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                 会 議 録 

 

１ 会議名 

令和 3年度 第 2回津有区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（1） 協議事項（公開） 

  ① 地域活動支援事業について 

1）提案状況と進め方の説明 

2）ヒアリング 

３ 開催日時 

令和 3年 5月 24日（月）午後 6時 30分から午後 8時 10分まで 

４ 開催場所 

津有地区公民館 大会議室 

５ 傍聴人の数 

3人 

６ 非公開の理由 

なし 

７ 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員：猪俣敦子、大滝英夫、小林 進、千代金治、相馬祐一、田中博三（副会長）

中島 功、藤井 修、藤本孝昭（会長）、古川勝夫、古川 仁（欠席 1名） 

・事務局：中部まちづくりセンター 小林センター長、藤井係長、山﨑主事 

８ 発言の内容（要旨） 

 【山﨑主事】 

  ・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 

  ・上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第 1 項の規定により、会長が議長を務

めることを報告 

 【藤本会長】 

  ・会議録の確認者：藤井委員 
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   次第 2 議題「（1）協議事項」の「① 地域活動支援事業について」の「1）提案状況

と進め方の説明」に入る。事務局より説明を求める。 

 【山﨑主事】 

  ・提案状況及び本日の進め方を説明 

 【藤本会長】 

   今の説明に質疑を求める。 

  （発言なし） 

   以上で次第 2 議題「（1）協議事項」の「① 地域活動支援事業について」の「1）提

案状況と進め方の説明」を終了する。 

   次に次第 2 議題「（1）協議事項」の「①地域活動支援事業について」の「2）ヒア

リング」に入る。質疑応答以外の進行は事務局に一任する。 

 【山﨑主事】 

  ・「津-1 上越市防災士会津有支部安心安全事業」の紹介 

 【津-1 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-1」について質疑を求める。 

 【古川 勝夫 委員】 

   今回、購入を希望しているパーテーションは簡易トイレの目隠し等に使用すること

も考えているのか。 

 【津-1提案者】 

   災害時のトイレの管理については、防災士ではなく市の対応である。 

現在、避難所のほとんどのトイレは水洗型であるが、簡易式トイレにパーテーショ

ンで覆って使うこともよいと思う。 

   当団体が購入するのだが、運用については避難場所の市の担当者や町内会長等の協

議のうえで決定すると思う。 

 【古川 仁 委員】 

   今回の防災備品の導入計画は、津有区以外でも同様に実施・提案されているのか。 

 【津-1提案者】 

   自分たちは上越市全体を把握する立場ではないため、分からない。 
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   今回の提案については、津有区単独での提案事業である。 

   なお、私の知る限りでは、近隣の新道区や諏訪区ではパーテーション等を導入した

との話は聞いていない。今後、市としても必要だと判断をすれば整備していくかもし

れない。比較的、津有区は早期の取組だと思う。 

 【藤本会長】 

   先駆的な取り組みということである。 

 【千代委員】 

   すばらしい試みだと思うが、使用時の暑さ対策、または寒さ対策はどのように考え

ているか。 

   特に女性が授乳や着替え等で使用すると思う。用途によっては中に椅子を設置する

予定はあるのか。また寒い時期に耐えられるようなものを用意することもあるのか。 

 【津-1提案者】 

   自分たちが担当している避難場所は雄志中学校であり、近々打合せがある。市が避

難所運営を行うため明確に答えることはできないが、冬場の避難では、防火上問題が

ない形で、パーテーション内に暖房器具を配備するかもしれない。それは、市や町内

会長等との協議の上で進めるものと考えている。 

 【藤本会長】 

   時間となったため、以上で「津-1」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-2 前島密翁関連・献碑式典開催及び 100 周年に向けノボリ＆チラシ事業」の紹

介 

 【津-2 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-2」について質疑を求める。 

 【小林委員】 

   作成を希望しているのぼり旗の数が 150本と多いが、かなり広範囲に設置するのか。 

 【津-2提案者】 

   津有地区の北部・南部の 32町内会に各 3本程度と、学校施設への設置を計画してい
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る。なお、前島記念館のある下池部町内会周辺には多めに設置したいと思っている。 

 【藤本会長】 

   他に質問はあるか。 

  （発言なし） 

   以上で「津-2」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-3 新保五ケ字組合（津有南部地区）地域住民の安全や子供の健全育成を図る事

業」の紹介 

 【津-3 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-3」について質疑を求める。 

 【相馬委員】 

   現在、こどもの家を利用している子どもは何人くらいなのか。 

 【津-3提案者】 

   開館時間が午後 3 時から 5 時であり、小学校の子どもたちの下校時間が 5 時頃であ

る。そのため、こどもの家を利用している人数は 3・4人である。ただ、外のブランコ

や滑り台は、帰宅した保護者と一緒に使用している子どもが何人かいる。 

 【藤井委員】 

   既存のすべり台の撤去費用はかからないのか。 

 【津-3提案者】 

   自前で撤去作業を行うため、費用はかからない。 

 【藤本会長】 

   他に質問はあるか。 

  （発言なし） 

   以上で「津-3」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-4 幼年野球合併チーム活性化事業」の紹介 
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 【津-4 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-4」について質疑を求める。 

 【田中副会長】 

   30 人程度のユニフォーム購入を希望しているが、メンバーは何人程度になるのか。 

 【津-4提案者】 

   6 年生を除く 5 年生以下のメンバーで構成することになるのだが、3 チーム合同で

21 人か 22 人である。人数が不確定な理由としては、小学校 1 年生や 2 年生のメンバ

ーが不安定要素のためである。途中で「付いていけない」「ほかのスポーツをやってみ

たい」と辞めてしまうこともある。そのため、秋までには人数の増減があると思う。 

 【田中副会長】 

   各チームからの人数の内訳を教えてほしい。 

 【津-4提案者】 

   戸野目・稲田・富岡で各 7人程度である。学年にはばらつきがある。 

 【古川 仁 委員】 

   戸野目・富岡・稲田の 3 地区にて、各 3 分の 1 ずつ費用を振り分けるべきだと思う

のだが、費用分配の割合の根拠を教えてほしい。 

 【津-4提案者】 

   新道区には、稲田イーストユニティーズと富岡レッドファイヤーズの 2 チームがあ

り、津有区は戸野目スポーツ少年団の 1 チームである。そのため新道区で 3 分の 2、

津有区で 3分の 1の補助額を希望した。 

 【藤本会長】 

   補助希望額 83 万 1,000 円のうち、新道区で 3 分の 2 にあたる 54 万 9,000 円、津有

区で 3分の 1の 28万 2,000円の補助申請をしているということでよいか。 

 【津-4提案者】 

   そうである。 

 【相馬委員】 

   2 区で事業提案をしているが、どちらか一方が不採択となった場合の対応は、どの

ように考えているか。 
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 【津-4提案者】 

新道区でも同様の話があった。 

現状で具体策は検討していないのだが、予算が不足する状況となった場合には、3

チームとも長い歴史のあるチームであるため、ＯＢから寄付を募る等の策を検討して

いる。地域活動支援事業の審査結果が出た後での対応となる。 

【相馬委員】 

不採択や減額となった場合でも、他から工面して、ユニフォームを購入するという

ことか。 

 【津-4提案者】 

   ユニフォームがなければ試合に出場することができない。そのため既存のユニフォ

ームの使用も検討したのだが、子どもたちの気持ちの問題もある。また、戸野目の子

どもが稲田のユニフォームを着るといったことも、モチベーションの問題があるため

避けたいと思っている。 

   現在、市内でもチームの合併が進んでいるのだが、学童野球連盟に加入している合

併チームは大体、新しいユニフォームを作成し新しいチーム名で活動している。自分

たちもユニフォームは必ず購入したいと思っている。 

  【藤本会長】 

   以上で「津-4」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-5 ゲートボールによる高齢者の健康増進と公園美化まちづくり事業」の紹介 

 【津-5 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-5」について質疑を求める。 

 【古川 勝夫 委員】 

   現在、公園のゲートボール場には、防草シートが貼られている。だが、その外側は

雑草が生い茂っていると思う。町内会が管理をしていると思うのだが、コスモスを植

えても雑草が生えてしまえば、また草刈りをしなければならない。手入れの事を考え

ると、コスモスよりも球根類を植えるといった考えはないのか。 
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 【津-5提案者】 

   昨年度、地域活動支援事業の補助金を利用して、防草シートをコートの外側に貼っ

た。今のところ、防草シートが貼ってある場所には草が生えていない。今年度は外側

部分のコスモス植栽を予定するが、種が激しく飛散するため雑草が生い茂ると思う。

そこは会員の努力で除草を続けるつもりである。 

   園芸には長けていないが、雑草の中でも花を咲かせてくれるコスモスの方が、球根

よりも管理が可能だと思う。 

 【千代委員】 

   コスモスには、背の高いものと背の低いものがあるが、どちらを植える予定か。 

 【津-5提案者】 

   当会では、花が咲き終わってからの状況等を考慮して、低いものを植えたいと考え

ている。 

 【千代委員】 

   除草剤の使用を禁止する話があったが、市から理由を説明していただきたい。市か

ら町内会へ管理を委託されている公園もある。こうした公園は町内会が管理している

わけだから、町内会の判断で除草剤を散布しても構わないと思うが、どうなのか。 

 【津-5提案者】 

   昨年までは、なるべく撒かないように心がけながら、きちんとした対策を講じ、除

草剤の使用を許可いただいた。今年度も、子どもたちが入れないように散布場所をき

ちんと囲いながら使用したかったが、諦めざるを得ない状況である。 

 【小林センター長】 

   千代委員の質問は、公園管理の在り方についての市に対する質問と受け取った。 

   今回提案があった公園について、所管する都市整備課の判断をお伝えしたところで

あるが、改めて市内全域で同様の管理をしているかを都市整備課に確認し、千代委員

にお伝えしたいと考える。 

 【藤本会長】 

   以上で「津-5」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-6 ヨモギ文庫プロジェクト おやこでよみたい郷土絵本～前島密ものがたり～
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事業」の紹介 

 【津-6 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-6」について質疑を求める。 

  （発言なし） 

   以上で「津-6」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-7 戸野目・四ケ所雁木通り活性化支援事業」の紹介 

 【津-7 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-7」について質疑を求める。 

 【田中副会長】 

   この活動で成果を上げるには大変な努力がいると思うが、協力者または協力団体は

いるのか。 

 【津-7提案者】 

   協力団体という組織立ったものはない。まずは回覧等を利用して、町内の方に協力

を仰ぎたいと考えている。町内には高齢者が多いので、インターネット等ではなく、

紙媒体で広報活動を進めたい。 

 【田中副会長】 

   今のところ協力いただける団体はないということか。 

 【津-7提案者】 

   そうである。資料のとおり当会の構成員 5人のみである。 

 【千代委員】 

   市で行っている事業や、旧家を保存する活動等とタイアップはせず、地域に根差し

て活動していく考えか。 

 【津-7提案者】 

   そうである。旧家を見学するイベントは、既に他の団体が単独で行なっているが、
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近隣の人はお金を支払って見学はしないと思う。よその人だけが見学に訪れている。 

   そうではなく、地域の住民が自分たちの地域だからこそ、当会のイベントに一度来

て、その後に、旧家イベントに行ってみようと繋がるきっかけになればよいと考える。 

 【藤本会長】 

   以上で「津-7」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【山﨑主事】 

  ・「津-8 下富川子供健全育成事業」の紹介 

 【津-8 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-8」について質疑を求める。 

 【古川 仁委員】 

   見積書にある、三角鉄棒とベンチのメーカー型番が違うが、同等品という意味で考

えてよいか。 

 【津-8提案者】 

   2 社の運動用具店から、設置場所と用途に合わせた遊具の提案をいただいた。型番

は違うが同等品と考えている。 

 【古川 仁 委員】 

   冬期間は購入予定の用品を撤去する予定か。 

 【津-8提案者】 

   従来の鉄棒は撤去していない。今回購入するものも、業者からは撤去しないで大丈

夫だと聞いている。 

 【古川 仁 委員】 

   設置場所の公園には、駐輪場や駐車場のスペースがあるか。 

 【津-8提案者】 

   遊具の置いてある公園の北側に空きスペースがあり、駐車場、駐輪場の場所は十分

確保できている。 

   本提案は狭い地域での活動であり、地域活動支援事業の趣旨には少し合わないと承

知しているが、将来の地域を担う子どもたちのために是非お願いしたい。 
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 【藤本会長】 

   以上で「津-8」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

  ・「津-9 津有地区地域づくり事業」の紹介 

 【津-9 提案者】 

  ・事業説明 

 【藤本会長】 

   「津-9」について質疑を求める。 

  （発言なし） 

   以上で「津-9」のヒアリングを終了する。 

 ― 提案者退席 ― 

 【藤本会長】 

   以上で全事業のヒアリングが終了した。 

   採点票の提出について事務局より説明を求める。 

 【山﨑主事】 

  ・採点票の提出について説明 

 【藤本会長】 

   最後に次第 3「その他」の「（1）次回開催日の確認等」に入る。 

  ・次回の協議会：6月 14日（月）午後 6時 30分から 津有地区公民館 大会議室 

  ・内容：地域活動支援事業について（採択事業及び補助額の決定） 

   他に何かあるか。 

  （発言なし） 

  ・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 中部まちづくりセンター 

    TEL：025-526-1690（直通） 

E-mail：chubu-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。 


