
金谷区地域協議会の第 3期（4年間）の活動報告（令和 2年 2月 26日現在） 

１．会議開催回数 

委員の任期  平成 28年 4月 29日～令和 2年 4月 28日 

年度 総会議数 

内訳：種類別（協議・報告回数）［延べ］ 

自主的 

審議事項 

地域課題の

洗い出し 
諮問 

地域活動 

支援事業 

行政からの

報告 

平成 28年度 11回 0 6 0 12 1 

平成 29年度 12回 7 14 0 14 0 

平成 30年度 12回 2 10 0 7 2 

令和元年度 9回 2 6 0 7 4 

合計 44回 11 36 0 40 7 

 

２．自主的審議事項 

自主的審議事項は地域の課題などを議題に、地域協議会が自主的に話し合う案件のことをいい

ます。話し合いの結果、地域で対応できないものは、市政運営の中で実現を求めるため、市に意

見書という形で伝えることもできます。 

【第 3期の自主的審議事項】・・・3件 

⑴金谷区小学校区（特に黒田小学校区）における地域連携施設の設置 

⑵金谷地区公民館について 

⑶金谷区の観光・イベントについて 

 →詳細は別紙 1 参照 

【地域課題として協議した主な事項（自主的審議事項以外）】・・・5件 

ｱ)地域の安全安心確保（不法投棄、交通安全など）（平成 28年度～29年度に協議） 

ｲ)他団体や他地域との連携（平成 29年度～30年度に協議） 

ｳ)雨水排水対策（平成 30年度に協議） 

ｴ)防犯協会、交通安全協会の所管区域（令和元年度に協議） 

ｵ)バス路線の再編（令和元年度に協議） 

→詳細は別紙 2 参照 

 

３．諮問事項 

諮問事項は、区内の重要な公共施設の設置・廃止などについて、市から意見を求められたとき、

「住民生活にどのような影響があるか」という観点で話し合う案件のことをいいます。話し合い

の結果は、市長へ回答することになっています。 

【第 3期の諮問事項】・・・0件 

 

４．地域活動支援事業の審査・採択 

地域協議会は、課題解決に向け優先すべき事業等を協議して採択方針や審査方法を定め、提案

された事業の審査・採択を行いました。 

年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

予算 850万円 850万円 850万円 850万円 

提案状況 5件（850万円） 15件（1,580万円） 13件（1,138万 5千円） 17件（1,032万 4千円） 

採択結果 5件（850万円） 12件（850万円） 11件（850万円） 16件（850万円） 

【採択方針や審査方法に関する主な協議経過】 

・共通審査をより的確に行うために、審査の参考資料として、共通審査の各審査項目にどのよ

うに合致しているかを提案者から記載してもらう自己評価票を新設（平成 29年度から） 

・共通審査における各審査項目の最低点を 1点から 0点に変更（平成 29年度から） 

 

５．意見交換会 

自主的審議事項などの議論の参考にするため、地域の各種団体や様々な年代の方を対象に意見交

換会を実施しました。 

実施年月日 参加者 テーマ 結果 

平成 29年 

1月 11日 

1月 18日 

地域の子育て世代の

人（のべ 35人） 

・地域の課題について 

 

・参加者から出された意見を整

理し、地域課題を抽出 

 →「金谷地区公民館について」

の審議につなげた 

平成 30年 

6月 20日 

地域団体（民生委員・

児童委員、地区防犯

協会など 10団体 17

人） 

・各団体から活動紹介 

・活動の中で感じている課

題について 

・地域団体の活動内容について

把握することができた 

・今後も必要に応じて地域団体

と意見交換を行うことにした 

 

６．出張地域協議会 

多くの方から会議の傍聴に来てもらい、地域協議会について知ってもらうほか、地域の方々が普段

感じている問題点などを知るために、各町内の町内会館に出張して会議を開催しています。 

開催年月日 会場 傍聴人 

平成 28年 

10月 26日 

中ノ俣地区多目的研修セン

ター 
7人 

11月 26日 上正善寺集落開発センター 26人 

平成 29年 

3月 22日 
上中田町内会館 20人 

平成 30年 

7月 25日 
青木町内会館 8人 

9月 26日 滝寺集落開発センター 22人 

11月 28日 金谷町内会館 6人 

令和元年 

11月 27日 
飯公民館 11人 

 

７．地域協議会だよりの発行 

地域協議会の活動状況を地域の皆さんに広く周知するため、地域協議会だよりを発行し全戸配

布しました。 

年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

発行回数 4回 4回 4回 4回 

【令和元年度の主な掲載記事】 

⑴飯公民館で開催した出張地域協議会の結果 

⑵行政からの報告事項（金谷山スーパーボブスレーの営業日変更、公の施設の使用料改定など） 

  ⑶令和元年度地域活動支援事業の紹介 

令和元年度飯公民館での出張地域協議会 



金谷区における自主的審議事項 

件名 地域の課題としたもの 
課題解決に向け、考えた取組 

（当初案） 
主な成果・実績 

⑴金谷区小学校区

（特に黒田小学

校区）における地

域連携施設の設

置 

（H29） 

・黒田小学校の校舎内にコミ

ュニティ活動等を行う多目

的スペースが全くない 

・地域内のふれあいを持てる

施設の拡充について検討す

る 

・施設等の必要性について委員間で協議 

・黒田小学校に地域と学校との連携を図るための

施設やスペースを確保することを提案する意見

書を市に提出 

→（市の回答）施設等の確保は困難であり、既存

施設の活用を検討してほしい 

 

⑵金谷地区公民館

について 

（H29） 

・現在の金谷地区公民館は、

金谷区外（寺町２丁目）に

ある、駐車場が狭いなど利

便性が悪い 

・金谷区の住民にとって利用

しやすい公民館について検

討する 

・金谷地区公民館の現状と課題について整理 

・金谷地区公民館を山麓線沿線など金谷区の住民

にとってより使いやすい場所に移転整備するこ

とを提案する意見書を市に提出 

→（市の回答）公民館は、区内に相応しい市の施

設がない場合は隣接区の施設活用も検討する

方針で、これに従い地域の皆様等と協議の場を

設けたい。 

 

⑶金谷区の観光・イ

ベントについて 

（H30～R1） 

・金谷区は自然豊かでいろい

ろな観光資源があるが、十

分に生かされていない 

・地域全体で観光に関するこ

とをピックアップし、目玉

になるものを見出す 

・金谷区にある観光資源を整理 

・観光資源の有効活用を図るため、地域の見学スポ

ットやイベントなどに関する情報発信を「金谷地

域歴史を守る会」に提案 

→令和元年度地域活動支援事業を活用して、「金

谷地域歴史観光マップ」が完成 

 

 

別紙 1 



地域課題として協議した主な事項（自主的審議事項以外） 

件名 現状 地域協議会での主な取組 協議結果 

ｱ)地域の安全安心

確保 

（H28～H29） 

・林道難波線や正善寺ダムな

どで不法投棄が多くある。 

・深夜まで営業する大型店が

増えたため、周辺地域の治

安悪化が懸念される。 

・地域の現状について委員間で

情報共有 

・金谷地区振興協議会などの団体で課題解決に

向けた活動をしていることから、その状況を見

守る 

ｲ)他団体との連携 

（H29～H30） 

・地域にどんな団体があり、ど

んな活動をしているのか把

握できていない。 

・地域団体の洗い出し、委員間

での情報共有 

・地域団体との意見交換

（H30.6.20意見交換会） 

・意見交換の結果、各団体の活動状況を知ること

ができた 

・他の地域課題を協議していく中で、必要に応じ

て地域団体と連携していく 

ｳ)雨水排水対策 

（H30） 

・大雨時に古川排水路から越

水するなど、問題があると

思われる箇所がいくつかあ

る。 

・地域の現状について委員間で

情報共有 

・地元町内会から現状を聞取り 

・市担当課から市の施策につい

て説明を受ける 

・市は問題のある箇所について対策を講じる方

針であることから、今後の推移を見守る 

ｴ)防犯協会・交通

安全協会の所管

区域 

（R1） 

・飯小学校、高田西小学校、黒

田小学校の校区と、防犯協

会・交通安全協会の所管区

域が一致していない。 

・地域の現状について委員間で

情報共有 

・高田西小学校区の金谷・神山町内会長から「灰

塚地区防犯協会から飯地区防犯協会に所管を

変更してほしい」との要望を受け、関係団体に

所管区域の打診を打診 

→次の総会をもって正式に変更が決定 

ｵ)バス路線の再編 

（R1） 

・正善寺線、青田線、斐太線が

再編（乗合タクシーなどへ

の変更）の対象になってい

る。 

・市担当課から市の施策につい

て説明を受ける 

・地元町内会から現状を聞取り

（R1.11.27出張地域協議会） 

・現時点では、路線バスから乗合タクシーに変わ

ることについて、地元住民は仕方ないと考えて

いることから、今後の推移を見守る 

→次期委員に自主的審議事項に取り上げるよ

う申し送る 

 

別紙 2 


