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会  議  録 

 

１ 会議名 

 令和元年度第２回三和区地域協議会 

２ 報告事項 

 ・三和区小学校のあるべき姿に関する意見書の回答について (公開) 

３ 議題（公開・非公開の別） 

⑴ 令和元年度地域活動支援事業のプレゼンテーションについて（公開） 

⑵ 令和元年度地域活動支援事業の審査について（公開） 

⑶ その他（公開） 

○三和中学校との意見交換会のまとめについて 

○市からの配付文書について 

 ・上越市消防団三和方面隊連合演習の開催について（ご案内） 

 ・三和区の概要 

 ・吉川区における地域防災の在り方について（参考配布） 

４ 開催日時 

  令和元年５月１６日（木）午後３時００分から午後７時２０分まで 

５ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ３階 多目的ホール 

６ 傍聴人の数 

   ２人  

７ 非公開の理由 

― 

８ 出席した者の氏名 

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

星野幸雄、松井隆夫、松井 孝、宮沢和一、森 由美、渡邊政則 

（１４人中１３人出席）  

・事務局：三和区総合事務所 山本所長、栗本次長、柳崎市民生活・福祉グループ兼教

育・文化グループ長（以下、グループ長は「柳崎Ｇ長」と表記）、池田班長、

飯田副主任 
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 ・教育総務課：金子課長、藤田参事、内山係長 

９ 発言の内容（要旨） 

【栗本次長】 

・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：小林則子委員に依頼。 

  報告事項に入る。「三和区小学校のあるべき姿に関する意見書の回答について」であ

るが、事務局から説明をお願いする。 

【金子課長】 

  ３月２５日付で提出された意見書について、４月２６日付で回答した。本日は、その

内容について説明する。 

  資料№１「三和区小学校のあるべき姿に関する意見について（回答）」により説明 

   ・最近の過少規模校や過大規模校の課題解決の取組内容 

   ・平成３０年度には、複式学級が存在する１０校と今後発生が見込まれる３校を対

象に説明を行った。その中には、三和区の美守小学校と上杉小学校が含まれる。 

【松井 孝会長】 

  ただ今、教育総務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】 

  昨年、上杉・美守小学校で説明会が開催されたとのことだが、今回、意見が出された

後、検討済のことはあるか。 

【金子課長】 

  現時点で、いつ開催するかは未設定である。しかし、意見を受けたことを前提に各小

学校に早急に説明に入る。また、保育園を含め、まず保護者の意向を聞いたうえで、教

育委員会としては、どのような学校を考えていくか決めていきたい。回数等については、

最初に状況の説明から始め、何回か重ねていきたい。 
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【田辺委員】 

  教育委員会では、これからどれくらい主導的な立場をとってもらえるのか。 

【金子課長】 

  学校の設置については、市長の権限である。教育委員会では、保護者の意見を聞いた

うえで、どのような事が最適か見極めたうえで説明させていただきたい。 

【田辺委員】 

  説明会で、どこまで考え方を示していくのか。 

【金子課長】 

  統合を考えたときに、どのような形で統合を望むか、想定しているかも聞いたうえで、

教育委員会としての望ましい姿もあわせて考えていく。初回から確定した提案はしない。 

【髙橋委員】 

  多くは、学校運営協議会が主導してお願いに上がっていると聞いているが、三和区は

地域協議会で意見を取りまとめた。今後も地域協議会を含めて、学校運営協議会と連携

を図り、進めていくのか。 

【金子課長】 

学校運営協議会は、学校の運営について検討する部分だと思っている。教育委員会と

しては、保護者へ説明し、意見を聞きながら進める。必要に応じて学校運営協議会に説

明をしていかなければならないと思っている。 

【松井 孝会長】 

  今後は、いろいろ説明しながら進めると思われるが、参加者はある程度期待をして話

を聞きにくる。前向きに考え、地域に入ることを望む。 

【金子課長】 

  最終的な決定は市長が行うが、当然、三和区の望ましい姿に関して、保護者がどのよ

うに考えているのか、我々が把握するために説明に入ることになる。どのような希望が

あるか、どのような将来像があるかを十分聞いたうえで決定する予定である。 

【松井 孝会長】 

ほかに意見、質問があるか。 

  （なし） 

意見、質問がないので、報告事項の「三和区小学校のあるべき姿に関する意見書の回

答について」はこれで終了する。 
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【松井 孝会長】 

次に、議題に入る。議題（1）「令和元年度地域活動支援事業のプレゼンテーションに

ついて」、今回は１４件の応募があり、本日は１４事業１２団体から出席いただく予定

になっている。 

進め方としては、提案団体からプレゼンテーションをしていただいた後、事前の質問

事項の回答を含めた質疑を行う流れを考えている。なお、市の所管課からの所見がある

場合は、その都度事務局から説明をお願いする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、資料№４により整理番号順に進める。 

「整理№１ 三和区スポーツ活動振興事業」について、三和クラブからプレゼンテー

ションをお願いする。 

【提案者：三和クラブ代表】（以下、「クラブ代表」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・ユニフォームの購入経費、大会参加、三和ジュニアへの指導・協力など 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

   ＊事前質問事項は資料№３を参照 

【クラブ代表】 

  ・質問①回答…会費は、年５００円であり、主に上越市野球大会参加費に充ててい

る。 

・質問②回答…この提案を機に今後検討していきたい。年わずかではあるが徴収

し、今後、自力で対応できるよう積み立てていきたい。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  発注サイズについては、現在の部員の中で考えているのか。また、今後の運営につい

て案はあるのか。 

【クラブ代表】 

  サイズについては、現在のメンバーのサイズでの発注を予定している。しかし、若手
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に譲る年代もいるので、今後、加入してくれると思われる現高校生のサイズも考えてい

る。 

  今後の運営については、年会費を３，６００円に想定している。ボール等消耗品は１

～２年程度で購入が必要となるので、３，６００円で良いのかも含め、総会で話し合っ

ていきたい。 

【松井 孝会長】 

ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№１ 三和区スポーツ活動振興事業」のプレゼンテーション

は、これで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№２ 三和ウォッチング事業」のプレゼンテーションを、三和まなびの会

からお願いする。 

【提案者：三和まなびの会代表】（以下、「まなびの会代表」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・現地見学会、セミナー開催（２回）の事業費など 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

  ＊事前質問事項は資料№３を参照 

【まなびの会代表】 

・質問回答…PR手段としては、新聞折り込みと小・中学校の保護者へ児童・生徒を介

して配布、新聞にも掲載を依頼する。また、前回参加者にも電話やファク

スで案内する予定にしている。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№２ 三和区ウォッチング事業」のプレゼンテーションは、

これで終了する。 
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【松井 孝会長】 

 次に「整理№３ 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」のプレゼンテ

ーションを、三和の子どもを「共に」育てる会からお願いする。 

【提案者：三和中学校学校運営協議会長、三和中学校教頭】（以下、「三和中学校運営協議

会長」、「三和中学教頭」と表記） 

  提案の主旨及び事業内容について説明 

・ようこそ先輩講演会・同和教育に関わる講演会、魅力発見の写真展に係る経費な

ど。 

・三和の魅力発信の観点から上越振興局整備課、JA三和支店からも協力いただき実

施したい。 

【松井 孝会長】 

 事務局から、所管課からの所見について説明をお願いする。  

【池田班長】 

  資料№２「令和元年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明 

【松井 孝会長】 

地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【田辺委員】 

  今回で３年目となる。今後、地域活動支援事業だけではなく自立して事業を行うため

の予算的な面をどのように考えているのか。 

【三和中学校運営協議会長】 

  学校運営協議会には予算がないのが現状である。事業の実施に関しては、地域活動

支援事業の財源しかない。 

【髙橋委員】 

  地域協議会でも１月２５日に当時中学２年生（現３年生）と意見交換を行った。三

和の今後を考える良い機会だった。中学生の思いをいかに繋げるかを真剣に考えてい

かなくてはいけない。連携が非常に大事だと思う。 

【松井隆夫委員】 

  内容が多岐にわたるため実施するのは非常に大変だと思う。個人的には、事業内容

の中に地域協議会が課題として取り上げなければならない問題もあると感じている。

内容が雑にならないように焦点を絞って実施してほしい。区民には、この良さが行き
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届いていないと思われる。保護者のみではなく、町内会長を含め区民にアピールする

ようお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  制限時間となったので、「整理№３ 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための 

事業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№４ 三和婚活支援事業」のプレゼンテーションを、地域を大切にする会

からお願いする。 

【提案者：地域を大切にする会代表】（以下、「地域を大切にする会代表」と表記） 

  提案の主旨及び事業内容について説明 

   ・婚活パーティーの開催事業費 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【地域を大切にする会代表】 

  ・質問回答…一対一の会話の時間は、前回より多く２時間以上設定する予定である。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  ほかの婚活事業を行った人からゲームの時間を減らし、歓談の時間を増やしたら参加

者から「良かった」という意見をもらったと聞いた。固定概念で企画しないようお願い

したい。 

【森委員】 

  この婚活の中で覗き見に行った人がいると耳にした。女性が集まらないのはそういっ

たことも関係しているのではないかとも思う。そのようなことが実際にあったことなの

か。 

【地域を大切にする会代表】 

  婚活はデリケートなことなので、メンバーも最低限のスタッフとし、なるべく出ない

ように配慮している。前回会場が米本陣で行ったので一般の方もいたかもしれない。区
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内の方には顔を見られたくない人もいるので、カーテンをしたり、入口に張り紙をした

りして部屋の中が見えないよう注意をしている。今後も注意していきたい。 

【森委員】 

  ぜひ、そのようにしていただきたい。 

【松井 孝会長】 

ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№４ 三和婚活支援事業」のプレゼンテーションはこれで終

了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№５ 輝く三和の食材「箸やすめ」事業」のプレゼンテーションを、地域

を大切にする会からお願いする。 

【提案者：地域を大切にする会代表】（以下、「地域を大切にする会代表」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・三和区の食材を使用した特産品制作のための料理教室開催（４回）経費 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問事項の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【地域を大切にする会代表】 

 ・質問①回答…特産品を作りたいという思いである。次世代への伝承については、学

校給食とタイアップできればいいとは思うが、まずは、採択していた

だき実行してからの話となる。 

 ・質問②回答…レシピが出来上がった時点で、食推も含め色々な団体と連携して PRし

ていきたい。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

【髙橋委員】 

  ようやく「農業」に関係した提案がされ、うれしく思う。 

【松井隆夫委員】 
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  単なる料理教室ではないのだから、健康管理も含めたものにしてもらいたい。 

【地域を大切にする会代表】 

  もちろん健康が第一である。次世代を担う子どもたちにも農薬の少ない野菜を食べ

てもらいたい思いもある。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№５ 輝く三和の食材「箸やすめ」事業」のプレゼンテーシ

ョンはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№６ 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」のプレゼンテーションを、NPO

法人三和区振興会からお願いする。 

【提案者：NPO 法人三和区振興会理事長、NPO 法人三和区振興会副理事長】（以下、「三和

区振興会理事長」、「三和区振興会副理事長」と表記） 

提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・大型パイプテントの購入など 

【松井 孝会長】 

所管課の所見や地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 昨年との利用活用面の違いは何か。 

【三和区振興会副理事長】 

  ほかの事業に活用できるものとした。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№６ 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」のプレゼンテー

ションはこれで終了する。 

  

【松井 孝会長】 
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次に「整理№７ さんわ祭り周年記念事業」のプレゼンテーションを、さんわ祭り実

行委員会からお願いする。 

【提案者：さんわ祭り実行委員会委員長】（以下、「さんわ祭り実行委員長」と表記） 

  提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・第５回記念事業として歌謡ショー開催経費 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問２件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【さんわ祭り実行委員長】 

・質問①回答…さんわ祭りには、２７万円補助がある、今回の周年記念事業は別予算

として提案している。従来の祭りについては、市へ実績を報告してい

るが特に指摘されている事項はない。 

・質問②回答…さんわ祭り実行委員会は、三和区内の各種団体、三和中学校生徒、各

小・中学校 PTA保護者から選出され、企画、検討、実行をしていただ

いている。また、花火については協賛をいただける方から協力いただ

き実施していく。強制的ではなく協賛をお願いしている。安全につい

ては、行政、消防、警察等と協議を行い、花火打ち上げの専門家と協

議しながら、場所等を設定している。 

【松井 孝会長】 

委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

 市補助金から出ているのは、さんわ祭りとしての補助金で、周年記念としてではない

のか。 

【さんわ祭り実行委員長】 

  今回、提案させてもらったのは５周年記念事業としてのものだ。 

【松井隆夫委員】 

  個人的な意見だが、実行委員会を持っているならば、もっと早い段階で連携して計画

し、協賛金もお願いするべきだと思う。 

【さんわ祭り実行委員長】 

  第１回目は昨年のまとめで１０月の終わりに開催し、２回目を春に開催した。その中
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で５周年ということを共有しながら進めてきた。ご意見は承り、参考にしながら進めて

いきたい。 

【髙橋委員】 

  確認だが普通は、事業年度と会計年度は連動するものだと思うが、規約の中の事業年

度が１０月１日～翌年９月３０日となっている。 

【さんわ祭り実行委員長】 

  会計年度とは別になっている。実行委員会を開催し、計画しながら行っている。 

【松井 孝会長】 

 ほかに委員の皆さんから質問があるか。 

（質問なし） 

 質問がないので、「整理№７ さんわ祭り周年記念事業」のプレゼンテーションはこ

れで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

  プレゼンテーションが早めに進んでいるため、次の団体が来られていない。順番を変

更して進めたいがよいか。 

  （異議なし） 

では、「整理№９ 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」のプレゼンテーション

を、三和区老人クラブ連合会からお願いする。 

【提案者：三和区老人クラブ連合会会長、三和区老人クラブ連合会副会長】（以下、「老人

クラブ連合会会長」、「老人クラブ連合会副会長」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・講演会、講座の開催経費 

 ・講座で三遊亭白鳥様を予定していたが、スケジュールがつかなかった。他の落語

家に変更になる予定 

【松井 孝会長】 

 事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№２「令和元年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明 

【松井 孝会長】 
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地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【森委員】 

三遊亭白鳥さんは来られないことで間違いないか。笑いを提供したいとのことだが

代わりにどなたが見えられるのか。 

【老人クラブ連合会会長】 

  まだ決まっていないが、２人ほど紹介いただいている。 

【宮沢委員】 

対象者は高齢者となっている。現在、老連に加入していないところがかなりある

が、そのあたりの周知等の対応はどうなのか。 

【老人クラブ連合会会長】 

  三和区の地域活動支援事業に提案させてもらっているため、老人クラブの会員だけで

はなく、区民全員、高齢者のみではなくどなたでも出席いただきたいと考えている。周

知については、各戸チラシの配布を考えている。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

（質問なし） 

  質問がないので、「整理№９ 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」のプレゼン

テーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

それでは順番が前後したが、「整理№８ 伝統芸能の維持・継承と子供の健全育成事

業」のプレゼンテーションを、岡田町内会まちづくり協議会からお願いする。 

【提案者：岡田町内会まちづくり協議会】（以下、「まちづくり協議会担当者」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・練習用駒頭、ささらの購入 

【松井 孝会長】 

  事務局から所管課からの所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

資料№２「令和元年度地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明 

【松井 孝会長】 
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地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

７月１４日の今年の例大祭には間に合うのか。 

【まちづくり協議会担当者】 

  間に合わせたいと思い依頼している。しかし、加工できる人が１人しかいない。努力

していただいている。ぜひ、当日お越しいただきご覧いただきたい。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

  質問がないので、「整理№８ 伝統芸能の維持・継承と子供の健全育成事業」のプレ

ゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№１０ おいらんプロジェクト事業」のプレゼンテーションを、おいらん

びよりからお願いする。 

【提案者：おいらんびより代表】（以下、「おいらんびより代表」と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

  ・おいらんパフォーマンスの開催 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問 1件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【おいらんびより代表】 

・質問回答…ホームページを立ち上げ、「応援隊」を募集し、寄付金の募集を考えてる。 

【松井 孝会長】 

  委員へ質問・意見を求める。 

【髙橋委員】 

 新たに地域を盛り上げるには地域の受け入れる力も必要であると新聞報道で見たこ

とがある。遠くから三和区へ来られ、新しい取組には相当なエネルギーが必要だと思う

ので心して取り組んでほしい。 

【おいらんびより代表】 
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 了承した。 

【小林委員】 

  提案書で事業の目的、期待する効果に「外貨に繋がる」とあるが、具体的にはどうい

うことか。また、提案では１０月６日の１回の開催だが、なぜ、１０月６日の１回のみ

なのか、対象者も子ども、大人、高齢者とあるが、この１０月６日も全員対象とするの

か。次年度以降の活動の見通しの中で、消費者、販売意欲向上、三和の食文化とあるが

このパフォーマンスによりどこで生かしていくのか。 

【おいらんびより代表】 

  １０月６日の内容はほぼ決まっているが、子どもと大人と老人というところで、おい

らんショー道中を考えている。そこで、地域の方を交えてパフォーマンスができればと

考えている。また、外貨についてだが、日本人だけでなく外国人にアピールしていきた

い。今後は、祭りの様にイベントとして開催したい。このパフォーマンスを通して三和

の良いところに目を向けてもらうようにしたい。消費者、販売意欲向上、三和の食文化

については、１０月６日はまだそこまでいかないが、今後の活動で、祭りのようにして

いきたいと考える。 

【森委員】 

  ロンドンでのパフォーマンスについては、新聞報道で見せていただいた。提案書の中

で着物の披露や日本文化の披露であるが、なぜおいらんなのか。 

【おいらんびより代表】 

  着物が好きで、自分の趣味でロンドンへ行き、そこで夢が叶った。その際、海外の皆

さんが、着物は日本の文化で素晴らしいと言ってくださった。海外の方は、おいらんが

着物という認識はなかったと思うが、喜んでもらえたので日本でもなにか披露すること

はないかと考えた。おいらんについては、いろいろな意見はあるかと思うが、おいらん

を通じて着物という文化を繋ぎ合わせパフォーマンスとして、子どもも大人も着物を着

てもらい、道中に参加していただければと考えた。 

【森委員】 

  「おいらん道中」がどういうもであったか理解していると思うが、なぜ、着物文化が

おいらんになるのか。たしかに、分水町でも行われているが、それには歴史がある。歴

史の無い三和で、突然おいらんで着物文化と言われても、なぜなのかと考えてしまう。

日本文化で花嫁道中ならわかるが。計画も１回で終わり、その後の計画が見えない。 
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【おいらんびより代表】 

  １回で終わりだとは思っていない。まずは、皆さんに歴史的にではなくパフォーマン

スと考え、そこで着物を着てもらうことを考えている。 

【森委員】 

  ベースや歴史等は関係なく、道中でパフォーマンスを見てもらうということで良いの

か。 

【おいらんびより代表】 

  そのとおりである。 

【松井 孝会長】 

制限時間となったので、「整理№１０ おいらんプロジェクト事業」のプレゼンテー

ションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に、「整理№１１ 三和で採れた米と野菜で食育活動事業」のプレゼンテーション

を、三和食育の会からお願いする。 

【提案者：三和食育の会代表】（以下、「三和食育の会代表」と表記） 

提案の主旨及び事業内容について説明 

   ・料理教室開催経費 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見はないが、地域協議会委員からの事前質問２件の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【三和食育の会代表】 

・質問①回答…できるだけ無添加でオーガニックな食材、三和で採れる野菜等を広く

広めていきたい。 

・質問②回答…最終的には、こども食堂のようなところまで進めていきたい。 

【松井 孝会長】 

 ほかに委員から質問・意見はないか。 

【松井隆夫委員】 

 講師について調べたが、単なる料理教室ではなく、健康と食材の研究をしている人だ

と理解した。地域の食材を利用することはもとより、食品とは何か、健康とは何かを勉
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強しながら進めていってほしい。今年度は、料理関係が２事業提案されている。特産品

の作製との違いをはっきりさせて、単なる料理教室にならないように取り組んでほしい。 

【三和食育の会代表】 

 了解した。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№１１ 三和で採れた米と野菜で食育活動事業」のプレゼン

テーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№１２ 三和の子どもたちの健やかな成長を支援する事業」のプレゼンテ

ーションを、NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】（以下、「クラブマネージャー

と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

   ・講習会講師謝金、野外活動教室講師謝金等 

【松井 孝会長】 

  事務局から上越市の所見について説明をお願いする。 

【池田班長】 

  資料№２「令和元年度 地域活動支援事業提案書受付一覧の担当課所見」により説明 

【松井 孝会長】 

  事前質問はないが、委員からの質問・意見はあるか。 

【小林委員】 

  ４月下旬に柔道部、バレー部、野球部へ文書説明とあるが、柔道部は人数が少ないと

聞いている。計画案のとおり今年度活動できるのか。なお、昨年度は返還となっている。

今年度、採択となった場合は、事業が計画どおり実施できるよう、連携を十分に取って

いただきたい。 

【クラブマネージャー】 

  現在各部の人数が確定した。今年度は、ソフトボール部も対象としたい。昨年は、う
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まくいかなかった部分もあった。感染症等仕方がない部分もあるが、反省を生かし一層

きちんとした形で支援していくことをお約束したい。 

【松井隆夫委員】 

  このような事業を企画されることはありがたいことだと思う。しかし、考える人、実

行する人、裏方となる人がしっかり連携を取れるように配慮していただきたい。 

【クラブマネージャー】 

  肝に銘じて行う。 

【松井 孝会長】 

  制限時間となったので、「整理№１２ 三和の子どもたちの健やかな成長を支援する

事業」のプレゼンテーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№1３ スポーツ競技力アップと人材育成事業」のプレゼンテーションを、

NPO法人 さんわスポーツクラブからお願いする。 

【提案者：NPO法人 さんわスポーツクラブマネージャー】（以下、「クラブマネージャー」

と表記） 

 提案の主旨及び事業内容について説明 

   ・プロジェクターの購入経費等 

【松井 孝会長】 

所管課の所見はない。地域協議会委員からの事前質問の回答をお願いする。 

＊事前質問事項は資料№３を参照 

【クラブマネージャー】 

・質問回答…子ども会や文化活動団体へホームページやさんわ体育館内のクラブ PR

の部分で周知したいと考えている。 

【松井隆夫委員】 

プロジェクターだけではなく、部屋もあわせて臨機応変に対応してほしい。 

【クラブマネージャー】 

  プロジェクターは、移動する際の破損が一番多いと聞くので、さんわ体育館の研修室

での利用が一番理想である。 

【森委員】 
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パソコンはどうしているのか。 

【クラブマネージャー】 

  クラブのパソコンを利用している。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№１３ スポーツ競技力アップと人材育成事業」のプレゼン

テーションはこれで終了する。 

 

【松井 孝会長】 

次に「整理№１４ 三和ジュニア野球活性化事業」のプレゼンテーションを、三和ジ

ュニア野球からお願いする。 

【提案者：三和ジュニア野球監督、保護者代表】（以下、「ジュニア監督」と表記） 

提案の主旨及び事業内容について説明 

   ・野球用品の購入等 

【松井 孝会長】 

  所管課の所見、地域協議会委員からの事前質問はないが、委員へ質問・意見を求め

る。 

【松井隆夫委員】 

  提案されている用具は、現在何もないのか。 

【ジュニア監督】 

  今あるものはかなり古くなっているため、安全性を考えると更新した方がよい状態で 

ある。 

【松井隆夫委員】 

  以前も同補助事業を利用しているので、このあたりは理解していると思う。このよう

なクラブを設立して運営していくには、基本な考え方を徹底して、今後の方針をきちん

と考えて進めてほしい。 

【ジュニア監督】 

  了解した。 

【髙橋委員】 
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 礼に始まり礼に終わることは、指導者がいない時でも行えるよう指導をお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  ほかに委員から質問・意見はないか。 

  （質問なし） 

質問がないので、「整理№１４ 三和ジュニア野球活性化事業」のプレゼンテーショ

ンはこれで終了する。 

 これから休憩し、議題（2）「令和元年度地域活動支援事業の審査について」に入りた

い。 

再開は午後５時４５分からとする。 

 

【松井 孝会長】 

それでは、再開する。 

議題（2）「令和元年度地域活動支援事業の審査について」である。提案された事業は

14件で補助希望額の合計は５，７９５千円である。三和区への配分額は６，１００千円

であるので３０５千円の残額となっている。 

 これから審査に入るがその前に審査手順の確認をしておきたい。 

 事前に配付されている審査手順等に基づき審査を行う。また、審査基準により、目的

に合致しない事業に該当した場合及び共通審査基準の平均点数が１３点未満の場合に

ついては不採択とする。 

 また、地域協議会委員が事業の提案団体の代表を兼ねる場合、当該事業の審査におい

て除外され退室をお願いすることになる。今回は整理№３の小・中学生が「三和を愛す

る心を育む」ための事業において金井副会長、整理№４の婚活支援事業及び整理№５の

輝く三和の食材「箸やすめ」事業で小林委員、整理№８の伝統芸能の維持・継承と子供

の健全育成事業で私が該当する。 

 もう一点、予算残額の追加募集を行うかどうかについては、審査の結果次第であるの

で審査後に改めて協議したい。 

 このような方法で進めてよいか。 

 (一同、賛同) 

 

【松井 孝会長】 
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これより、提案された事業の審査に入る。 

  まず、基本審査項目の関係、次に地域自治区の採択方針の関係、続いて共通審査基準

項目において採点欄に点数を記入願いたい。 

  注意していただきたい点は、１点を付けた場合、その理由を記入願いたい。 

  委員から何かあるか。 

  （なし） 

  それでは、「整理№１ 三和区スポーツ活動振興事業」について審査を行う。 

  （採点終了後、事務局が採点票を回収する。） 

  

【松井 孝会長】 

  「整理№２ 三和ウォッチング事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№３ 小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事業」について審査を行

う。 

【金井副会長】  

提案団体の代表なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 

それでは、審査に入る。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

（退室していた金井副会長が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№４ 三和婚活支援事業」について審査を行う。 

【小林委員】 

 提案団体の代表なので退室させていただく。 

  （退室する。） 

【松井 孝会長】 
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それでは、審査に入る。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№５ 輝く三和の食材「箸やすめ」事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

  （退室していた小林委員が席に戻る。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№６ 屋外イベント出演者の暑さ対策事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№７ さんわ祭り周年記念事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

  

【松井 孝会長】 

  「整理№８ 伝統芸能の維持・継承と子供の健全育成事業」について審査を行うが、

提案団体の代表のため退席させていただく。進行は、金井副会長にお願いする。 

 （退室する。） 

【金井副会長】 

それでは、審査に入る。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

  （退室していた松井会長が席に戻る。） 

   

【松井 孝会長】 

  「整理№９ 高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 
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  「整理№１０ おいらんプロジェクト事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№１１ 三和で採れた野菜で食育活動事業」について審査を行う。 

 （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№１２ 三和の子どもたちの健やかな成長を支援する事業」について審査を行

う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№１３ スポーツ競技力アップと人材育成事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  「整理№１４ 三和ジュニア野球活性化事業」について審査を行う。 

  （以下、整理№１と同様に審査し採点票の回収を行う。） 

 

【松井 孝会長】 

  全案件の採点が終了した。これより事務局で採点の集計を行うが、１４件あるため 

３０分程度かかると思われる。この間に議題⑶その他を先に行う。 

 前回皆さんに配布させて頂いた、三和中学生との意見交換会の資料の関係であるが、

内容について検討していきたい。 

 中学生の意見について整理してある。意見について関係機関へ情報提供していくこと

になる。重要なのは、中学生の意見に対して地域協議会で検討し、今後、対応していく

かという部分である。 

【髙橋委員】 

  本来ならば中学生の意見を踏まえ、地域協議会がリーダーシップを取るのが本来であ 
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ると考える。しかし、三和区ネットワーク会議があるが偏った会議に感じる。本日、提

案をした各団体の方が現場で地域を良く見て考えていると思う。三和区ネットワーク会

議でリーダーシップを取ってもらい、何ができるかできないかではなく、何をしなけれ

ばならないかをテーマで検討いただきたい。私もいろいろな会議に出席するが、話し合

い、聞く耳があまりにもなさすぎると感じる。三和区ネットワーク会議が拡大され、最

終的には、全区民が参加できる会議になれば良いと考える。 

【松井 孝会長】 

 残念ながら三和区ネットワーク会議については、女性はだれもいない。今後、検討が

必要かもしれない。 

 事務局から何かあるか。 

【山本所長】 

  三和区ネットワーク会議については、今後開催を予定している。今程のお話しについ

ては、地域協議会から意見があったことを伝え、その中で協議したいと考える。 

【江口晃委員】 

  三和区をアピールする点については、以前から考えることがある。中学生もいろいろ

活動しているが、他に話をする中でピーアール出来ない。三和区のホームページ等が情

報発信する場があってもよいと思う。諏訪地区では、「くびきの諏訪地区」でホームペ

ージを立ち上げて、定住促進等活動している。ただし、非常に難しい事だとも思う。管

理し継続するには、一人では出来ない。そういう場所を立ち上げながら三和区ネットワ

ーク会議も進められれば良いと思う。 

【松井 孝会長】 

  実際に実行してくれる人材がいない。諏訪地区は、歴史的にも活性化に対し活発に活

動している。三和区についてもみんなで考えられれば良いと思う。 

【星野委員】 

  専任で関われる人がいれば可能と思うので、地域おこし協力隊等がいないと進まない。

その人を各団体がバックアップすることが必要だと思う。 

【松井 孝会長】 

  現在、市の地域おこし協力隊は中山間地域しかいないし、地域も一生懸命取り組んで

いる。三和区にはそこがない。 

【星野委員】 
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  三和区は、中山間地域でないし、住みやすい地域である。そのため住民も切迫感がな

い。その中で何か始めるのも大変であるとは考える。 

【松井隆夫委員】 

  情報発信については、常に流れていないといけない。三和区の中にも行っている人も

いる。行政は行政で行っているし、中山間地域と同じようには進められない。これは当

然なことである。 

【松井 孝会長】 

  いろいろ具体的な意見も出たが、中学生の意見についての地域協議会としての取組状

況については、「ネットワークづくりも含め、活性化するよう中学生の意見を踏まえ整

理し、取り組んで行く」として良いのではないかと考える。 

  何かほかに考えていることはあるか。 

【山本所長】 

  地域協議会において自主的審議事項として検討する事項は、今後決めていくことで良

いか。 

【髙橋委員】 

  具体的な項目が無くても、「意見を踏まえて活動していく」ということでもいいので

はないか。 

【田辺委員】 

  中学生は、「若者が多く、活気がある三和」がよいと言っていて、欠点は積極性がな

いとかまとめる人がいないと言っている。地域協議会としては、そこを検討材料にして

いくことでよいと考える。 

【松井 孝会長】 

  同感である。 

  （同様の意見多数） 

【山本所長】 

  文面について会長、副会長と相談しながら、今のご意見を落とし込むことでよいか。 

【松井 孝会長】 

  文面について一任いただき、中学校へ説明してよいか。 

  （了承） 

【松井 孝会長】 
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  その他で事務局から説明をお願いする。 

【山本所長】 

  有志で米本陣を今以上に支援する新しい組織の設立が検討されていることを情報提

供する。 

 （休憩） 

 

【松井 孝会長】 

  会議を再開する。 

【栗本次長】 

  配付文書等について 

  ・三和区の概況（Ｈ31.4.1現在） 

  ・吉川区における意見書の提出について 

  ・令和元年度 上越市消防団三和方面隊連合演習の開催について（ご案内）(上越市

消防団三和方面隊長) 

 

【松井 孝会長】 

  集計結果がまとまったようなので、審査結果一覧の配付をお願いしたい。 

  事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  審査結果一覧について説明する。順位の１番から１３番までの事業が基本審査項目及

び共通審査項目の合格ラインの１３点をクリアした事業である。１事業が合格ライン未

満となっている。審議をお願いしたい。 

  併せて、追加募集についても協議願いたい。 

【松井 孝会長】 

  確認する。順位でいくと、1番の「小・中学生が「三和を愛する心を育む」ための事

業」について採択する事業としてよいか。 

（一同賛成） 

（以下、１事業毎に確認、２番の「三和の子どもたちの健康で健やかな成長を支援す

るための事業」、３番の「伝統芸能の維持・継承と子供の健全育成事業」、４番の「三

和ウォッチング事業」、５番の「高齢者いきがい支援事業（ときめき広場）」、６番の
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「スポーツ競技力アップと人材育成事業」、７番の「三和ジュニア野球活性化事業」、

８番の「三和婚活支援事業」、９番の「三和区スポーツ活動振興事業」、１０番の「屋

外イベント出演者の暑さ対策事業」、１１番の「輝く三和の食材「箸やすめ」事業」、

１２番の「さんわ祭り周年記念事業」、１３番の「三和で採れた米と野菜で食育活動

事業」について採択した。） 

合格ライン未満となった「おいらんプロジェクト事業」については不採択とすること

に決定してよいか。 

 （異議なし。） 

  この結果、採択金額が５４４万円となり、配分額６１０万円に対する残額が６６万円

となる。採択方針の中で残額が配分額の５％以上であれば追加募集を行うこととしてい

るため、追加募集を行うこととして良いか。 

  追加募集について、募集要項、日程等について事務局から説明をお願いしたい。 

【池田班長】 

  資料№５ 令和元年度 地域活動支援事業追加募集審査日程（案）、追加募集要項を

配布。 

  審査日程(案)の第１案、第２案を説明。 

【松井 孝会長】 

  事務局から説明があったが、委員へ質問・意見を求める。 

【松井隆夫委員】 

  第２案の日程でお願いしたい。 

 【松井 孝会長】 

  ただ今、第２案の声があったが、決定してよいか。 

  （異議なし） 

決定した募集スケジュール 

  ・追加募集周知  ５月３０日 町内会長へ募集要項送付 

  ・募集期間    ６月６日（木）～６月２６日（水） 

  ・プレゼン、審査日  ７月１１日（木）  

 

【山本所長】 

  先ほどの不採択事業について確認をお願いしたい。不採択の理由を付して提案団体に
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通知したいと考える。地域協議会としての意見があったらお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

  共通審査基準の項目は、ほとんど同じ配分になっている。もう少し、総体的な事業

計画が必要ではないか。 

【松井隆夫委員】 

  目的意識がはっきりしていないと考える。やりたい気持ちはよくわかるが、何をい

つどのように行うかが見えない。 

【森委員】 

  ２回目以降の発展性が見られない。 

【松井 孝会長】 

  基本的な事業内容が問題ではなく、点数が足りない。煮詰めた内容が必要である。 

  他に意見はあるか。 

  （なし） 

 

【松井 孝会長】 

  「その他」については、先ほど終了しているが、委員から何かあるか。 

  （なし） 

【松井 孝会長】 

  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。 

【栗本次長】 

  追加募集の審査日が決まり、次回は、７月１１日（木）に開催する。時間について協

議いただきたい。 

【松井隆夫委員】 

  ６月は開催しないことでよいのか。 

【栗本次長】 

  ６月については、先ほどの中学生との意見交換会のまとめについて、会長、副会長に

一任ということで協議事項が無ければ開催しない。 

【松井 孝会長】 

  では、７月１１日（木）としたい。時間は、午後６時としたいがいかがか。 

  （了承） 
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  委員の皆さんから意見、質問があるか。 

  （なし） 

ほかにないようなので、第２回地域協議会を閉じたい。副会長から閉会の挨拶をお願

いしたい。 

【金井副会長】 

  それでは、令和元年度第２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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