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会 議 録 

１ 会議名 

・令和元年度第２回清里区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

１）報 告（公開） 

   — 

 ２）協 議（公開） 

  (1) 令和元年度地域活動支援事業の審査について 

    ・提案事業について 

・プレゼンテーションの日程について 

    ・清里区の採択方針及び審査について 

  (2) 令和元年度上越市地域活動支援の提案プレゼンテーション 

 ３）その他（公開） 

  (1) 令和元年度第３回清里区地域協議会の開催について 

３ 開催日時 

・令和元年５月２０日（月）午後１時３０分から午後４時４５分まで 

４ 開催場所 

・清里区総合事務所３階 第３会議室 

５ 傍聴人の数 

 ３人 

６ 非公開の理由 

   － 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）の氏名（敬称略） 

・委 員：笹川幹男（会長）、古澤文夫（副会長）、上原澄雄、桑原正史、島田敏雄、

羽深 正、古沢義夫、丸山弘子、三原田裕子、向橋マチ子、涌井博道 

・事務局：清里区総合事務所：上田所長、浅野次長、関根市民生活・福祉グループ長 

（併教育・文化グループ長）、長澤班長、北村主事（以下グループ長はＧ長 

と表記） 

８ 発言の内容（要旨） 
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【浅野次長】 

・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 

【笹川幹男会長】 

・挨拶 

【上田所長】 

・挨拶 

【笹川幹男会長】 

・会議録の確認を、向橋マチ子委員にお願いする。 

・次第４報告について、事務局に説明を求める。 

【浅野次長】 

・本日の報告案件はない旨説明する。 

【笹川幹男会長】 

・報告を終了する。 

・次に、次第５協議（１）令和元年度上越市地域活動支援事業の審査について、事務局

に説明を求める。 

【長澤班長】 

・提案事業について資料１－１、１－２により説明する。 

・今回８団体から８事業の提案があり、補助金希望総額が６１１万円となり、清里区に

配分された５３０万円を８１万円超過している。資料１－２については、事業の内容を

概略まとめたものである。 

・プレゼンテーションの日程について資料２により説明する。 

・清里区の採択方針及び審査について、資料３－１、３－２により説明する。 

【笹川幹男会長】 

・事務局の説明について、質疑を求める。 

【笹川幹男会長】 

 ・質問等を求めるがなく、今回提案された８事業について、提案事業の利害関係者、提

案団体の役員等、事業の執行に関わる委員について挙手を求める。 
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【丸山弘子委員】 

・私は清里商工会の会員であるが、朝市の提案事業については携わっていないが、どう

したらよいか。 

【古澤文夫副会長】 

・一般の役員であればよいのではないか。 

【笹川幹男会長】 

・本日欠席されている山川委員については、大欅ポケッパーク利用促進事業の審査には

加わらないこととする。 

・事務局は席を移動し、午後１時４０分からプレゼンテーションを始めるので、それま

で休憩とする。 

 （事務局が席を移動する）（休憩） 

【涌井博道委員】 

・採点表は本日提出するのか。 

【古澤文夫副会長】 

・後で説明があると思うが、２２日までに提出してほしい。 

【笹川幹男会長】 

・これよりプレゼンテーションを始める。 

・提案団体の説明者に対し、提案説明は１０分以内とし、その後委員からの質問等を予

定している。回答は簡潔にし、審査の結果不採択、あるいは補助金額が希望に添えない

場合があることを説明する。 

（上記内容について、説明者全員に説明した後、提案事業の説明を受ける。） 

・事業番号１、梨平のおどりを未来につなぐ映像化事業ついて説明を求める。 

【提案団体】（梨平町内会） 

・資料により、梨平のおどりを未来につなぐ映像化事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

・質問等を求める。 

【丸山弘子委員】 

・最近ドローンによる撮影が多いが、田植え、稲刈り風景とあるが、梨平だけで限定さ

れるのか。 
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【提案団体】（梨平町内会） 

 ・梨平だけである。 

【上原澄雄委員】 

 ・ＤＶＤの完成納品は２月下旬を予定しているとあるが、インターネットのユーチュー

ブの配信予定はいつ頃か。 

【提案団体】（梨平町内会） 

 ・完成品が出来てきてからの年明けになる。全体で３０分の映像を３分に編集すること

になる。すべての事業が２月末に終了し、年度末ぎりぎりになると思う。 

【涌井博道委員】 

・申請事業に見積書が２社付いているがなぜか。 

【提案団体】（梨平町内会） 

 ・１０万円以上の経費については２社以上の見積もりが必要であるといわれたので徴取

した。 

【向橋マチ子委員】 

 ・ドローンで地域を撮影し、区外に行かれた方にも発信していけることは、とても良い

アイディアだと思う。 

【三原田裕子委員】 

 ・次の段階のことを考えているというので安心した。せっかくの映像化にあたり、梨平

古代詞をより知ってもらうためにも、配布先を町内会、小中学校以外にも配布できない

ものか。 

【提案団体】（梨平町内会） 

 ・あまりにも広い範囲に配布するというのは考えていないが、好評であれば何らかの対

応を考えたい。 

【古澤文夫副会長】 

・何年か前に地域活動支援事業を使って、梨平祭りというよりも櫛池地区の祭りとして

老若男女がこぞって盛り上げていたが、今はそのような姿はないか。 

【提案団体】（梨平町内会） 

・当時の事業では、祭りの灯篭、横断幕等の物品的なものでお世話になったが、それは

今も使用している。梨平古代詞という踊りは、テンポが緩やかで踊りづらい。今年上越
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教育大学附属小学校の５年生３６人が春から冬まで月に２回ほど訪れているが、小学生

が踊りを習って、祭りの時に踊ってもらい、反応を見たい。清里区外の子どもが踊って

もらうことで、清里小学校にも機会を設けて、踊ってもらうことも取り組まなければい

けないと思っている。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号１、梨平のおどりを未来につなぐ映像化事業につ

いて終了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【古澤文夫副会長】 

 ・先ほど事務局から説明があったとおり、今日無理して採点票を提出する必要はなく、

２２日水曜日の夕方までなので、しっかり審査して提出して欲しい。 

【笹川幹男会長】 

・事業番号２、白看板城址駐車場・崖安全性向上事業について説明を求める。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

・資料により、白看板城址駐車場・崖安全性向上事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

・質問等を求める。 

【丸山弘子委員】 

 ・昨年初めて伺ったが、車止めの縁石は大事だと感じた。今回、舗装と落下防止柵と車

止めの縁石で工事はひと段落つくのか。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

 ・大体ひと段落つく。 

【三原田裕子委員】 

・支出の方で、バックホーリース代とオペレーター費が分かれているが、見積もりには

同じ人が書いてある。バックホーの大きさはどれくらいか。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

・バックホーはかなり大きいものである。オペレーターは知り合いであるので、１日７

万円を１万７千円にかなり安く対応してもらっている。 

【三原田裕子委員】 
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・大きいというのは、０．４５㎥くらいのものか。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

 ・それくらいであると思うが、立木の伐根も必要なため、大きい重機で力がないと対応

できない。 

【三原田裕子委員】 

 ・相見積もりの生コン均し１人２２，０００円とあるが、収支計画書によると荒牧集落

の作業員の生コン均し作業と同じ仕事ということか。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

 ・生コンのキャリアダンプカーを運転する専門の運転手である。 

【三原田裕子委員】 

 ・生コン均しで作業員４１，０００円とあるが、見積もりの方では２２，０００円であ

るので、同じ作業なのか確認させてもらいたい。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

 ・生コンの均しは素人でもできるので老人会にお願いしている。 

【向橋マチ子委員】 

 ・昨年の３月の報告会で、看板の内容を詳しくしていただきたいという要望をさせても

らったが、昨年は要望されなかった。今年は実施しないのか。 

【提案団体】（荒牧狼煙を上げる会） 

 ・昨年は、老人クラブ５０周年事業の要望をさせてもらった。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号２、白看板城址駐車場・崖安全性向上事業につい

て終了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

・事業番号７、すこやかなくらしサポート事業について説明を求める。 

【提案団体】（ＮＰＯ法人清里まちづくり振興会） 

・資料により、すこやかなくらしサポート事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

・質問等を求める。 
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【丸山弘子委員】 

 ・活動用備品でスカットボール２セット１６８，４６０円と載っているが、高齢者が地

区の公民館の畳の上でもできるのか。 

【提案団体】（ＮＰＯ法人清里まちづくり振興会） 

 ・シニアのスポーツ大会が２月にあるが、大会に向けて練習をするため、地域に貸出し

をするため用意したい。 

【三原田裕子委員】 

 ・交流会や講演会に出さしてもらった。お年寄りがいきいきとされていた。良い活動内

容だと思うので、これからも継続していただきたい。 

【向橋マチ子委員】 

 ・高齢者も喜んでいるので、今後も継続して活動をしていただきたい。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号７、すこやかなくらしサポート事業について終了

する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

 ・事業番号４、清里区坊ヶ池交流施設活用事業について説明を求める。 

【提案団体】（きよさと観光交流協会） 

 ・資料により、清里区坊ヶ池交流施設活用事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

 ・質問等を求める。 

【丸山弘子委員】 

 ・ブナの森の参加費はいくらか。 

【提案団体】（きよさと観光交流協会） 

 ・２，５００円である。 

【丸山弘子委員】 

 ・２，５００円は安いのではないか。何年も前からか。もう少し値上げできないか。 

【提案団体】（きよさと観光交流協会） 

 ・ずっとこの金額できている。事務経費、資料代も含まれている。バスも２台必要であ
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る。 

【丸山弘子委員】 

 ・参加される方からもう少し負担してもらう考えはないか。この金額だから、大勢参加

してもらえるのか。 

【提案団体】（きよさと観光交流協会） 

 ・やすらぎ壮は３，０００円で実施しているので、少し安くしている。 

【向橋マチ子委員】 

 ・２，５００円は安すぎるという声があるが、もう少し値上げしてもいいのではないか

という声が参加者からあった。１人でも多くの方が参加できるので大変ありがたい。 

【三原田裕子委員】 

 ・担当者の頑張りに感謝したい。各種交流イベントを通じ、地域の活性化、景勝地であ

るビュー京ヶ岳の知名度アップと存続に期待したい。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号４、清里区坊ヶ池交流施設活用事業について終了

する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

 ・事業番号５、きよさと朝市開催事業について説明を求める。 

【提案団体】（清里商工会） 

 ・資料により、きよさと朝市開催事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

 ・質問等を求める。 

【丸山弘子委員】 

 ・地域活性と買物支援に大きく関与している。これから長く継続していくには、来場さ

れる方の要望を聞いていく予定はあるか。 

【提案団体】（清里商工会） 

 ・毎年最後のイベントの時に、アンケートを実施している。そのアンケートを研究し次

の年につなげていく。 

【向橋マチ子委員】 
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 ・とても良い取組だと思う。先々高齢者を対象として、軽トラックなどで商品を届ける

ような仕組みは考えていないか。 

【提案団体】（清里商工会） 

 ・現在の取組は来ていただくことで実施しているが、他の地域を見ると配達や地域を回

って市場を開設している商工会もある。どちらも大切ではあるが、商工会もこれから小

規模化していくことが予想されるので、他の地域と連携を取りながら実施できるものに

ついて取り組んでいきたい。 

【古澤文夫副会長】 

 ・平成２８年から３年経過しているが、今まで受けていた市の補助金のことをお聞きし

たい。また、商工会館の下は手狭であるが、今後どのような考えでいるか。公共交通の

取組については、ありがたく感じている。出品者は商工会員に限るということになって

いるが、今後は一般の人も参加できるのか。 

【提案団体】（清里商工会） 

 ・補助金については、市の地域商業活性化補助金として３年間受けていたが終了した。

今回は、それに代わるべき事業として提案させていただいた。会場については、少し手

狭になっている。今年度天気のよい時は、軽トラ市で出していただく。公共交通につい

ては、総合事務所と連携を取りながら事業を進めていきたい。出展者の関係は現状とし

ては、商工会員として考えている。ただし、商業者の方も高齢化しており、長く続けて

いくとなれば、地域の方から入っていただく。あるいは、他の地域の商工業者から入っ

てもらうのがよいのか検討したい。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号５、きよさと朝市開催事業について終了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

 ・事業番号６、清里歴史５０音加美芝居完結事業について説明を求める。 

【提案団体】（星ふる清里会） 

 ・資料により、清里歴史５０音加美芝居完結事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

 ・質問等を求める。 
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【丸山弘子委員】 

 ・小冊子を作る考えがあるようだが、説明文の箇所は漢字にふりがなをつけ、小学校の

入学の時に配布する予定はないか。 

【提案団体】（星ふる清里会） 

 ・ＤＶＤにして学校の教材として使いたい考えがある。 

【丸山弘子委員】 

 ・社会科の授業で使用するのか。個人的な要望であるが、入学時にお祝いとして一冊ず

つ児童にプレゼントしていただきたい。 

【提案団体】（星ふる清里会） 

 ・予算の関係もあり、１００冊しか印刷しないので難しい。 

【向橋マチ子委員】 

 ・清里のカルタの内容は清里区内のもので、まち場の方は、坊太郎物語のような物語風

の加美芝居を見たいと言っている。昨年も、２～３箇所施設に行ったが、そのような要

望があった。そのような物を作って見てはいかがか。 

【羽深正委員】 

 ・１０年位前に小学校でカルタを作らなかったか。 

【提案団体】（星ふる清里会） 

 ・その当時のカルタを基にして、加美芝居を作っている。青少年育成会議で６年前に作

成した。その当時小学校３年生が書いた絵を使っている。冊子と加美芝居を作るが、内

容は少し違うものになる。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号６、清里歴史５０音加美芝居完結事業について終

了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

 ・事業番号８、櫛池隕石落下１００周年カウントダウン事業について説明を求める。 

【提案団体】（天文指導協力員会） 

 ・資料により、櫛池隕石落下１００周年カウントダウン事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 
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 ・質問等を求める。 

【向橋マチ子委員】 

 ・新聞チラシ折り込料はどこの地区か。 

【提案団体】（天文指導協力員会） 

 ・板倉、清里、三和、頸城区を予定している。 

【上原澄雄委員】 

 ・今、星のふるさと館に隕石の本物はあるのか。 

【提案団体】（天文指導協力員会） 

 ・実物はある。以前は、民族資料館に置いてあったが、レプリカは上越科学館にある。 

【古澤文夫副会長】 

 ・今年１０連休があったが入込客はどれくらいだったか。 

【提案団体】（天文指導協力員会） 

 ・大変好評で８８２人の入込客があった。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号８、櫛池隕石落下１００周年カウントダウン事業

について終了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

 ・事業番号３、大欅ポケットパーク利用促進事業について説明を求める。 

【提案団体】（岡野町自治会） 

 ・資料により、大欅ポケットパーク利用促進事業について説明する。 

【笹川幹男会長】 

 ・質問等を求める。 

【向橋マチ子委員】 

 ・駐車場の整備に合わせ説明看板を設置したらどうか。 

【提案団体】（岡野町自治会） 

 ・今年度は無理だが、来年度続くようであれば検討したい。 

【羽深正委員】 

 ・駐車場自体の整備は今年度で終了するのか。 
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【提案団体】（岡野町自治会） 

 ・採択いただければ、今年度で終了する。 

【羽深正委員】 

 ・資料の写真を見させてもらうと、市道からの部分で段差になっていたり、ガードロー

プになっていたりしているが、この部分も平らにするのか。 

【提案団体】（岡野町自治会） 

 ・市道からの部分については、協議して入れるようにしたい。 

【丸山弘子委員】 

 ・Ｌ型擁壁を入れ、再生アスファルトを敷くが、Ｌ型擁壁まで平らにするのか。車止め

はつけないのか。 

【提案団体】（岡野町自治会） 

 ・当初計画した時は、擁壁まで平らにする計画であったが、事業費が不足してしまうた

め、当初計画の半分の事業費で実施し、根止めのところだけ６０㎝位の低い擁壁を入れ

ることにし、最小限の工事にしたいと考えている。道路から一番高いところで１ｍ２０

㎝くらいあるが、根止め部を長くして安全性を考慮している。また、車止めについては、

ほ場整備で不要になったＵ字管を転用したいと考えている。 

【笹川幹男会長】 

・他に質問等を求めるがなく事業番号３、大欅ポケットパーク利用促進事業について終

了する。 

 （提案団体退席、委員は採点票記入） 

【笹川幹男会長】 

・以上で、協議（２）令和元年度上越市地域活動支援事業の提案プレゼンテーションを

終了する。なお、希望補助金額の総額が区への配分額より８１０，０００円超過してい

るが、次回の地域協議会で各事業の採点結果を基に、採択及び補助金額について審査す

る。採点票については、５月２２日水曜日までに事務局へ提出願いたい。今日提出する

方は、提出していただいて良い。 

・次に、次第６その他、（１）第３回清里区地域協議会の開催について、５月２７日月曜

日、午後３時から開催する。 

【笹川幹男会長】 
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 ・その他、委員に意見を求める。 

【上田所長】 

 ・５月２７日月曜日に地域活動支援事業の審査をしていただくが、その際に次期公共交

通計画について説明をさせていただく、また、それ以降に事務事業評価の関係で、コミ

ュニティプラザの時間外受付の関係、消防団の再編の関係について説明をさせていただ

きたい。説明の時期については、他の団体に説明する前・後となる場合があるが、ご了

承いただきたい。 

【笹川幹男会長】 

 ・ほかに意見等を求めるがなく、第２回地域協議会を終了する。 

【古澤文夫副会長】 

 ・閉会の挨拶 

 

９ 問合せ先 

・清里区総合事務所 総務・地域振興グループ  ℡025-528-3111(内線225) 

E-mail：kiyosato-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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