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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和２年度第１回保倉区地域協議会 

２ 議題 

（１）会長・副会長の選任について（公開） 

（２）地域協議会の運営等について（公開） 

・座席順 

・会議の招集請求に必要な委員の数 

・会議録の確認者 

・会議の開催日時 

・会議の会場について 

    ・地域協議会だよりの編集方法等について 

    ・書面による審議について 

（３）令和２年度地域活動支援事業について（公開） 

       ・採択方針や審査スケジュール等について 

       ・令和２年度地域活動支援事業提案事業について 

（４）その他（公開） 

・委員証について 

・名刺の作成希望調査 

・地域協議会だよりの原稿依頼 

３ 開催日時 

令和２年５月２９日（金）午後６時３０分から午後８時００分 

４ 開催場所 

上越市立保倉地区公民館 

５ 傍聴人の数 

１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） 
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・委 員： 池田つえ子、今井二三夫、梅澤恭子、荻原輝義、笠原純一、 

河瀨青志、佐野仁彦、佐野 宏、平原 保、丸山隆夫、宮﨑邦夫 

山本 均 

・事務局： 北部まちづくりセンター：中村センター長、小池係長、 

霜越会計年度任用職員 

８ 発言の内容 

【小池係長】 

・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 

任命書の交付にあたり、市長から委員の皆様へメッセージがあるので、中村センター

長より代読する。 

【中村センター長】 

 ・市長からのメッセージを代読 

【小池係長】 

議長の選任までの間、事務局が進行役を務めることを了承願う。 

本日は初顔合わせとなるため、各委員より挨拶をお願いする。 

【池田委員】 

今期で２期目に入るが、１期目の４年間というのは、仕事を退職した後で右も左もよ

く分からない４年間であった。今期から２期目になり、皆さんの意見をまた聞かせてい

ただきながら、少しでも地域の役に立てるように頑張っていきたいと思っているので、

よろしくお願いしたい。 

【今井委員】 

私は初めてなので何も分からないが、皆様と一緒に一所懸命頑張りたいと思っている

ので、よろしくお願いしたい。 

【梅澤委員】 

私も初めてだが、皆さんのご意見を参考にしながら少しでも意見が述べられたらと思

って参加させていただいた。よろしくお願いしたい。 

【荻原委員】 

私も 1 年目で何も分からないが、保倉地域がより良い地域になるよう、皆さんと共に
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頑張っていきたいと思っている。よろしくお願いしたい。 

【笠原委員】 

私も初めての経験になるが、保倉に住んでいて、何か一つでも役に立てればと思い、

参加させていただいた。４年間よろしくお願いしたい。 

【河瀨委員】 

私は今回初めてだが、皆さんの足を引っ張らないよう、精一杯頑張りたいと思ってい

るので、よろしくお願いしたい。 

【佐野宏委員】 

初めてだが、地区のために何とか微力ながら頑張ってやっていきたいと思っているの

で、よろしくお願いしたい。 

【平原委員】 

初めてこのような席に出るが、皆様の邪魔にならないよう努めていきたいと思ってい

るので、よろしくお願いしたい。 

【丸山委員】 

今回で２期目だが、何卒、皆様のご協力のもとで案件を解決していきたいと思ってい

るので、よろしくお願いしたい。 

【宮﨑委員】 

皆さんの足手まといにならないように、やらせていただきたいと思っている。よろし

くお願いしたい。 

【山本委員】 

こういう会に任命されたということで、私もどんな様子かは全く分からないが、今後

ともよろしくお願いしたい。 

【小池係長】 

次に事務局から自己紹介させていただく。 

・センター職員挨拶 

次に地域協議会の説明をさせていただく。 

【中村センター長】 

・地域自治区制度、地域協議会の役割や活動等の概要について説明 

【小池係長】 

続いて資料№１「第１回地域協議会の審議事項（保倉区）」について説明させていただ
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く。 

まず、会長及び副会長の選任については、上越市地域自治区の設置に関する条例第６

条の規定により、委員のうちから選任をすることとなっている。 

  会長の役割としては、会議日程の決定、事前打ち合わせ、会議での議事進行や意見集

約、そして会長会議などの他の協議会との打ち合わせなどもある。 

  委員へ会長の推薦、立候補について、前期に引き続き委員をやっていただいている丸

山委員や池田委員に発言を求める。 

【丸山委員】 

  前回の会長は宮川さんから務めていただいており、とても素晴らしい会長であった。

前期に続いて継続して委員を担っているのは私と池田委員だけである。前期にも協議会

委員をやっていたから会長と副会長をやるというのもおかしいと思っている。こちらに

参加している委員の皆さんは素晴らしい方々ばかりである。年功序列や経験したから等

ではなく、皆さんの中から選任していただきたい。 

【池田委員】 

  丸山委員を推薦したい。前期の雰囲気も分かっていらっしゃるし、保倉地区の事もよ

く分かっていらっしゃる。 

【丸山委員】 

私は耳の病気を患っており、あまり聞こえがよくない。委員はできると思っているが、

会長となると皆さんにご迷惑をお掛けしてしまうかもしれない。辞退したい。 

他にも町内会長をやられた委員の方々が多数いる。そういう委員が会長になったほう

が良いのではないか。 

【河瀨委員】 

事務局へ確認だが、地域協議会の任期は４年間だが、４年間会長職は変わらないのか。

それとも１年交代とか２年交代とかなのか。 

【小池係長】 

基本的に４年間お務めいただくことになる。 

【河瀨委員】 

私も、それなりの立場の方々が多くおられ、どなたが会長になられてもおかしくない

と思っている。ただ、我々は経験がない中で４年というのは荷が重いように思う。例え

ば、１年間だけ暫定的に丸山委員からやっていただいて、来年もう一度選任するという
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方法はとれないのか。 

【小池係長】 

条例上では４年間と定めてはないが、１年や２年で交替するということは今までなか

った。 

【笠原委員】 

  やはり、４年間の経験があるので丸山委員と池田委員にお願いしたいと思っている。

河瀨委員が言うように４年間固定という形ではなくても、とりあえず１年間は丸山委員

と池田委員にご指導いただきながら新人が勉強して来年や再来年に向かっていくという

形で選出していただければスムーズにいくのではないか。 

  そして、丸山委員に会長をしていただき、その補佐として副会長に池田委員というの

が一番自然なのではないかと思っている。また、会長職を何年と決めず、保倉区は１０

人も一括に変わっている。そんな中では何か特例も設けながら繋げていかないといけな

いと思うので、やはりこの２人にお願いできればと思っている。 

【梅澤委員】 

１２人中１０人も変わってしまったが、丸山委員や池田委員は前期からの流れが分か

る。なので、どちらかが１人会長か副会長をしていただき、任期が４年では長すぎる、

負担がありすぎるということであれば、そこは流動的に皆さんの合意さえあれば何とか

なるのではないか。１２人中１０人が残ったというのであれば分かるが、１０人抜けて

しまったのだから不具合は出る。会社も同じで一気に人が変われば不具合が出るが、そ

うならないように運営していくしかない。次の人に繋げていけるような形に持っていか

ないと度々こういうことが起こるのではないか。そこに時間を費やしていたら無駄な労

力である。初めてだからできないと言っているだけでは前に進まない。もう少し協力的

になっていただき、ポジティブな話し合いをしていただければと思っている。 

【池田委員】 

会長や副会長職が４年にこだわらずというお話があったが、丸山委員に会長になって

いただいた場合、副会長は次期へもスムーズに継続できるように新しい方々からやって

もらったほうが良いのではないか。私は本当に１期４年間やったが、未だによく分かっ

ていない。保倉区のいろんな話をこの場で聞かせていただいたが、話を聞いてくだけで

精一杯だった。他の皆さんは町内会長等の経験者なので十分どなたでも可能だと思って

いる。 
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【小池係長】 

  挙手により丸山委員を会長として選任することで、委員の同意を得る。今後の議事進

行は会長にお願いする。 

― 打ち合わせのため、一時休憩 ― 

  丸山会長の挨拶の前に佐野仁彦委員より挨拶を求める。 

【佐野仁彦委員】 

仕事で遅れてしまい申し訳ない。今回、初めて地域協議会に参加させていただくこと

になった。地域のためになることを少しでも多く発信していけたらと思っているので、

よろしくお願いしたい。 

【小池係長】 

  次に丸山会長に挨拶を求める。 

【丸山会長】 

前期４年間、地域協議会委員をやらせていただいたが、少し中途半端のような地域協

議会だと私は感じていた。会長になった以上は皆様の協力を得て会を推進していきたい

と思っている。また事務局からもご協力のほどお願い申し上げて挨拶に代えさせていた

だく。 

では、次に副会長選任について事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

  副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその代理となる。人数についての取決めはな

い。１名選出の区、２名選出の区などがあり、それは地域の状況による。前回の保倉区

は１名の選任であった。２名選任の場合、会長の代理の順位の決定もお願いする。 

【丸山会長】 

副会長に関しては、時間の関係もあることから私が選任してもよろしいか。 

（異議なし） 

・池田委員を副会長に指名し、委員からも了承を得る 

 では、池田副会長に挨拶を求める。 

【池田副会長】 

大変緊張している。丸山会長から副会長としてご指名していただいたが、本当に何も

分からない。皆さんから意見を出していただかないと、なかなか盛り上がらずに終わる

ので、４年間無駄にしないように、皆さんから活発なご意見が出ることをお願いしたい。 
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【丸山会長】 

次に、議題（２）地域協議会の運営について事務局に説明を求める。 

【小池係長】 

・資料№１「第１回地域協議会の審議事項（保倉区）」に基づき説明 

【丸山会長】 

では審議事項を資料に基づき順に決定していきたい。 

○会議の座席順：名簿順 

 ○会議の招集請求に必要な委員の数：３名以上（１／４以上） 

 ○会議録の確認者：出席者２名（名簿順） 

 今回の会議録確認者：池田副会長、今井委員に依頼 

 ○会議の開催日：会長と副会長と相談し開催日を決定 

  次に開催時間についてだが、本日は午後６時３０分かたとさせていただいたが、前

期では午後６時からを基本としていた、これについてははどうか。 

【河瀨委員】 

  会議は毎月あるのか。 

【小池係長】 

  毎月は開催していない。今までの実績によると年に６、７回程度だとは思うが、議

題があれば都度開催している。急な案件があれば別だが、開催案内は開催日の１か月

くらい前には皆さんへご案内させていただく。 

【河瀨委員】 

  １か月くらいまでに案内が来るのであれば午後６時からの開催でも構わない。 

 ○会議の開催時間：午後６時～ 

  ○会議の会場：保倉地区公民館 

  ○地域協議会だよりの編集方法：事務局が編集し原稿を作成 

 ○書面による審議： 

・実施の条件：資料№１の事務局案のとおり決定 

・実施の判断：正副会長の協議により、会長が決定 

・表決：意見集約の結果及び答申案をもとに、正副会長の協議により会長が決定する 

  次に（３）令和２年度地域活動支援事業について、事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 
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・資料№２「上越市地域活動支援事業 令和２年度実施分 募集要項 保倉区版」 

・資料№３「令和２年度 保倉区地域活動支援事業提案書 受付一覧」 

に基づき説明 

 ・次回協議会の事務局案：６月１０日（水）午後６時～ 

【丸山会長】 

  事務局の説明に対して質問等はあるか。 

【佐野宏委員】 

地域活動支援事業の提案が１１件出ているが、今はコロナの問題がある。万が一、第

２波や第３波が来て予定していた事業ができなくなった場合、予算としてあった金額に

差額が出てしまうと思う。その辺は市として、どのように考えているのか教えていただ

きたい。 

【小池係長】 

今回、保倉区においては毎年行っている体育大会の事業が中止となり、提案されなか

った。他区においても提案はしたが、団体内での協議の結果、提案を取り下げた事例も

ある。 

提案された案件が採択された後、中止となった場合、それまでの準備等に掛かった費

用は対象になるが、余った金額については返金していただく。予算が単年度のため、翌

年に繰り越すこともできない。 

【中村センター長】 

補足させていただく。まず、提案者から補助希望額が提示されている。その補助希望

額について採択していただいた場合、保倉区としては、この補助希望額を執行する予定

となるので、保倉区の残額が増えるというわけではない。 

【小池係長】 

今現在でイベントが中止となり、提案を取り下げたいという提案者はいないので、事

業を行うことを前提として、ヒアリングに来られると思っている。 

【丸山会長】 

 ・次回の協議会：６月１０日（水）午後６時～ 

  次に「その他」について事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

・委員証についての説明 
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・名刺の作成について説明 

・地域協議会だよりに掲載する原稿について依頼 

【丸山会長】 

 ・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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