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  会  議  録 

 

１ 会議名 

 令和元年度第６回三和区地域協議会 

２ 報告事項（公開） 

（１）地域協議会会長会議の概要について 

（２）令和元年度冬期道路交通確保除雪計画について 

（３）総合事務所の時間外受付の見直しについて 

（４）諮問事項 三和中学校屋外運動場照明設備の廃止について（通知） 

３ 議題（公開） 

（１）令和２年度地域活動支援事業の採択方針について 

（２）地域の課題について 

（３）その他 

４ 開催日時 

  令和元年１１月２６日（火）午後６時３０分から午後８時１３分まで 

５ 開催場所 

  三和コミュニティプラザ ２階 会議室１ 

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、江口一秋、金井茂康、小林則子、江口 晃、髙橋鉄雄、田辺敏行、 

星野幸雄、松井隆夫、松井 孝、丸山孝明、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、池田班長、飯田副主任（以下、グループ長はＧ長と表記） 

９ 発言の内容（要旨） 

【栗本次長】 

・会議の開会を宣言 
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・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－ 

 ・会議録の確認を星野幸雄委員に依頼 

 

【松井 孝会長】 

  報告事項に入る。初めに、（１）「地域協議会会長会議の概要について」である。 

先般出席した地域協議会会長会議について報告する。 

資料№１により地域協議会委員改選について報告 

資料№２により地域活動支援事業について報告 

資料№３により町内会長宛て事務文書の配布見直しに関する協議について報告 

  ただ今の報告に、質疑等を求める。 

【松井隆夫委員】 

  町内会長宛て事務文書の配布見直しの関係で、先日開催された町内会長協議会ではどのよ

うな意見があったのか。 

【山本所長】 

  １２月に町内会長協議会の役員会で協議し、２月の全体会で説明させていただく予定であ

る。 

【松井隆夫委員】 

  本日の地域協議会で協議した内容を、２月の町内会長協議会の全体会で協議することでよ

いのか。 

【山本所長】 

  そうである。 

【松井 孝会長】 

 他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

では、（１）「地域協議会会長会議の概要について」を終了する。次に、（２）「令和元年度

冬期道路交通確保除雪計画について」に入る。 
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事務局に説明を求める。 

【栗本次長】 

  別冊「令和元年度冬期道路交通確保除雪計画書」により説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【田辺委員】 

  除雪作業に伴い構造物を破損した場合は、業者と相談してきちんと対応してほしい。 

【山本所長】 

  関係機関へ伝える。 

【松井隆夫委員】 

  雪押場は昨年度と同じ場所なのか。 

【山本所長】 

  変更はない。 

【松井隆夫委員】 

  出動の基準となる降雪の観測場所はどこなのか。 

【山本所長】 

  資料にはないので確認する。 

【松井 孝会長】 

 他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

では、（２）「令和元年度冬期道路交通確保除雪計画について」を終了する。次に、（３）

「総合事務所の時間外受付の見直しについて」に入る。 

事務局に説明を求める。 

【栗本次長】 

  資料№４により説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【髙橋委員】 

  資料中で安全メールの案内が「ご希望の方はご検討ください」となっている。少なくても

町内会長は、情報を共有のため登録してもらいたいので、そのようにお願いしてもらいたい。 
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【山本所長】 

  より多くの方から登録していただきたいし、それが望ましい状況でもあるので周知してい

きたい。 

【松井隆夫委員】 

  所長裁量があいまいだと感じる。災害が発生した場合は、木田庁舎から所長に連絡が入る

システムなのか。地元の職員が所長の判断を仰ぎ、総合事務所に来て発信するのか。どのよ

うな経路で発信するのかが見えない。あいまいな話ではなく連絡方法をしっかり決め、示し

てもらいたい。所長が必ず地元ならばよいが、このようなわからないシステムでは市民も理

解できない。 

【山本所長】 

  １３区の所長会議においても課題としている。緊急の事態に備えた職員配置や連絡体制を

整理し、検討を進めている。 

【松井隆夫委員】 

  危険はタイムリーでの発信でないといけない。今でもタイムリーな発信とは言えない。事

務的処理ではなく、もう少し詰めた状態で、市民目線で考えないと危機管理を感じないし、

地域協議会としても考えなければいけないと思う。 

【松井 孝会長】 

  地域の方に迷惑をかけないような方策としていただきたい。 

【山本所長】 

  ４月の運用までには、内部で整理して、再度報告する。 

【松井隆夫委員】 

  ルール化したもので告知できるものがあったら事前に示してほしい。どこへ一番に連絡す

るのか等は、市民も知る必要があると考える。 

【松井 孝会長】 

  人事については意見を言えないが、対応できない体制にはしないようにお願いしたい。 

他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

では、（３）「総合事務所の時間外受付の見直しについて」を終了する。次に、（４）「諮問

事項 三和中学校屋外運動場照明設備の廃止について（通知）」に入る。 

事務局に説明を求める。 
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【柳崎Ｇ長】 

  資料№８により説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

（意見、質問なし） 

ないようなので、（４）「諮問事項 三和中学校屋外運動場照明設備の廃止について（通知）

について」を終了する。 

４議題に入る前に、先ほどの除雪に関する観測地点について事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  雪対策室に確認したので報告する。原則は、業者が市に報告している除雪エリア内で定め

る３地点で観測し、１か所でも超えている場合、または超えることが見込まれる場合に出動

する。 

【松井 孝会長】 

ただ今の説明に、質疑等を求める。 

（意見、質問なし） 

ないようなので、議題（１）「令和２年度地域活動支援事業の採択方針について」に入る。 

事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  資料№５により説明 

  ・次回協議会で検討をお願いする。 

【松井 孝会長】 

ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【田辺委員】 

来年度は委員改選が行われるが、現委員で決定してよいのか。 

【池田班長】 

  来年４月から提案募集を開始するため改選後では間に合わない。次回の地域協議会で決定

して いただきたい。 

【松井 孝会長】 

 他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 
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では、（１）「令和２年度地域活動支援事業の採択方針について」を終了する。次に、（２）

「地域の課題について」事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  資料№６により説明 

  ・今後の進め方について検討を依頼 

【松井 孝会長】 

先般の勉強会にてフリートークを行った。資料のような意見が出されたが、今後の進め方

について協議したい。 

【田辺委員】 

  会長の考える最終目的は何か。 

【松井 孝会長】 

  地域の課題について、必要であれば意見書として提出したい。そうでない事項については、 

地域協議会の中で検討していけばよいと考える。市からしっかりした回答が出ない事項もあ

るが、地域協議会委員として共通した考えを示すことも必要である。 

【田辺委員】 

  意見書として提出するのであれば、区内においてすでに意見集約している事項もあるの

で、それらを地域協議会や勉強会で除外しながら絞っていけばよいと思う。 

【松井 孝会長】 

  私もそのように考える。「交通網」については、すでに公共交通懇話会で検討され、関係

機関での話し合いも進んでいる。 

  防災と消火栓の関係では、２５～２６町内が避難マニュアルも出来ていない。また、消火

栓の関係も一般住民が使用できないため初期消火ができない等問題もある。町内会組織につ

いても大きな問題ではある。 

  この課題だけでも色々な意見が出てくると思うので、皆さんともう少し意見交換し、整理

していきたいと考えるがいかがか。 

【松井隆夫委員】 

  会長の意見が方向性だということになれば、検討する必要はないことになる。これらの課

題について皆さんは意見を考えてきていないと思う。この中で、次回に各自がどのように考

えているか意見を言って、その中でこれが課題であるという方向性を出していくべきだ。ま

たは、グループで担当項目を決めて意見交換を行い、その中で絞る方法も考えられる。 
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  市に報告することが最大の目的ではない。 

【髙橋委員】 

  目的は、以前行った中学生との意見交換を踏まえて、地域づくりをどのようにするかが大

きな課題である。今一度、地域づくりについてフリートークの開催を希望する。そうするこ

とで課題が絞られると思う。 

【松井 孝会長】 

  では、各自の考え方をまとめたうえでフリートークを行い、課題の整理を行いたいと考え

るが、このような方法でよいか。他の意見はないか。 

（意見なし） 

それでは、（２）「地域の課題について」を終了する。次に、（３）「その他」に入る。まず、

「令和２年度の地域協議会だよりについて」である。 

先ほども報告したが「地域協議会だより」を全戸配布から班回覧に変更いただけないか依

頼があった。依頼どおり班回覧とするのか、現行どおり全戸配布でお願いするのか検討し、

全戸配布となった場合は、町内会長協議会へ依頼しなければならない。 

委員の皆さんの意見を求める。 

【田辺委員】 

配布書類が多いのは理解している。その多くの書類の中に回覧で紛れてしまえば見てくれ

る人はいない。回数を減らしても全戸配布でお願いしたい。 

【小林委員】 

多くの方に見てもらいたいので、全戸配布できるよう町内会長協議会で協議していただき

たい。 

【松井隆夫委員】 

地域協議会自体をアピールするためにも全戸配布でお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

では、２月の町内会長協議会において、全戸配布で依頼したい。 

【松井隆夫委員】 

今回の取り扱いで、町内会長の事務委託料は減額になるのか。 

【山本所長】 

  見直しの方向性が一度示され、町内会長方の意見をお聞きし、再度見直しを行った。金額

については、戸数の多い町内会は減り、少ない町内会は増える。 
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【松井 孝会長】 

他に意見、質問はあるか。 

  （意見、質問なし） 

では、「令和２年度の地域協議会だよりについて」を終了する。次に、「令和元年度地域活

動支援事業活動報告会の日程について」事務局に説明を求める。 

【池田班長】 

  資料№７により説明 

【松井 孝会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【小林委員】 

  私は、地域活動支援事業について地域協議会委員としての立場と提案団体の立場の両方が

ある。地域協議会委員へは、アフターフォロー等で知っていただく機会がある。報告会は、

多くの市民にも知ってもらうための場である。しかし、昨年度を含め報告会では、一般の参

加者が少なかった。今までと同じではなく、全事業でなく見直したほうが良いのではないか

と思う。 

【松井 孝会長】 

  全事業となるとかなりの時間が必要となるため何団体かに絞って行う。また、日程的には

２月の下旬としたい。 

【松井隆夫委員】 

  全事業でなければ、何に絞って発表団体を決定するのか重要になる。そこを委員で検討し

て行うのならばよいと思う。地域協議会としても地域活動支援事業についてはかなりの時間

をかけている。その結果を見る重要な機会である。 

【松井 孝会長】 

  では、正副会長と委員２人位で検討してはどうか。 

【星野委員】 

  報告会開催の意味は、各団体の良いところや悪いところを、お互いに見てほしいと思い始

めたように思う。しかし、実際は自団体の発表時のみの参加や一般参加者が少ない。内容を

発表するのは数団体でよいとは思うが、全団体が発表を聞いて情報を共有できる会であって

ほしい。 

【松井隆夫委員】 
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  ３分の１程は行った方がよい。なんのために審査してきたかわからない。 

【江口晃委員】 

  ２団体では少ないのでもう少し増やしたほうがよい。 

【松井 孝会長】 

  それらも含めて４人で詳細について決めていきたいが、どなたかお願いできないか。 

  （立候補なし） 

【松井 孝会長】 

では、森委員と江口晃委員にお願いできないか。 

  （承知した） 

【山本所長】 

  地域協議会活動報告についても検討していただきたい。 

【松井 孝会長】 

それらについても検討していきたい。 

では、５その他に入る。事務局から説明をお願いする。 

【池田班長】 

 ・市民手帳の購入について 

 ・令和２年度上越市新年祝賀会の開催について 

 ・NPO法人三和区振興会新春祝賀会の開催について 

 ・事務事業評価結果について 

 ・農村振興課から講演会の案内について 

【松井 孝会長】 

  ただ今の説明に、質疑等を求める。 

【田辺委員】 

  各開催案内については、委員各自で申し込みを行っていいのか。 

【池田班長】 

  各自でお願いしたい。 

【松井 孝会長】 

委員から何かあるか。 

  （なし） 

  最後に次回の開催について、事務局から説明をお願いする。 
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【栗本次長】 

  次回の会議と勉強会の日程について 

  ・１２月１８日（水）午後６時３０分 勉強会 

  ・第７回地域協議会については、次回勉強会にて検討する。 

【松井 孝会長】 

  ５その他を終了する。 

【金井副会長】 

  ・議会の閉会を宣言 

 

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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