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会 議 録 

１ 会議名 

令和２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２年６月５日（金）午後６時３０分から午後７時３１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 

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） 

・委 員： 仲田紀夫（会長）、大島 進（副会長）伊倉幹夫、笠原 武、 

笠原幸博、坂詰喜範、関川信之、羽深栄一、平野和夫、栁澤 篤、 

渡辺孝三郎、渡邉修一 

・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 

【中村センター長】 

・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 
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・会議録の確認：笠原武委員、笠原幸博委員に依頼 

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。 

【小池係長】 

・資料№１「令和２年度地域活動支援事業八千浦区の採択方針等について」、 

・資料№２「令和２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 

・本日の進め方について説明 

【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「№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１１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。 

【提案№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１１回八千浦地区海まつり』提案者】 

・提案書に基づき補足説明 

【仲田会長】 

提案者に対し質疑等を求める。 

【平野委員】 

  事業費と補助希望額が違うが、これは何故か。 

【小池係長】 

  事務局から説明させていただく。 

  当事業については、千円単位で補助しており、端数は切り捨てとなっている。事業費

については繰り上げとしている。 

  当提案を例に挙げると提案額が１３３万２，４７４円だが、千円単位で示しているた

め、補助希望額が１３３万２，０００円であり、残りの４７４円は自主財源となる。事

業費は千円未満繰り上げのため１３３万３，０００円となる。 

【平野委員】 

  承知した。 

【仲田会長】 

  他に質疑等はないため終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№６ 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の健全
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育成事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№６ 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】 

提案者に対し質問等を求める。 

【関川委員】 

マリンドリームズやちほさんからは、八千浦地区の部員が少ないものの、はまぐみ市

にて大勢の皆さんからご協力いただいている。お礼を申し上げたい。 

１点質問だが、今コロナ禍の状況で、全体の活動はいつ頃から始められるのか。目途

がついていれば教えてほしい。 

【提案№６ 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】 

今現在、県外との交流試合は全面的に禁止されている。県内での大会や交流試合につ

いても、まだ行えない状態だが、時期を見て検討していくという話も出ている。練習自

体は６月１日から行えるようになり、拠点としている八千浦小学校をお借りして、練習

は開始させていただいた。 

確かに提案書に記載されている大会等については詳しい日時が決まっているものがな

いが、また折を見て、各校と相談し、世間の情勢をしっかりと見ながら行っていきたい

と思っている。 

【坂詰委員】 

八千浦区のために本当に尽力いただいてありがたいと思っているが、「マリンドリーム

ズやちほ」という名称が付いているから、とりあえず八千浦区の補助金を使っていただ

いていると思う。だが、提案書を見ると八千浦区の子どもは１人だけである。随時募集

もしているし、練習も見学ＯＫとなっているが、八千浦地区の部員が増えない原因は何

かあるのか。私なりに考えたのだが、例えば大潟中学校や頸城中学校にはバスケット部

があるのだと思うが、例えば中学校に繋がっていく競技であれば、もっと増えるのでは

と感じている。何とか八千浦地区の活性化のために、いろんなスポーツを通じて、会員

を増やしてもらいたい。 

【渡邉修一委員】 

コロナの影響で活動の再開自体、目星が経ってないということか。 

【提案№６ 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】 
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練習だけは開始した。 

【渡邉修一委員】 

遠征費や宿泊代を計上しているが、これもまた不透明な形だと思う。計画的には進ん

でいるのか。 

【提案№６ 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】 

計画的には進めていきたいが、今後の状況においては決まっていない状況である。 

【渡邉修一委員】 

  承知した。 

【坂詰委員】 

  昨年は他区へも提案をしていたが、今回の提案は八千浦区だけか。 

【提案№６ 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】 

そうである。 

【仲田会長】 

  他の質疑等はないので終了とする。 

― 提案者退室 ― 

次に「№７ 地域の魅力発信事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№７ 地域の魅力発信事業提案者】 

・提案書に基づき補足説明。 

【仲田会長】 

提案者に対し、質問等を求める。 

【平野委員】 

プロジェクターを購入予定ということだが、スクリーンが入っていない。よろしいの

か。 

【提案№７ 地域の魅力発信事業提案者】 

スクリーンは八千浦交流館はまぐみにあったが、プロジェクターはなかったため借り

ていた。 

【平野委員】 

スクリーンは事務局である当館にあるということか。 

【提案№７ 地域の魅力発信事業提案者】 

そうである。 
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【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「№１ 下荒浜公園の環境整備事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№１ 下荒浜公園の環境整備事業提案者】 

・提案書に基づき補足説明 

【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「№２ 西ケ窪浜公園の環境整備事業」について、提案者へ補足説明を求める。 

【提案№２ 西ケ窪浜公園の環境整備事業提案者】 

・提案書に基づき補足説明。 

【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「№３ 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№３ やちほ文化展はまぐみ市事業提案者】 

・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を求める。 

【羽深委員】 

イベントの内容は実行委員の方々で予め決めておくのか。そして、フリーマーケット

の出店者の数は、どのように決まるのか。 

【提案№３ やちほ文化展はまぐみ市事業提案者】 

公民館から回覧を出して出店していただけるよう広く募集している。また、八千浦商

工振興会を通しても募集している。全戸回覧しても、なかなか集まらないのが現状だが、

八千浦商工振興会の会員を通じて隣接地域に出店をお願いして盛り上げてもらっている。

ここ２、３年では、地域の皆さんから、出店しても良いという声もいただいており、実

際に出店してもらっている。 

【羽深委員】 
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今までフリーマーケット等への出店で応募者が多くて抽選にしたとか、あまりにも多

くて出店を遠慮してもらったということはあるのか。 

【提案№３ やちほ文化展はまぐみ市事業提案者】 

残念ながら１度もない。 

【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「№４ 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№４ 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を求める。 

【平野委員】 

昨年も提案していただいていたかと思うが、当日申し込まれた人はどれくらいで、競

争率はどのくらいであったのか。 

【提案№４ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業提案者】 

昨年は台風の影響で中止となったが、参加の数は４００名とさせていただいた。受付

時間が朝の８時からだったが、来た順から受け付けをすることとした。 

【坂詰委員】 

４００人の応募で 1 回が６から７人くらい乗せて上がるとなると、単純に６０回程度

上がる計算になる。その回数を行えるのか。そして、４００人が一度に来るわけではな

いと思うが、駐車場や交通整理はどうなっているのか。 

【提案№４ 八千浦区を気球に乗って空から見てみよう事業提案者】 

役員で交通整理を含めて役割分担を決める。 

上がる回数については業者とも打ち合わせをしており、時間通りに実施できると思っ

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 ― 
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以上で、提案者によるヒアリングを終了とする。 

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 下荒浜公園の環境整備事業」について質疑を求める。 

【関川委員】 

要望だが、八千浦区の提案及び審査の申し合わせ事項として「提案事業の成果が一町

内で完結し、広く地域に還元されない事業は除く」としてあるので、下荒浜町内だけで

なく、広く地域に還元してもらえるような周知をお願いしたい。 

【仲田会長】 

他に質疑等ないので終了とする。 

では、当事業について、採択に賛成の委員の挙手を求める。 

（全員挙手） 

では、採択とする。 

【笠原幸博委員】 

例年同様に話が進んでいるが、今年は今までにないコロナの問題があると思う。イベ

ント等については全国的にも世界的にも、ほとんど中止としていることが多い中で、果

たしてこれで良いのかと不思議に思って聞いていた。今回の提案にも、かなりの人数が

集まるイベントがあるが、本当に行って良いのか。その辺の判断をここでするべきなの

か、それとも市から中止の指示が出るのか。その辺は分からないが、ここで採択してし

まうと、コロナの問題があるのに活動をすることを地域協議会が認めることになるので

はないか。事業内容も小・中学生が多く関わるものばかりである。 

皆さんはコロナに対してどのように思っているのか。 

【仲田会長】 

  市からは市が主催や共催する場合の考え方が示されている。開催については主催者が

市から出ている指針を参考として実施の判断を行う。この場において判断することは、

イベントを実施するか、しないかを決めるのではなく、地域活動支援事業として採択す

るか、しないかを判断していただきたい。もし採択されても事業を実施するか、しない

かは主催者が判断することである。 

  次に「№２ 西ケ窪浜公園の環境整備事業」について質疑を求める。 

【関川委員】 
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当提案に対しても下荒浜公園の事業と一緒で八千浦地区内に広く周知していただくよ

うお願いしたい。 

【仲田会長】 

他に質疑等ないので終了とする。 

では、当事業について、採択に賛成の委員の挙手を求める。 

（全員挙手） 

では、採択とする。 

  次に「№３ やちほ文化展はまぐみ市事業」について、先ほど笠原幸博委員からコロ

ナに関しての意見があったが、事務局としての見解はどうか。 

【小池係長】 

  今年度の提案において、コロナ感染拡大の懸念があり採択されても、今後中止になる

可能性は十分に考えられる。 

  先ほど仲田会長からも話があったが、この場で決めてほしいことは地域活動支援事業

として採択するかどうかである。事業を行う為の予算を確保するという意味で決議して

いただきたい。もし採択されたら事務局と提案者とで連絡を取り合い進めていく。もし、

採択後に中止となった場合は、それまでに掛かった費用は補助の対象となり、残った予

算については返金していただくこととなるので、ご承知おきいただきたい。 

【仲田会長】 

コロナの状況については全く予測できない。状況によっては事務局と主催者側で密に

連絡を取っていただいて対応するという方向で皆さんから判断をしていただければと思

う。 

当事業について、質疑を求めるがなし。採択に賛成の委員の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

次に「№４ 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、質疑を求め

るがなし。採択に賛成の委員の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

次に「№５ 八千浦地区活性化・青少年育成事業『第１１回八千浦地区海まつり』」に

ついて、質疑を求めるがなし。採択に賛成の委員の挙手を求める。 
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（全員挙手） 

  では、採択とする。 

次に「№６ 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。採択に賛成の委員の挙手を求める。 

  （全員挙手） 

  では、採択とする。 

「№７ 地域の魅力発信事業」について質疑を求めるがなし。採択に賛成の委員の挙

手を求める。 

（全員挙手） 

では、採択とする。 

以上で協議事項については終了とする。 

次に「追加募集の実施について」事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

採択審議の結果、採択額４７０万５，０００円が採択となり、残額は８９万     

５，０００円となった。 

追加募集の実施について協議をお願いする。 

【仲田会長】 

残額８９万５，０００円について、追加募集を行うかどうか、意見を求める。 

【関川委員】 

コロナ禍の状況だが、当初募集の提案に間に合わなかった人もいるかもしれないので、

ぜひ追加募集をお願いしたい。 

【仲田会長】 

・追加募集を行うことで委員から同意を得る 

では、追加募集の期間について再度事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

・６月２５日発行の広報上越と併せて周知したい 

・募集期間の事務局案：７月１日（水）から７月２２日（水）まで 

【仲田会長】 

・協議の結果、募集期間は７月１日（水）から７月２２日（水）までにすることで委員

から同意を得る 
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次に「その他」について再度事務局へ説明を求める。 

【小池係長】 

  次回の協議会は８月頃を予定しており、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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