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議

録

会議名
平成２６年度第３回吉川区地域協議会

２

議題（公開・非公開の別）
・報告事項（公開）
・協議事項（公開）
（１）審議事項について
① 吉川区地域活動支援事業について

３

開催日時
平成２６年６月２７日（金）午後６時３０分から午後７時１４分まで

４

開催場所
吉川コミュニティプラザ

５

３階 大会議室

傍聴人の数
０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：上野康博、薄波和夫、大滝悦子、大滝健彦、片桐利男、片桐雄二、
加藤正子、北井一也、佐藤直彦、杉田幸作、関澤義男、竹内徳法、
常山久髙、村松直子、八木孝一
・事務局：武藤所長、今井次長、八木市民生活・福祉グループ長、山下総務・地域
振興グループ班長、鷲津総務・地域振興グループ主任、
嶋田柿崎区建設グループ長、大橋柿崎区産業グループ長

８

発言の内容

【今井次長】
只今から、平成２６年度第３回吉川区地域協議会を開会いたします。
本日の出席人員は１５名で、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がありますので、本会が成立していることをご報告
いたします。
なお、江村委員から欠席の連絡をいただいております。
また、本日の会議は、上越市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第１項の規
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定により、公開による開催となります。なお、会議録の確認は会長となりますので、
よろしくお願いします。
それでは、最初に杉田会長から挨拶をお願いします。
【杉田会長】
連日暑い中、たいへんご苦労さまでございます。
梅雨に入りましたが、空梅雨ということで、雨が降らず暑いということで、稲の生
育も早い状況です。今年は小雪でしたので、天水に頼る田んぼにとっては、このまま
ですと旱魃となる可能性があります。
地域活動支援事業については３件の追加提案が出ております。
予定としては午後 8 時頃をめどに終了したいと考えております。ご協力をお願いい
たします。以上です。
【今井次長】
次に、議長の選出でありますが、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、会長から議長を務めていただきます。よろしくお願いします。
【杉田会長】
しばらくの間、議長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
先ずは、関連する報告事項を整理した後、協議事項として平成２６年度地域活動支
援事業の追加募集案件について審議を行います。委員の皆様には、簡潔な発言にご協
力をお願いします。
それでは、次第３の報告事項についてです。
最初に、私から会長報告です。これからの予定ですが、7 月 8 日に地域協議会の会
長会議が開催されます。上越市地域協議会検証会議の中間報告が出ましたので、会長
と話がしたいそうです。頸城区の希望館です。7 月 5 日に高田開府 400 年の記念式典
で会長として呼ばれておりますので出席させていただきます。
地域協議会の会長会議の内容については、後日報告させていただきます。
委員の皆さんから報告事項がありましたらお願いいたします。
（一同なし）
それでは、事務局から報告事項をお願いします。
【今井次長】
６件報告させていただきます。
まず１件目は、報告資料№１をご覧いただきます。地区別懇談会の開催結果につい
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てです。前回の地域協議会で開催についてご報告をさせていただきました。5 月 29 日
から 6 月 10 日まで、8 会場で延べ 103 人からご出席いただきました。平成 26 年度の
吉川区の主要事業の概要や、避難所の見直しについて懇談をさせていただきました。
避難所等の見直しについては、後日、地域協議会で詳しくご説明をさせていただきま
す。避難所等の見直しについては、様々なご意見をいただきましたが、総じてご提案
をした吉川区内 12 か所の指定避難所並びに指定緊急避難場所についてご理解をいた
だいたところです。その際、用いました資料を一式付けさせていただきました。報告
資料№1-1 が主要事業の概要、避難所の見直し検討については報告資料№1-2、図面が
報告資料№1-3。これを見ていただきますと、吉川区内 12 か所の指定避難所並びに指
定緊急避難場所を設ける方向で整理をしております。その裏面は対象となる町内会な
どを記載したもので、これら地域での自主防災組織の活動に際し、資機材整備や自主
防災活動について、助成事業がありますことをご説明させていただきました。
次に、以前の地域協議会において、本日欠席されておられますが、江村委員から、
上越市におけるプレミアム付き商品券の発行状況について質問がありました。資料が
手元に参りましたのでご報告させていただきます。報告資料№2 です。市では 5 月い
っぱい募集を行いましたところ、19 件の申し込みがありました。吉川区では吉川商工
会さんが 690 万円の商品券を発行するという内容であります。
3 件目は資料№はございませんが、上企政第 24224 号の市長名の公文書で、市企画
政策課の文書です。第 2 回まちづくり市民意見交換会の開催について、ご出席いただ
きたいというご案内です。吉川区では 8 月 6 日（水）午後 2 時から吉川コミュニティ
プラザ多目的ホールで開催されます。委員の皆さまから多数ご出席をいただければと
思います。
次に 4 件目、報告資料№3 です。産業建設グループの集約に伴う、受付管理システ
ムの 4・5 月分の受付・処理状況です。33 件の届け出などがあり、そのうち 32 件が処
理済みで、5 月 31 日現在ですが処理中のものが 1 件あります。今後とも、一定の期間
を区切り、お示しをしていきたいと思います。
5 件目は厚い冊子ですが、毎年市が行う主要事業、プロジェクトの内容をお示しし
た概要で、本日のものは平成 26 年度版です。
6 件目は地域協議会だよりを付けさせていただきました。前回の地域協議会で検討い
ただいた地域活動支援事業の状況について、お知らせをした内容です。
事務局から 6 件ご報告をさせていただきました。
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【杉田会長】
今ほどの報告について、皆さんからご質問等はございませんか。
【片桐(雄)副会長】
避難所に関する地区別懇談会について、概ね了承とのことですが、各地域での意見
や要望を取りまとめた内容について、次回で結構ですのでお示しいただきたい。
【今井次長】
承知しました。事務方で整理したものがありますので、お示しいたします。
【杉田会長】
他にございますか。
ないようですので、私からお願いします。
地区別懇談会について、出席者が 103 人ということで、多いとみるか少ないとみる
か。町内会長はわかっているので来ないということもあるでしょう。地域で重要なこ
とを出向いて説明している。町内会長は地元に役員の方もいるので、指名して出ても
らうようにしてはどうか。町内会長に言う機会があれば伝えてほしい。
まちづくり市民意見交換会ですが、木田庁舎からどのようなメンバーが来るのです
か。
【今井次長】
第 1 回目では、担当の企画政策部長や、担当課長職など概ね 6～7 名でありましたが、
第 2 回目も同様と聞いております。
【杉田会長】
ありがとうございました。
他にございますか。
ないようですので、それでは次にまいります。次第４の協議事項に入ります。
吉川区地域活動支援事業の追加提案について、審議を行います。今日は、提案の 3
事業の内容を確認していただき、そのうえで、資料の追加が必要か、また、プレゼン
の必要性については、今日の審議により決定していただき、その結果により、必要に
応じて事務局より提案者に追加資料やプレゼンへの出席等を要請していただきますの
で、そのように審議をお願い致します。
また、今回の追加提案された地域活動支援事業の最終決定は、これまで同様に次回
の勉強会の結果を踏まえ、審議を行い、採択の可否を決定していきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。
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この件について、あとで事務局から案を説明していただきますが、次回の地域協議
会の前に勉強会を設定するというものです。ご議論をお願いします。
なお、事業費が配分額を下回った場合の取り扱いについては、次回の協議会の審査
結果を踏まえ、改めて協議させていただきます。
それでは、当協議会の審査のスケジュールと今回の追加提案の内容について、事務
局から説明願います。
【山下班長】
審査スケジュール案についてご説明いたします。協議資料№1、№2 をご覧ください。
6 月 2 日から 6 月 26 日まで募集を行ったところ 3 件の追加提案がありました。プレ
ゼンの必要性、審査スケジュールについて決定をお願いします。協議資料№2 の網掛
け部分については後ほど協議をお願いします。
追加提案事業についてご説明いたします。
－協議資料№1、№2、事業提案書の写しを基に説明－
【杉田会長】
意見交換をしたいと思います。
必ず今日決めていただきたいのは、プレゼンの必要性、必要があれば提案団体に要
請しなければなりません。また、追加募集スケジュール案についても今日必ず決めて
いただきたいと思います。
それでは、ご意見のある方、挙手願います。
（一同なし）
ないようですので、質問があれば用紙がありますので、これで質問をしていただき
たいと思います。
プレゼンについて、やってもらいたい、といった意見があれば出してください。
（一同なし）
プレゼンは、なしでよろしいですか。
（「はい」の声あり）
【杉田会長】
駅伝について、体育協会は市から別に補助金をもらっているのではないか。
【山下班長】
当初の事業計画で、この事業を含めて補助金をもらっているのであれば、重複する
こととなりますが、追加提案の段階で新たに加えたものですので、特に問題はないと
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思います。
【杉田会長】
ありがとうございました。
次に、今ほど説明のありました、今後の追加提案の審査スケジュールについてです
が、ご意見を賜りたいと思います。
7 月 18 日が定例の地域協議会ですが、そこまで延ばさず早く審査したほうがいい、
という意見もあるかと思います。それらも含め、ご意見をお願いします。
（一同なし）
ご意見はないようですので、スケジュールは案のとおりでよいですか。
（「はい」の声あり）
それではこのスケジュールで進めます。
提案者への質問票をお配りしております。7 月 3 日が締め切りです。
7 月 18 日に地域協議会を開催します。18：30 から勉強会、19：00 から地域協議会
を開催いたします。
次に総合事務所からの諸連絡について、を議題とします。事務局から説明をお願い
します。
【今井次長】
3 点お願いいたします。
7 月 5 日に高田開府 400 年記念式典が上越文化会館大ホールで開催されます。国会
議員、県知事、県議会議員、関係市町など来賓 117 人、招待者 1,632 人で挙行されま
す。吉川区からは、市会議員、地域協議会長、町内会長 20 数名からご参加いただく予
定です。
7 月 13 日に高田開府 400 年第 10 回吉川区体育祭が開催されます。地域の方々が一
堂に会する大会です。皆様からもご参加いただければと思います。プログラムを資料
として付けさせていただきました。
8 月 2 日に第 16 回越後よしかわやったれ祭りが開催されます。勇壮な祭りです。楽
しい夏の一日を過ごしていただければと思います。皆様からもご参加いただければと
思います。
以上、諸連絡事項 3 点でございました。
【杉田会長】
ご質問はありませんか。
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（一同なし）
最後その他になりますが、日程の確認をします。
次回、地域協議会は 7 月 18 日（金）18 時 30 分から支援事業にかかる勉強会、19
時から地域協議会です。よろしくお願いいたします。
その他ございませんか。
【片桐(利)委員】
冒頭会長報告の中で、7 月 8 日に上越市地域協議会検証会議にかかる会長会議が開
催されるとのことですが、先般配布いただいた中間報告書について、この場で、皆さ
んから意見を聞く予定はありませんか。会長 1 人が判断して会議に臨むのですか。
【杉田会長】
わかりました。片桐委員から、委員の皆さんから中間報告書について、意見を聞い
てはどうか、という提案がございました。
ぜひ皆さん、何かありましたらご発言をお願いいたします。
【片桐(利)委員】
私の考え方をお話いたします。
先般いただいた中間報告書の中に、1 枚はぐっていただいて「はじめに」の中で、
6 行目あたりですが、「・・上越市自治基本条例推進市民会議ならびに市議会から・・
必要な検証を行う上での意見書が提出された。それに基づき検証会議としては、地域
協議会の課題の抽出を依頼した・・」ということです。非常にフェアな立ち位置を持
っていて、意見書が出たからといって、その意見書に基づく検証ではなく、その反対
側である地域協議会からも意見を聞きました、という内容で、非常にフェアな立ち位
置だと思う。その中において、次に 6 ページの中段に、2-3 委員の定数・任期・報酬、
これについての実績とか考え方が載っている。その考え方の中に、
「・・応募者数、定
数を下回ることが多いことを理由に、定数を削減したり任期を短くしたりすることが、
地域協議会の活動を縮小させることにつながりかねない。
・・ただし、人口が減少して
いる現実に合わせて、定数を減らすことはありうる」とあります。このことについて
は、この地域協議会でも論議しました。論議したことに対して、地域協議会としては
こういう考え方を持っているという話を、検証会議に伝えてある。検証会議で出てき
たこれらのことを、「ああそうか」と納めてしまうのか。「違うのではないか」と検証
会議に意見を出すのか。どうするかは皆さんの意見だが、私としては、絞り込みに対
して採決までしたので、その経過からすればおかしいのではないか、というのが一般
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的ではないか。それぞれの考え方ですから、検証会議の結果が出た段階でどうするか、
皆さんから考えていただきたいと思い、話をさせていただいた。以上です。
【杉田会長】
委員として報酬を求める声は少ない、とあるが、少なくはないと思う。このことに
ついて、場合によっては意見を言わなければならないと考えている。報酬をくれなけ
ればやらない、というわけではなく、そのような考え方を入れておかないと、今後、
これまでのやり方で果たして続くのか。人口減少を理由に定数を減らしていくと、数
人しかいない地域協議会も出てくるかもしれない。難しいところだが、会長として意
見を持っている人もいるので、いろいろと意見が出ると思う。
他に何かありませんか。
（一同なし）
会長会議までまだ時間がありますので、こういうことを言ってこい、というご意見
のある方は、私に言ってください。内容によって、私の判断で発言させていただきま
す。必ず言うとは限りません。
他に何かありませんか。
（一同なし）
ないようですので、以上で第３回地域協議会を終わらせていただきます。ご協力あ
りがとうございました。

９

問合せ先
吉川区総合事務所 総務・地域振興グループ
℡:０２５－５４８－２３１１（内線２１４）
E-mail:yoshikawa-ku@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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