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 会  議  録 

 

１ 会議名 

 平成３０年度第９回三和区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）報告事項(公開) 

   ①第６次行政改革推進計画及び事務事業評価の結果について 

     ②平成３１年度三和区における主な事業について 

（２）協議事項（公開） 

    ①自主的審議事項について 

②平成３１年度地域活動支援事業の審査日程について 

（３）その他（公開） 

・平成３１年度三和区の各種団体主要事業カレンダーについて 

・平成３１年度第１回三和区地域協議会の開催について 

４ 開催日時 

  平成３1年３月２５日（月）午後６時３０分から午後７時４８分まで 

５ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 市民活動室２ 

６ 傍聴人の数 

   １人  

７ 非公開の理由 

― 

８ 出席した者の氏名 

・委 員：飯田英利、江口 晃、江口一秋、金井茂康、小林則子、髙橋鉄雄、田辺敏行 

星野幸雄、松井隆夫、松井 孝、丸山孝明、宮沢和一、森 由美 

（１４人中１３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、池田班長、飯田副主任（以下、グループ長はＧ長と表記） 

・行政改革推進課 今井課長、内海主任 

９ 発言の内容（要旨） 
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【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

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：飯田英利委員に依頼。 

・町内会長協議会会長となったため、三和地区福祉推進委員、美杉の里運営委員が地域

協議会会長と重複するため、金井副会長にお願いする。 

 

【松井 孝会長】 

報告事項に入る。（１）「第６次行政改革推進計画及び事務事業評価の結果について」

行政改革推進課から説明をお願いする。 

【今井課長】 

  ― 挨拶 ― 

【内海主任】 

※資料№１により説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今、行政改革推進課から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があれば

お願いしたい。 

【松井隆夫委員】 

  上越市を取り巻く課題の中の施設維持管理経費の増大について、経営状況が悪化して 

いる法人に対し経営健全化が必要であるとあるが、具体的な策はあるのか。 

【今井課長】 

  三セクの経営状況については、現在累積欠損が膨らみ、赤字体質から抜け出せない状

況である。このまま継続すると市の負担も増大することから、三セクが担う事業が本当

に市の事業として必要かどうか、必要な事業ならば、その三セクが運営するのが最適な

のかを検討しながら、三セクの赤字を解消する方策等を考えながら、少しでも負担を減

らすよう検討している状況である。 
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【松井隆夫委員】 

  三セクについては、前社長が交代になったがこのことが何か関係していないのか。な

ぜ悪くなったのか検討はしたのか。 

【今井課長】 

  Ｊホールディングスのことだと思うが、他の三セクも含めて、今まで取り組んできた

取組内容を検証している。 

  その中でやはり人口減少による利用者の減により、当初計画していた売り上げに達し

なかったり、経費の削減がなかなかできなかった等がはっきりしてきた。今後、市とし

てそこを解消できるのかを含め、三セクの方向性等を検討し、平成 31 年度にははっき

りさせるため作業を進めている。 

【松井隆夫委員】 

  今現在、具体的なものはないと考えてよいか。 

【今井課長】 

  これからしっかり検討し、方向性を出していく。 

【松井隆夫委員】 

  削減の中で出てくる問題が、表面的なことで終わっていることが多い。縮小すればい

いとしている考えがみられる。今後、検討の際は民間の考えや市民の意見を聞きながら、

どうあるべきか研究、検討の在り方を考えてほしい。 

【今井課長】 

  三セクが経営している施設は、地域毎に目的や経緯がある。そこも含めて今後どのよ

うにしていくか、地域も含めて検討していきたい。 

【松井隆夫委員】 

  三和区評価結果一覧の中の農園を休止するのはいいが、具体的に保全管理等どうする

のか、どのような形態にしていくのか。 

【今井課長】 

  休止の方向で色々な課題を検討し、課題が解決できる見通しができた段階で休止にす

る。今回は、検討する案件に挙げただけである。 

【松井隆夫委員】 

  検討部署は、立地等を理解して検討してほしい。 

【今井課長】 
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  検討は、担当部署も含めてこれから検討していく。 

【松井隆夫委員】 

  了承した。 

【髙橋委員】 

  三和区評価結果一覧の中の、地域振興事業の具体的な内容を聞きたい。 

【今井課長】 

  さんわ祭りであるが、現在の補助率が 39％である。全区を対象にしているため 5 割

以上の事業について下げていく投げ掛けである。 

【田辺委員】 

  総合計画も 6次まで来たが、一番の問題は少子高齢化である。歯止めの検討はしたの 

か。 

【今井課長】 

  人口減少や少子高齢化対策は、行政改革の中で進めていくのは難しい。そこは、市全

体で総合計画の中の施策で取組んでいるが、人口減少が止まる状況にはならない。 

【田辺委員】 

  行政改革を行うと言葉で書くばかりでなく、工場を誘致するとか具体的な考えを出さ 

なければ、いつまでも同じことである。 

【今井課長】 

  若者の働く場、子育ての環境整備等の取組は、行政改革の取組ではなく、総合計画の

取組で行っている。そのような施策を支えるために行政改革を行い、経費を施策に使え

るようにする目的である。行政改革の説明をする前に、総合計画や町の方向性をきちん

と説明したうえで、そのために行政改革を進めることを説明すべきだった。 

【松井隆夫委員】 

  財源が無いことは理解しているが、歳入確保の推進とある。未利用財産について検討

すると以前の説明で聞いたことがあるが、まだまだ具体的になっていない。専門部署で

本気になってやらなければ全く変わらない。先程も話があったが、ただ書いてあるだけ

になっている。今後は、横の連携を取った検討をしてもらいたい。 

【松井 孝会長】 

  他に意見、質問があるか。 

  （なし） 
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意見、質問がないので、報告事項（１）「第６次行政改革推進計画及び事務事業評価の

結果について」はこれで終了する。 

 （行政改革推進課退席） 

 

【松井 孝会長】 

次に、（２）「平成３１年度三和区における主な事業について」に入る。事務局から説

明をお願いする。 

【山岸次長】 

  ※資料№２により説明 

【松井 孝会長】 

ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし

たい。 

【髙橋委員】 

  体育館の管理について、平成 30 年度はスポーツクラブ、平成 31 年度は振興会で行

う。同じ資格のある法人が競い合うのが本当によいのだろうか。振興会は大きな組織で

あり、スポーツクラブは、会員とわずかな協賛金で運営されている。競争の原理は分か

るが、その中でも良い方策はないのか。 

【柳崎Ｇ長】 

  施設管理必要事項の仕様書により入札されるのは、最小限の経費で最大の効果を上げ

る、行政の目的からして外せないのでご理解願いたい。 

【髙橋委員】 

  詳しくは知らないが、他の施設でそうでないところが有ると聞いたため意見した。 

【柳崎Ｇ長】 

  三和区の場合、受注能力がある団体が 2団体あるということである。そこをご理解い

ただきたい。 

【松井 孝会長】 

  他に意見、質問があるか。 

【田辺委員】 

  準用河川の管理について、この金額ではほとんど工事ができないと思われる。依頼し

ても難しいのか。来年以降はもっと予算を付けてもらいたい。 
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【髙橋所長】 

  優先順位を付けて工事を行うこととなる。 

【松井隆夫委員】 

  道路維持費について、どこをどのようなことを行うのか。 

【山岸次長】 

  整備の方は具体的な所はあるが道路維持費であるので、今後、修繕等が必要になった

場合に対応する。 

【髙橋所長】 

  決まった路線ではなく、市全体の中でこのような金額になっている。 

【松井隆夫委員】 

  要望があれば、対応するということで良いのか。 

【髙橋所長】 

  そうである。 

【山岸次長】 

この予算の中には、要望があり修繕するものもあり、その積み上げた金額になってい

る。 

【松井隆夫委員】 

区として前もって協議する場があってよいのではないかと思っている。 

【松井 孝会長】 

  他に意見、質問があるか。 

  （なし） 

意見、質問がないので報告事項（２）「平成３１年度三和区における主な事業につい

て」これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に、協議事項に入る。（１）「自主的審議事項について」事務局の説明をお願いする。 

【山岸次長】 

  ※資料№３「三和区小学校のあるべき姿に関する意見について（案）」により説明。 
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【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、「あるべき姿」について意見書を提出すること

が今現在の考え方である。意見書案の内容について、委員の皆さんから意見、質問があ

ればお願いしたい。 

【松井隆夫委員】 

 内容的にはこれでよいと思う。最後の部分を太文字で協調した方がよいのではないか。

中でも「より良い教育環境」を強調したい。 

【松井 孝会長】 

 今程、松井委員より提案があったが、関連して他にないか。 

意見書として強調するのがよいのか、悪いのかどうか。 

【田辺委員】 

 意見書として提出書類としては、しない方がいいのではないか。 

【柳崎Ｇ長】 

 文書の構成上で最後の部分が、意見の重要な部分であることは明白であると思う。 

【松井 孝会長】 

 このままでよいと思うがどうか。他の意見はあるか。 

  （よいとの意見多数） 

では、このままの内容で、本日付で市へ提出することとする。 

【松井 孝会長】 

 その他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

  意見、質問がないので、（１）「自主的審議事項について」はこれで終了する。 

  次に（２）「平成３１年度地域活動支援事業の審査日程等について」事務局から説明

をお願いする。 

【山岸次長】 

  ※資料№４「平成３１年度地域活動支援事業審査日程（案）」により説明。 

【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし 

たい。 

  （なし） 
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  意見が無いようなので、このような日程で開催する。 

では、（２）「平成３１年度地域活動支援事業の審査日程等について」については終了

する。 

  次に、５「その他」に入る。「平成３１年度三和区の各種団体主要事業カレンダー」

について事務局から説明をお願いする。 

【山岸次長】 

  ※資料№５について説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今、事務局から説明があったが、委員の皆さんから意見、質問があればお願いし 

たい。 

次に「平成３１年度三和区総合事務所組織体制について」だが、事務局から説明をお

願いする。 

【山岸次長】 

  「平成３１年度三和区総合事務所組織体制」について説明。 

・４月１日付の人事異動(内示)   

【松井 孝会長】 

  「平成３１年度三和区総合事務所組織体制」については、事務局の説明のとおりであ 

る。その他に意見、質問はあるか。 

  （なし） 

  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】 

  次回については、自主的審議事項の関係もあるが、平成３１年度地域活動支援事業の

募集結果とヒヤリングについてなどを議題として予定している。４月２５日（木）の開

催を考えているが、ご協議をお願いする。 

【松井 孝会長】 

  委員から何かあるか。 

  （なし） 

  それでは、２５日（木）１６時３０分からの開催としたいがよいか。 

  （異議なし） 

それでは、５「その他」を終了する。 
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【金井副会長】 

  それでは、平成３０年度第９回三和区地域協議会を閉会とする。 

 

１０ 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 

 

１１ その他 

別添の会議資料も併せてご覧ください。 
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