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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成２９年度第５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）自主的審議事項について 

（２）地域活動支援事業の公募・審査に係る反省課題について 

・報告事項（公開） 

（１）頸北斎場に係る質問事項への回答について 

（２）７月１日からの大雨の対応状況について 

（３）旧旭保育園及び旧吉川中央保育園の解体工事について 

（４）総合事務所からの諸報告について 

 

３ 開催日時 

  平成２９年７月２０日（木）午後６時３０分から午後８時０５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 

  １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 

・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）、 
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（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 

 ・横田弘美委員の欠席を報告。 

 ・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 

 

 ・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）自主的審議事項について 

（２）地域活動支援事業の公募・審査に係る反省課題について 

 ・会長報告 

    ・花いっぱい運動についての活動報告 

 ・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】 

 ・事務局から３件報告する。 

   ・頸北斎場に係る質問事項への回答について 
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・７月１日からの大雨の対応状況について 

・旧旭保育園及び旧吉川中央保育園の解体工事について 

・まず、頸北斎場に係る質問事項への回答について報告する。 

【小林所長】 

 ・報告資料№１に基づき報告。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・回答について、よく読んでいただきたい。 

 ・次に、７月１日からの大雨の対応状況について報告を求める。 

【大場次長】 

 ・報告資料№２に基づき報告。 

 

 ・質疑を求める。 

【山岸副会長】 

 ・たいへん、対応ご苦労様でした。 

 ・消防団を通しての対応、当直の方々の話で、ある部分を伺っているが、消防団の対 

 応をもう少し詳しく報告、説明いただきたい。降り出して次の日、対策本部ができ 

 た頃か、その日の早朝、土のう積みに入ったと聞いた。しかし、行った時点で、最高

水位から下がった状態で積み始めたと聞いている。どこで判断を把握したか。端的

に言えば、対応が遅すぎたのではないかと。今の報告ですと、消防団の警ら、災害に

ならないように巡回をお願いしたと、報告を受けたが、実際、その辺の対応として、

聞くところによると、ちょっと対応が後手に回っているのではないか。 

・たまたま幸い、河川の増水で、人的被害、家屋被害はなかったが、いずれにしても、

ちょっと遅きにありきかと感じをもっている。その辺、ご苦労願って申し訳ないが、

もうちょっと説明願えれば有難い。 

【大場次長】 

 ・（７月）３日の午前３時５０分、職員は、川谷の観測所が基準値を超えたというメー
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ルを受け、すぐに事務所に集合した。まだ暗く、出ることは危険なので、明るくな

るのを待ち、代石に水位計がないので、職員を派遣し、水位を見てきた。６時前に、

川のところのブロックの（越水まで）４～５枚のところまで来ていたので、堤防の

決壊等の恐れがあると判断し、６時に避難勧告を出した。勧告に当たっては、下流

の柿崎区の状況、木田の防災担当と相談して出した。 

 ・その後、巡回が必要なので、消防団員に一斉メールをした。防災行政無線で、避難勧

告、避難準備情報を出していたので、その間、防災行政無線を使うことができず、

その隙間を見て、再度、消防団員に巡回のお願いの放送を流した。あとは、方面隊

長さんの指揮命令により、代石のところで越水の危険ということで、そこに集まり、

土のう積み等を行っていただいた。 

 ・詳しい内容は、今言ったとおりである。 

【山岸副会長】 

 ・大変恐縮だが、私も長い間、消防団をやっていたので、災害をいくつか経験してい

る。団長以下、本部要員は、役場に詰める。災害が起こる、災害対策本部になるかな

らないかの間際に、だいたい召集がかかり、我々役場に詰めて、現場を見に行った

り、今のように、土のう積みが必要ならば、すぐに出動をかける、ということをし

ていた。 

 ・今は、行政が判断し、要請をかける。最終的には方面隊長が出していたが、詰めると

いう状況は、今やっているのか。それはないのか。 

【小林所長】 

 ・消防団の関係は、従前どおり、団長から、メールを介して、幹部に連絡がいく。今回

の場合については、そのほかに、私ども所長から、消防団に向かって要請をかけた。 

 ・土のうについては、本来、自主防、地元の方々が、真っ先に対応し、その情報を得

て、消防団に対し、代石の橋のところで、町内会としても応援を求めている、とい

うことで、そちらの方に、団員を誘導してもらいたいというお願いはさせてもらっ

た。 

 ・従前どおり、山岸副会長の言われるとおり、消防団は消防団として、団長系統で流

れている。私どもとしては、状況を把握し、補足的にお願いをしたのが、今回の部

分である。 

 ・今回の部分について、検証を行っている段階であり、いろんな部分の課題は、今後
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解消していきたい。これを教訓に、次期の災害に備えていきたいと考えている。 

【山岸副会長】 

 ・泊りもされてと伺って、ご苦労いただいているのは重々承知して恐縮だが、団は団

の判断は当然であり、対策本部には団幹部がいるべきであり、メールでどうのこう

のではなく、現場の状況把握も含め、方面隊長、正副あたりまでは、（詰めるべき。）

我々のときは詰めていた。我々の中で判断しながら、行政と相談して動いていた部

分もある。現場の確認は、直接動いていた。それをもって、対策本部でどうするか、

というのは、その後の流れは、今回取っていただいた流れだと思う。 

 ・せっかく、制服を着て動いていただくと、住民は期待する。実のある活動に持って

いっていただきたい。苦労いただいているのは恐縮だし、有難いし、心強いが、せ

っかくご苦労いただくので、効果のある対応になればと思う。 

 ・消防団の話について、最後の方で、お願いをしたいと思う。この時点では、この説明

で有難いと思う。ありがとうございました。 

 

 ・次に、旧旭保育園及び旧吉川中央保育園の解体工事について、報告を求める。 

【小池Ｇ長】 

 ・市役所保育課から、地域協議会の皆様に報告するようにということで、資料はない

が報告する。統合により閉園となった、旧旭保育園、旧吉川中央保育園の園舎及び

跡地の利用の関係について、昨年度、地元町内会や、地域振興会と協議したが、い

ずれの団体からも利用希望はなかった。このことから、２つの保育園の園舎の解体

工事について、今年８月中に入札による工事発注の手続きを進めている。契約締結

後、概ね９０日間で、解体工事と整地作業を行う予定である。以上、報告する。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

・４ 協議事項に入る。 

・（１）自主的審議事項について、である。まず、①吉川区「出張」地域協議会 ６月

１５日開催結果の検証について、６月１５日、源地区で実施分の意見等と、今後の進
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め方について協議し、②部会ごとの課題分担について、６月１５日、源地区で実施分

の意見課題等の部会ごとの分担について協議する。 

・①②は関連があるので、一括して、事務局から説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№１－１に基づき説明。 

 

 ・今示されたばかりであり、現に各部会では、活発に、前回分までの「出張」地域協議

会の内容を検討している過程だと思う。この内容で、一旦各部会に持ち帰っていた

だき、そこで、うちと違うのではないか、という検証も含め、回答いただきたい。 

 ・持ち帰っていただき、各部会で意見があれば、次回に、事務局に提案願いたい。 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

・次に、③各部会からの報告、協議提案等、部会の協議状況等について、である。 

 ・まず、各部会長より、各部会での協議状況について、中間報告をお願いする。                            

 ・まず、暮らし・支え合い部会からお願いする。 

【上野委員（暮らし・支え合い部会長）】 

 ・暮らし・支え合い部会から報告する。 

 ・私どもの部会は、５月２６日、６月１５日、７月１２日の３回集まって話をしてい

る。７月１２日に、地域協議会への中間報告の話があったので、協議資料№１－７

のように、当部会ではまとめた。 

 ・協議資料№１－７に基づき説明。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、次世代担い手部会からお願いする。 

【関澤委員（次世代担い手部会長）】 
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 ・協議資料№１－８に基づき説明。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、安全・安心部会からお願いする。 

【平山委員（安全・安心部会長）】 

 ・去る６月２８日午後６時３０分より、吉川コミュニティプラザ３０２会議室で、第

１回目の会議を行った。安全・安心部会の進行状況を協議し、今出ている課題を区

分けしていくこととした。各諸団体２件、東田中分館から２７件、旭地区から８件、

吉川地区から９件、吉川地区までの協議を行った。全４６件である。その中で、行

政に対応してもらうもの、コメントを付けて行政に対応してもらうもの、我々が継

続審議を行うものなど、４つに区分した。 

 ・半分以上は、県、土地改良、民間企業に関連するもので、難しい課題が多い。何件か

はピックアップして継続協議となっている。 

 ・本日、２回目の協議を行う予定である。ある程度資料がまとまったら、皆さんにお

配りする。それまで見守っていただくことをお願いし、説明を終わる。 

 

 ・各部会では１回～３回の会議を開き、検討していただいている。皆さんの活動につ

いて、「出張」地域協議会の中間報告で、会場に来られた方にお答えしたい。引き続

き、部会での協議をお願いする。 

 ・各部会から上がった内容について、自主的審議事項とする案件があれば、ここで正

式に協議するが、まだ各部会での精査が終わっていないので、各部会での精査が終

わった後で、地域協議会で正式な自主的審議事項として上げてもらいたいという要

望があった時点で、協議させてもらう。よろしくお願いする。 

 ・次に、頸北斎場についてである。 

・本日、最終的に、今までの質問事項の回答もいただいた。 

・一定の解決を見ている状況である。本件について、審議を終了したいと考える。頸北

斎場に係る検討委員会の廃止も提案したい。 
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・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし 

 

 ・では、頸北斎場に係る検討委員会も本日で終了とする。事務局、よろしくお願いす

る。 

 

・次に、（２）地域活動支援事業の公募・審査に係る反省課題について、協議を行う。 

 ・前回の会議で、本年度の地域活動支援事業について、１０事業を採択し、審査を終

了したところである。 

 ・これに伴い、本年度の募集及び審査についての反省課題等について、事前に提案を

お願いしたところである。 

 ・反省課題等について、事務局でとりまとめを行ったので、説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№２－１に基づき説明。 

 

 ・全ての案件について、必要か必要でないかの検討をいただかなければならない。 

 ・進め方としてはそれでよいか。 

【南雲班長】 

 ・今日、この資料をお示ししたところであり、これを見て気づく点もあると思うので、

委員各位で整理いただき、次回、正式に方針を決定する際、議論いただきたい。 

 

 ・全て議論するのか。 

【南雲班長】 

 ・違います。内容を１つ１つやっていっても、それぞれの考えもまとまっていないと

思うので、とりあえず、考えをまとめていただきたい。 

 

 ・今日は示してもらったので、次回再度、協議案件をとりまとめるそうだ。 

 ・質疑を求める。 

【上野委員】 
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 ・とりまとめ結果について、問題点等を出した人が、その対策案を記入したのか。 

  課題と改善案は、同一人物が書いたのか。 

【事務局】 

 ・そうである。 

 

 ・他に意見があれば、事務局に報告いただき、次回検討する。 

 ・本日の協議事項は、これで終了する。 

 ・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。 

【大場次長】 

 ・事務局から２件報告する。 

・８／５（土） 第１９回越後よしかわやったれ祭り               

・８／２２（火） パラグライダー スチューデントカップ（～２４日） 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、その他に入る。 

・次に、吉川区地域協議会委員視察研修の実施有無についてである。 

・例年実施している視察研修について、本年度の実施の有無を確認したいと思う。合わ

せて、研修のテーマ、行き先等についても、ご意見を頂きたいと思う。 

・時期については、秋頃を予定している。 

・視察研修の有無を確認し、行くことになれば、場所を探すことになる。こういうとこ

ろに視察に行くべきという意見があればお願いする。今日回答が出なければ、後で

考えてもいいと思う。 

・視察研修の実施の有無は、今日結論を出すのか。 

【鷲津主任】 

 ・やる、やらないだけでも。また、時期についても決めていただきたい。 

 

 ・研修の実施について、意見を伺う。 
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【委員】 

 ・「やったほうがいい」という声多数。 

 

 ・実施することとする。内容について、今後協議するが、時期について、例年秋、稲刈

り後の実施だったと思う。秋、稲刈り後でよいか。 

【委員】 

 ・「はい」の声多数。 

 

 ・では、それくらいの時期で行う。 

【加藤正子副会長】 

 ・各部会で、ニーズの把握や課題を持っていると思う。もう少し検討いただき、それ

に沿ったものを視察研修や講演、勉強会を開くなど、いいかと思う。 

 

 ・そういうところも、部会で検討し、提案いただきたい。 

 ・次に、地域協議会だよりの発行についてである。 

・「出張」地域協議会・源会場などの様子や、部会での協議の状況などをお知らせする

ため、第３２号を発行したいと思う。 

・第３２号の地域協議会だよりの編集委員は、順番により薄波委員、大滝委員、片桐利

男委員になるので、作業を進めてください。 

・発行は、１０月１日を目途としてください。 

 ・原稿締切はいつまでとなるか。 

【鷲津主任】 

 ・１０月１日の根拠は、例年その後はお正月号であり、お正月号との間隔を考えたと

きに、１０月がほぼ中間となるためである。 

 ・その原稿締切は９月中旬で十分である。この後、今後の会議日程を協議するが、９

月２１日が定例の地域協議会となるので、それまでにまとめて、皆さんから確認い

ただき、１０月１日発行が理想的なスケジュールと考えている。 

 

 ・編集委員の皆さん、よろしいか。お願いする。 

・次に、次回の地域協議会の日程について協議する。 
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 （日程について協議したのち） 

 

 

・８月第３木曜日（１７日）は、お盆期間ですので、お休みとする。 

・９月定例の地域協議会は、９月２１日（木）１８時３０分から、吉川コミュニティプ

ラザでお願いする。 

・１０月には「出張」地域協議会が予定されている。事務局に説明を求める。 

【鷲津主任】 

・１０月の「出張」地域協議会は、１０月１９日（木）１９時００分から、吉川公民館

竹直分館でお願いする。吉川区総合事務所から送迎バスを運行する。 

 

・平成２９年度頸北地区地域協議会委員合同研修（柿崎区）について、説明を求める。 

【鷲津主任】 

・平成２９年度頸北地区地域協議会委員合同研修（柿崎区）は、９月下旬開催で検討さ

れている。決定次第、書面でご案内する。 

・そうなると、視察研修の時期だが、１０月は市長選挙もあり、選挙後とさせていただ

きたい。 

 

 ・９月も忙しくなるが、協力をお願いする。 

 ・他に質疑を求める。 

【鷲津主任】 

 ・この後、８時頃から、安全・安心部会を３０２会議室で開催する。 

【薄波委員】 

 ・災害の件で伺いたい。ここまで細かな内容を知らなくてもいいが、災害が発生した

事象について、どういう段階で、どういうレベルのものを、どこまで住民に案内を

出すか、という現状を教えてほしい。市のホームページでは、避難勧告、警報など

出ている。テレビのニュースでも勧告などの情報が出ている。ヤフーのホームペー

ジでも出ている。市のホームページでなく区のホームページでは、詳しい災害状況

などは載っていない。たいへん混乱して忙しい中、どこまでできるかというのもあ
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るが、中身を見ると、土砂災害や河川災害なども出ている。安全に関わる情報は、

タイムリーな段階でお知らせするほうがベターである。消防団にはメールで出てい

る。その他の人には、どこまで情報提供しているのか。可能であれば、（吉川コミュ

ニティプラザ）１階ホールに大きなテレビがあるので、現状を流すとか、スマホで

河川の状況を知らせるとか、そういう仕組みを考えられないのか。現状とこれから

について、説明を求める。 

【大場次長】 

 ・市道の通行止め等については、法面の崩落や冠水など、分かった時点で、防災行政

無線で放送している。詳しい内容について、災害箇所の件数については、先週、報

道機関に情報提供している。今後まとめてホームページに掲載予定となっている。 

【小林所長】 

 ・今回の被災内容について、市民の皆さんから情報をいただき、市で確認する。それ

に基づいて被害件数としている。今の状況について、吉川区の部分だけを、委員の

皆さんに情報提供している。 

 ・災害対応時においては、市民の安全、避難所との連絡などに携っており、生で情報

を掲載するのは不可能な状況である。 

 ・ＪＣＶなど放送関連で、市の対策本部などの情報は、リアルで公開している。詳し

内容についての公開は、無理がある状況を理解いただきたい。 

【薄波委員】 

 ・「出張」地域協議会で意見を聞くと、防災行政無線が聞きづらいという声が多い。そ

れを補てんする仕組みがあればいいと思う。 

 ・日本でもいろいろな災害が起きているが、災害現場で聞かれるのは、情報が少ない、

聞こえてこない、という声を、ニュース等で聞く。工夫していく部分かと思う。 

【小林所長】 

 ・現在、検証を行っている。防災行政無線の関連も含め、ご意見のあったことを組み

入れさせていただき、今後の対応に活かさせていただく。 

【大滝委員】 

・やったれまつり実行委員をやっている。８月５日、第１９回越後よしかわやったれ祭

りが行われます。皆さんからご協力をいただき、開催したと思います。参加をよろし

くお願いしたい。７月２２日の吉川テラスで、やったれのブースでグッズを販売す



 13 

る予定である。協力をお願いしたい。 

 

 ・山岸副会長、お願いする。 

【山岸副会長】 

 ・第６次総合計画に、平成２９年度、消防団の適正配置の検討委員会を立ち上げ、ヒ

アリングを行うことになっている。ある元幹部の方から話を聞くと、今までの人員

配置はなく、本部で削ってきている、という現状があると聞いた。この間、消防大

会のとき、知り合いの副団長に、その旨伝えてある。どこまでヒアリングするのか。

適正配置は、減らす方向で考えていると推測する。冒頭の水害の話から、住民とし

ては、非常に期待をする部分、安全・安心の部分の消防団である。いかに今後、継続

して活躍していただかないと。消防団は、消防署ではなく、火事だけではない。風

水害、地震、人員捜索もある。警察の部分も含め対応がある。その方々と地域協議

会で懇談会を持たなければならないと思っている。現幹部、団員の皆さんの希望も

いただきながら、災害に実のある消防団の継続をお願いしたい。 

 ・ここ近年、祭典用、式典用の操法訓練が先行し、私らがやっていた頃の、各分団に想

定して、火点、災害現場として想定訓練を、毎年場所を変えてやっていた。そうす

ると、ご迷惑をかけた先般の竹直の芝火災もそうだが、どこが水利で、水利から火

点までどうやって水を引くのか、おのずと訓練をやることになり、有事にはそれが

反映して活かせる。祭典用の訓練はしているが、想定訓練は負担が多いので、欠落

してきていると推測できる。あまりうるさく言うと、若い人は辞めてしまうので、

言ってはいけないような気もあるが、制服を見ると期待をする部分がある。安心と

いう部分ではお願いしたい。行政の力添えをいただきながら、適正配置はいいが、

今あるものをいかに維持するか、有効な組織にしていくか、ぜひお願いしたい。 

 ・事前にお願いしたが、８年前から同じ場所で１箇所で、区の敬老会を開催している。

参加者、参加できなかった方、参加しなかった方に、アンケート調査をしてはどう

か。お年寄りは、有難くてとてもそんなことは言えない、という方が多い。意見と

して上がってきたことは、一部の意見だ、という話もあるが、一部の意見ではない、

ということも、アンケートで確認しているのか。あの人だけだとか、あの方面の方

だけだとか、という捉え方なのかも含め、実態調査をしてきたのか。今後する予定

はないのか。ぜひお願いしたい。 
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 ・私が聞いているのは、場所を変えてもらいたい、やり方も、昔みたいに何か所かに

分けてやってもらいたい。バスで行くのはたいへん。近い所で、マイカーなどで通

いたい、という話を聞いている。記念品も、去年タオルをもらったが、いっぱいあ

るので替えてもらいたい。柿崎、大潟にも聞いたが、柿崎では紅白まんじゅうだ。

牧区でも紅白まんじゅうだ。吉川では数年やっていないが、まんじゅうに戻しても

らいたい、という話も聞いた。記念品も含め、アンケート等を取っていたのか。今

後は、ぜひ、せっかく、人生の先輩、私らもいずれお世話になる敬老会である。実の

ある、皆さんに喜んでもらえるよう企画しているのは、重々承知している。今後も

続けていく上では、ぜひ配慮をお願いしたい。地元の意見を踏まえた私の希望であ

る。 

 ・柿崎区にある、自動車運転免許試験場が、なくなってほかに移るといううわさを聞

いている。実態はどうなのか。ご存じだったら教えてほしい。 

 

 ・事務局で回答があればお願いする。 

【小林所長】 

 ・消防の関係については、今ほど意見を賜った部分は、方面隊を通じて、お伝えする。 

 ・敬老会については、私共としては、参加者から意見を賜って、感想的な部分ではあ

るが、ぜひ継続をという意見を伺っている。アンケートについては、やっていない。

そのような意見があれば、敬老会の運営について、満足度を測る手段を検討したい。 

 ・柿崎区の自動車学校について、今現在、手元に資料はない。回答できる情報はない。 

 

 ・新しい情報があれば、開示をお願いする。 

【関澤委員】 

 ・敬老会について、私が実際参加して、トラブルがあり、不愉快なことがあった。会場

設営で、ぴったりと椅子、机が設置されており、トイレにも行けない状態だった。

係に言ったが、対応が悪く、不愉快な思いをした。机、椅子の設置について考えて

もらいたい。アンケートなども検討してほしい。 

【小林所長】 

 ・昨年は、関澤さんから、場を盛り上げていただいたり、ご協力いただき、感謝してい

る。席の配置について、改善が図れるよう検討したい。 
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 ・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。 


