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会 議 録 

 

１ 会議名 

第２回名立区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ⑴ 協議事項（公開） 

   ○ 地域活動支援事業の審査について 

 ⑵ その他の事項（公開） 

   ○ 平成３０年度第３回地域協議会の開催予定 

３ 開催日時 

平成３０年５月２６日（土）午後１時から午後４時まで 

４ 開催場所 

名立区総合事務所 第２会議室 

５ 傍聴人の数 

０名 

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：安藤安年、奥泉稔、木村和子、草間照光、佐藤道子、髙宮秀博、塚田正、

原田秀樹、二宮香里、三浦元二 

  ・事 務 局：三浦所長、小林次長（総務・地域振興グループ長兼務）、松永市民生活・

福祉グループ長（教育・文化グループ長兼務）、渡邊班長、佐藤主任 

８ 発言の内容 

【渡邊班長】 

 ・会議の開会を宣言。 

 ・上越市の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。 

【塚田会長】 

 ・挨拶 

・所長に挨拶を求める。 
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【三浦所長】 

・挨拶 

【塚田会長】 

・事務局に資料の説明と会議録の確認者の発表を求める。 

【渡邊班長】 

 ・資料の説明 

  ・会議録の確認：草間委員、二宮委員 

【三浦所長】 

・議事に入る前に、５月２４日の名立大町地内（総合事務所付近）及び５月２６日の

名立小泊地内（鳥ヶ首岬灯台付近）のクマの目撃情報の概要及び市の対応について

説明。 

【塚田会長】 

  ・所長の説明に対し、意見・質問を求める。 

【三浦委員】 

  ・先日、パトロール車が注意喚起をしながら巡回していたが、内容が聞き取りにくい

という話が地域からあったので、よく聞き取れるようにしてもらいたい。 

【三浦所長】 

 ・今後、対応していく。 

【塚田会長】 

・協議事項、「地域活動支援事業の審査について」を事務局に説明を求める。 

 【渡邊班長】 

  ・資料№１、２に基づき審査開始に当たり説明を行う。 

 【塚田会長】 

  ・プレゼンテーションを開始する。 

・事業№１「名立区いきいきサロン運営事業」について提案者に説明を求める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

 ・事業№１について、委員に意見や質問を求めるもないため、委員に採点を求める。 

  ・事業№２「ポニーふれあいパークｉｎ名立事業」について提案者に説明を求める。 
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【提案者】 

  ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№２について、委員に意見や質問を求める。 

【奥泉委員】 

  ・子供が動物にふれあう機会が少ないので、本事業の継続のために努力するように。 

【髙宮委員】 

  ・ポニー以外の動物も一緒に連れてくることは可能か。 

【提案者】 

 ・予算次第であるが可能と考える。 

・他の動物を連れてくるなどの事業の拡大については、今後の検討課題としたい。 

【三浦委員】 

  ・参加する子供達全員がポニーにふれあう時間があるのか。 

【提案者】 

  ・基本的には参加する子供達全員がポニーに乗り、エサをやる時間を取っている。 

【塚田会長】 

・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

・事業№３「ふるさと不動地区・水源の森整備活用事業」について提案者に説明を求

める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

 ・事業№３について、委員に意見や質問を求める。 

【三浦委員】 

 ・この事業から今後どのような事業計画を予定しているか。 

【提案者】 

 ・広葉樹の林業化については、現在、一緒に取り組みをしている不動生産森林組合が

今後担っていただくということかと思う。 
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・森の散策会については、今後、不動を創る会の定番の事業にしていきたい。また、

不動生産森林組合の歴史の整理については、外部の先生方の知見が必要なのでもう

１、２年掛けて整理したいと考える。 

【二宮委員】 

 ・活動参加者は保険に加入しているのか。また、昨年大雨で林道が被害を受けたと聞

いているが事業実施に際して安全面は大丈夫なのか。 

【提案者】 

 ・活動参加者は事前に保険に加入している。４月２９日に林道の様子を見たが、歩行

での通行は可能と考えている。 

【塚田会長】 

 ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

 ・事業№４「名立篠笛同好会演奏活動事業」について提案者に説明を求める。 

【提案者】 

  ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№４について、委員に意見や質問を求める。 

【二宮委員】 

  ・他から講師を招く予定はないか。 

【提案者】 

 ・篠笛と龍笛については会の方が指導している。 

・ひちりきの演奏指導については桑取から専門の講師を招く予定。 

【塚田会長】 

・ひちりきのみならず打楽器等も取り入れ、規模拡大して、他団体と連携して活動す

る考えはないか。 

【提案者】 

 ・現在のところはひちりきを学び、少しずつ着実に活動を進めていきたい。 

【塚田会長】 

  ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

  ・事業№５「２０１８年ふるさと交流事業」について提案者に説明を求める。 
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【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№５について、委員に意見や質問を求める。 

【三浦委員】 

 ・何世帯にひまわりの種を配布する予定か。また、今までにひまわりの鑑賞会は実施

していたか。 

【提案者】 

 ・ひまわりの種は不動地区の約３０世帯に配布を予定している。 

 ・観賞会については、以前には商工会と連携して実施したことがある。 

【塚田会長】 

  ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

 ・事業№６「２０１８名立駅マイ・ステーション作戦 ～名立駅移転５０周年記念事

業～」について提案者に説明を求める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№６について、委員に意見や質問を求める。 

【奥泉委員】 

  ・記念冊子は何部配布する予定か。ぜひ事業の認知度を高めるため記念冊子の全戸配

布をしてもらいたい。 

【提案者】 

  ・記念冊子は自前で印刷する簡易なものを予定しているので、可能な限り多くの人に

配布したい。 

【二宮委員】 

  ・クリスマス時期の駅のイルミネーションは実施しないのか。 

【提案者】 

  ・一昨年クリスマスの時期に実施したが、天候や経費のため昨年は実施しなかった。

今年度も実施する予定はない。 
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【塚田会長】 

  ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

 ・事業№７「横町第１・２セントラルパークづくり事業」について提案者に説明を求

める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№７について、委員に意見や質問を求める。 

 【二宮委員】 

  ・種や肥料は第１と第２セントラルパークの両方の分か。 

【提案者】 

  ・第１と第２の両方の分である。 

 【髙宮委員】 

  ・第２セントラルパークの土地の所有者に同意を得ているのか。 

 【提案者】 

  ・土地の所有者に同意を得ている。 

 【奥泉委員】 

  ・認知度をあげるために看板を立てる予定はないか。 

【提案者】 

  ・借地なので工作物的なものはあまり設置したくない。目立つ場所ではあるので何か

ＰＲする方法を考えたい。 

【塚田会長】 

 ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

  ・事業№８「名立区老人クラブ連合会スカットボール大会事業」について提案者に説

明を求める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№８について、委員に意見や質問を求める。 
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【奥泉委員】 

  ・老人クラブの会員数は何名か。 

 【提案者】 

  ・今年度で１４７名になる。 

【二宮委員】 

  ・スカットボールとはどのようなスポーツか。 

 【提案者】 

  ・各々点数をつけた的をいくつか並べて、ボールをスティックで打って的の穴に入っ

た合計点を競うスポーツである。 

【塚田会長】 

 ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

 ・事業№９「名立中学校創立４０周年記念～地域と連携した生徒の育成活動～事業」

について提案者に説明を求める。 

【提案者】 

 ・事業の説明を行う。 

【塚田会長】 

  ・事業№９について、委員に意見や質問を求める。 

【奥泉委員】 

  ・緞帳類や演台は教育予算がつかないのか。 

【提案者】 

  ・毎年予算要求を出しているが、なかなか予算がつかないと聞いている。５０周年に

向けて後援会の方で積み立てる等の話もしている。 

【三浦委員】 

  ・４０周年式典に向けて生徒達はどのように係わっていくのか。 

【提案者】 

 ・記念誌については生徒も寄稿できるようにしている。また、式典当日は音楽祭など

参加できる機会を作っていく。 

【奥泉委員】 

  ・講演料の２万円はプロダクションを通じて承諾した金額なのか。 
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【提案者】 

 ・講師の知人を通じてお願いし、承諾したと聞いている。 

【奥泉委員】 

 ・せっかくの講演会がキャンセルにならないように講演料について十分に確認した方

が良いのではないか。 

【提案者】 

  ・確認する。 

【塚田会長】 

 ・意見や質問が終了したため、委員に採点を求める。 

・全ての事業について採点結果が出たため、事務局に説明を求める。 

【渡邊班長】 

 ・９事業全てが平均３０点を上回った。このまま採択された場合、補助希望額の合計

は３，１１０千円で、残額２，０９０千円となる。 

【塚田会長】 

 ・審査方針のとおり、それぞれの提案事業ごとに委員全体での協議に入る。 

 ・事業№１～９の全事業について、委員全体での協議に入るも、特に意見がないため、

希望額どおりの採択となる。 

 【渡邊班長】 

  ・全ての事業が希望額どおり採択され、残額２，０９０千円となったため、追加募集

の実施及び日程（追加募集を実施する場合、募集期間は６月中旬から１か月間とし、

７月の地域協議会で審査）について委員に確認する。 

 【三浦所長】 

  ・事業募集の周知方法はチラシを作成し、全戸配布とするとともに防災行政無線でも

周知したい。 

【塚田会長】 

 ・追加募集は実施し、日程及び周知方法は事務局案でよいか委員に確認し、承諾を得

る。 

【塚田会長】 

  ・他に意見・質問を求めるもなし。 
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  ・次に「平成３０年度第３回地域協議会の開催予定について」事務局に案の説明を求

める。 

【渡邊班長】 

 ・日時：平成３０年６月２８日（木） 午後６時３０分から 

【塚田会長】 

 ・事務局案でよいか委員に確認し、承諾を得る。 

 ・ほかに何かあれば発言を求める。 

【奥泉委員】 

 ・県道に設置してある林道土口東線の通行止めの看板であるが、下り車線側には設置

していないので設置して欲しい。 

【三浦所長】 

 ・担当に確認し、連絡する。 

【三浦委員】 

 ・４月から家庭ごみ分別区分が一部変更になり、今の分別区分変更により回収に係る

トラブルはあったか。 

【松永Ｇ長】 

 ・今のところ分別区分変更による回収トラブルは聞いていない。 

 ・概ね１年間は経過措置として変更前の分別区分でも業者は回収する。今後、町内会

等から要請があればまた説明に伺う。 

【二宮委員】 

 ・２月の行政懇談会の結果は報告しないのか。 

【三浦所長】 

 ・今後、報告する。 

【塚田会長】 

 ・他に発言を求めるもなし。 

【奥泉副会長】 

 ・会議の閉会を宣言。 

 ・挨拶 
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９ 問合せ先 

  名立区総合事務所 総務･地域振興グループ  TEL 025-537-2121（内線 223） 

                  E-mail: nadachi-soumu.g@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。 


