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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和元年度第２回八千浦区地域協議会 

２ 議題 

  【協議事項】 

    地域活動支援事業について（公開） 

    ①提案者による提案説明、質疑応答 

    ②委員協議・採決 

    ③追加募集の実施について 

３ 開催日時 

令和元年５月２２日（水）午後６時３０分から午後７時３８分 

４ 開催場所 

八千浦交流館はまぐみ 多目的室 

５ 傍聴人の数 

０人 

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： 仲田紀夫（会長）、大島 進（副会長）、笠原武、笠原幸博、関川信之、

関川幹雄、栁澤 篤、渡辺孝三郎、渡邉修一（欠席３名） 

・事務局： 北部まちづくりセンター：滝澤センター長、小池係長、千田主任 

８ 発言の内容 

【滝澤センター長】 

・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 

【仲田会長】 

・挨拶 

・会議録の確認：笠原武委員、笠原幸博委員に依頼 
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  議題【協議事項】地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

 ・資料№１「令和元年度 八千浦区 地域活動支援事業提案書 受付一覧（担当課所見

あり）」に基づき説明 

【仲田会長】 

  確認だが、担当課所見は「課題なし」となっているが、特記事項にいろいろと書かれ

ている部分がある。これは「課題あり」になるのではないか。 

【滝澤センター長】 

  「提案№４ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」の特記事項については、備品を購

入することに問題はないが、「団体が購入した備品の修繕やメンテナンス等については団

体側が負担することになるので注意してください。」という注意事項である。 

  「提案№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業」は「課題あり」となっ

ているが、グラウンドを傷めないように事業を実施していただければ良いという回答を

担当課よりいただいているので、そこも問題ないと思っている。 

【仲田会長】 

  担当課の所見で「課題なし」となっている「提案№４ 上越市八千浦地区音楽活動交

流事業」の特記事項にある「備品の購入に支障はありません」という文言には、「明確な

表示等により事業主体所有備品と学校備品との区分け管理が適正に行えるのであれば」

という前提がある。区分け管理ということは今後のことも含まれているのではないか。 

  また、「楽器を修繕する際は事業主体から負担していただくことになる」というように

書かれている。 

「課題あり」となっている「提案№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事

業」には「グラウンドを傷つけないように配慮し、損傷させた場合は現況復旧してくだ

さい」と記載されているが、この意味合いは一緒なのではないか。 

【滝澤センター長】 

  意味合いとすれば同様である。 

【仲田会長】 

  ではこれより提案団体から説明を受ける。 

  最初に「№３ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１０回 八千浦地区海まつり』」

について、提案者へ補足説明を求める。 



- 3 - 

 

【提案№３ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１０回 八千浦地区海まつり』提案

者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はないため終了とする。 

  次に「№４ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」について、提案者へ補足説明を求

める。 

【提案№４ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はないため終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№１ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業」につ

いて、補足説明を求める。 

【提案№１ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 

【関川信之委員】 

  貴団体の年会費を教えていただきたい。 

【提案№１ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業提案者】 

  年間で１万２，０００円である。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№２ 西ケ窪浜少年消防隊育成会事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№２ 西ケ窪浜少年消防隊育成会事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 
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【渡邉修一委員】 

  今年の行き先が「タングラム斑尾」になっているが、毎年こちらに行っているのか。 

【提案№２ 西ケ窪浜少年消防隊育成会事業提案者】 

  昨年は安塚キューピットバレイに行かせていただいており、一昨年は妙高市のアパホ

テル＆リゾート上越妙高へ行かせていただいた。 

【渡邉修一委員】 

  行き先の候補は３パターンくらいか。 

【提案№２ 西ケ窪浜少年消防隊育成会事業提案者】 

  毎年、消防部の部長や部員と相談して決めている。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 

【関川信之委員】 

  毎年、活動内容が変わっていないように思うが、反省会等で内容を精査し、次年度の

計画等は話し合われているのか。以前は着衣水泳を体験するような計画があったかと思

う。 

【提案№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

  シーカヤックの体験の際にライフジャケットを着用するが、そのような機会は滅多に

ないものだと考えている。ほかにもいろいろな体験をさせてあげたいが、着衣水泳は危

険も伴ってくるため、大人がやってみせるというのは可能だが、子どもはライフジャケ

ットの着用だけに留めておきたいと思っている。 

【渡邉修一委員】 

  レンタカー代が２台となっているが、上越から借りていくのか。佐渡市でもレンタル

できるのではないか。 

【提案№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 
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  佐渡市内での交通手段として使わせていただきたいのだが、バスをチャーターすると

費用が高額になってしまう。そして、佐渡市でもレンタルは可能だと思うが、金額を抑

えるために上越市内の知り合いの業者にお願いし、レンタカー２台分の見積もりを取ら

せていただいた。 

【渡邉修一委員】 

  バスを船に乗せるとかなり高額になるのか。 

【提案№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業提案者】 

  車両航送代が掛かるので、その分高額となる。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№７ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」について、提案

者へ補足説明を求める。 

【提案№７ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 

【関川信之委員】 

  貴団体の年会費を教えていただきたい。 

【提案№７ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業提案者】 

  １人１万２，０００円である。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業」について、提案者へ補

足説明を求める。 

【提案№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業提案者】 

 ・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

  提案者の説明に対し質問等はあるか。 
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【大島副会長】 

  気球を飛ばす時に屋台を出すなど、今後事業を継続するために何か考えていることは

あるのか。 

【提案№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業提案者】 

  今年、初めての実施となるため、まだ何も考えていないが、継続して行えるようにな

れば良いと思っている。 

【仲田会長】 

  ほかに質問等はなく終了とする。 

  ― 提案者退室 ― 

  次に「№５ やちほ文化展はまぐみ市事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№５ やちほ文化展はまぐみ市事業提案者】 

 ・補足説明なし 

【仲田会長】 

  提案者に対し質問等はないため終了とする。 

  それでは、これから委員協議に入る。 

  提案額が配分額以内なので１件ずつ協議をし、採決していきたいと思う。 

  最初に「№１ バスケットボールを通じての地域活性及び青少年の健全育成事業」に

ついて質疑を求めるがなし。採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№２ 西ケ窪浜少年消防隊育成会事業」について質疑を求めるがなし。採択す

ることに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№３ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１０回 八千浦地区海まつり』」

について、質疑を求めるがなし。採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№４ 上越市八千浦地区音楽活動交流事業」について質疑を求める。 

【笠原武委員】 
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  楽器の管理方法はどうなっているのか。前年度も楽器を購入されていると思うが、当

補助金で購入した楽器と学校で購入した楽器は区分けされているのか。 

【千田主任】 

  シール等を貼って、当補助金を活用し購入したことが分かるようにしていただいてい

る。また、管理簿を作成して管理していただいている。 

【仲田会長】 

  ほかに意見等はないので、採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№５ やちほ文化展はまぐみ市事業」について質疑を求めるがなし。採択する

ことに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№６ 夷浜少年消防隊夏季訓練事業」について質疑を求めるがなし。採択する

ことに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  次に「№７ 幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業」について質疑を

求めるがなし。採択することに賛成の方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

  次に「№８ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業」についてだが、当日の

準備が終わった段階でも天候等で中止となった場合、そこまで掛かった費用はどうなる

のか。 

【関川信之委員】 

  当日、一組でも乗ることができれば全額となり、天候等で中止となった場合は実施状

況で金額が決まると提案団体から聞いている。 

【仲田会長】 

  ほかに意見等はないので、当事業の採択に賛成される方の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  以上で協議事項については終了とする。 
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  協議の結果を踏まえ、今後の進め方について事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  協議の結果、配分額の５６０万円に対し採択額が４０３万６，０００円となり、残額

が１５６万４，０００円となった。 

追加募集の有無について協議していただきたいと思う。 

【仲田会長】 

  それでは追加募集の有無について皆さんへ確認したい。 

 ・協議の結果、追加募集を行うことで委員から同意を得る 

  募集期間等について事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

 ・募集期間の事務局案：７月１日（月）から７月１６日（火）まで 

 ・６月１５日号の広報上越の配布に併せて地域協議会だよりで周知したい 

【仲田会長】 

 ・事務局の説明のとおり、募集期間を７月１日（月）から７月１６日（火）にすること

で委員から同意を得る 

  次に「その他」について、再度事務局へ説明を求める。 

【千田主任】 

  次回の協議会は追加募集の採択審議を行っていただきたいと考えている。 

  日程については会長・副会長と相談の上、皆さんへ報告させていただく。 

【仲田会長】 

 ・会議の閉会を宣言 

９ 問合せ先 

自治・市民環境部 自治・地域振興課 北部まちづくりセンター 

    TEL：025-531-1337 

E-mail：hokubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 
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