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 会   議   録 

１ 会議名 

  令和２年度第４回吉川区地域協議会 

２ 会長挨拶 

３ 議 題（公開・非公開の別） 

 ・協議事項（公開） 

地域活動支援事業(追加募集)プレゼンテーションについて 

・報告事項（公開） 

（１）総合事務所からの報告事項について 

（２）その他 

４ 開催日時 

  令和２年７月２５日（土）午前９時００分から午前１１時２分まで 

５ 開催場所 

  吉川コミュニティプラザ ３階 大会議室 

６ 傍聴人の数 

     １人 

７ 非公開の理由 

  なし 

８ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

  ・委 員：五十嵐豊、薄波和夫、江村奈緒美、片桐利男、関澤義男、 

髙野幸夫、中村正三、橋爪正平、平山浩子、山岸晃一 

 

・事務局：大場所長、風間次長（総務・地域振興グループ長兼務）、渡邉市民生

活・福祉グループ長（教育・文化グループ長兼務）、保高総務・地域振

興グループ班長、佐々木総務・地域振興グループ主査 

９ 発言の内容 

【風間次長】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・委員１０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：江村委員 

【山岸会長】 

・挨拶 

【風間次長】 

 ・協議事項の進行は、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

り山岸会長から議長を務めていただく。 

【山岸会長】 

・議長を務めさせていただく。なお、議事録作成のため、発言をする場合は、挙手を

し、私から委員の名前をお呼びするので、その後、発言をお願いする。 

 ・続いて、次第の３報告事項に移る。 

 ・（１）会長報告だが、頸北地区地域協議会委員合同研修会について、次第の６その他

で報告する。 

・次に（２）委員報告だが、委員の方で何か報告はあるか。 

（委員報告はなかった。） 

 ・次に（３）事務局報告について、事務局から報告をお願いする。 

【風間次長】 

 ・上越地区における広域最終処分場の整備に向けた新潟県設置検討委員会の協議内

容について説明をする。 

（以下、資料により説明があった。） 

【佐々木主査】 

・地域活動支援事業の追加募集結果、担当課所見について説明をする。 

・追加募集の結果６件の提案があり、補助希望額３７５万３千円、補助金額２６０万

３千円で１１５万円超過している。 

・現地視察については、正副会長会議により委員個々の対応とすることで決定し、事

前に全委員に連絡をさせていただいた。 

・前回のように事前の質問、回答のやり取りを行わないことから、質問の時間を２分

延長して５分とした。この時間に限らず質疑応答が早く終わった場合は、次のプレ

ゼンテーションに入る。 

・担当課所見については、７月２０日付で該当する担当課に所見依頼をした。７月３０

日の第５回地域協議会で報告をしたい。 

【山岸会長】 

 ・事務局報告について、質問、意見はあるか。 

（質問、意見はなかった。） 
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【山岸会長】 

 ・次に次第の４令和２年度地域活動支援事業の追加募集について（プレゼンテーショ

ン）に入る。 

 ・前回のように事前の質問、回答のやり取りを行わないことから、委員から多くの質

問が予想される。激励や意見は遠慮していただき、簡潔な質問、回答をお願いする。 

・最初に、№１吉川小学校後援会から提案があった「児童と地域との交流活動促進事

業」についてである。 

 ・吉川小学校後援会よりプレゼンテーションをお願いする。 

  （吉川小学校後援会関係者が、提案書等に基づきプレゼンテーションを行った。） 

【山岸会長】 

 ・今程の説明について、質問、意見はないか。 

【関澤委員】 

 ・避難訓練の実施方法について、児童のみで行うのか、ＰＴＡ、地域の参加者もある

のか。参加希望があった場合どうするのか。 

【吉川小学校後援会】 

 ・２学期の避難訓練は地震を想定したものである。吉川保育園と一緒に行い、原之町

の町内会長や後援会長にも案内をする。地域全体の防災訓練も行いたいと考えてい

るが、計画途中である。 

・今回は、避難所の備蓄品を展示して地域の方に見ていただくことを主体に考えてい

る。 

【江村委員】 

 ・展示品は備蓄品と段ボールベッドだけか。 

 ・テントを活用して屋外で備蓄品の展示をするとあるが、屋内でも展示をするのか。 

 ・テント３張の根拠は何か。 

【吉川小学校後援会】 

 ・展示物は、小学校に備蓄してある毛布、発電機、ライトやあまり見慣れない段ボー

ルベッドなどを考えている。吉川区総合事務所総務・地域振興グループと相談しなが

ら開催したい。 

 ・天候が悪いと屋内での展示もあるが、新型コロナウイルス感染症対策として３密を

避けるため屋外でテントを張り展示することを考えている。 

 ・テント３張の根拠であるが教師、児童数も減ってきており、簡単に設営・撤去がで

きるテントを使用したいと考えている。避難、受付、活動を考えたときに３張が適当
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と考えた。 

【薄波副会長】 

 ・今回の備品について、教育委員会や行政に要望をしたことはあるか。本来であれば、

そういうところが整備していくべきと考えるが。 

【吉川小学校後援会】 

 ・防災備品としてテントを希望したことはない。今回運動会など地域との交流活動を

する意味で地域活動支援事業に要望を出した。 

【髙野委員】 

 ・避難訓練は、吉川保育園児と小学校の児童が一緒にやっているが、防災備品の説明

もするのか。 

 ・テント３張の根拠であるが、現在吉川小学校にあるテントが３張あるからではない

か。 

【吉川小学校後援会】 

 ・現在のテント３張を簡単に設置できるものに更新する要望をお願いする。 

 ・３張の根拠であるが、そういう点もあると思う。 

【山岸会長】 

 ・他に質問がないようであれば、以上で「児童と地域との交流活動促進事業」のプレ

ゼンテーションを終了する。 

（吉川小学校後援会関係者が退席） 

【山岸会長】 

・次に、№２夢をかなえる会から提案があった「子供たちの健全育成を通し地域活性化

を図る事業」について、プレゼンテーションをお願いしたい。 

（夢をかなえる会関係者が提案書等に基づきプレゼンテーションを行った。） 

【山岸会長】 

・今程の説明について、質問、意見はないか。 

【江村委員】 

 ・春休みに上映するとのことだが、中学３年生は卒業してしまう。そういう子供たち

も見ることはできるのか。授業の中で見るものと思っていたが。 

 ・映画の主人公が上越市在住者であり、ぜひ小・中・高校生に見てもらいたいと思う

が、上映会場はどこを想定しているのか。また、土・日の開催だと送迎が必要であり

来る子と来ない子に分かれてしまうので、その辺を考慮してもらいたい。 
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【夢をかなえる会】 

 ・上映会場は、吉川小学校、吉川中学校の体育館を想定している。協議をする中で土・

日が良いとなれば開催時期を変更して開催していく。上映日時、会場が確定したも

のではない。 

 ・学校の方で、授業で使いたいということであれば使うことも可能である。１日の中

で何回も上映することも可能である。空いた時間に一般の方に見てもらうこともで

きる。 

・江村委員の要望のように開催したいと考えているので、アドバイス、ご協力をお願い

したい。 

【山岸会長】 

・授業だと無料と書いてあるが、小・中学校では授業として上映したほうが無料で見

られるし、見る対象者も増えるのではないか。 

【夢をかなえる会】 

 ・授業の場合、基本料金は無料になるが、一般者が見るとなると基本料金と入場料が

必要となる。1日で両方やっても基本料金の３万５千円と一般者の入場料はかかる。 

【山岸会長】 

・了解した。 

・他に質問がないようである。以上で「子供たちの健全育成を通し地域活性化を図る

事業」のプレゼンテーションを終了する。 

（夢をかなえる会関係者が退席） 

【山岸会長】 

・次に、№３吉川中学校後援会から提案があった「吉川中学校 地域とのふれあい事

業」について、プレゼンテーションをお願いしたい。 

（吉川中学校後援会関係者が提案書等に基づきプレゼンテーションを行った。） 

【山岸会長】 

・今程の説明について、質問、意見はないか。 

【関澤委員】 

・越後よしかわ吉川やったれ祭りなど吉川中学校から毎年ご協力をいただき感謝申し

上げる。 

・コロナ禍の影響でこの事業計画のサマーコンサートの会場と人数の予定は。また、

吉川中学校音楽祭も同様に教えてほしい。 
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【吉川中学校後援会】 

・サマーコンサート、音楽祭ともに吉川中学校体育館で開催する予定である。サマー

コンサートについては、体育館の半分くらい使う予定で、だいたい１００人くらい

を予定している。音楽祭は全校ということでかなり混み合った状況になるが、２階

のギャラリーも利用して皆さんから見てもらいたいと考えている。現在の椅子は古

く、背もたれのある椅子が必要であるため、今回要望させていただいた。 

【関澤委員】 

・全面的に協力をさせていただく。成功をお祈りする。 

【江村委員】 

 ・椅子の仕様はどのようなものか。学校備品は学校教育用品㈱からしか買えないのか。 

 ・私は、市内の業者から優先的に買うものだと思っていた。今回は市内業者の見積価

格が高いので市外の業者から購入するのだろうが、市内業者でもっと安いところは

ないのか。 

 ・折りたたみ椅子用の台車は３８脚しか積載できないのに５０脚必要なのか。 

【吉川中学校後援会】 

 ・背もたれが付いて座面のみパットが入ったものであり、他のメーカーのものと比較

した結果、学校教育用品㈱の方が安かった。 

 ・３８脚は中途半端であり、５０脚で要望した。台車に載せきれない椅子は既存の台

車に載せて使うことを考えており今回１台のみ要望した。 

【五十嵐委員】 

 ・プレゼンテーション１番目の吉川小学校でもテントを要望しており、大きさは６ｍ

×３ｍで単価が１１万円程である。今回中学校で要望しているテントは４.５ｍ×

３ｍで単価が１３万４千円で比較すると値段がだいぶ違う。材質が小学校ではスチ

ールとアルミ、中学校ではアルミの軽いものであるが、安くて良いものとなると小

学校のテントの方がよいと思うがどうか。 

【吉川中学校後援会】 

 ・小学校の方は防災目的のため重くてしっかりしたものを選定したとお聞きしてい

る。中学校でもその点を検討したが、持ち運びしやすいもので屋外でも、部活動で

も使えるものとしてこのテントを選定した。 

【山岸会長】 

・他に質問がないようである。以上で「吉川中学校 地域とのふれあい事業」のプレ
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ゼンテーションを終了する。 

（吉川中学校後援会関係者が退席） 

【山岸会長】 

・時間の関係もあり、今回の質問は激励やお礼などは省略し簡潔明瞭にお願いした

い。 

・次に、№４上越市防災士会吉川支部から提案があった「有事における避難所開設・

運営手順を学ぶ事業」について、プレゼンテーションをお願いしたい。 

（上越市防災士会吉川支部関係者が提案書等に基づきプレゼンテーションを行

った。） 

【山岸会長】 

・今程の説明について、質問、意見はないか。  

【中村委員】 

 ・２点質問をする。講習会を予定しているが、会場はどこを予定しているのか。 

 ・今回配備を予定していない避難所については、次年度の配備を考えているのか。 

【上越市防災士会吉川支部】 

 ・講習会の会場は多目的集会場の２階を予定している。３密を避けるために、まず

町内会長、区内の防災士等６０名程の規模で開催したいと考えている。 

 ・ハンディーキャンパーを今回７か所設置する予定であるが、予算もあるので地域

バランスを考えて配備したい。全ての避難所に配備したいが、今回配備した状況

を検証した中で事業を進めていきたい。  

【薄波委員】 

 ・選定されたハンディーキャンパーであるが、カタログにある台車の回りに囲いが

あったほうが荷物の落下も防げて、価格も１万円しか違わないのでこちらのほ

うがよいのではないか。 

【上越市防災士会吉川支部】 

 ・我々もその点を検討したが、重量で比較すると１０㎏違う。この点を重視してこ

の機種を選んだ。 

 ・ハンディーキャンパーの周りの囲いについては、段ボールなど現場で対応できる

と考えている。 

【江村委員】 

 ・防災講習会に防災アドバイザーを招くということだが、どこからどのような人を
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招く予定か。また、防災アドバイザーは市内に何人かいるのか。 

 ・防災講習会だが、実践的なものは行わないのか。行うのであれば屋外での講習も

必要ではないか。 

 ・防災に興味のある方がいるかもわからないので回覧板で周知したらどうか。 

【上越市防災士会吉川支部】 

 ・市の防災アドバイザーについてはこちらから指名はできない。市に依頼して２名

お願いしたいと考えている。ここには記載していないが、避難所の開設・運営マ

ニュアルというものがあり、こちらの方はより実践的な講習となる。 

 ・ある程度計画が固まったら防災アドバイザーと話を詰めて進めていきたい。 

【山岸会長】 

・他に質問がないようである。以上で「有事における避難所開設・運営手順を学

ぶ事業」のプレゼンテーションを終了する。 

（上越市防災士会吉川支部関係者が退席） 

【山岸会長】 

・次に№５吉川観光協会から提案があった「吉川 郷の温泉歌謡ショー事業」に

ついて、プレゼンテーションをお願いしたい。 

（吉川観光協会関係者が提案書等に基づきプレゼンテーションを行った。） 

【山岸会長】 

・今程の説明について、質問、意見はないか。 

【江村委員】 

  ・この歌手であれば知名度もあり、普通のライブコンサートであれば、入場料は

５千５百円くらいはすると思うが、それを２千５百円にする意図は何か。 

・地域活動支援事業補助金の限度額が７０万円となっているところを１００万円

要望する根拠は何か。 

・タレントのギャラが６５万円となっているが、相手方と減額に向けた交渉はし

たのか。他にもタレント３名、スタッフ５名と書かれており、それらも含まれ

ての金額なのか。 

【吉川観光協会】 

・タレントのギャラはあくまでも本人１人分である。何とか安くなるよう交渉はし

た。このタレントは過去にも吉川区に来たことがあり、いくらかは割引かれてい

ると聞いている。 
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・入場料を５、６千円もらえば、この地域活動支援事業補助金をもらわなくてもよ

いのではないかという意見もお聞きしているが、コロナ禍で観光が疲弊している

中、道の駅もお客が戻りつつある。入場料をこのくらい下げれば吉川区の皆さん

から来てもらえるのではないかという考えからである。 

【江村委員】 

 ・この地域活動支援事業補助金は、吉川区の配分額なので、区内、区外、市外など

入場料に差をつけるのか。 

【吉川観光協会】 

  ・そのようなことは考えていない。地域活動支援事業補助金はもともと、上越市の

財源で行っているものである。 

  ・吉川観光協会としては、上越市の中でいかにこの吉川区をＰＲしていくかという

ことを重点に考えており、市民の中で入場料に差をつけることは考えていない。 

【片桐委員】 

 ・よくぞこのビッグスターの招致を計画してくれたと思っている。また、コンサー

ト会場も吉川区内の施設にしてもらうことで移動時間もかからず高齢者にも大

変よいことだと思っており、このように開催してもらいたいと考えている。 

 ・要望額の１００万円であるが、採択方針の補助金の上限額は７０万円となってい

る。しかし募集要項には但し書きがあり、そこを読み込んで１００万円としたの

か。 

【吉川観光協会】 

  ・入場料の設定には私どもも大変悩んでこの額とした。採択方針に但し書きがあり、

より事業の成果を高めるために補助金を多くいただければと考えた。もしこの額

が難しいということであれば、入場料を上げて実施することも選択肢のひとつと

して考えている。 

・集客数もコロナ禍の中で見込むことが難しいところであり、開催日も当事業が採

択されないと決められないが、採択されれば実施に向け観光協会としてもいろい

ろ手段を講じて努力していく考えである。 

  【山岸会長】 

   ・会場がなぜ、ゆったりの郷ゲートボール場なのか。この場所だからこの歌手は来

てくれるのか。コロナ禍なので入場制限をかけると思うが、この歌手は著名人で

もあり、この入場料だと多くの方が来られるし、もっと広い会場を選ぶべきでは
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ないかと思う。この地域活動支援事業補助金は、人口割等で各区に配分されてい

る。ここでは吉川区での活性化を主体としている。この提案事業は、見方を変え

ると１企業のイベントごとにしかとれなくなる。なぜ会場がゆったりの郷なのか。 

【吉川観光協会】 

   ・なぜゆったりの郷なのかということだが、道の駅を見ていると人の動きも活発に

なってきている。どこの会社のためにとか私は考えていない。ここに絞ったとい

うのは観光協会のスタンスである。８月１０日には尾神岳の山の上ライブを開催

して、今回は平場の観光スポットでということで、天候のことも考え屋内施設と

した。これは思いであり、会長と違う部分があるかもわからない。 

【山岸会長】 

・他に質問がないようである。以上で「吉川 郷の温泉歌謡ショー事業」のプレゼ

ンテーションを終了する。 

（吉川観光協会関係者が退席） 

【山岸会長】 

・次に№６尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会から提案があった「尾神岳ス

カイスポーツエリアにおける眺望並びに気象等の情報発信による誘客促進事業」

について、プレゼンテーションをお願いしたい。 

（尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会関係者が提案書等に基づきプレゼン

テーションを行った。） 

【山岸会長】 

・今程の説明について、質問、意見はないか。 

【薄波委員】 

  ・収支計画書に記載されている協賛金７８万円とあるが、この協賛金はどちらか

らのものか。集まる目途はあるのか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 

・それはこれから募っていくが、この事業を認めてくれる方から集めていくことに

なる。集まる目途はあると考えている。 

【薄波委員】 

 ・尾神岳山頂の自然環境は厳しいと思う。中継の設備が尾神岳の厳しい冬の中で耐

えられるか。冬期間撤去すると冬期のライブ映像が見られなくなるということか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 
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  ・南側の中継設備は、雪が降る前に一度撤去することを検討している。このため冬

期間はライブ映像が見られなくなる。 

 【薄波委員】 

  ・この事業が運用された場合、その運用費用はどこから捻出されるのか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 

  ・それは今、検討中である。 

【中村委員】 

  ・当然使えばメンテナンス費用がかかるが、その費用をどのように考えているか。 

  ・提案書にも書いてあるが、いかに人に見てもらうか。そのための方策を何か考え

ているか。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 

  ・このようなライブカメラは環境によりメンテナンスが違ってくる。１年を通して

どのくらいメンテナンスが必要か、やってみないとわからない。そこで発生した

費用については、まず申請者である尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会で検

討する。 

  ・どのように外部に発信していくかということについては、私たちのスカイスポー

ツのホームページにライブカメラのリンクを貼る。あと吉川タイムスなどホーム

ページをもっているところにリンクを貼ってもらう。また、ライブカメラをまと

めているサイトにもリンクし、発信していけば十分見てもらえるものと考えてい

る。 

【江村委員】 

 ・協賛金の目途が立っているとのことだが、もう少し詳しく教えてほしい。 

 ・ライブカメラを見て、ただ来ただけということでは団体の活動分野のひとつであ

る経済活動の活性化を図る活動はできないと思う。設置してその後どうするかと

いうことも含めてカメラの設置を考えていただければと思う。 

 ・薄波委員、中村委員の質問のように運用の費用、メンテナンスのことについて最

低限これは必要ということを提案していただかないと難しいと思う。 

 ・尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会の収支について説明いただきたい。先程

メンテナンスなどをこの委員会で負担していくという答弁について確認したい。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 

  ・本来であればメリットがある方が自腹で設置することが筋だと思うが、金額が高
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額のため実現できなかったので、今回この事業へ提案し、７０万円の補助金をお

願いすることした。 

  ・まず、設置したいという人間が負担するということが本来の趣旨であり、これに

よって利益がある、効果があると判断した団体から援助をしていただくというこ

とで話がついている。その金額は何とかクリアーできるであろうという状態であ

る。 

 ・まず尾神岳に来てもらうことが第一である。スカイスポーツに限定してお話をす

ると来て飛んでもらえれば、まず入山料が入る。今日飛べるかどうかは、ライブ

カメラで確認できるというメリットがある。来てもらえれば、何がしかお金が落

ちると思う。 

 ・尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会では、いつも収支報告をしている。今回

のライブカメラの設置は、初めてなので概算しか出ていないが収支は必ず計上し、

収支報告も可能である。 

【山岸会長】 

 ・設置するのは定点カメラだが、移動式カメラにした場合、その映像を一緒に配信

することは可能か。区内のイベントをユーチューブなどに配信できればよいと思

うが。 

【尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会】 

  ・移動式カメラにした場合に、常時円滑に写すことができるか心配である。以前、

試験的に実施したが Wi-Fi の環境が悪く、１０ｍしか電波が飛ばなかったので、

その時点では厳しいと判断した。今は性能が向上し、南の離陸場まで飛ぶように

なったので、大丈夫だと思う。移動ができればさらに広範囲の映像が配信できる

が、今回は移動式カメラは考えていない。 

【山岸会長】 

・他に質問がないようである。以上で「尾神岳スカイスポーツエリアにおける眺望

並びに気象等の情報発信による誘客促進事業」のプレゼンテーションを終了す

る。 

（尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会関係者が退席） 

【山岸会長】 

・以上で地域活動支援事業（追加募集）のプレゼンテーションを終了する。関係者

の皆さんに感謝申し上げる。次回の７月３０日の地域協議会で審査をし、採択、
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不採択を決定する。 

・次に次第の５総合事務所からの諸連絡に入る。 

・総合事務所からお願いする。 

【風間次長】 

・報告事項について私の方から４点説明させていただく。 

（以下、「成人検診の再開（予約制）について、新型コロナウイルス感染症に対応

した避難所開設・運営マニュアルの策定について、吉川区敬老会の中止について、

パラグライダー（スチューデントカップ）の中止について」の説明があった。） 

【山岸会長】 

 ・今程、総合事務所から諸連絡があったが、質問、意見はないか。 

【山岸会長】 

 ・私の方から避難所開設・運営マニュアルの策定に関して、４か所想定されている

避難所があるが、それぞれ計画を策定されていたり、説明会を催されているやに

聞いている。そうであれば、せめて自主防災組織のある町内会の自主防災組織の

長には連絡するなど対応をお願いしたい。 

【風間次長】 

 ・防災の担当部局を通じて報告させていただきたいと思う。 

【山岸会長】 

 ・よろしくお願いする。他になければ次第６番のその他に入る。 

 ・会議の冒頭に私が話した頸北地区地域協議会委員合同研修会について、他の区

の会長と連絡をとったところ、研修会だけでもやるべきだという話が多かった。

新型コロナウイルスがどうなるかわからないが、できるだけ３密を避けながら

実施したいと考えている。開催時期は１０月下旬までに開催したい。会場は３密

を避けるため吉川体育館かと考えている。参集者は６０人から７０人程度にな

ると思う。研修会のテーマだが、皆さんの方で何かあれば７月３０日までに事務

局に報告願いたい。 

 ・私としては、新潟県立柿崎病院を始めとした地域医療が、現在危うい状況にある

と感じており、県や市に考えをお聞きし、今後どのように取り組んでいくか考え

る機会になればと思うが、それ以外に皆さんからテーマがあれば提示していた

だきたい。 

・次回の地域協議会は７月３０日（木）１８時３０分から吉川コミニュティプラザ
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で開催する。内容は地域活動支援事業追加募集の審査・採択等である。 

 ・他になければ、以上で第４回吉川区地域協議会を閉会する。 

 

１０ 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２１３） 

                 E-mail:yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

１１ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 

 

 


