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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成３０年度第６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） 

⑴ 吉川区地域活動支援事業について 

⑵ 自主的審議事項等について 

⑶ 吉川区地域協議会委員視察研修について 

・報告事項（公開） 

⑴ 委員の辞職について 

３ 開催日時 

  平成３０年９月２０日（木）午後６時３０分から午後７時２８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 

  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：五十嵐豊、上野康博、薄波和夫、大滝健彦、片桐利男、片桐雄二、 

加藤正子、佐藤 均、関澤義男、中村正三、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）、市民生活・

福祉グループ小池グループ長（教育文化グループ長兼務、以下グルー

プ長はＧ長と表記）、総務・地域振興グループ南雲班長、保高班長 

８ 発言の内容 

【大場次長】 

 ・会議の開会を宣言。 

 ・委員１４人の出席を報告。 

 ・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。 
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・会議録の確認：片桐雄二会長 

【片桐雄二会長】 

 ・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。 

【片桐雄二会長】 

・当日の次第の確認 

・関連する報告事項の整理 

 ・会長報告（報告事項なし） 

 ・委員報告を求める。 

【委員】 

（発言なし） 

【片桐雄二会長】 

・ないようなので、事務局からの報告を求める。 

【大場次長】 

・８月２８日の大雨の対応状況について、報告資料№１に基づいて報告。 

・原子力災害に備えた出前講座の開催について口頭で説明。７月から、町内会単位で

開催中である旨とその主な内容等を報告。今年度の対象地区は源地区、東田中地区、

泉谷地区。 

・今夏の猛暑と少雨にかかる市の農地渇水対策の状況について、口頭で概要を報告。 

・子ども医療費の助成拡大について、口頭で概要を報告。 

【片桐雄二会長】 

・今ほどの報告に対して、委員から質問等はないか。 

【委員】 

（発言なし） 

【片桐雄二会長】 

・委員から質問がなければ、私がお訊ねしたい。大雨の対応に関連して、区の消防団

幹部にはこの災害対策本部に招集がかかるのか。 

【大場次長】 
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・総合事務所が区の対策本部になっているが、今回の程度の水害の場合、消防団には

見回り等をしてもらっているものの、消防団の幹部は来ていない。 

【片桐雄二委員】 

・招集がかかる場合もあるのか。 

【大場次長】 

・災害の程度によるが、大きくなれば消防団幹部から集まってもらい、団員に指令を

出す時などに活動してもらうことになる。 

【小林所長】 

・補足だが、消防団には今回のように台風が来る前などの状況下で、団長名で事前に

巡回をするようにとか、物が飛散しないように看板等は事前に倒すようにとかとい

う別段の指示が出る。 

・区内で局地的に被害が発生し得るようなら、方面隊長と連絡を取り対応する体制に

なっているので、連絡は取れる。 

【片桐雄二会長】 

・承知した。 

・もう一点。原子力防災の説明会は、どのような人員体制で説明に回っているのか。 

【大場次長】 

・私と防災担当職員の二人で出向いている。 

・説明会の対象範囲は町内会規模で、１世帯１人の出席をお願いしている。 

【片桐雄二会長】 

・４ 協議事項に移る。 

・⑴ 新任委員の所属部会について、事務局から説明を求める。 

【大場次長】 

・本日から中村委員に加入していただくにあたり、３部会のうちのいずれかの部会に

所属いただきたい。 

・前委員が所属されていた次世代担い手部会に欠員があり、また、事前に意向確認し

た中ではご本人もこの部会を希望されていることから、次世代担い手部会に加わっ

ていただきたいところだが、いかがか。 

【片桐雄二会長】 

・事務局から説明があったが、本人も希望されているとのことなので、次世代担い手
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部会に加わってもらいたいと思うが、皆さんはそれで良いか。 

【委員】 

（反対意見なし） 

【片桐雄二会長】 

・異議がなければ、中村委員には次世代担い手部会に所属願いたい。 

・次に、⑵ 部会検討事項について、各部会長から報告願いたい。 

【関澤委員】 

・次世代担い手部会では、８月２２日に部会を開いて、「出張」地域協議会で出された

意見の対応を取りまとめた。 

・私と片桐雄二会長と片桐利男委員のほか、加藤副会長にも同席してもらった。 

・まず、地域で出された意見を集約し、次世代担い手部会が重要と考える課題を４つ

に絞った。 

・一つ目は、越後よしかわやったれ祭りの在り方について。第 20 回を迎えたが企画運

営が厳しくなっていて、今後の運営の仕方を検討していると聞いている。やったれ

祭りと越後よしかわ酒まつりは、吉川区にとって二つの大事なイベントなので、や

ったれ祭りを継続してもらいたい。 

・二つ目は、地域に子どもがいないとの声。深刻な人口減少、少子高齢化の進行によ

って、頸北地区の中でも極端に人口が減少していることに対して、結婚や定住が重

要になっている。 

・三つ目は、子育て世帯に負担を掛けないで、子育てに取り組みやすい環境を整える

こと。 

・四つ目は、高齢者になっても健康で、生涯に渡って活躍できる地域づくり。支えら

れるばかりでなく支える側にもなって、高齢者でもボランティアなどで元気に地域

に関わって、吉川区を盛り上げてもらいたい。 

・その中で特に優先度が高いのは、越後よしかわやったれ祭りの在り方と、区内の子

どもの増加につながる結婚人口の増加だと考えた。 

・越後よしかわやったれ祭りは、祭りの運営について区内の団体で協議しているとの

情報だが、検討の方向性が分かったら地域協議会としてイベントの継続を要望する

などの検討を行うべきと話し合っている。 

・区内の子どもの増加に関しては、区内に在住する独身者の結婚を促すことが重要と
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考えており、住民の意識啓発を目的に婚活講演会等が必要と考えている。地域協議

会が主となって事業を行うことは困難なので、区内の団体等と課題を共有し、協力

しながら取組むよう模索したいと思っている。 

【平山委員】 

・安全・安心部会は、前回の地域協議会の終了後に会議を開いた。今日も、この会議

が終わった後、部会を行う予定である。 

・進め方だが、７地区で出された意見を項目別に分けてまとめている最中である。我々

だけでは対応できないので、対応方針をどうするかを決めていくことになるだろう。 

・その他に、自主的審議事項の進め方を協議した。そちらも含めて、少しずつ進めて

いきたい。 

【上野委員】 

・暮らし・支え合い部会は、８月６日に部会を開いた。「出張」地域協議会が一巡した

ので、全会場を回ってから結論を出すことにしていた発言に対して、考えをまとめ

ようと集まり、話し合ったが、まだ、きちんとまとまっていない状況だ。近日、また

集まってまとめたいと思っている。 

・前回の地域協議会で所長が「出張」地域協議会に関して、自分が答えられる内容は

答えているが、協議会はどうするかという発言があり、その時に会長は、協議会とし

て答えるつもりはないと言っていたと思う。部会でそのことを話し合ったが、せっ

かく出された意見を聞き置くだけではいけないのではないか、部会で検討した結果

を返すべきではないかと、暮らし・支え合い部会では意見がまとまったので、そのこ

とを提案させていただきたい。 

【片桐雄二会長】 

・前回、総合事務所長からは、行政が早急に対応できる内容は随時、対応していくと

いうことで、対応済の内容は、あとでまた協議会の各部会にもお示し願いたいとい

う話をした。 

・もう一つ、各地域を回った内容について、すべての内容にはお答えできないという

解釈だったかと思うが、それぞれの部会で検討した内容はその部会の中でそれぞれ

の形に集約して、地域協議会として意見などを提示するのは問題ないかと思う。 

・上野委員から提案があったが、皆さんからそれについて意見等があったら聞きたい。 

【全委員】 
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（発言なし） 

【片桐雄二会長】 

・いかがか。各部会で検討した内容はそれを地域協議会として皆で精査して、内容に

対してこういう協議がされたということを示すのは問題ないかと思う。その辺りに

ついて、協議会の名前で出すので、最終的には各部会というわけでなく、皆で精査す

る必要があると思う。それで問題ないか。 

【全委員】 

（反対意見なし） 

【片桐雄二会長】 

・それでは、暮らし・支え合い部会で話し合われたとおり協議した内容を示すべきも

のは何らかの形で示すということで、私たちにできることがない要望等も多いもの

と思うが、各部会でもこういう検討がされたという結果を全体会に上げてほしい。 

・来年、部会検討結果の集約になるので、各部会でも粛々と進めてもらい、検討した

結果、自主的審議事項に上げるような内容があれば、期間的にもある程度の時間が

必要なので、検討してもらって早いうちに上げてもらいたい。 

・先程、次世代部会の関澤部長から話があった内容に補足するが、越後よしかわやっ

たれ祭りには実行委員会があるが、イベントの継続を要望するということで、地域

協議会における自主的審議事項とし、地域協議会の総意として継続をお願いする要

請文の形にしてほしいとの要望があった。自主的審議事項に上がらないと地域協議

会としての回答にならないので、その辺を詰めて、自主的審議事項にする際には新

たに文書を作って上げたいという内容かと思っている。 

・全体的に部会の報告を受けたが、この場で意見がなければ、引き続き進めてほしい。 

【大滝委員】 

・次世代担い手部会の報告の中に、越後よしかわやったれ祭りに関するものがあった。

私も実行委員の一人であり、皆さんの協力でイベントを無事に終えられたことに感

謝する。 

・お話しにあったとおり、今後の継続に関して言えば、後継者がおらず同じメンバー

が携わってきた経過である。商工会青年部が中心になり、周囲にも声を掛け合って

実行委員会を組織して実施してきたが、若者の減少と同時に、これは我々の責任で

もあるのだが、後継者をつくれなかったことが力不足だったといえる。 
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・今後、１０月くらいまで各団体の方々と協議しながら、検討を進めるので、結果的

にどういう形になるかは分からないが、今後の会議の中で私なり部会長から経過を

報告できればと思っている。 

【片桐雄二会長】 

・次の協議項目に移る。⑶ 吉川区地域協議会委員視察研修について議題にしたい。 

・皆さんには、テーマや行先の提案があれば、事務局に連絡してもらうようにお願い

していたが、その結果を事務局から報告願いたい。 

【保高班長】 

・７月の第５回地域協議会で話し合ってもらい、提案があれば８月の末日までに事務

局に連絡をいただくものとなっていたが、提案は提出されなかった。 

・このことから、現段階で事務局では研修会の準備を進めていないが、１１月以降、

近隣地域へという研修内容または講師から来てもらうような内容であれば、これか

らでも準備が可能かと思う。 

・本日の会議で研修の実施について協議願いたい。 

【片桐雄二会長】 

・提案がなかったようだが、先日の会長副会長の打合せでは、暮らし支え合い部会で

視察先を話し合ったと聞いたので、上野部会長から提案があれば聞かせてほしい。 

【上野委員】 

・８月中に連絡すべきだったと認識しておらず、申し訳ない。暮らし支え合い部会で

は「出張」地域協議会での発言の中に、高齢者や交通弱者の交通手段に対する不安の

声が多いと感じたので、この分野での先進地を視察したいと考えている。 

・視察先は、加藤副会長の知り合いの法人が良いかと思っているが、視察先のことは

私より加藤副会長のほうが詳しいので、代わりに説明してもらいたい。 

【加藤副会長】 

・まず、暮らし支え合い部会では、地域から出された意見の一つ一つに対しての回答

案を作成したが、まだそれをまとめ切れていない現状を報告する。 

・意見の中にある移動難民、移動弱者といわれる人たち、医療機関と買物に対する交

通弱者に関しては、上越市にもいろいろと工夫して取り組んでいる地域がたくさん

ある。吉川でも数年来の課題であり、ニーズがあるので、地域に合った移動の仕組み

を検討してはどうかと考え、吉川区と地域性が似通っている場所で取り組んでいる
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糸魚川市のぐりーんバスケットが良いだろうと考えている。 

・実際に実施するかしないかはともかく、先駆的に行っている場所を実際に見て、検

討し、判断し、吉川区にあったものを考えたらどうか。 

・次世代担い手部会からも発言があったが、糸魚川市には高齢者が活躍することで共

に支え合っている共助の世界が生まれている。是非、そういう姿も研修してほしい。 

【片桐雄二会長】 

・部会からは１１月くらいを目途に、糸魚川市のぐりーんバスケットを中心に視察研

修に行ってはどうかとの提案があったが、皆さんの意見はどうか。 

【全委員】 

（反対意見なし） 

【片桐雄二会長】 

・それでは、事務局でぐりーんバスケットや近接する見学地などがあれば、調整して

研修日程の原案を作成し、次回の地域協議会で示してほしい。 

・本日の協議事項は以上である。 

・次に、次第の５ 総合事務所からの諸連絡について、事務局から説明願いたい。 

【大場次長】 

・４点の連絡をする。 

・「頸北地区地域協議会委員合同研修会」の開催について、事務所連絡 資料№１に基

づいて説明 

・第２１回越後よしかわ酒まつりの開催について 

・吉川区敬老会の開催について 

・男女共同参画推進センター情報紙「ウィズじょうえつ」の配布について 

【片桐雄二会長】 

・今ほどの諸連絡に質問等はないか。 

【山岸副会長】 

・敬老会の出席者が２１０人とのことだが、対象者が何人で出席者は何パーセントか。 

【大場次長】 

・対象者数は１,００５人で、参加率は２０.９パーセントである。 

【山岸副会長】 

・今朝の朝刊には、大潟区の敬老会は出席率４０パーセント以上だったという記事が
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掲載されていた。 

・市のホームページには平成２７年度の各区或いは合併前上越市での参加率が掲載さ

れているが、吉川区の敬老会への参加率は良くない。市では敬老会事業について、

家族や地域住民が、長年、地域の発展に貢献した高齢者を敬愛するとともに、心豊

かな地域社会づくりを推進すると謳っている。なお、敬老会を町内会等ほかの事業

と併催するなど多くの方々が高齢者を敬愛し、交流につながる会となるようそれぞ

れの町内会の実情に応じた開催方法について町内会と意見交換し、敬老会の実施率

の向上に努めるとしている。 

・吉川区では次第に参加率が下がっており、昨年、本当は出席できない方も含めてお

願いしたいと思いつつも、ひとまず出席者からアンケートをとってもらった。しか

し、竹直の「出張」地域協議会で発言があったとおり、アンケートの仕方が良くな

い、帰り際に用紙を渡して何か意見があったら記入してくれということでは意見は

出てこないとの指摘もある。今回の敬老会の出席者には、来られた時点でその用紙

が行き渡る手立てをしてもらい、意見をもらって、どうやったら参加率が上がって

いくのか、今後の出席率を上げる努力をお願いしたい。 

【小林所長】 

・貴重な意見を頂戴し、市でも出席者が多くなるように努めたいので、皆さんからも

敬老会への参加に対して声掛けや協力をお願いしたい。 

・町内会での開催についてはいろいろな意見があるが、地域全体で祝ってもらうこと、

或いは地域ごとに差が出ないように我々として声掛けさせてもらっている。人数の

取りまとめは今現在のものなので、これからも、その日の天候等によっても変動が

あるのでその点はお含みいただきたい。我々も少しでも多くの方から参加いただき、

参加者にはより満足いただくよう工夫したいと考えているので、理解してほしい。 

【片桐雄二会長】 

・先日、町内から希望があれば各町内会に配置されている可搬ポンプが払い下げにな

るという話を聞いたのだが、それについて、どういう経過、どういった内容でそうな

ったのかという資料があれば、次回で良いので示してほしい。 

【大場次長】 

・承知した。次回の会議に用意する。 

【片桐雄二会長】 
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・ほかに発言はないか。 

【委員】 

（発言なし） 

【片桐雄二会長】 

・それでは次回、第７回地域協議会の日程を決める。次回は１０月１８日、木曜日の

午後６時３０分から、吉川コミュニティプラザで行いたいが、それで宜しいか。 

【委員】 

（反対意見なし） 

【片桐雄二会長】 

・それでは次回は、１０月１８日、木曜日の午後６時３０分から、吉川コミュニティ

プラザで開催する。 

・他に発言はないか。 

【委員】 

（発言なし） 

 

 ・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。 

 


