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第 1 回真田地域協議会

会議概要

審議会名
日
時
会
場
出 席 者

真田地域協議会
平成 26 年 4 月 15 日（火） 午後 3 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
真田地域自治センター3 階 301 会議室
一之瀬勤委員、小林史夫委員、小林満子委員、小宮山民夫委員、重野寛子委員
竹村昇吉委員、田中新平委員、長崎伊登子委員、長崎理恵子委員、藤沢累美子委員
堀内朝子委員、松井よし枝委員、三井秀雄委員、宮下俊哉委員、村田眞理委員
若林正徳委員
【欠席委員】4 名
市側出席者 高橋センター長、藤沢地域振興課長、山宮市民生活課長兼健康福祉課長
滝澤産業観光課長、依田建設課長、佐藤上下水道課長、柳沢教育事務所長
柳沢真田消防署長、飯島地域政策係長、西澤主査、伊藤主査
公開・非公開等の別
公開 ・ 一部公開 ・ 非公開
傍聴者 0 人
記者 0 人
会議概要作成年月日
平成 26 年 4 月 23 日
協 議 事 項 等
開 会（藤沢地域振興課長）

２

センター長あいさつ（高橋センター長）
本日は委嘱式が上田創造館で行われ、多くの委員の皆さんに御参加いただきありがとうございま
す。地域協議会では、どんな街づくりにしていったらいいかを、ご協議していただくわけですが、ど
うぞよろしくお願いします。
二点ほど真田地域のトピックスをお話させていただきます。一つ目は昨日、傍陽地区で山火事が発
生しました。幸い大きな火事にもならずに良かったと思っているところです。暖かく乾燥している時
期ですので、皆様も焚火等には十分気をつけていただきたいと思います。二つ目は大日向地区で出没
している野生の猿についてです。猿は一匹で、女性や子供等に危害を与えております。現在、猟友会
にお願いをして檻を５個ほど設置したり、また先週の土曜日には追い払いをして捕獲しようと実施し
ましたが、捕獲はできませんでした。くれぐれも気をつけていただきますようお願いします。
さて、市では本日 4 月 15 日付けで人事異動がありました。市長選挙がある年には 5 月 1 日付の人
事異動が通例となっておりますが、今年の場合は、できるだけ早く新しい体制を整えて、さまざまな
課題に立ち向かっていくという理事者の強い思いもございまして、本日 15 日付けで人事異動がござ
いました。自治センターの課長 3 人、地域協議会の事務局も変更になっております。私どもは人事が
変わろうとも市民サービスは低下しないよう努めてまいりますので、よろしくお願いします。

３

自己紹介

４

協議事項
（会長選任までの間、高橋センター長が議長として議事進行）
（１）真田地域協議会会議運営要綱の確認について
〜事務局から説明〜
（議長） 運営要綱に関して質問、意見等ありますか
【質疑･意見等】
･ なし
（議長）真田地域協議会会議運営要綱について継続することに賛成のかたは挙手願います。
･ 全員挙手
（議長）真田地域協議会会議運営要綱は継続することとします。
【決定事項】
･ 真田地域協議会会議運営要綱継続
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（２）正副会長の選出について
〜選出方法について事務局から説明〜
（議長） ただいま事務局から互選の方法について説明がありました。互選の方法について意見をい
ただきたい。
（委員） 推薦でお願いしたい。
（議長） ただいま推薦という意見をいただきました。他に意見はありますか。
（委員） 立候補者がいれば、その委員が優先されると思うがいかがかでしょうか。
（議長） まずは立候補の受付をして、立候補がなければ推薦という形をとりたいと思います。その
方法で同意する方は挙手願います。
･ 全員挙手
（議長） それでは会長の立候補の受付をしたいと思います。立候補する方は挙手願います。
･ 挙手なし
（議長） 立候補はありませんでした。つづいて、委員の中で推薦があればお願いします。
（委員） 初顔合わせで推薦というにはなかなか難しいと思う。もし事務局のほうで事務局提案があ
ればと思うがいかがでしょうか。
（議長） 委員の中で互選をして決定する要綱になっております。
（委員） 岡保の三井秀雄委員にお願いしたい。
（議長） 三井秀雄委員の推薦がありましたが、他に推薦・意見はありますか
･ なし
（議長） 他に意見がありませんので、三井秀雄委員を会長とすることに同意する委員は挙手をお願
いします。
･ 全員挙手
【決定事項】
･ 会長に三井秀雄委員を選出
会長あいさつ（三井会長）
新しく会長となりました三井と申します。私は行政の仕事をいくつか携わっておりまして、上田
市の「行財政改革推進委員」を２期４年やってまいりました。ここでは改革の大綱を作ったり、民
間活力導入指針を作ったり、施設の統合、職員の給料、職員数の見直しなどの検討を行ってまいり
ました。その後、
「公の施設指定管理者候補者選定委員会」ということで、現在も任期中となって
おります。今回の地域協議会でも委員の皆様に推薦をいただきましたので、精一杯やっていきたい
と思います。皆様のご協力お願いたします。
･ 副会長の選出
（会長） 会長と同じように、まずは立候補の受付をして、立候補がなければ推薦という形をとりた
いと思います。それでは立候補する方はいらっしゃいますか。
･ なし
（会長） 推薦される方はいらっしゃいますか。
（委員） 真田地域自治会連絡会議会長の小林史夫委員を推薦します。
（会長） 他に推薦される方はいらっしゃいますか。
（委員） 小林満子委員を推薦します。
（会長） 他に推薦される方はいらっしゃいますか。
･ なし
（会長） 他に推薦はないということですが、二名の推薦者がおります。決め方については、挙手で
人数の多い方で決めるしかないと思う。推薦者について応援するメッセージがあればお願い
します。
（委員） 副会長は一名ということで決まっているのか。
（事務局） 会長一名、副会長一名ということになっております。
（委員） 副会長を二名置いてもいいと思うがいかがでしょうか。
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（事務局） 地域協議会連絡会議兼正副会長会（以下、正副会長会とする）の会議規則というものが
ありまして、その中で、会長一名、副会長一名という形で決まっております。
（会長） それは間違いないか確認願いたい。
（事務局）ただいま規則を確認してまいりますので、しばらくお待ちください。
（山宮市民生活課長兼健康福祉課長） 地域協議会の関係は前職で担当させていただいておりました
ので説明させていただきます。市内で９つの地域協議会がありまして、地域協議会ごとにそ
れぞれ活動していただいております。地域協議会ごとの特色を見据えた中で、独自の活動を
してきたわけですが、各地域の協議会がお互いにどんなことをやっているのかわからない部
分があり、情報交換が必要ではないかということになりまして、各協議会の正副会長に集ま
ってもらって連絡会議というものを設置させていただきました。その中では会長一名、副会
長一名ということでお願いしてきました。その連絡会議の会議規則に明記されているもので
す。
（会長） その会議規則は変えることはできないのか。
（山宮市民生活課長兼健康福祉課長） それぞれの正副会長に集まってもらって決定されたことです
ので、すぐには会則を変更することは難しいと思います。正副会長会では、わがまち魅力ア
ップ応援事業の全市対象の事業の審査をしていただいております。
（会長） 結論から言うと、副会長は一名ということか。地域協議会が自主性をもって活動していく
ならば、真田地域協議会の副会長は二名に変更して、全体の会議ではどちらか一名を決めて
出席するという運営はできないか。手当が違うなどの制限があれば別だが、真田地域として
は二名の方が副会長になっていただいて、同等の権限をもっていただいて、市全体の会議に
おいては交代に出席するとか、代表を決めておくとか、検討して欲しい。
（山宮市民生活課長兼健康福祉課長） 市内９地域協議会すべて同一の要綱で運営をしていただくと
いう形にはなっておりますが、各地域協議会の運営要綱については別々なものであり、真田
地域協議会の要綱は真田地域で決定できることになっております。市全体の連絡会議におい
ては正副の会長に承認をいただいて決定している事項となります。
（会長） できれば副会長は二名いた方が心強い。規定や規約の中で決まっていることであれば仕方
のないことだと思うが、推薦された委員の方で、もう少し補足があれば発言をお願いしたい。
（委員） せっかく二名推薦されているわけですので、どちらかを選べと言われても難しいと思う。
（委員） 市全体の会議に出席する副会長を一名決定していただき、真田地域協議会の中では、副会
長は二名という方法はできないでしょうか。
（事務局）ただいま確認しましたら、副会長の人数の制限はありません。正副会長会に出席していた
だく正副会長は会長一名、副会長一名となっております。
（会長） ご意見をいただきたいと思います。
（委員） 人望のある方を二名推薦されていますので、真田地域協議会の中では副会長が二名いた方
が、会長も含めてやりやすいと思います。三役がやりやすければ委員はもっとやりやすくな
ると思います。副会長は二名でお願いできればと思います。
（会長） 他に意見はありますか。なければ真田地域協議会としては二名としたい。
・ なし
【決定事項】
・ 副会長に小林満子委員、小林史夫委員の二名を選出
（会長） 二人の副会長は真田地域協議会の中では同等の権限を持っておりますが、正副会長会等に
おいては一名ということですので、その一名を決定しなければならない。なにか意見はあり
ますか。
（委員） 経験年数が長い委員の方になってもらったほうがいいと思う。
（会長） どちらか一名を決定することは難しいので、挙手で決定したいと思う。二名の方のどちら
かに挙手をお願いします。それでは小林史夫委員を推薦する方は挙手をお願いします。
・ 数名の挙手
（会長） 小林満子委員を推薦する方は挙手をお願いします。
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・ 数名の挙手
（会長） 小林満子委員の挙手が多かったので、小林満子委員を選出したい。
【決定事項】
・ 地域協議会正副会長会出席の副会長に小林満子委員を選出
副会長あいさつ（小林史夫委員）
委員一年目でなにもわかりませんが、よろしくお願いします。
副会長あいさつ（小林満子委員）
地域協議会は今年で４年目になります。今回は副会長ということで責任が重くなるわけですが、
皆様の協力のもと進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
（３）地域協議会について
〜事務局から説明〜
（会長）質問、意見等ありますか。
（委員） 一回の説明では理解できないことが多い。やってみないとわからないので、徐々にわから
ないところは質問するなどしたりしていければと思います。
（会長） 地域協議会の役割は二つあって、市からのいろいろな諮問に対して地域協議会が審議して
答えるということと、意見書を作って市に提案する役割があります。過去に提案や意見書を
市に提出したときに、どの程度受け入れられてきたか、または実現できたことを説明してほ
しい。
（事務局） 第１期、第２期につきましては、真田図書館の建設についての意見書が提出され、結果
的に建設されました。もう一つは地域公共交通機関の運賃低減バスの実現があります。こち
らも協議会で審議していただいた事項になります。
（副会長） 真田図書館の建設の件ですが、真田地域協議会で意見書の提出があったことで、図書館
建設が前進し実現できたと思っております。この地域協議会というのは非常に重みのある会
であります。委員の皆さんも承知しておいてほしい。
（会長） 合併したときに地域の良さを残しておくことを念頭に地域協議会が作られたと思っていま
したが、これからの地域協議会のあり方は、少し変わってくると思う。新しい協議会がどう
いう形のものなのかも考えながら、進めていきたい。
（４）真田地域自治センター各課の課題・目標について
〜資料に基づき、各課所長から説明〜
（会長） 事務局、各課の課長は毎回出席されるか。
（事務局） 出席します。
（会長） 今日は各課の課題がだされました。こういったものを参考に、われわれで地域協議会のテ
ーマを決めていくことになります。各課の課長にお願いですが、協議会と一緒になってやれ
ることがあったら、オファーをいただきたいと思います。
（５）次回以降の会議の開催日程について
〜次回の開催日程について事務局から説明〜
（会長） 事務局より、会議開催の時間等についての説明がありました。時間については昼間がいい
のか夜がいいのか選択があると思いますが、ご意見ありますか。
（委員） 夜の会議でお願いしたい。恒例の 7 時から 9 時でお願いしたい。
（会長） 時間については例年どおりの 7 時からでよろしいか。
・全員了承
（会長） 日程について、特定の曜日に都合がつかない方がいれば教えてください。週末はいろいろ
と予定が入ると思いますので、昨年のように第 3 週目の水曜日でよろしいか。
・全員了承
（会長） 次回以降の協議会ですが、話し合っていくテーマを決めていかなければなりません。真田
4/5

地域協議会として検討していくテーマを、みなさんからお出しいただきたいと思います。場
合によってはアンケートを実施していきたいと思います。その中でテーマを絞り、場合によ
っては分科会にして、複数に分けて協議を進めていくこともあろうかと思います。月に一回
の会議を開催することを原則としますが、テーマによっては、会議の追加を検討していきま
す。次回の協議会ではテーマを決めていくことにしたいと思っております。ご意見あればお
願いします。
・意見なし
（６）その他
（会長） 会議録はインターネットに掲載されますか。
（事務局） 掲載されます。協議会の会議録につきましては、いままでもホームページや広報誌等で
公開、公表しております。ご発言された委員のお名前は公表しておりません。第５期の協議
会においてもこのような方法でよろしいかご協議願えればと思います。もう一点ですが、協
議会委員の名簿もホームページ及び広報誌等に掲載させていただきたいと思います。ご住所
などの個人情報は掲載されません。お名前のみの掲載となります。
（会長） 事務局から説明がありましたが、よろしいか。
・全員了承
５

その他
（会長） 私から事務局に願いですが、第何回の資料なのかわからなくなってしまうので、最初のペ
ージの右上にでも書いておいてもらえると、後で整理しやすので、お願いしたいと思います。
その他に質問、意見等ありますか。
（委員） いままでは資料を綴るファイルが配布されたが、今回は配布されるか。
（事務局） お帰りになるときに配布させていただきます。
（事務局） 次回の会議日程の確認をお願いします。５月の何日に開催するか検討をお願いします。
（会長） ５月１４日（水）１９時から 真田地域自治センターでいかがでしょうか。
・全員了承
（事務局） 報酬につきましては、半日以内で 3,800 円、一日 6,800 円ということになっております。
毎月、源泉徴収をしたうえで皆様の口座に振り込みをさせていただきますのでよろしくお願
いいたします。

６

閉会
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