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会 議 録 

１ 会議名 

 第 1 回柿崎区地域協議会 

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基本審査及び地域自治区の採択方針による審査、意見交換 

・自主的に審議する事項について 

頸北斎場の存在意義について 

柿崎区保育園にかかる課題と今後について 

  ・地域の皆さんと地域協議会委員との懇談会について 

 ⑵ 市からの報告事項（公開） 

・ふるさと納税について  

３ 開催日時 

平成２９年４月２８日（金）午後６時３０分から午後８時３分まで 

４ 開催場所 

柿崎コミュニティプラザ ３０５～３０７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：長井洋一(会長)、小出優子(副会長)、 、 桐充、加藤滿、

金子正一、白井一夫、髙野武夫、武田正教、新部直彦、榆井隆子、

引間孝史、湯本清隆、 渡邉征雄 

・事 務 局：柿崎区総合事務所 南博幸所長、佐藤誠司次長、風巻雅人総務・地

域振興グループ長、大橋靖夫産業グループ長、古屋靖夫建設グルー

プ長、島岡聡市民生活・福祉グループ長、唐澤幸代地域振興班長、
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長井英紀主任 (以下グループ長はＧ長と表記)  

８ 発言の内容（要旨） 

【佐藤次長】 

・会議（地域協議会）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 

・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第 1 項の規定により、会議の運営

は会長が行う旨を説明 

【長井会長】 

・会長挨拶 

・議事録確認に小出委員を指名 

・次第４の協議事項に入る 

【長井会長】 

協議事項（１）、地域活動支援事業の基本審査及び地域自治区の採択方針に 

よる審査、意見交換に入る。 

昨年度、審査基準の改正を行い、それに倣っての審議となる。 

基本審査に該当するかしないか、地域自治区の採択方針に合致するかどうか、

プレゼンテーションをしていただくかどうかを決めたい。 

  事務局で受付を済ませた段階ではそれぞれが基本審査に該当するとされた。 

基本審査の部分で質問や意見を求める。 

【長井会長】 

  特に質問・意見がないようなので、次に地域自治区の採択方針に合致するか 

どうか質問や意見を求める。 

【小出副会長】 

  柿崎区青少年育成会議の事業は、既にのぼりなどを作製されているが、新規
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になるのか。 

【唐澤班長】 

  既に作られている物は、地域活動支援事業の補助金で作られたものではなく

別の事業費で作られたものと思われる。よって、今回初めての提案として受け

付けた。 

【小出委員】 

他の補助と合わせて地域活動支援事業の補助を受けることはできない決まりが 

あったと思うが、青少年育成会議はどこかから補助を受けて活動しているので

はないか。 

【唐澤班長】 

補助金など二重に交付を受けて、地域活動支援事業を行うことはできない。 

今回の提案事業について所管課である社会教育課に確認したところ、青少年 

育成会議については、青少年育成会議活動事業交付金が出ているが、その交付

金と地域活動支援事業で提案している事業の補助金が重ならないように、きち

んとすみ分ければよいとされた。 

【白井委員】 

あけぼの美化推進クラブの自走式草刈り機導入による地域美化運動の推 

 進について、広く他町内でも利用できればよいが、あけぼの町内会だけで利用

するというのはどうかと思う。 

【唐澤班長】 

  あけぼの美化推進クラブは、５名以上で結成された団体で、資料のとおりの

目的で活動するにために草刈り機を購入するということで、備品の購入だけで

はなくそれに伴う活動も読み取れたので受け付けた。 

【長井会長】 

  川の草刈りをあけぼの町内会がやらなければならないのか。 
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【古屋グループ長】 

  二級河川の米山川の堤防の草刈りは県で年に一度実施している。 

今回申請されている件は、どこを刈るか記載されているか。これは県に確認さ

れたのか。 

【唐澤班長】 

  あけぼの美化推進クラブが相談に来られた時に、まず町内会長との話はどう

なっているか、この河川は県の管轄なので県へ確認していただくように話をし

た。 

代表の方が県へ連絡を取り、予定している３回の活動については了承を得て

いると聞いている。また町内会長さんからは、あけぼの美化推進クラブで提案

するという話を聞いていると伺っている。 

【白井委員】 

  黒川・黒岩ふれあい事業では草刈り機を借りている。これらとコラボすれば

広く使える形になる。確かに地域が高齢化してきて草刈りをするのもなかなか

大変だということもわからなくはないが、５０万円からする物を自分の町内だ

けで購入したい、それも自分のところで財政的な努力もしないで。言い過ぎか

もしれないがその辺のところが私には少々引っかかる。 

【渡邉委員】 

  あけぼの美化推進クラブの母体団体はあけぼの町内会である。あけぼの町内

会がこの美化推進クラブで通ったとしても、使用するのは町内会での使用にな

ると思う。区内の全町内会でそのような道具が必要だとなった時に、それを全

部採択事業で許す方向を今ここでよいとするのか、悪いとするのか、判断をす

る場だと思うので、その辺を加味して審議した方がよいと思う。 

【長井会長】 

  あけぼの美化推進クラブの件に関して他に意見はないか。 

  地域自治区の採択方針に合うか合わないかという基本的な部分に関しては書

類も揃っているので受付けている。しかし、渡邉委員の話のように同じような
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提案がこれからどんどん出てくる可能性がある中で、柿崎区としてはどうかと

いう感じがしなくはない。皆さんのご意見はどうか。 

【金子委員】 

  これは堤防だが、今はどこの町内会も市道沿線の草刈りをやっている。確か

１万８千円でやっているが、あけぼの町内会にも支給されているのか。 

【古屋グループ長】 

  ４５町内会全て一緒である。 

【金子委員】 

  ほとんどの町内会は１万８千円という。前は９千円だったが、２、３年前か

ら増額になった。だからこの提案はいかがなものかと思う。 

【湯本委員】 

  私もここは一番引っかかったところであり、白井委員、渡邉委員、金子委

員、皆さん言われたが、ここでこれを取り上げると次から次と町内会から出て

くるような気がしてしょうがない。だから私も少々腑に落ちないところがある

ので、しっかり審議してほしいと思う。 

【白井委員】 

  新規の柿崎に地域食材を用いた商品開発と食育推進事業についてだが、申請

ではできあがったものについては試食会でとある。目的は柿崎の地域食材の宣

伝と言っているが、何か一部企業の宣伝のためにあるようで、試食した結果を

みてまた販売すると思われる。いかがなものか。 

【武田委員】 

  私もこの事業の件で疑問に思った。まず１つは、企画支援に外部の会社を使

い半分以上市外に金を落とす。そうではなく地元の者が考えて悩んで苦労して

やるから皆さんがついて来ると思うので、外部の企画会社に頼んで企画アドバ

イスをもらって３０万円を出すのは支出的におかしいのではないかと感じた。 
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同じように写真コンテストは、１００万円に近い大きな金額が出てきている

が、これも上越に柿崎をアピールするのが先のような気がする。というのは雑

誌等にＰＲするのに２０万円という高い金額を出し、全然知らない所からわざ

わざ来るだけのものがどれだけあるか。まずは自分たちで汗水流してアピール

するものを作って、「こういうものがあるから来てください」でないと。ただ

写真を撮りに来てくださいと言ってもちょっとどうなのかと感じた。 

【長井会長】 

  種々問題があっても申請は受理しているので、採択方針に全く合わないとい

うものでない限りはプレゼンと審査には来てもらうつもりでいる。後は私らの

採点次第になると思う。 

【 委員】 

  昨年、地域活動支援事業の採択方針を委員会を立ち上げて決めた。その時に

はまだ具体的に申請がある前に決めた。申請された時点でもう一度採択方針を

皆で再確認してはと思うがいかがか。 

【 委員】 

  前の時には、新規でないものは共通科目を３点以下にするはずだった。そう

いうポイントのところだけ皆でもう一度再確認したい。 

【長井会長】 

  事務局に説明を求める。 

【唐澤班長】 

  柿崎区地域協議会が採択事業の審査に当たり定める事項としてまとめたもの

になる。前回から変わったところは、今 委員が言われた、共通審査基準の

評価というところで、事業の内容が従前の事業と同様な内容であるもの、また

は財源の振替や確保を図るものとみなされる場合は、共通審査基準の発展性の

評価を３点以下とするとした。 

  後は、プレゼンテーションについてである。新規の団体からはプレゼンをし
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てもらうが、継続の団体については団体からの申し出、あるいは委員からプレ

ゼンをするように要請した場合で、プレゼンをしてもらうか否かが決まるの

で、今日は継続の団体についてどうするかを決めていただきたい。 

【新部委員】 

  確認だが、今１５件のうち継続的なものが７件ある。これについては発展性

のところは最高で３点しか付けられないということなのか。 

【唐澤班長】 

  従前の事業と同様な内容のものという所にこの継続事業が当てはまればそう

しなければならないということになる。 

【新部委員】 

  一覧表の中に８回とか何回とかあるが、これは継続とみなして良いのか。新

規の８件は別として、問題は発展性の点数の付け方、これが３点以下にすると

いうところに該当すると思い私はすでに採点をしてきた。それは最高で３点

で、値しないのは２点とか１点をつける。だからここに４点とかの数字が入る

のはおかしいと考える。 

【唐澤班長】 

  その考えで良いと思う。今私が個人的に思ったことだが、親子教養講座事

業、これは中学校のＰＴＡから出てきている４回目の継続事業だが、中身を見

ると分野的にも違う内容になっている。この辺をどの様に判断したら良いのか

が気になるところかと思う。 

【新部委員】 

  これは共通認識を持っていないといけない。私は継続的だと思うから３点以

下の点数に考えているが、ある方は中身が去年の鼓童と違うから、それは新規

的なものとして審査するかもしれない。 

回数を言っているのは申請団体の申請回数で事業の回数ではないと考えて良

いのか。 
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【唐澤班長】 

  団体の申請回数ではなく、同事業の申請回数である。 

【風巻グループ長】 

  柿崎区の地域活動支援事業については、柿崎区地域協議会が採択する事業の

審査に当たり定める事項ということを前もって決めていただいてある。その３

番のところの共通審査基準の評価等というところに、先ほど 委員の言われ

た従前の事業の同様の内容であるもの又は財源の振替や確保を図るものと見な

される場合は、共通審査基準の発展性の評価を３点以下とするということを決

めていただいてある。皆さんで協議いただくものについては、基本審査に合致

しているかどうか、柿崎区の採択方針に合致しているかどうか、ここについて

皆さんで協議いただき決めていただくという取り決めになっている。 

  一方、共通審査これは５項目あり１点から５点まであり、それぞれの委員が

点数を決めることになっている。そこに点数を付けていただくのは各委員の判

断であり、それぞれどのように判断するかで点数が変わってくる。新部委員が

言われたように継続しているものは皆ここに当てはまり３点だと判断される委

員もおられるし、１１番のように内容が変わってきたものについては継続では

ないと判断される委員もおられると思う。それは、共通審査事項の点数につい

ては各委員の判断となるため、全員で共通した点数にするということにはなら

ない。 

【南所長】 

 この件について私は、去年実施した事業をそのまま同じことを行う、これは３

点というところに該当すると記憶している。同じ事業だけど新たなものをプラ

スしたり考えや視点を変えたりしたものについては違う点数の付け方になると

認識していた。審査の中身は皆さんで決められていて、皆さんの認識が異なる

と後々尾を引くので、今ここで検討委員もおられるのでもう一度思い出してい

ただくなり、委員全員で検討内容を確認していただき、そこからまた始めてい

ただきたいと思う。 
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【 委員】 

  私の認識としては同じ団体が申請してきたものは、内容を変えても新規とみ

なさないという認識でいたが、そうではなかったのか。 

【新部委員】 

  昨年、夕日フェスティバルも中身を変えたが継続事業とし、新規とはみなさ

ずに１０分の８にしかならなかった。 

南所長が説明された様なとらえ方もあるが、申請団体が中身的に全く違うも

のなら別だが、例えば今の親子教育講座は事業をするために、たまたま今回は

中身が少々違うがやることは教養講座なのだから、これは継続的なものだとい

うことで３点以下とするというのが私の認識である。そのように地域活動支援

事業検討委員会で決めて、そのつもりで私は１２月１３日に公民館川西分館で

説明した。 

【長井会長】 

  共通認識として、継続のものに関しては発展性という部分だけは３点まで

で、４点以上はつけられないということでどうか。 

【 委員】 

  ただ、点数で出すわけだが１５件並べた時に一項目でも３点、あるいは２点

があると多分下の方にくると思う。１６人の採点が加わるわけだから最終的に

はどうなるか分からない。 

【新部委員】 

  だから継続のものは大変不利となる。発展性の上限が３点しかないのだか

ら。 

【小出副会長】 

  大潟区のように、３回まで事業提案できるが４回目はないという縛りがある

ところもある。やはり８回、６回といった時に、地域活動支援事業の補助金が

なくなることも考えられ、その時に備えて自分たちで組織を固めて今後に備え
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て行ってほしい。活動するのにエネルギーとお金がかかる訳で自立の方向を目

指してもらわないと、いつまでも補助金ありきでここにしがみついているとい

うのはいかがなものかと思う。 

  先ほど新部委員が言われた教養講座というのは、中学校の中身が太鼓であろ

うが何であろうが教養講座で１０分の８だと思う。 

【長井会長】 

  共通の認識ができたと思われる。 

  基本審査、採択方針の中で受け付けないということはできないと思うので、

今日ここに出された１５件に関しては基本審査と採択方針に合うということで

よいか。 

  新規のものに関してはプレゼンを依頼してある。継続のものに関して、プレ

ゼンを求めるものを皆さんから決めていただきたい。 

【 委員】 

  先ほど白井委員はじめ皆さんから意見のあった６番の部分に関しては審査す

るのか。他からも提案が出た場合、他も許すことになるような６番はよいの

か。 

【新部委員】 

  会長が言われたとおり、目的にも合っているし適合すると判断され、今共通

審査に入っている。 委員が言われることも分からなくはないが、この５項

目の中でそれぞれが点数をつけた時、そこで１５点に満たなく不採択になる可

能性があると思う。１６人が審査の中でここは２点、あるいは１点という点数

で評価されてしまうと必然的に不採択になると思うので、会長が進められるよ

うな、出されたものを審査する。基本的なものにも適合しているし、採択基準

にも合っているということで全て適合と判断して、後は共通審査で採択、不採

択を各々が出すとした方がよいと思う。 

【長井会長】 

  自治区の採択方針に合わなく、その団体に拒否を出す場合は理由書を書いて
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出さないといけない。審査をしたが点数的に結果として採択する点数にならな

かった場合は、それで諦めてもらうことになると思う。いかがか。 

【小出副会長】 

  地域活動支援事業のＱ＆Ａに、備品についてはレンタルでまかなえるものは

レンタルとなっていると思う。椅子も買わないというものがあったと思うが、

草刈り機を買って、３、４回の草刈りに使用するというが、レンタルで対応で

きないのか。 

【武田委員】 

  備品を買うことは適合しないというのは一つある。ところが今までに備品を

買うことを何年か採択しているから、それだからだめだと切ることはできない

と思う。今までに絶対に備品はだめだということであれば通用するが、今まで

備品を認めているので、その根拠でだめだはあり得ない。だだ、３、４回あれ

だけの面積を行うのに、これだけの物がいるかとプレゼンで質問し、それなら

ば別の方法があるのではないかという話なら通ると思う。 

【榆井委員】 

  備品の購入は、それを購入することによって何らかの活動につなげるという

のが今までの考え方だったと思う。金管にしてもそれを実際に演奏することに

よって何らかの形で活動するというのが今まで備品の購入をよいと言っていた

ことの一つの条件だったような気がする。門前払いというのは、私はちょっと

いかがなものかという気がするが、その辺の認識というか、もう少し条件をき

ちんとしておいた方が今後のためにもよいと思う。 

【渡邉委員】 

  今の榆井委員の言われている内容のことは、市の地域活動支援事業の全市版

の中にもはっきりうたってある。事業の対象にならない事例ということで、物

品の購入や施設等の整備、修繕のみを目的としたもの、購入だけが目的で活動

が伴わない事業は対象にならないとある。では、物品を購入したらそれをどの

くらいの頻度で使うのか、年に１回でも活動を伴えばよいではないかというも
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のがあった場合に、その判断はどうするのか。 

【長井会長】 

  細かい所まで突っ込みだすと、これは排除、これは通すということになるの

で、その辺の考えも皆さんの採点の中で処理していただくという方法しかな

い。 

よい意見交換になった。 

１５件に関しては採択方針に適合する。新規に関しては８団体あるがプレゼ

ンを実施していただく。継続の７団体に関しては時間の関係と継続団体からの

要望もないので、新規の団体のみプレゼンを行うことでよろしいか。 

【 委員】 

  親子教養講座事業のプレゼンをお願いしたい。 

【長井会長】 

  吉井委員からの提案だが、よろしいか。 

（各委員からは「はい」の声） 

【長井会長】 

  では、親子教養講座はプレゼンをしていただくこととする。 

【長井会長】 

  他、よろしいか。 

  皆さんの封筒の中に質問票が入っているが、２９、３０日で質問を書いてい

ただき、１日の正午までに事務局に提出してほしい。その質問票を団体へ２日

に送る。 

  それでは、地域活動支援事業の採択方針による審査、意見交換はこのへんで

よいか。 

【 桐委員】 
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  先程から備品購入について色々と意見があり、市の採択基準を見ると備品購

入については適正な価格での契約が行われるか、見積り合わせ等の状況の確認

を行うこととある。この見積もり合わせというのはどういうことか、相見積り

ということか。一社だけではなく数社から見積りを取って安い方ということな

のか。今回の事業の中でそういう相見積りが出ているのかどうか。 

【唐澤班長】 

  １０万円以上のものについては２社以上の見積りを添付して申請することに

なっている。Ｑ＆Ａの３ページ２番で対象経費及び対象事業についての一覧が

ある。その項目については積算でよいかそれとも見積書を提出するかというこ

とが書かれている。さらに見積りが必要という項目の中で、１０万円以上の経

費になる場合は２社以上の見積りを添付することとなっているので、それに合

わせ１社または２社から出てきているかをきちんと確認している。 

【長井会長】 

  よろしいか。 

  では、協議事項（１）の地域活動支援事業については、これで終わる。 

  次に、（２）の自主審議に関する事項について議題とする。 

  一番目の頸北斎場の存在意義について、意見書を提出することに決めていた

だいた。意見書の案を斎場検討委員会でまとめたので、ここでご覧いただき提

出したいと思う。 

では、斎場検討委員会の 委員長に説明をお願いする。 

【 委員】 

  今週２４日に斎場検討委員会を開き、頸北斎場の存在意義に関する意見書を

作成し、委員会としてはこれで出そうという結論にいたった。 

  今日の地域協議会で皆さんに示し、よければこの形で意見書を出す旨を決め

させていただいた。 

  委員会で決めさせていただいた内容は、手元資料の２ページ以降にある。 

  ２ページ以降の「参考」と書いてある所、柿崎区地域協議会自主的審議事項
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「頸北斎場の存在意義について」審議内容ということで、頸北斎場の存在意義

について、適正な維持管理による施設の長期維持について、火葬経費単価を減

らすための火葬回数の増加について、上越市内の斎場数と配置について、この

４項目を持って意見書として市へ提出するということで委員会では一応練っ

た。 

  これに対し、行政側からアドバイスを受けた。１ページ目にある頸北斎場の

存在意義に関する意見書（案）とある。この形でピックアップして、これを意

見書として提出してはどうか。その後ろに参考として我々が委員会で練った文

言を添付することによって、それが全て公文書として後々まで残ることとな

る。 

  そうなると、意見書としては最初の１ページだが、２ページ以降の参考がそ

のまま公文書として後々まで残るならこの方がよいのではないかということ

で、皆さんに審議していただきたい。 

意見書の趣旨は、今回頸北斎場が更新時期を迎えるまで存続することが市で

決定されたことに伴い、更新時期を迎えた時にどうなるのかというのが重要課

題であり、１５年、２０年後に更新時期が来た時に我々がいままでに議論し審

議した内容が公の場にもう一度出て、その時にそこに居合わせたメンバーがも

う一回頸北斎場の存在意義を再確認していただくための資料として後世に残し

たいということで、この意見書でしっかりと趣旨が通るのではないかと、委員

会として決めさせていただいた。審議をよろしくお願いしたい。 

【長井会長】 

  この形で今日決めていただき、５月連休明けの８日から１２日くらいの間に

提出をさせていただく。約１か月以内に市からの意見書に対する回答が届くこ

とになっている。意見書を出すにはこのような形が良いのではないかと思う

が、ご意見はあるか。 

【引間委員】 

  まだ詳しく見ていないが、かなり詳しく検討された内容だと思う。 

ただ、意見書の記の下に１と２があり、これは次の「参考」の１、２、３、
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４ともちろん連動していると思うが、斎場検討委員会で取りまとめた意見を十

分に反映していただくように願いたいところである。斎場検討委員会で取りま

とめた意見は１、２だけではなく３、４もあると思うが、その辺はどうなの

か。 

【 委員】 

  これは委員会の時も話題になったが、特にポイントとしてはっきり言いたい

のは１番と２番だ。３番については、火葬回数を増やして経費を減らす一つの

提案。４番については、柿崎区の協議会として本当はあまり表に出してはいけ

ない市全体の問題である。だから３番と４番はあまり表に出さないで後ろの方

に置いて参考資料的でよいのではないかとした。 

【長井会長】 

  市の方針転換がなければ、本来ならこの時期まだ経済性とか色々なことをこ

こでやっていたかと思うが、その経済的な部分に関しては今回全く載っていな

い。検討委員会で審議した内容を参考意見として付けたが、それも意見書とし

て受け取っていただけるという判断が出たので、これで行きたいと思うがよろ

しいか。 

（各委員からは「はい」の声） 

【長井会長】 

  では、５月の８日から１２日の間に提出したいと思うのでよろしくお願いし

たい。 

  そして、本日を持って検討委員会を終わりとし、柿崎区地域協議会での頸北

斎場の存在意義についての自主審議に関しては終了としたい。 

  斎場の問題から離れ、新たな問題に取り組めると思うが、よろしくお願いし

たい。 

【長井会長】 

  自主審議の２番目、「柿崎区保育園にかかる課題と今後について」先般全員
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協議会で保育課から説明を受けた。今後の自主審議としてどう進めたらよい

か、方向を決めたい。 

  保育課の説明の中で、第３期の保育園の再配置計画について、これから決め

て行くとあった。第３期の３１年度からの案の中に柿崎区の保育園をどうする

かという案を載せたほうがよいと思うが、そのためには今年度に重点の一つと

して柿崎区の地域協議会でも保育園のあり方を課題として話し合いを進めて行

きたいと思うが、正直どう進めて行ったらよいのか方向が見えていない。 

  それと、４月、５月は、地域活動支援事業の審査、採択の関係で取組みは無

理かと思うが、６月以降どんな取り組みをして行ったらよいのかを話していた

だけたらと思う。 

【金子委員】 

  非常に大きな課題なのだが、６月、７月に地域懇談会がある。そこで地域の

課題として取り上げて意見を聞くという方向は時期尚早か。 

地域懇談会の中でどんな課題で討議するかだが、これも一つではないか。 

【長井会長】 

  この間の情報提供では子どもの人数であるとか、保育園を整備するにはどう

いう方法があるかなどを保育課から説明を受けたが、保育園整備に関してどう

いう進め方をしてよいかという部分に関しては私らも方向を出せない状況なの

で、６月、７月の地域懇談会で情報提供してもよいものか。 

 ６月以降もう一度保育課なり地元の担当と進め方を協議した上で公にして行

くという形が一番よいと思う。 

この間色々な資料をいただいた。それを読むと市の計画に沿った形で進めて

行かなければならなく、３１年度からの保育園の再配置計画に載せるには今年

と来年が一つの山になるかと思うが、そうかといってあまり焦って決めるのも

難しい面があると思う。 

進め方に関してはもう少し検討させていただくとして、６月以降全体の会議

なり全員協議会の中で話をさせていただけたらと思う。 

この間は第１回の勉強会なので、全員協議会で勉強したことを基にもう一歩
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勉強を進めてからということでよろしいか。 

（各委員からは「はい」の声） 

【長井会長】 

  協議事項の３番目、「地域の皆さんとの懇談会について」に入る。 

  資料№３、懇談会実行委員会で内容を協議いただいたので、榆井委員に説明

を求める。 

【榆井委員】 

 ・資料№３により説明 

  懇談会の中から自主的審議事項に繋がるような話が出てくることを期待して

いる。また実際に行った上で、住民の声を聴く方法として、この形がベストな

のかという検証を行い、来年に繋げて行けたらと思う。 

  委員の皆さんは大変忙しいと思うが、地域の声を直接お聴きすることは地域

協議会の大切な仕事の一つだと思うので、ご理解ご協力をよろしくお願いす

る。 

【長井会長】 

  内容を説明いただいた。皆さんの意見はどうか。 

【 委員】 

  下黒川地区の司会が私になっている。白井委員も同じだが、私たちは地区の

町内会長協議会の会長をしており、どちら側に座ればよいのかと思っている。

町内会長側に座らなければならないと思うが、その場合に地域協議会の司会は

できないため変更をお願いしたい。 

 また、重ねてのお願いで申し訳ないが、下黒川の１５日を変えてほしい。 

（委員間で話し合い） 

【長井会長】 
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  では、下黒川地区の司会は金子委員に、柿崎地区は渡邉委員にお願いする。

日程は下黒川と黒川・黒岩を入れ替えて、下黒川地区を２３日に、黒川・黒岩

地区を１５日でお願いする。 

  私たちが主催をして地域の人と懇談する。去年の懇談会は丸い席にして色々

な話をした。５月１８日の実行委員会で細かな内容が決まる。 

委員の皆さん大変でしょうができる限り出席をしていただきたい。 

何年か前は割り振りをして行っていたが、当日都合が悪くてダメな人が３、

４人出ても１０人委員がいるという形の中でやって行きたいと思うので、是非

今から予定を組んでいただき協力をお願いする。 

【渡邉委員】 

  周知方法としては、地域協議会だより６月１日号にこの開催予定を全部掲載

して発行する。回覧板は昼間お年寄りだけのところで通過して行くが、地域協

議会だよりは世帯配布で家に残るので、地域協議会だよりに掲載する。 

【長井会長】 

  懇談会については決めていただいたとおり進める。 

  協議事項を終わらせ報告事項に入る。 

市からの報告でふるさと納税について、説明願う。 

【南所長】 

  ３月の地域協議会で榆井委員からふるさと納税に関し２点質問をいただいて

いる。 

  １点目が、上越市が行っているふるさと納税の取組み、これを見直す考えは

ないかということ。 

結論から申し上げると、今上越市が考えて取り組んでいるふるさと納税関係

の見直し改善を行うことは、今の段階では考えていない。その理由は、この制

度はふるさとと地方団体の様々な取組を応援する気持ちを形にする仕組みとし

て、平成２０年度の税制改正によって創設されたもの。納税という言葉はつい

ているが、実際には地方自治体への寄付である。ふるさと納税で寄せられた資
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金、これは子育てとか教育、まちづくりなどに活用され、地域の活性化に非常

に役立つこともある。また、最近糸魚川の大火で見られたように、災害時にお

ける被災地への支援としても役立っている。 

一方、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に、各地方団体が独自の

取組として行っている返礼品、この返礼品の送付については最近地方団体間の

競争が非常に過熱化しており、一部の地方団体においてはふるさと納税の趣旨

に反する返礼品が送付されているという指摘がある状況だ。 

  こういうことから考え、上越市としては返礼品を競うということについて

は、ふるさと納税制度の本来の趣旨から離れ、地方都市間での財源の奪い合い

とも取れ変質していると考えており、冒頭申し上げたようにふるさと納税の改

善、見直しの考えはない。 

  ちなみに、委員から質問をいただいたのは３月下旬だが、４月１日付けで総

務大臣そして総務省から全国の自治体にふるさと納税の返礼品に関してという

通知が来ている。内容について一言でいうと、各地方自治体の責任と常識のあ

る対応を厳に徹底するように、という要請である。具体的にいうと、ふるさと

納税の趣旨に反するような返礼品として、金銭類似性の高いもの、資産性の高

いもの、これについて具体的に例示してあるが、合わせて返礼品送付について

自治体間の競争の過熱が指摘される現状において、問題の大きな要因と考えら

れる特に返礼割合の高い返礼品を送付している自治体に対して速やかな見直し

を求める、という内容になっている。新潟県においてはこれを受けて見直しを

行うと先般の新聞にも出ていた。 

  ２点目、このふるさと納税は旧町村の中での事業に用途を限定して納税して

もらえるのか、という質問があった。 

  担当課の方で色々と調べた。この制度について、各地域自治区の特定の事業

に用途を限定して寄付をしてもらうことは技術的には可能だが、上越市におい

ては毎年取り組んでいる市全体としての重点的な取り組みに使わせていただい

ているということで、今のところ市全体の事業、施策について寄付を募るとい

うことで、各自治区の特定の事業ということは今のところ考えていない。とい

う担当課の見解である。 

  ただ、このふるさと納税とは別に一般的な寄付制度もあるので、委員の言わ
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れたことについては一般寄付であれば寄付金の使い道を指定して寄付をいただ

くということも可能であり、それを利用するのも一つの手かなと思う。 

  ２点質問をいただき、どちらも期待に応えられる回答でなく大変申し訳な

い。ただ、こういう意見をいただくことは担当課も担当部局の部長にも話をし

てあるので、今後検討することがあればまた参考とさせていただきたいと思

う。 

【長井会長】 

  ふるさと納税に関して市から報告をいただいた。 

  皆さんからご意見はあるか。 

【渡邉委員】 

  市にふるさと納税が、２８年度はどのくらいの金額があったかわかるか。 

【南所長】 

  今は資料がないので、次の地域協議会でお答えさせていただく。 

【長井会長】 

他になければ市からの報告に関しては終わりとする。 

  その他の議題に移る。 

  第２回地域協議会（地域活動支援事業プレゼンテーション）の開催 

・日 時：平成 29 年 5 月 12 日(金)  午後 6 時 30 分～ 

・会 場：柿崎コミュニティプラザ 4 階 ホール 

第３回地域協議会（地域活動支援事業採択決定）の開催 

・日 時：平成 29 年 5 月 22 日(月) 午後 6 時 30 分～ 

・会 場：柿崎コミュニティプラザ 3 階 305～307 会議室 

【 委員】 

  質問票はいただいているが、採点表もいただきたい。 

【引間委員】 
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  質問票はメールではだめか。 

【唐澤班長】 

  採点表は、質問の回答集を送付する時に同封する。９日の送付になる。 

  引間委員が質問票はメールでと言われたが、メールでも良い。なお、様式の

要望があれば送る。 

【長井会長】 

  他によろしいか。 

【小出副会長】 

  創造行政研究所の信越検討地域づくり交流会に過去２回出たが、今度十日町

で７月ころ開催されるので、行ける方は都合つけて行ってみられたら有意義か

と思う。 

【長井会長】 

  閉会を宣言 

                          （午後８時０３分） 

９ 問合せ先 

柿崎区総合事務所総務･地域振興グループTEL：025-536-6701（直通） 

E-mail：kakizaki-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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