案者】 

   事業開始当時は 8 人乗りジャンボタクシーを利用していたが、参加者の風邪や怪我

により、参加できないことが増え、ジャンボタクシーの料金を賄うことが難しくなり、

4人乗りのタクシーへ変更した。 

 【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

  ― 提案者退席 ― 

 【田中主事】 

  ・「士-3 川上善兵衛生誕 150記念事業」の概要説明 

 【士-3提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-3」について質疑を求める。 

 【飯野正美委員】 

   横断幕は掲揚するだけか。 
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 【士-3提案者】 

   今の時点では、横断幕は掲揚するだけである。 

 【飯野正美委員】 

   岩の原葡萄園との連携はあるのか。 

 【士-3提案者】 

   事業を実施することについて、賛同を得ている。 

 【建入委員】 

   この事業は、単年度で終わりなのか。それとも継続して行うのか。 

 【士-3提案者】 

   川上善兵衛のワイン開発に関する功績は十分に認知されているが、村づくりのリー

ダーとしての功績は認知が足りないため、そこに的を絞り、継続して事業を実施して

いきたい。 

 【横川委員】 

   体育大会は 5月 27日に開催されるが、横断幕の製作は間に合うのか。 

 【士-3提案者】 

   今年度の体育大会には間に合わないため、来年度は掲揚する。 

 【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

  ・「士-10 ふるさと高士まつり事業」の概要説明 

 【士-10提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-10」について質疑を求める。 

 【建入委員】 

   支出項目に交通費があるが、用途を教えてほしい。 

 【士-10提案者】 

   手元に昨年度の資料がないため、分からない。 

 【田中主事】 

   事務局から補足させていただく。昨年度の実績報告書では、「ふるさと高士まつり」

の開催準備に役員の自家用車を使用しているため、燃料費や車両借り上げ料を含んだ
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ものが該当する。 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

 【田中主事】 

・「士-4 高士地域の歴史調査・集積事業」の概要説明 

【士-4提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-4」について質疑を求める。 

【飯野正美委員】 

  今後の調べていきたいということがあれば、教えてほしい。 

【士-4提案者】 

 特に決めてはいないが、まだ眠っている資料があるため、それらを掘り起し、保存 

していきたい。  

【建入委員】 

高士地区振興協議会で「善兵衛翁を語る会」を開催するが、高士歴史研究会の展示

会も一緒に開催することは可能か。 

【士-4提案者】 

  展示会は高士小学校を会場に、川上善兵衛に関する資料を展示しており、高士地区

振興協議会とも連携して活動してきているため、今後も連携していきたい。 

【田中主事】 

  以上で、ヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【田中主事】 

休憩時間が予定では 10分間であったが、次の提案者が見えているため、休憩時間を

5分に繰り上げさせていただきたい。 

（「はい」の声） 

それでは、再開は午後 7時 15分とし、休憩とする。 

  ― 休憩 ― 

 【田中主事】 
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  時間になったので、ヒアリングを再開する。 

・「士-5 高齢者の見守り安否の確認・会食会・弁当配食事業」の概要説明 

【士-5提案者】 

・事業説明 

【田中主事】 

「士-5」について質疑を求める。 

質問がないため、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

・「士-7 『男の料理教室』開催事業」の概要説明 

【士-7提案者】 

・事業説明 

【田中主事】 

「士-7」について質疑を求める。 

【横川委員】 

 地域で料理を振る舞う予定はあるのか。それとも家族内だけなのか。 

【士-7提案者】 

  家族の中での振る舞いも月 1 回という方がほとんどであるため、地域で振る舞うこ

とまでは、計画していない。 

【飯野正美委員】 

毎回、講師の方を招へいし、料理教室を開催しているが、料理本から抜粋したレシ

ピで自分たちの力で作ってみるという取組はできるか。 

【士-7提案者】 

講師の方は割烹を切り盛りしている方で、講師の教えで作ると、とても美味しく仕

上がり、家族に披露するととても驚いてもらえる。そこからコミュニケーションが生

まれることもあるため、講師の方に毎回来ていただいている。 

今後の活動の中でそういったこともできるかを、検討してみたいと思う。 

【横川委員】 

高士地区外からも参加者を受け入れるとあるが、これは積極的に高士地区以外の方

から参加してもらうということか。また、募集人数の上限は何人くらいか。 
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【士-7提案者】 

団体名である「高新会」は、「高」が高士地区、「新」が新道地区という意味が込め

られており、公民館事業が終了した際に、新道区の方が高士地区の料理教室に継続し

て参加させてほしいという声があり、参加している。また、会員の募集については、

新道区で募集はせず、参加したいという方がいる場合に、受け入れている。 

また、募集人数については、高士地区公民館に 1 つあたり 5 人が作業できる調理台

が 3つあるため、最大で 15人を想定している。 

【飯野会長】 

 地域活動支援事業は、自治区単位での事業であり、新道区からも地域活動支援事業

費補助金をもらう必要がある。雄志中学校区青少年育成会議の事業では、津有区、諏

訪区、高士区で事業費を按分している。 

【田中主事】 

事務局から補足させていただく。雄志中学校区青少年育成会議の場合は、事業の実

施範囲と事業対象者が雄志中学校区全体のため、諏訪区、津有区、高士区で按分して

提案している。高新会の場合は、活動場所が高士区内に限定しているため、現状の提

案内容では、新道区に提案することはできない。 

以上で、ヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

・「士-8 川上善兵衛翁生誕 150年記念 平成 30年度高士地区・高士小学校体育大会」

の概要説明 

【士-8提案者】 

・事業説明 

【田中主事】 

「士-8」について質疑を求める。 

【金子委員】 

横断幕は体育大会のみに使用するのか。 

【士-8提案者】 

前回まで使用していたものは、持ち運びが困難だったが、今回作成するものは、持

ち運びができるため、高士地区体育協会が主催する大会で活用したいと考えている。 
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【田中主事】 

以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

  次は「士-9『地元野菜の魅力発見』旬の野菜クッキング」のヒアリングだが、提案者

がまだ来ていないため、順番を繰り上げて、提案者が来ている「士-11「雪まつり（キ

ャンドルイベント）」開催による地域交流・地域活性化事業」のヒアリングを行う。 

・「士-11 雪まつり（キャンドルイベント）」開催による地域交流・地域活性化事業」

の概要説明 

【士-11提案者】 

・事業説明 

【田中主事】 

「士-11」について、質疑を求める。 

【横川委員】 

 高士地区振興協議会との連携をどのように考えているか。 

【士-11提案者】 

 昨年度は、事業の全容が決まるまでに時間がかかってしまい、相談するのが遅れて

しまった。今年度は、早めに計画を立て、高士地区振興協議会に相談し、お知恵を拝

借しながら高士地区全体で事業を進めていきたい。 

【青木副会長】 

 私は高士地区振興協議会の会長なのでお伝えするが、昨年度の雪まつりは、天候に

は恵まれなかったが、町内会長との連携も取れており、大きな進歩と考えている。今

年度についても、協力できる範囲を話し合いの中で決め、高士地区の活性化に向けて

協力していきたい。 

【小林委員】 

 ふるまいについて、今回は汁物が多かったが、時間帯が夕方から夜にかけてという

こともあり、お腹を満たしたい方や子供もいるため、食べやすい焼きそばなどの軽食

も検討してはどうか。 

 また、後から来た人が食べれないことがあったため、工夫していただきたい。 

【士-11提案者】 
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ふるまいの内容については、一般的な出店のものではなく、高士区の魅力を発信す

るために、高士区の野菜や岩の原ワインなどを使用したものを提供しているため、ご

理解願いたい。また、ふるまいについては、担当者との調整不足もあり、ふるまいの

量などが把握しきれていない部分もあったので、今年度はそれを教訓に工夫していき

たい。 

【小林委員】 

 天候の具合もあるが、竹ドームの雨漏りが酷かったため、対策をお願いしたい。 

【士-11提案者】 

高士地区多目的研修センターの 2 階を休憩所として開放したが、人手不足で誘導が

上手くできていない部分もあったため、今年度は円滑に誘導ができるよう方策を講じ

たい。 

  イベントの認知度の高まってきており、集客も増えているため、実行委員会だけでは

立ちゆかない部分もある。そのため、地域の方々と連携し、高士地区を盛り上げていき

たいと考えているため、ご協力をお願いしたい。 

【田中主事】 

    以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

  ・「士-9『地元野菜の魅力発見』旬の野菜クッキング事業」について、概要説明 

【士-9提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-9」について、質疑を求める。 

 【横川委員】 

   地元野菜の魅力発信とあるが、地元野菜の魅力とは何と考えているか。 

 【士-9提案者】 

自分の畑で作っているものが地元野菜だと考えており、発信はまず各家庭からと考

えている。 

【日向委員】 

   開催日が平日の昼間ということで、働いている方は参加しにくいため、休日の開催
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は考えているか。また、おせち料理などをテーマに講座を開いて貰えれば参加したい

方も多いと思うので、検討していただきたい。 

【士-9提案者】 

   そういった声が聞けて嬉しい。会の中で検討してみたいと思う。 

 【飯野正美委員】 

   チラシを作成する際に、前回のレシピ等を書いてもらえれば、活動が広がると思う

ので、検討してほしい。 

【士-9提案者】 

   先ほどの提案と合わせて、会の中で検討してみたいと思う。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

【田中主事】 

  ・「士-12高士幼年野球活動支援事業」の概要説明 

 【士-12提案者】 

  ・事業説明 

 【田中主事】 

   「士-12」について、質疑を求める。 

 【小林委員】 

   軽油の用途を教えてほしい。 

 【士-12提案者】 

グラウンド整備に使用するトラックの燃料である。 

 【小林委員】 

   ノックマシンの電源はどこから確保するのか。 

 【士-12提案者】 

   ノックマシンは小型のバッテリーがついているため、電源の確保は必要ない。 

 【飯野正美委員】 

   備品の保管はどこで行うのか。 

 【士-12提案者】 

バックネット裏にリトルシニアが使用していた倉庫があり、使用許可を得ているた
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め、そこに保管する。 

【横川委員】 

   グラウンドコートについて、引き継いで使用するのか。 

 【士-12提案者】 

   ユニフォームと同様に、グラウンドコートも引き継いで使用していく。 

 【飯野正美委員】 

   選手の確保の方法について、計画があれば教えてほしい。 

 【士-12提案者】 

   ホームラン競争を企画しており、野球の楽しさを伝えるイベントを考えている。 

【横川委員】 

   男の子だけではなく、女の子もチームに参加できるのか。 

 【士-12提案者】 

   可能であり、現在 1 名が参加している。他では、チームの半分が女の子というとこ

ろもある。 

【田中主事】 

   以上で、ヒアリングを終了する。 

― 提案者退席 ― 

 【飯野会長】 

   以上で議題(2)「提案事業に関する概要説明及びヒアリング」を終了する。 

   今ほどのヒアリングも踏まえ、採点票を 5月 29日（火）までに事務局へ提出をお願

いする。    

   その他、次回会議の日程を確認する。 

  ・次回の会議：6月 13日（水）午後 6時 30分から 高士地区公民館 

 【田中主事】 

  ・採点票の提出締切：5月 29日（火）必着 

 【飯野会長】 

・会議の閉会を宣言 

 【青木副会長】 

  ・閉会の挨拶 
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 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。 


