
 

 

『 新 年 に よ せ て 』 

吉川区地域協議会 会長  桐 雄 二 

新年明けましておめでとうございます。吉川区の皆様におかれましては、幸多き年
の幕開けとお喜び申し上げます。 

皆様のご意見、ご要望をお聞きするとともに、地域協議会活動への理解を深めていただければ
と考え、地域協議会第 4 期委員となって始めた「出張」地域協議会も、昨年、無事に全ての地域
にお伺いすることができました。ご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。 
私ども地域協議会は微力であり、その活動範囲にも制限がありますが、皆様からいただいたご

意見、ご要望は、「安全・安心部会」、「暮らし・支え合い部会」、「次世代担い手部会」の三部会
に分かれて精査し、その実現に向けて何ができるかを検討しております。また、地域活動支援事
業に関しましても、皆様にとってより明確で、平等な補助事業となりますよう、吉川区の採択基
準の見直し、検討を進めております。 
さて、私たち地域協議会には予算もなく、行政が行う事業に対する決定権もありません。基本

は市長の諮問機関であり、吉川区において行政が行う事業等について協議し、協議会としての見
解を提示することが主たる職務となります。もちろん、行政が行う事業等が地域の住民の意に添

わなければ、意見書という形で市長に意見を提出します。地域の声を意見書にして市長に届ける
のです。意見書には幾つかの制約がありますが、その一方で、意見書に対しては市として回答す
ることが義務付けられているので、地域の声に対して市長がどのように考えているのかをお聞き
することができます。つまり、私たち地域協議会が皆様からお聞きしたご意見・ご要望・地域に
おける問題点などを調査・研究・検討・協議して意見書として提出することで、市長から直接、
回答を得られることになるのです。 
今年は、第 4期委員としてもこれまでの活動の総括の年と位置付け、スピード

感を持って課題解決に取り組んでまいります。 

末筆となりましたが、吉川区の皆様の益々のご多幸をお祈りいたしまして、新
年のご挨拶とさせていただきます。 

 

吉川区地域協議会委員 『 新 年 へ の お も い 』 
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初春のお喜びを申し上げます。本年もよろし
くお願い申し上げます。 
住民が主役の地域づくり、融和の中で継続が

力に。新しいことを学び、活動の扇を開き、笑
顔一番、「小さなことの中にある幸せを大切
に」、しなやかに風にそよぎながら大地に強く
根を張り、時を重ねて節を増やしていく竹、そ
の存在は目立たないが、自分らしく伸びている
姿は素敵です。弱点があっても自分を成長させ
ています。私も在任期間、微力ながら元気な吉
川に向けて活動の推進に努めたいと思います。 

副会長 加藤 正子 

本年は、任期の実質的な最後の年になり
ます。過去 3 年間を顧みて、頸北斎場廃止
の問題に柿崎・大潟の地域協議会の皆さん
と連携して向き合い、施設の存続という結
果に導いたことが、地域協議会の存在感を
際立たせたと思います。 
地域協議会は各種の情報を市民の皆さん

より早く聞かせていただける立場なので、
地域の皆さんのお考えが大きく反映される
よう今後も努めたいと思います。 

副会長 山岸 晃一 
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明けましておめでとうございます。 
第 4期地域協議会委員の任期も残り 1年余り

となりました。地域協議会ではこれまで、皆様
方からいろいろなご意見、問題・課題をお聞き
し、それらに対し改善策を協議、検討してまい
りました。今年は、それら課題等に対しての対
策案を具体化し、1 つでも多く実行に結び付け
ていきたいと思っています。 
今後ともご協力をよろしくお願いいたしま

す。                            五十嵐 豊 

皆様、明けましておめでとうございます。 
4 期目地域協議会は「出張」地域協議会と

いう仕掛けの中で活動してまいりました。 

防災行政無線で猪の目撃情報発信があり
ます。TV で流れた子猿と子猪「ウリ坊」、
両雄のその後を知りたいのは私だけでしょ
うか。 

上野 康博 

新しい年を迎え、心も新たな時かと存じ
ます。今年こそはと一つ目的を持ったなら、
地道にこつこつ少しずつ、焦らず着実堅実
に、諦めずに進むことが、素敵な未来に繋
がるものと思います。地域協議会において
も、夢ある吉川のため、今後も着実堅実な
議論を進めてまいる所存でおります。 

薄波 和夫 

新年明けましておめでとうございます。 
課題が山積する中で、今年も地域の皆様の

お声を大切にし、少しでもお役に立てるよ
う、微力ではありますが努めてまいります。 
吉川にはまだまだ魅力のある所、良いもの

がたくさんあります。共に頑張りましょう。 
本年もよろしくお願いいたします。 

大滝 健彦 

亥年はいろいろな節目・出来事が振り返れる
と言われています。今年の亥年は猪口(ちょこ)
でたくさん祝う年になることを祈ります。 
私たちの暮らしに満足ですか？私は団塊世

代です。もちろん健康第一ですが、今後は運転
免許証の返納も考える世代です。買物難民にな
ることが心配です。公共交通も大事ですが、暮
らしの交通を如何しましょう？そして吉川の
賑わいは？新年はそんなことに取り組みます。 

片桐 利男 

新年明けましておめでとうございます。 
昨年を振り返れば、災害多き年でした。幸

いにも我が吉川区では大きな災害が発生し
ませんでした。安心、安全なまちづくりの
ために自助、共助、公助の絆で乗り越えて
いきたい、消防団、買物・通院難民などの
身近な課題から取り組みたいと思います。 

佐藤  均 

新年明けましておめでとうございます。 
私が所属する次世代担い手部会では、人口減

少、少子高齢化を最重要課題と考え、答えが出な
い難問を解決しようと協議しています。この問題
には国、県、市も取り組んでいますが、一朝一夕
で解決できるものではありません。人口の自然減
は仕方ないとしても、区の将来を担う子どもたち
の減少を食い止めることが重要です。私たち協議
会の力は微力ですので、この課題には団体等の皆
様と連携して取り組んでまいります。 
本年もよろしくお願い申し上げます。 

関澤 義男 

新年明けましておめでとうございます。 
地域協議会委員の任期も、あと 1 年と少

しを残すのみになりました。今年は元号も
新しくなる年です。私も初心にかえり、少
しでも地域の皆様のお役に立てるよう頑張
っていきたいと思います。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 
平山 英範 

新年明けましておめでとうございます。 
昨年は地域に共通する課題が明らかになっ

ていくなか、何か一つでも解決の糸口をと模
索する一年であったように思います。共によ
りよい暮らしを築くため、力を併せ、辛抱強
くやっていきたいと思っております。 
本年もよろしくお願いいたします。 

山越 英隆 

新年明けましておめでとうございます。 
今年は「亥年」。草木が種の中にエネルギ

ーを蓄えている状態と言われています。地
域の課題は多い状況ですが、木々が春の芽
吹きに備えるように、より良い地域づくり
に向けて微力ながら努めてまいります。 
本年もよろしくお願いいたします。 

横田 弘美 

新年明けましておめでとうございます。 
地域協議会のメンバーとなり 4 ヶ月が過ぎ

ました。改めて課題の大きさと、それに対処
することの難しさを痛感しております。 
様々な考えがありますが、真摯な議論を重

ね、少しでも前進できるよう行動していこう
と思っています。 
本年もよろしくお願いします。 

中村 正三 



『活 動 実 践 者 に 学 ぶ』         暮らし・支え合い部会 加藤 正子 

吉川区では少子高齢化の進行、高齢独居や高齢世帯の増加のためバス停までの歩行が困難にな

るなどの理由により、買物や通院が切実さを増し、生活における移動手段の確保、外出への支援

が喫緊の課題となっています。平成 29年度までに区内各地域で行った「出張」地域協議会でも、

「今日、明日は困らない。でも、5年も経てば移動の足に困るだろう…。」という発言を数多くお

聞きしました。高齢者の免許返納を促進する動きが進む中、移動手段へのニーズは今後も益々、

増加すると思われます。 

こうした「運転できない方の交通手段」に関する支援について学ぶため、今年は暮らし・支え

合い部会が提案して、福祉有償運送にかかる先進地視察研修を行いました。「みんなで考える地

域に合った移動の仕組み」を研修し、同時に、自分たちにできることはなにか、実践事例を通し

て「気づき～発見」のノウハウを得ようと、研修先は糸魚川市の「特定非営利活動法人(ＮＰＯ

法人)ぐりーんバスケット」様としました。 

ぐりーんバスケットは、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる街づく

り」を目指して活動しています。サービスの提供会員 86 名、利用会員 600 名による会員の助け

合いによる取組です。数ある実施事業の一つとして行っている自家用車等による運送サービス

は、1 日当たり 70 件もの利用があるそうです。多岐にわたる質問に詳細に回答いただき、仕組

みを作るために考えて行動する必要を痛感しました。 

提供会員からは、「利用者から『ありがとう。』と言われると嬉しい。」、「景色の良い場所で『こ

んな所へ来ると薬を飲むより良いわ。』と喜ぶ笑顔を見ることが力になる。」、「会社で働いていた

頃は仕事だけ、今は会員との交流が生きがい。」、「車中で利用者の話を聞くと人生の勉強にな

る。」、「老人が朗人になる。」などのお話しがありました。皆さんが、「明日は我が身、生涯現役」

を目指して互助の精神で活動されていることや、市民ボランティアの皆さんの良心と熱い思い、

大変な尽力に敬意を表します。 

今回の研修、他の地域の活動を知ることにより、共に

考え、誰もが生き生きと暮らしながら活躍する共生社

会に向けて、一人一人が地域へ参加することとそれを

支援して推進する仕組みの整備が不可欠と感じまし

た。移動や外出の手段の確保に関しては、地域に合った

取組として定着させていくよう模索が必要です。「さ

あ、みんなで考えよう。」、「心を行動に移す。」、「尊厳と

自立の第一歩！」。「動き始めた地域での暮らしの足と

しての手段」をテーマに、勉強会や会議を通して生活上

の困りごとを共有し、研修で学んだことを生かします。

ニーズと資源をつないで、関係機関との連携を図りながら、キラッと輝く活動創出に向けて、「考

え、学び、繋がり、創る」ためのチームとして、地域協議会一丸となって課題解決を目指します。 
 

『地域活動フォーラムに参加して』     吉川区地域協議会委員 片桐 利男 

12 月 16 日(日)にリージョンプラザ上越において、『少し先のこと、考えてみませんか～人口

推計から将来を想像する～』をテーマに地域活動フォーラムが開催されました。 

村山市長は挨拶の中で、現在の格差について言及されました。その格差とは①所得②都市ＶＳ

地方③世代（賃金）です。市長は、第 6次後期総合計画において、①まちづくり人材の確保②地

域に定住する若者づくりに取り組むことを強調されていました。 

なお、研修の中心は上越教育大学大学院の吉田昌幸先生の進行による座談会でした。座談会登

壇者からは、それぞれの地域活動の紹介があり、大島区の大島っ子を育む会と大島中学校からは、

大島区で中学生が中心となって行っている地域資源を生かした地域活性化の取組が、牧区の「高

尾お茶のみ散歩」に関しては、活動が雑誌やテレビ、ラジオでも取り上げられ、遠方からも来客

があるなど注目されていることなどが紹介されました。 



 
編集後記 

いつも地域協議会だよりをご覧いただき、ありがとうございます。 
今年は亥年。悩まされることの多い昨今ですが、共存への道を考えるような年にしてはどうでし

ょう？春を過ぎると元号も変わります。また新たな気持ちで活動に取り組んでまいります。 
本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

吉川区地域協議会だより第３６号編集委員 

大滝健彦、片桐利男、佐藤 均(五十音順) 

◆頸北斎場の長寿命化に伴う修繕計画について◆ 
第 8回吉川区地域協議会（平成 30 年 11 月 19 日開催）で、斎場を担当する課の職員から下記

のような説明があったのでお知らせします。 
■頸北斎場の長寿命化に伴う修繕計画について（健康づくり推進課資料） 
市では、新上越斎場の建設に向け、上越市の斎場の現状と課題及び上越市の斎場における基

本的な考え方を整理した「新上越斎場建設事業 整備方針（案）」を策定しております。 
その中で、頸北斎場の今後の取扱いについて、次のとおりとする予定です。 

1 頸北斎場の方向性 
頸北斎場については、長寿命化計画により適正な維持管理の下で火葬需要ピーク時（平成 47

年～51年）までは使用することとし、その後の施設の在り方については、更新を迎える時期に
あわせて、頸北地域の皆さんの意見を踏まえ検討します。 
2 頸北斎場長寿命化診断等委託結果（委託期間：平成 30年 1月 5日～3 月 20日） 

建物等の点検及び診断を行い、今後見込まれる修繕内容、費用等を算出した長期的な修繕計
画を策定し、長寿命化を図ります。 
⑴ 主な診断結果 
判定基準は、老朽度、重要度による 2つの観点から、Ｓランク（緊急度高い）からＤランク

（緊急度低い）に分類し、修繕の緊急度を決定したものです。 

判 定 内  容（主なもの） 

Ｓランク 
●天井雨漏りによる屋上防水 ●高圧ケーブルの経年劣化による取替 ●空調機器

の新設（告別ホール）、更新（待合ホール） 

Ａランク 
●外壁クラック、外壁目地劣化による雨水侵入防止の外壁修繕 ●告別ホール等床

材欠損による補修 ●待合室等内装改修（壁クロス劣化による張替、襖、障子張替） 

Ｂランク 待合室等内装改修（建具建付け等調整） 

⑵ 長寿命化に伴う修繕方針 
・今後、更に損傷が大きくなり、建物の躯体に影響があるＳランク等に評価された箇所につ
いては早期に修繕を行うこととします。〈屋上防水、外壁クラック 等〉 

・利用者サービスに影響が出てくる空調、内装、床材等の機能や安全確保部分についても劣
化が見られるものについては、修繕を実施します。 

・利用者の葬送に直接関係する火葬炉については、保守点検を行いながら計画に基づき修繕
を進めます。 

⑶ 長寿命化に伴う修繕計画 

ア 平成 30 年から平成 32 年の修繕計画 

年 度 計 画 内 容 

平成 30 年度 待合ホール空調機器交換、高圧ケーブル取替、火葬炉修繕 等 

平成 31 年度 
外壁修繕設計、変圧設備入替修繕、告別ホール空調機器新設、駐車場アスファ

ルト修繕、屋上防水修繕、屋根塗装修繕、内装改修、火葬炉修繕 等 

平成 32 年度 外壁改修、軒天修繕、収骨室空調入替修繕、火葬炉修繕 等 

※ 今後の点検や実態を踏まえ、計画内容は変更する場合があります。 

イ 建物関係及び火葬炉設備の修繕総額（推計）：約 3億 2千万円（平成 30 年から 53 年まで） 

※ 火葬需要ピーク時（平成 47 年～51 年）以降となる、築 50 年（平成 53 年）までの修繕計画を

策定しています。 


