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 会   議   録 

１ 会議名 

  平成２９年度第９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）自主的審議事項等について 

（２）平成 30年度地域活動支援事業採択方針等について 

（３）吉川区地域づくりフォーラム 2018（案）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３０年２月１５日（木）午後６時３０分から午後８時０２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、山岸晃一、山越英隆、山本孝嗣、 

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 

 ・平山委員の欠席を報告 

 ・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
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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）自主的審議事項等について 

（２）平成 30年度地域活動支援事業採択方針等について 

（３）吉川区地域づくりフォーラム 2018（案）について 

 ・会長報告 

    ・県立柿崎病院の理事会が、大雪のため中止となった。 

 ・委員報告を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・事務局からの報告を求める。 

【大場次長】 

 ・事務局からは特段報告事項はない。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 
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 ・発言なし 

 

・４ 協議事項に入る。 

・（１）自主的審議事項等について、である。 

 ・まず、各部会長から、各部会での協議状況について、報告をお願いする。 

 ・最初、安全・安心部会にお願いする。 

【山越委員（安全・安心部会副部会長）】 

 ・平山部会長が本日欠席のため、代わって副部会長の山越から報告する。 

 ・１月２９日（月）に安全・安心部会を開催した。その内容について報告する。 

 ・２月２３日（金）に開催される、上越市消防団吉川方面隊幹部との意見交換会、防災 

行政無線に関する勉強会について、部会としてどのような対応をするか協議した結

果を報告 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 ・他の部会で報告等はあるか。 

【上野委員（暮らし・支え合い部会長）】 

 ・特にない。 

【片桐雄二会長】 

 ・次に、次世代担い手部会にお願いする。 

【関澤委員（次世代担い手部会部会長）】 

 ・１１月１４日に実施した、十日町市への視察後、部会を開いていないので、近々、部

会を開き、少しずつ、皆さんのご意見について議論し、最終まとめをしたい。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、自主的審議事項に関する協議について、協議を行う。 



 4 

 ・後日、消防団幹部の皆さんと意見交換会を開く。現在、皆さんからの質問事項のと

りまとめを行っている。今回、意見交換会なので、その場で解決ということにはな

らない。まず、どういう問題を抱えているか、地域協議会として把握することが前

提である。皆さんからよく内容を聞き取っていただきたい。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№１－１に基づき説明。 

 

 ・前回、泉谷での「出張」地域協議会では、安全・安心部会に関係する内容が多いよう 

だった。この内容を確認いただき、各部会で検討し、違うというところは、事務局 

を通じて連絡願う。 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、（２）平成３０年度地域活動支援事業採択方針等について、協議を行う。 

 ・事務局の説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№２－１、２－２、２－３、２－４に基づき説明。 

 

 ・質疑を求める。 

【上野委員】 

 ・採択方針の目的の、赤字の部分は、黒字で書かれている部分と、内容的には同じで 

はないか。ただ、言葉を変えて、２回同じことを言っているようだ。馬から落ちて 

落馬した、というような文章だと受け取っている。赤字の部分は削除してほしい。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【薄波委員】 

 ・採択方針の目的に追加した赤字部分については、削除して構わないと思う。 

 ・「出張」地域協議会が平成３０年度、３１年度と、ずっと続くのかわからない。 

・「出張」地域協議会で出てきた内容を見ると、県、市など行政が対応すべき内容、町 
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内会、集落で対応すべき内容がかなり多く見受けられた。「出張」地域協議会で提案 

のあった地域課題を出してくれと載せると、行政あるいは集落で対応すべき内容が 

どんどん出てきてしまう。昨年、一昨年も、町内会で対応すべき内容が、不採択と 

なった事例が３件ほどあった。そういう案件がどんどん出て来る。採用する方で、 

混乱を招く恐れがある。 

 ・上野委員が言われるとおり、今までの文章と同じである。あえて記載する必要はな 

い。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・事務局から説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・事務局として、なぜ「出張」地域協議会という言葉を入れたかについては、これまで 

１年半にわたり、皆様からご苦労をいただき、地域に出向いて、１つ１つ地域課題 

を取り上げていただいた活動を踏まえ、それらをこれからは、１つでも多く解決を 

図っていただけるような取組みが流れかと考えた。 

 ・とはいえ、今言われたとおり、国、県の事業などいろいろあり、とても全て行政だけ 

で解決することは、ほぼ困難であることも事実である。 

 ・もし、ちょっと考え方を変えたり、この地域活動支援事業をすることによって、皆 

さんから出していただいた課題について、自分達で解決できるものが１つでもあれ 

ば、この事業を活用して、１つでもその課題を解決していただきたい。そういう願 

いを込めて、この一文を入れさせていただいた。 

 ・上野委員の言われるとおり、文章が重複している部分もあるかもしれないが、これ 

までの「出張」地域協議会での活動と、地域活動支援事業がリンクしていることを、 

多くの方々に知っていただきたいという趣旨で、このような提案をさせていただい 

た。 

 

 ・他に質疑を求める。 
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【委員】 

 ・発言なし。 

雄二会長】 

 ・この目的の赤字部分を入れるか入れないかという議論である。薄波委員、上野委員 

は除外してもいいという意見だった。事務局としては、「出張」地域協議会との関係 

ということもある。 

 ・皆さんで協議いただきたい。 

 ・事務局としては、残してほしい部分はどこか。 

【鷲津主任】 

 ・「出張」地域協議会は、吉川区地域協議会独自の、オリジナル性の高い、市全体でも 

先進的な取り組みだったと思う。（地域活動支援事業を使って）地域の課題解決にも 

う少し力を注いでほしいというのは、自治・地域振興課からも示されている全市的 

な考えである。新しいことを行っていただくこともいいが、地域の課題解決も、地 

域活動支援事業を振り向けていただきたいのは、市としてのお願いである。「出張」 

地域協議会というのは入れなくてもいいが、吉川区地域協議会としてのオリジナル 

性を重視して入れさせていただいた。 

 

 ・文言がこのままだと、～ため、～ため、と重複する。私の案としては、推進するとと 

もに、にして、また～は削除し、地域の課題・問題点等の解決を図るため、と、下 

の部分は残してはどうか。 

 ・公になる内容なので、議論が必要だと思う。 

【薄波委員】 

 ・また～提案のあった、までを削除していただければ結構である。 

 ・「出張」地域協議会という言葉を出すと、「出張」地域協議会で提案された内容全て、 

地域活動支援事業に出せると誤解を招く恐れがある。 

【上野委員】 

 ・赤字の部分、吉川区「出張」地域協議会で提案のあった、とあるが、あれは提案では 

ない。意見の発表の場であったと思う。薄波委員の言われたあたりかと思う。 

【片桐利男委員】 

 ・事務局の言うこともわかるが、拡大解釈すると、地域の課題があって、河川、道路の 
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問題があって、一般的には河川、道路を担当するところが、地域の課題を解決する 

組織だと思う。地域の課題、問題を拡大解釈し、地域活動支援事業でもいいのでは 

ないかと、変な方向に行ってしまう懸念を持つ。懸念があれば、上野委員の言われ 

たとおり、赤字部分は全部削除すれば、そのような芽も出ない、と考える。 

 ・赤字部分は全部削除願いたい。 

 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・２案が出ている。赤字部分を全部削除するか。また～あった、までを削除するか。 

 ・この２案で採決する。 

 ・１案は全部削除、２案は、また～あった、までを削除。 

 ・１案に賛成の方、挙手願う。 

 

  （７人挙手） 

 

 ・２案に賛成の方、挙手願う。 

 

  （５人挙手） 

 

 

 ・僅差ではあるが、目的の赤字部分は全部削除と決定する。 

 ・それ以外の部分について、長い間協議を重ねた結果を文章にしてある。 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・よければ、この内容で決定する。よろしいか。 

【委員】 
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 ・「はい」の声多数 

 

 ・そのように決定する。事務局お願いする。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№２－５、２－６に基づき説明。 

 

 ・地域活動支援事業に係るスケジュール等について、事務局から説明があった。 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・この後、その他のところで、地域協議会定例会開催日について、毎週第３木曜日か 

ら変更を求めた意見が出ているので、協議したい。これはあくまで、地域活動支援 

事業に係る審査の日程である。基本的に木曜日となっている。これでよろしければ 

これで進めたい。よろしいか。 

【委員】 

・「はい」の声多数 

 

 ・そのように決定する。 

 ・次に、（３）吉川区地域づくりフォーラム 2018（案）について、協議を行う。 

 ・事務局から説明を求める。 

【鷲津主任】 

 ・協議資料№３－１が差し替えとなったことについて説明 

【片桐雄二会長】 

 ・協議資料№３－１に基づき説明 

 ・「出張」地域協議会の取組みの報告を求められている。 

 ・３部会長からお願いしたいと考えるが、いかが取り計らうか。 

【上野委員（暮らし・支え合い部会長）】 

 ・話しの長短はあると思うが、話す内容としては、前回の地域協議会だよりで３部会 

長が文章を書いている。話す内容は、そのペーパーを読み直すくらいかと感じてい 
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る。 

【片桐雄二会長】 

 ・上野部会長から、参加を前提とした発言があった。前回たよりで出した内容に、時 

間的に肉付けして、実際部会で今行っていることも盛り込んではどうか。 

 ・本日、平山部会長が欠席なので、山越副部会長、いかがか。 

【山越委員（安全・安心部会副部会長）】 

 ・大丈夫だと思う。 

 

 ・関澤部会長、いかがか。 

【関澤委員（次世代担い手部会部会長）】 

 ・十日町市へ研修に行った報告を５分程度でできればと思う。 

 

 ・各部会長、協力的で助かる。フォーラムに協力することでよいか。 

【片桐利男委員】 

 ・主催者が、公民館、まちづくり吉川、吉川区地域協議会の３者がタッグを組んでい 

る。まちづくり吉川の予算書、決算書を見ると、いろいろなことを行っている。苦 

労されているところもある。まちづくり吉川からも発表してもらいたい。 

 ・保育園送迎、地域の中の賑わい活動など、タダではできないので、費用の捻出に苦 

労している。その辺でまちづくり吉川からも報告をお願いしたい。繋いでもらいた 

い。 

 

 ・まちづくり吉川の加藤会長、事務局も、今回、役員総入れ替えということで、選任委 

員会が立ち上がっている。なかなか、まちづくり吉川では受けてもらえない。元々 

は、吉川地区公民館事業である。まちづくり吉川、吉川区地域協議会も参加するこ 

とで主催になっている。実際は協賛である。まちづくり吉川ではできないので、吉 

川区地域協議会に依頼が来ている。 

 ・片桐利男委員の発言は、公民館には伝えるが、吉川区地域協議会では３部会長を中 

心に受けるということで、公民館に伝える。まちづくり吉川でできるものは協議し、 

吉川区地域協議会で協力できるということで返事をする。 

 ・３月１８日なので、次の地域協議会まで回答を待つことはできない。何か変更があ 
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れば事務局を通じて連絡する。 

 ・片桐利男委員、それでよいか。 

【片桐利男委員】 

 ・はい。 

【片桐雄二会長】 

 ・そういうことでお願いする。 

 ・他に質疑を求める。 

【上野委員】 

 ・資料に目を通したところ、問い合わせ先が吉川地域協議会となっている。訂正して 

ほしい。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・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５件連絡する。 

・3/4（日）14：00～ 地域活動フォーラム（ユートピアくびき希望館） 

・3/15（木）までの平日  市・県民税申告相談の開催（保健センター） 

・3/3（土）15：30～ 新酒を楽しむ会の開催（遊ランド） 

・2018年度版上越市民手帳について 

・積雪について、今日現在、吉川区総合事務所で９４センチ、坪野で２１８センチ、川 

谷で２７３センチとなっている。市道、県道の除雪については、担当している柿崎 

区総合事務所、上越地域振興局と連絡を取りながら、道路の拡幅や除雪を進めてい 

る。積雪量は新潟県災害救助条例の適応基準に達していないが、町内会長さんや民 

生・児童委員の皆さんを通じて、要援護世帯の家屋の除雪状況を把握している。本 

日、民生・児童委員の２月定例会が開催され、新潟県災害救助条例が適用された場 

合の要援護世帯の除雪支援の事務手順を説明した。雪による人的被害は区内では発 
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生していないが、除雪中の事故等の注意喚起を防災行政無線で放送していく。 

 

 ・質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、その他に入る。 

・まず、地域活動支援事業の提案事業内容の一部変更について、である。 

・事務局から説明を求める。 

【鷲津主任】 

・平成２９年度地域活動支援事業の提案団体である、原之町町内会、尾神岳スカイスポ

ーツエリア運営委員会、吉川おどり隊から変更承認申請があった。いずれも事業期

間の１～２か月程度の延長であり軽微な変更であるため、承認したところである。 

・その他資料№１－１に基づき説明。 

 

 ・質疑を求める。 

【薄波委員】 

 ・前回の質問の際、持ち越して、事業計画の変更申請があって、皆さんはどういうお 

考えかを確認させていただきたいと話をした。皆さんの考えを簡単にお聞かせ願い 

たい。 

 ・前回の事業変更の内容は、事業費の３０％程度だったと思う。内容については、古 

文書の読解を３０％の予算でやるという内容だった。古文書読解の見積もりを提出 

しているが、見積もりの取り方に疑問を感じる。見積書は１件いくらで何件あるか、 

ということで金額をはじく。前回の見積書はどうだったかわからないが、提案段 

階でその古文書の物件が確認されていないことだったかと思う。物件が確認されて 

いない状態で見積書を出し、申請を行った。架空の申請を問われてもしかたがない。 

本来、古文書を確認していれば、巻物なのか冊子なのかわからないが、１冊１万円 

で３０冊で３０万円ということで予算計上していれば、見積書として成り立つ。し 

かし今回、蓋を開けてみれば、古文書そのものがなかったという。申請段階で疑問 

を感じる内容だと感じる。そういう意味で、こういう規定があるが、これに囚われ
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ず、 

補助金を返還するべき事業ではないか。新しい写真が見つかったから、そちらに振 

り替えるというのは、大きな枠の中では、事業を推進できるが、写真が見つかった 

のなら、それは別事業なので別に提案すればいい、という考え方もできると思う。 

 ・こういう事例は起きてほしくない思いである。変更承認申請について、皆さんの考 

えをお聞かせ願いたい。 

 

 ・薄波委員の発言のとおり、委員の皆さんに、どうですか、どうですか、と聞くのも、 

いかがかと思う。 

 ・変更手続きについて、地域協議会は発言権はない。変更について不認識な部分があ 

り、審査はするが、その後の変更について、こういう規定があることはよく知らな 

かった部分もある。この範疇であれば変更が認められる。 

 ・薄波委員から、最初の見積もりの段階で、という発言があったが、我々の審議もあ 

ると思っているので、今後、審議をする上で、そういう確認も取ることも大事だと 

思うが、変更について、皆さんから意見を聞くのはどうかと思う。 

 ・薄波委員の言われる、古文書があったかなかったかという確認不足は、提案者とし 

て否めない部分がある。今後、そういうことがないように、事務局から確認いただ 

くという要望をさせてもらうことは必要だと思う。 

 ・変更については、協議できない、市で行う範疇である。ご理解いただきたい。 

 ・他に質疑を求める。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・薄波委員、お気持ちはわかるが、この部分については、そういう取り決めがされて 

いるので、今後、こういうことも含め、審議の中で反映できればと思う。 

 ・我々も、慎重審議をして、古文書が、あるという内容なのに、実はなかったという 

のは、確認されていなかったということで、憤慨するところだが、趣旨的には当初 

と変更はないと、行政は判断し、当初目的の内容となっている。事務局は厳重に注 

意をして、今後、こういうことがないようにしてほしい。 

 ・変更事項についても、天候などもあり、若干の不備もあるかと思う。基本的には計 
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画どおり、事務局から指導してもらっている。よろしくお願いする。 

 ・よろしいか。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・次に、平成３０年度の吉川区地域協議会定例会の開催日について、協議を行う。 

 ・以前の協議では、毎回、第３木曜日だったが、第３金曜日という意見もあった。 

 ・他の日を希望する意見はないか。 

【委員】 

 ・発言なし。 

 

 ・前回は、金曜日か木曜日で話があった。年の途中だったので、木曜日で会場も押さ 

えているということで、今年は木曜日で行って、来年度、年度が変わる頃協議する 

ということだった。 

 ・その際、金曜日開催という話があった。 

 ・基本的に、お考えいただきたいのは、木曜日になったのは、仕事の関係で、金曜日 

  は仕事の具合で都合が悪いという意見があり、協議して木曜日となった。 

 ・何となくこの日がいいではなく、皆さんの都合を協議して判断したい。慎重審議願 

いたい。 

 ・平山委員が欠席だが、平山委員は仕事の関係で木曜日を希望していたようだった。 

 ・佐藤委員はいかがか。 

【佐藤委員】 

 ・事前に決まっていれば、合わせる。 

【片桐雄二会長】 

 ・木曜日以外を希望される方は、意見を出してほしい。 

【片桐利男委員】 

 ・今期は木曜日となったが、私は金曜日を希望した。当初お願いしたとおり、金曜日 

でお願いしたい。多数決で決めてもらってもよいが、吉川区地域協議会は少数意見 

を聞かないという裏返しである。申し添える。 

【片桐雄二会長】 
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 ・他に質疑を求める。 

 ・金曜日にしてもらいたい根拠があればお願いする。 

【片桐利男委員】 

 ・金曜日であれば、一般的には次の日は土日である。いろいろな部分でのりしろがあ 

る。時間が延長になっても、時間のやりくりができる。土日なのでお休みになるの 

が一般的である。余裕とのりしろを考えたときに、金曜日がいいと思う。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に質疑を求める。 

 ・木曜日を希望する意見があれば承る。 

【加藤副会長】 

 ・申し訳ないが、恒例になっているので、木曜日でお願いしたい。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に質疑を求める。 

 ・毎月のことなので、決まれば、会場予約の関係もある。広報の関係もある。 

【五十嵐委員】 

 ・どちらかというと、木曜日を希望する。仕事に就いている方は、金曜日は何かと行 

事などがあると思う。地域活動でも土日に行事がある。運動会やその準備があり、 

自分の間が持てない。木曜日を希望する。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に質疑を求める。 

 ・片桐利男委員から、採決をすれば少数意見が、という発言があったが、民主主義的 

となると。ここで発言できない方もあるかと思うが、木曜日か金曜日で決を取る。 

 ・木曜日の開催でよろしい方は、挙手願う。 

 

  （９人挙手） 

 

【片桐雄二会長】 

 ・過半数ということで、引き続き木曜日に開催を決定する。 

 ・続いて、地域協議会だより（号外）の発行について、協議を行う。 

 ・事務局から説明を求める。 
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【鷲津主任】 

 ・その他資料№１－２に基づき説明。 

 

 ・他に質疑を求める。 

 ・最後の「出張」地域協議会となる。都合を付けて参加をお願いする。 

 ・地元の担当委員は、佐藤委員である。 

 ・関澤委員から報告があるそうなのでお願いする。 

【関澤委員】 

 ・講演会「子育てから生まれる絆」のチラシに基づき説明。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に発言を求める。 

【鷲津主任】 

 ・「歴史講座・森林環境講座」のチラシに基づき説明。 

【片桐雄二会長】 

 ・他に発言を求める。 

【片桐利男委員】 

 ・除雪について３点お願いする。２点は県道であり、関係部署に伝えてほしい。 

 ・県道山方～梶十文字まで除雪をしていただいており、関係者に感謝する。今年は対 

面１車線しか開いていない。当初は午後１回だけの除雪で、梶地内は幅員が狭く、 

車のすれ違いができない。去年は幅員を確保していたが、今年はなぜできないのか。 

関係部署に照会いただきたい。 

 ・ロータリーで片側だけ除雪したまま通過している。それが幅員が狭くなった原因で 

  はないか。除雪のやり方、体制が、去年と変わったのではないか。変わったのなら、 

  町内会長等にどの程度周知しているのか。確認してほしい。 

 ・梶の集落道路は５メートル道路で、建物の下屋から雪が落ちてくるので、雪止めが 

  してあって、雪がたくさんたまっている。個人排雪した場合、補助対策はあるのか。 

【片桐雄二会長】 

 ・事務局で説明があればお願いする。 

【小林所長】 

 ・県の関係については、直接お願い等はできないのでご理解いただきたい。 
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 ・今回の豪雪は、１日に降る雪が多く、吉川区総合事務所で１メートルを超えたのは、 

記録を見ると、平成２３年度、平成２４年２月１１日に６０数センチ降って、 

１８０センチ超になったものです。 

 ・一時期の降雪量によって、除雪に取り組む業者、市、県も、それを睨んで早めに出て 

いただいているが、作業順番で遅くなる場合があった。 

 ・町内会長さんから、お話しを伺った部分は、柿崎区総合事務所の担当に伝えている。 

県上越地域振興局道路維持担当に伝えている。 

 ・今回は、頸北地域を中心に、柿崎、吉川で、１日の降雪量がかなり多かったというこ 

とで、特段の配慮をお願いしている。お願いをしたからすぐできるわけではないが、 

町内会長からも話を聞いているといった回答もいただいており、吉川区総合事務所 

でつないだことは、受けてもらっていることを理解願いたい。 

 ・市道の除雪体制の変更については、町内会長さん方に、（町内会長連絡協議会の）会 

議の前で、柿崎区総合事務所から担当者が出向いて説明があった。変更点があれば 

説明している。昨年から大幅な変更点はなかったと認識している。今回は、降雪量 

により一時的なものと推察される。 

 

 ・短時間で多く降ると、知り合いの除雪の方も連日連夜で疲労困憊している。作業員 

が足りない部分もあると思う。 

 ・路線によって、県道でも、ここまではいいのに、ここから先はひどいということが 

ある。除雪業者の違いだと思う。検証していただきたい。 

 ・雪害の状況になっている。みんなが困窮している。できるところは行政で対応願い 

たい。回答ができるようであれば、情報を流してほしい。 

【片桐利男委員】 

 ・３件目の質問はどうか。 

【小林所長】 

 ・回答の関係については、私共としては要請をきちんとしているし、意見等もきちん 

と繋がせていただく。県等からの回答は難しいと思う。ご理解願いたい。 

 ・個人宅の除雪補助について、個人での対応となる。補助については該当するものは 

ない。 

・要援護世帯については、制度も拡大して取り組んでいる。要援護世帯の吉川区の除 
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雪の申請承認世帯は１８１件で、助成金額は、吉川区でも多雪地域とその他地域で 

限度額が多少違うが、その他地域では４万１，０００円、多雪地域では６万 

５，６００円で限度額を設け、支援している。２月１４日現在、１８１世帯に対し、 

市へ作業を行って請求書がきているのは６６世帯、１６２万７，０００円、１８． 

６５％となっている。市への申請が手間取っているのか、回れないのか判断できな 

いが、民生委員を通じて、推進している。要援護世帯を抱えている町内会長さんに 

は、もし、そういう世帯から不安、質問があれば、こちらに繋いでいただきたいと、 

先般６日の大雪の際、町内会長さんに電話、ＦＡＸで周知した。 

 ・本日、民生・児童委員の定例会があったが、いろんな不安、状況をお聞きしている。 

 ・一般家庭の排雪について、市で支援するものは持ち合わせていない。 

 

 ・他に発言を求める。 

【山本委員】 

 ・昨年１１月１５日に初雪が降り、除雪が始まったが、源地区の稲古の市道改修工事 

  がこの時期行われており、１か月くらい通行止めが続いていた。除雪もできない状 

況である。源地域生涯学習センターは地域の避難所である。夏場であれば、畑や林 

を通って避難できるが、冬期はそうはいかない。今後、工事の場合、工期、方法を考 

えて発注してもらいたい。 

 ・消防団、地すべり巡視員に、市からヘルメットが貸与されている。ヘルメットには 

使用期限がある。３～５年である。一度も見直した経過が見られない。早急に対応 

してほしい。 

【小林所長】 

 ・工事の工程管理、雪がいつから降るかはわからないが、工程管理については、柿崎 

区総合事務所に伝える。ヘルメットについても検証、確認する。貴重なご意見あり 

がとうございます。 

 

 ・他に発言を求める。 

【佐藤委員】 

 ・確認だが、先ほど、会議日程は木曜日となったが、第３木曜日と理解してよいか。 

【片桐雄二会長】 
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 ・そうである。今までどおりでお願いする。 

 

・次に、次回の地域協議会の日程について協議する。 

 

 （日程について協議したのち） 

 

 

 ・防災行政無線に係る勉強会、消防団吉川方面隊幹部との意見交換会は、２月２３日

（金）１８時から、吉川コミュニティプラザでお願いする。 

・３月の「出張」地域協議会は、３月１５日（木）１９時から、公民館勝穂分館でお願

いする。会場については、地元と協議済である。 

・４月定例の地域協議会は、４月２６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。 

 

 ・他に、発言があればお願いする。 

【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。 

 

 


