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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成２９年度第３回吉川区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

 ・協議事項（公開） 

（１）地域活動支援事業提案団体によるプレゼンテーションについて 

・報告事項（公開） 

（１）総合事務所からの諸報告について 

３ 開催日時 

  平成２９年５月１３日（土）午後１時００分から午後３時８分まで 

４ 開催場所 

  吉川コミュニティプラザ ３階 大会議室 

５ 傍聴人の数 

  ８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：五十嵐豊、上野康博、薄波和夫、大滝健彦、片桐利男、 、 

加藤正子、佐藤均、関澤義男、平山英範、山岸晃一、山越英隆、 

横田弘美 

・事務局：小林所長、大場次長（総務・地域振興グループ長兼務）、小池市民生

活・福祉グループ長（教育文化グループ長兼務）、 

（以下グループ長はＧ長と表記）、 

     南雲総務・地域振興グループ班長、鷲津総務・地域振興グループ主任 

８ 発言の内容 

【大場次長】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・全委員の出席を報告 

 ・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 

・会議録の確認： 会長 
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 ・挨拶 

【大場次長】 

 ・議長の選出について、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。 

 

 ・本日の次第の確認 

・関連する報告事項の整理 

・協議事項 

（１）地域活動支援事業提案団体によるプレゼンテーションについて 

 ・会長報告 

    ・なし 

 ・委員報告を求める 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・事務局からの報告を求める 

【大場次長】 

 ・報告案件は特段なし。 

 

・４ 協議事項に入る。 

・（１）地域活動支援事業提案団体によるプレゼンテーションについて、である。 

・これから、地域活動支援事業提案者によるプレゼンを行う。吉川区の地域活動支援事

業に提案された全ての団体から、受付順にプレゼンを実施していただく。団体には、

プレゼン７分、質疑応答３分と通知してある。また、事前に皆さんからいただいた質

問事項についても渡してあるので、団体によっては、プレゼンの中で説明されると

思われるが、回答がなければ質疑応答の中でご質問願う。 

・ここで、事務局から報告があるのでお願いする。 

【南雲班長】 

 ・提案のあった中で、№３ 吉川三大枝垂れ桜を守る会から提案のあった「吉川三大
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枝垂れ桜を維持管理事業」については、協議資料№１－２のとおり、５月８日付け

で提案書を取り下げられたので、報告する。 

・これにより、協議資料№１－１にあるとおり、吉川区に配分された事業費 570 万円

に対して、補助希望額の合計が 765万 4千円で、195万 4千円オーバーしている。 

・なお、各提案団体の事業番号について、取下げのあった№３は欠番として取り扱う 

ので、今後ご注意願う。他の提案団体の事業番号には変更ない。 

 

 ・それでは、地域活動支援事業提案者によるプレゼンを行う。 

・№１ 吉川タイムズさんから提案のあった「吉川タイムズ創刊５周年記念読者交流

会事業」についてプレゼンをお願いする。 

【吉川タイムズ 小池代表】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・吉川タイムズさん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・事前に質問内容を説明いただいたようで、委員の皆さんからは質問はないようであ

る。 

 ・小池さんの方から、何か付け加えることがあれば、お願いする。 

【吉川タイムズ 小池代表】 

 ・ぜひ、吉川タイムズを、ここにおられる方、どの程度見ていただいているか、さっぱ

り分からない。ぜひ読んでいただき、いろんな人に口コミで知らせていただければ、

非常に助かる。吉川の人に元気になってもらうため、これは商売でやっている訳で

はない。目的は一緒だと思うので、よろしくお願いする。 

 

 ・以上で「吉川タイムズ創刊５周年記念読者交流会事業」のプレゼンを終了する。吉

川タイムズさん、ありがとうございました。 

  （吉川タイムズ関係者退席） 
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 ・次に、№２ 梶、中旭町内会さんから提案のあった「梶地内雨水排水路整備事業」に

ついてプレゼンをお願いする。 

【梶、中旭町内会 田中町内会長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・梶、中旭町内会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

・私の方からお願いする。今、だいたい５１戸だそうだが、話を聞くと３戸とのことだ

が、３戸とは、関係する家が３戸ということか。 

【梶、中旭町内会 田中町内会長】 

・農家戸数、農業だけやっているのが３戸である。以前は２３戸くらいあった。 

 

 ・３戸だと、国の支援事業、多面的だとかについては、取り組んでいないのか。 

【梶、中旭町内会 田中町内会長】 

 ・取り組んだが、農業、水の関係でめいっぱいである。去年は、モーターを２基替え

た。今年は大事な機械が壊れて・・。 

 

 ・そちらの方に力を入れているということである。 

 ・他に質疑を求める。 

【五十嵐委員】 

 ・提案書の中に書かれているが、支出に日当と書かれたものがある。工事立会人の日

当とあるが、工事立会人とは集落の方か、業者の方か。誰か教えていただきたい。 

【梶、中旭町内会 田中町内会長】 

 ・工事立会人日当が２千円の４人分である。 

【五十嵐委員】 

 ・集落の方か。 

【梶、中旭町内会 田中町内会長】 

 ・そうだ。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 
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 ・発言なし 

【鷲津主任】 

 ・今ほどの件について、補足する。 

 ・今ほどの日当については、歳入で、町内会自己財源ということで１万３千円が計上

されており、これが日当に当てられる。いわゆる、補助対象外とお考えいただきた

い。同様に支出に資材費・縄、テープ５千円というのがあるが、この５千円と日当

８千円を合わせ、１万３千円分が、町内会の自己財源で賄われるものである。従っ

て、今回の地域活動支援事業の補助対象外なので、よろしくお願いする。 

【五十嵐委員】 

 ・分かった。 

 

 ・以上で「梶地内雨水排水路整備事業」のプレゼンを終了する。梶、中旭町内会さん、

ありがとうございました。 

  （梶、中旭町内会関係者退席） 

 

 ・次に、№３ 吉川三大枝垂れ桜を守る会さんの提案については、５月８日付けで取

り下げられたので、次に進む。 

 ・次に、№４ 吉川区青少年育成会議さんから提案のあった「花いっぱい運動事業」

についてプレゼンをお願いする。 

【吉川区青少年育成会議 小山会長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・吉川区青少年育成会議さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【五十嵐委員】 

 ・子どもたちと一緒に活動する、ということで、たいへんいい提案だと思う。 

 ・小山さんに聞いた方がいいのか、事務局に聞いた方がいいのか、吉川区の内規、市

の Q&A にもあるが、備品の購入について、ちょっと考える余地があると書かれて

いる。基本的には備品はレンタルで対応とあり、原則、備品の購入は認められない

となっている。支出の部で、リヤカー、ホース、一輪車、じょうろなど、備品に当た
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ると思うが、その辺の考え方、受付時の捉え方はどうだったのか。 

 

 ・事務局で内容を持っているようであればお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・五十嵐委員が言われるように、備品購入については、非常にハードルが高いもので

あるが、拝見するところ、消耗品に近い備品と捉え、レンタルでは高上りになると

判断した。 

 ・基本的に、今年度から、備品購入だけでなく、ソフト面での活動と合わせた事業展

開であれば問題ないと捉えており、今回の提案については、通常どおり受付をした

ところである。 

 

 ・関澤委員、お願いする。 

【関澤委員】 

 ・実施の作業者が、中学生全員、教職員、PTA、ボランティアという形となっている

が、将来的には、中学生が主体となってやるような形に持っていって、あまり、PTA、

職員が手助けしなくても、まあ、最初のうちは少し指導的な形は必要だが、そのよ

うにされてはどうかと思う。 

 ・次年度以降、継続事業だと思われるが、中学校周辺、旧スキー場跡に植栽をする形

で、どのような花を植えるのか。まだ、構想などは出ていないが、スキー場跡に、芝

桜など、花はよく分からないが、一面に花となれば、すばらしい吉川区だなと、希

望している。頑張っていただきたい。 

【吉川区青少年育成会議 小山会長】 

 ・ご支援、ありがとうございます。もっと、中学生にさせたいが、中学生にはそれなり

の経験がなく、なかなか難しい面がある。しかも、生徒数が年々減ってきており、

とてもではないが対応できない。しかも、子どもたちは、自分たちが花を植えると

したのは、地域の活性化、つまり、全員で取り組む何かという提案なので、将来子

どもたちにというのは、難しいかと思う。 

 ・六角山のスキー場跡について、最初、計画案はいろいろ出ているが、予算がどれだ

けかかるのか、とても自分たちの力だけでは、大型の機械を入れなければならない

のではとか、いろいろと課題があり、取り組めないので、今年度はこれくらいにし
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て、さらに来年に向け発展させていきたい。 

 ・これはあくまで中学生の発案であり、来年の中学生は、１年苦労してやったけど、

とてもではないので、別なテーマにしたいとなれば、話が変わってくるし、先輩た

ちが培ってきた形だから、俺たちも引き継いでやっていこう、という気持ちが出て

くれば、継続してやっていくかもしれない。子どもたちの思いを中心にやっている

ので、約束はできない。 

 

 ・他に質疑を求める。 

 ・山越委員、お願いする。 

【山越委員】 

 ・ぜひ成功させていただきたい。 

 ・選ばれた、多年草、宿根ガザリアだが、地域によっては消えてしまう土質と、降雪に

よって耐えられないところも出ているようである。プロの方から助言を得られ、ぜ

ひ成功となるよう、がんばっていただきたい。老婆心ながら。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・ご丁寧な説明、ありがとうございました。 

【吉川区青少年育成会議 小山会長】 

 ・そのうち、実行委員、ボランティア募集のチラシが出るかと思うが、詳しい方から

お手伝いいただければ有難い。よろしくお願いする。 

 

 ・以上で「花いっぱい運動事業」のプレゼンを終了する。吉川区青少年育成会議さん、

ありがとうございました。 

  （吉川区青少年育成会議関係者退席） 

 

 ・次に、№５ 夢をかなえる会さんから提案のあった「上越文化会館と連携した文化

活動による地域活性化事業」についてプレゼンをお願いする。 
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【夢をかなえる会 五十嵐】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・夢をかなえる会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「上越文化会館と連携した文化活動による地域活性化事業」のプレゼンを終

了する。夢をかなえる会さん、ありがとうございました。 

  （夢をかなえる会関係者退席） 

 

 ・次に、№６ 原之町町内会さんから提案のあった「原之町町内会手づくり道路整備

と周辺の環境整備事業」についてプレゼンをお願いする。 

【原之町町内会 金井町内会長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・原之町町内会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【委員】 

・発言なし 

 

 ・現場も見せてもらっており、そこで聞かせていただいた部分もある。 

 ・以上で「原之町町内会手づくり道路整備と周辺の環境整備事業」のプレゼンを終了

する。原之町町内会さん、ありがとうございました。 

 

 ・次に、№７ 原之町町内会さんから提案のあった「原之町町内会伝承・伝統事業継

承の活動と推進」についてプレゼンをお願いする。 

【原之町町内会 金井町内会長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 
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 ・原之町町内会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「原之町町内会伝承・伝統事業継承の活動と推進」のプレゼンを終了する。原

之町町内会さん、ありがとうございました。 

  （原之町町内会関係者退席） 

 

 ・次に、№８ 吉川おどり隊（たーい）さんから提案のあった「吉川民謡の定着化推進

事業」についてプレゼンをお願いする。 

【吉川おどり隊（たーい） 八木代表】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・吉川おどり隊（たーい）さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【関澤委員】 

 ・吉川おどり隊は平成２５年に結成し、今現在、会員は何人か。 

【吉川おどり隊（たーい） 八木代表】 

 ・今言ったとおり、３８人だが、名簿には載っているが、全員が一緒にというのはな

かなか。皆さん、主婦であったり、都合があり、全員が集まるのは、年２回ある集

会、春先の集会とお盆頃に集会をしている。 

【関澤委員】 

 ・たいへんな事業だと思う。私みたいに、定年になって、家でぶらぶらしているのと

違って、定職があり、日に合わせて集合するのは、非常に困難だと思う。 

 ・若い人、学生なども、踊りたい方が参加できるイベントに出てもらい、後継者を作

ることはたいへんだと思う。 

 ・平成２５年、２６年に、夏用と冬用の浴衣を購入されたそうだが、すでにぼろぼろ

で、できないような状態かと思うが、私らもそれなりに協力して、吉川の賑わいの

ため、やっていただきたいと思う。よろしく、頑張っていただきたい。 

【吉川おどり隊（たーい） 八木代表】 
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 ・ありがとうございました。地区だけでなく、町内外にも行けたらいいな、というの

が夢である。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「吉川民謡の定着化推進事業」のプレゼンを終了する。吉川おどり隊（たー

い）さん、ありがとうございました。 

  （吉川おどり隊（たーい）関係者退席） 

 

 ・次に、№９ 尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会さんから提案のあった「上越

市長杯・新潟県知事杯パラグライダー大会賑わい創出事業」についてプレゼンをお

願いする。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【加藤副会長】 

 ・日頃から、賑わい創出で尽力されている様子が伺えるが、このような大きな大会で、

県や市から補助金はないのか。地域活動支援事業のみで出されているが。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・大会は、スカイスポーツ大会の実行委員会がある。私どもの方には補助金はなく、

賑わい創出のため、尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会というのがあり、こち

らも補助金はなくやっている。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【関澤委員】 

 ・今年の吉川区の地域活動支援事業は、配分額よりも大幅に提案額があり、できれば

皆さんを採択したいのは山々だが、事業費１０６万円、補助希望額１００万円とな
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っているが、９０万円でもこの事業は可能なのか。１割減らしてもどうか。 

 ・回答できないか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・なるべくだったら、多くお願いしたい。 

 

 ・１割というのは例だが、事業費を大幅に超えているのは確かである。タイアップし

ている部分で、補助イベントということになるかと思うが、事前に事業可能な金額

の打診があったと思うが、減額になる可能性がある場合、どのくらいなら目安とし

てできるのか、考えていただければと思う。後ほど、事務局と調整があるかもしれ

ない。お願いしたい。 

【関澤委員】 

 ・今の意見は、私個人の考えなので、訂正する。１割程度減らしても・・。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・回答には、５％以上落とされると困ってしまうとしている。なるべくお願いしたい。 

【平山委員】 

 ・エントリーする選手の方は、５年、１０年前と変わらない人数がエントリーしてい

るのか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・だいたい変わらず、６０～７０人となっている。 

【平山委員】 

 ・全国的に見て、スカイスポーツをやられる方は、現状、増えているのか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・少しずつ減ってきているとは思うが、そういってしまうと、落とされてしまうのか

と思って・・・。 

【平山委員】 

 ・分かりました。ありがとうございます。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【山岸副会長】 

 ・イベントの企画運営委託一式となっているが、当然、イベントを企画する会社はた

くさんあるが、いくつか拾って、一番安い金額となっていると捉えてよいか。何社
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か見積もりを取って、一番低いところか。まさか１社だけではないか。実際にやる

ときは、何社も見積もりを取って、一番有利なところでお願いしたい。 

 

 ・ここで答えの用意がなければ、次回までに事務局にお願いしたい。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会 事務局 小池】 

 ・提案書に、１社見積もりとなる理由書を付けておいた。 

 

 ・事務局で答えがあればお願いする。 

【鷲津主任】 

 ・委員の皆様にはお送りしていなかった資料であり、申し訳ない。 

 ・見積もりは１社となっており、見積もりと合わせ、１社となる理由書を付けていた

だいている。これを読み上げさせていただく。見積もりは、上越ケーブルビジョン

株式会社からの見積もりである。 

 ・上越ケーブルビジョン株式会社は、吉川区のことやパラグライダーの取材等に来ら

れており、昨年もパラグライダー記念大会でご協力をいただくなど、当地の現状を

良く周知されている。 

 ・本事業では、大会の実況解説や映像撮影・上映等に加え、誘客イベント等の企画運

営といった特殊な業務も実践されていて、相談したところ、お願いできる会社とし

てベターであり、上越市内では他社では出来ないものと思われる。 

 ・また、上越ケーブルビジョン株式会社は、上越地方で独自のチャンネル放送を行っ

ており、吉川区内でもかつてからあった吉川有線放送事業を引き継がれ、その事業

を継続されている。 

 ・こうしたことから、当事業の成果を事業完了後も活用していただけるという有利性

があること等を考慮し、１社のみを選定しました。 

 ・という理由書が添付されている。 

【  

 ・事務局で、そういう資料は事前に配布していただきたい。 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 
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 ・以上で「上越市長杯・新潟県知事杯パラグライダー大会賑わい創出事業」のプレゼ

ンを終了する。尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会さん、ありがとうございま

した。 

  （尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会関係者退席） 

 

 ・次に、№１０ 越後長峰城址保存会さんから提案のあった「長峰城址保存活用事業」

についてプレゼンをお願いする。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・越後長峰城址保存会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【佐藤委員】 

 ・午前中現地見学で、非常に大きな土塁等を見せていただいた。樹木を伐採すると、

それが分かるが、法面等土壌の崩落につながり、その辺の対策はどうか。土壌、地

質についてどう考えているか。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・そこまでは考えていないのが現状である。 

【佐藤委員】 

 ・いずれ崩壊するのではないか。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・私には分かりかねる。 

【佐藤委員】 

 ・切らなければ分からない。切ってしまうと崩壊する。相反する話である。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・砂質土で脆い。この前、伸びたひこばえを刈っていたが、結構脆い。 

【佐藤委員】 

 ・せっかくのものを切ってしまうことで・・・。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・難しい。いい知恵があったら教えていただきたい。 
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 ・昨年、２か所刈って、状況的には影響はあるのか。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・目に見えて、というのは分からない。 

 

 ・佐藤委員のお答えになっているかといえば、答えの持ち合わせがないそうである。

佐藤委員、よろしいか。 

【佐藤委員】 

 ・はい。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・保存会について、会員は。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・１１３名である。長峰町内会全戸である。町内会費とは別に５００円ずついただい

ている。町内会の総会の後に、時間を設けて総会を開いている。 

 

 ・町外、区外の方からの会員は。興味のある方で会員になる方はいないか。 

【越後長峰城址保存会 上野】 

 ・２とおりの方法がある。 

 ・町内会を基盤として、町内会だけの保存会にしている。意識している。町内会と連

携していくことで、より確実な保存活動をしていきたい。 

 ・外部者、専門家、好きな人に集まっていただき、保存会を作ると、町内会と離れるこ

とを危惧する。その辺が非常に難しいところである。 

 ・現在は、町内会を基盤としている。 

 

 ・以上で「長峰城址保存活用事業」のプレゼンを終了する。越後長峰城址保存会さん、

ありがとうございました。 

  （越後長峰城址保存会関係者退席） 
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 ・次に、№１１ 上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会さんから提案のあった「入

河沢城を中心とした歴史と里山文化のまちづくり事業」についてプレゼンをお願い

する。 

【上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会 江村】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【五十嵐委員】 

 ・まだ設立間もない活動かと思うが、ここまでいろいろまとめたり、調べたり、たい

へんご苦労いただいていることを、つくづく感じている。 

 ・細かいことで申し訳ないが、提案書の収入・支出のページに、参加賞を配ることに

なっている。単価が１人３００円となっている。 

【上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会 江村】 

 ・考え方が２つあり、子どもさんと成人。子どもさんを考えて、環境教育をやりたい。

それで、参加してくれたという意味でお願いしたい。 

 ・入河沢には小学生がいない。近辺を広げ、東田中にもいない。河沢に何人かいる。最

寄りの子どもさんを集めて、里山文化、昔の生活、里山の利用について、子どもさ

んにもやりたい。 

 ・大人の皆さんには、里山を利用した限界集落、川谷や尾神など、何とか自伐型林業、

山林の自伐型で人を集める、そういう運動の考え方の最初の一歩として、この事業

を考えている。 

【五十嵐委員】 

 ・分かった。 

 ・事務局、市としては、目安として単価２００円となっているが、よろしいか。あくま

で目安だが。 

【鷲津主任】 

 ・一応、Ｑ＆Ａには、金額目安２００円となっている。どうしても３００円でなけれ

ばならない何か事情あるのか伺った上で、調整させていただく。 

【上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会 江村】 

 ・特に理由はない。鉛筆、ノート、そんな感じで３００円と、安易に考えていた。 
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【五十嵐委員】 

 ・市の目安の単価は２００円となっている。ご参考に。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【薄波委員】 

 ・今日見せていただいた場所は、登るルートは、あそこの道しかないのか。 

【上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会 江村】 

 ・本道というか、正規の道がどこにあったか分からない。河沢からも上がれる。堀切

もあるが、それほど大きくない。入河沢のルートは、３ｍ位の堀切、昔はもっと深

かったのだろう。泉谷からのルートもあるようだ。天林寺からのルートについて、

研究家の方も、がくんとなっていて、危険だったので行けなかったという話をして

いる。堀切、土塁があることは、以前はルートがあったかもしれない。 

【薄波委員】 

 ・今日見せていただいたところは、ため池がある。切り開いて、あそこがルートにな

ると、安全管理をきちんとやっておかないと、子どもたちが登る時、危険かなとい

う気がする。将来的に考えていただきたい。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・ないようであれば、江村さんのほうで、何か付け加えることはないか。 

【上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会 江村】 

 ・限界集落の部分で、我々だけでは絶対だめだ。自治体の支援が必要である。全国で

は、６０市町村くらいが、自伐型林業、地域起こし協力隊を入れた地域創生につい

て支援をしている。上越市でも、何とか、超限界集落については対応していただき

たい。その１つの突破口になればという事業を考えている。 

 

 ・以上で「入河沢城を中心とした歴史と里山文化のまちづくり事業」のプレゼンを終

了する。上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会さん、ありがとうございました。 

  （上吉川歴史と里山文化のまちづくり研究会関係者退席） 
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 ・次に、№１２ まちづくり吉川さんから提案のあった「吉川酒づくり伝説歴訪事業」

についてプレゼンをお願いする。 

【まちづくり吉川 藤野事務局長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・まちづくり吉川さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【五十嵐委員】 

 ・収支計画にある、参加者の弁当代は、参加費から支払うということでよいか。 

【まちづくり吉川 藤野事務局長】 

 ・参加費２千円を頂いた中で、弁当代、お茶代を賄う。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「吉川酒づくり伝説歴訪事業」のプレゼンを終了する。まちづくり吉川さん、

ありがとうございました。 

  （まちづくり吉川関係者退席） 

 

 ・次に、№１３ 鼓舞衆（こぶし）さんから提案のあった「鼓舞衆太鼓購入支援事業」

についてプレゼンをお願いする。 

【鼓舞衆（こぶし） 松原代表】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・鼓舞衆（こぶし）さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【五十嵐委員】 

 ・いろいろなところで、鼓舞衆（こぶし）さんの演奏を聞かせていただき、私自身、勇

気をもらうことがある。 
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 ・世知辛い質問かもしれないが、年間３０回ほどの出演で、その都度謝礼が入ると思

うが、その謝礼は、太鼓類の維持管理に使われるのか。 

 ・計画書の支出に、交通費とあるが、これは１回２千円で５回で１万円となっている

が、誰に払う交通費なのか。 

【鼓舞衆（こぶし） 松原代表】 

 ・交通費は、メンバーといっても、私と男性４人のうち２人の、一生懸命出ている方

の車に乗って行くため、ガソリン代ということで、一律当てている。 

 ・謝礼について、いろいろ頂いているところもある。その謝礼を１７年間で貯めてい

る。２尺という６０㎝の置き太鼓があるが、これが仮に破れた場合、２０万円かか

る。この太鼓が３台ある。６年前に購入したものが主として動いているので、ある

程度ストックしておかないと心配なので、貯金している。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「鼓舞衆太鼓購入支援事業」のプレゼンを終了する。鼓舞衆（こぶし）さん、

ありがとうございました。 

  （鼓舞衆（こぶし）関係者退席） 

 

 ・次に、№１４ 吉川げんき市出店会さんから提案のあった「げんき市場活性化推進

事業」についてプレゼンをお願いする。 

【吉川げんき市出店会 山本会長】 

 ・提案書等に基づきプレゼンテーション 

 

 ・吉川げんき市出店会さん、ありがとうございました。 

・今程のご説明について、質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・図面も付けて提案していただいているが、図面からはよく分からないが、施設自体
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は市の財産である。工事を行う場合、施設に付随したり、設置したり、くぎを打っ

たりすると、行政側では好ましくないという判断が働いているやに聞いている。そ

の辺の説明をお願いしたい。 

【吉川げんき市出店会 山本会長】 

 ・見づらい図面で恐縮であるが、基本的には、がんぎ通り、廊下の関係、市が作った部

分には触れることなく、コンテナの部分に風除けを設置する、という造りになって

いる。図面的には見づらいところもあるが、基本的には、市の施設に手を触れるこ

とは考えていないので、了解いただきたい。 

 ・図面の中で、裏側という話をしたが、冬期間の冷たい風が入ってくる時だけ塞いで、

取り外しができるような、コンテナとコンテナの間だが、取り外しができるような

設置ということで考えている。建築基準法も消防法も含め、問題はないと考えてい

る。 

 

 ・既存の施設には手を加えないということで説明があったが、行政では、建物が接触

したりしても好ましくないと考えているようだ。 

 ・これから審査をするが、採択となっても、実際建てたら接触していて、行政側から

クレームが付くと、取り外しとなるので、その辺について、図面では分かりにくい

ので何とも言えないが、そういうことのないように事業を進めてもらいたい。 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・以上で「げんき市場活性化推進事業」のプレゼンを終了する。吉川げんき市出店会

さん、ありがとうございました。 

  （吉川げんき市出店会関係者退席） 

 

 ・以上で、地域活動支援事業提案者によるプレゼンを終了する。関係者の皆さん、誠

にありがとうございました。 

 ・プレゼンの内容等を踏まえ、次回の地域協議会において審査し、採択の有無を最終

決定する。 
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 ・次第５ 総合事務所からの諸連絡について、事務局から説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・諸連絡は特段ない。 

 ・勉強会の再開時間だけを確認いただき、一旦休憩などを入れてはいかがか。 

 

・この後、休憩をはさみ、勉強会に移る。 

・３時１５分再開とする。 

 

 ・会議の閉会を宣言 

 

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２１１） 

                 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。 

 

 


