
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

○4月 28日…  
 

○5月 12日… 

○5月 19日… 
 

 

○5月 25日… 

○5月 26日… 

○6月 16日… 

 

第 1 回地域協議会（地域活動支援事業、株式会社よしかわ杜氏の郷の民営化（意見）、地域自治プ

ロジェクト等） 

第 2回地域協議会（地域活動支援事業（プレゼンテーション）等） 

勉強会（地域活動支援事業審査について） 
第 3回地域協議会（地域活動支援事業の審査・採点、株式会社よしかわ杜氏の郷の民営化に

関する意見に対する回答） 

吉川区地域協議会だより号外発行 

市長訪問 

第 4回地域協議会（中山間地域農業の維持・振興に向けたワークショップの開催状況と今後

の展開、（仮称）地域独自の事業提案、地域活性化の方向性等） 

（第 46号）令和 5 年 2月発行 

発 行 吉川区地域協議会 

編 集 たより編集委員会 

事務局 吉川区総合事務所 

    総務・地域振興グループ 

ＴＥＬ 025-548-2311 

新春のお喜びを申し上げます。 

本年は第 5 期地域協議会委員の任期最後の年になります。 

今年 2 月には令和 4年度で終了する地域活動支援事業の活動報告会（令和 4年度採択事業）

を予定しておりますし、今まで地域活動支援事業として住民団体の皆様が実施されてきた事

業の何件かは令和 5年度からスタートする「（仮称）地域独自の予算」の対象事業として引き

続き実施されるという話も聞いております。 

地域協議会としても任期最後となるこの年、地域を元気にするための事業を創り上げるべ

く活動して参ります。 

諮問事項の審議のほか、事業提案や意見書の提出によって、地域活性化と地域課題の解決

につなげることを念頭に本年も活動を進めて行きたいと考えております。 

具体的な話としましては、尾神岳周辺の観光振興や道の駅よしかわ杜氏の郷の活性化（空

き緑地有効利用）などについて検討を進めて行く予定ですので、皆様の考えや意見をぜひ地

域協議会にお寄せいただきたいと思います。そしてそれを反映できるよう努力して参りたい

と考えております。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

地域活性化と 
地域課題の解決へ向けて 

吉川区地域協議会 会長 山岸 晃一 

令和４年度吉川区地域協議会活動状況  
※令和 4 年 12 月末現在 
※( )内は主な議題等 
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 【吉川区地域協議会活動状況等】 

◆頸北地区地域協議会委員合同研修会実施 

～上越市の地域自治区と地域協議会～ 

令和 4 年 11月 19 日、大潟区の上越体操場ジムリーナにて頸北地区地域協議会委員合同研修

会を開催しました。 

会場には、吉川区・柿崎区・頸城区・大潟区の地域協議会委員等 47 名が参加し、上越市地

域協議会検証会議（平成 25～26年設置）委員を 

務められた牧田実さん（福島大学 人間発達文化 

学類教授）が「上越市の地域自治区と地域協議 

会～地域自治を一歩進めるために～」と題した講 

演を行いました。 

講演では、他地域との比較も踏まえ上越市の 

地域自治区制度の特徴を捉えるとともに、「参加」 

と「自治」の視点から地域自治を深化させる地域 

協議会のあり方をご教示いただきました。 

○6月 25日… 

○6月 29日… 

○6月 30日… 

○7月 11日…  

○7月 28日… 
 

○8月 25日… 
 

○9月 08日… 

○9月 22日… 
 

○9月 25日… 

○10月20日… 
 

○11月17日… 

○11月19日… 
 

○11月24日… 

 
 

○12月12日… 

○12月15日… 

吉川区地域協議会だより第 44号発行 

頸北地区地域協議会委員合同市長懇談会 

地域で活動する団体・事業者と地域協議会委員との意見交換会 

第 5回地域協議会（株式会社よしかわ杜氏の郷の民営化（意見）等） 

第 6 回地域協議会（J ホールディングスグループの整理について、日帰り・宿泊温浴施設の

今後の方向性の検討について、株式会社よしかわ杜氏の郷の民営化に関する意見に対する回答等） 

第 7回地域協議会（諮問事項「新市建設計画の変更」、地域活動支援事業活用団体へのアンケ

ート、株式会社よしかわ杜氏の郷の民営化について、（仮称）地域独自の予算について等） 

勉強会（（仮称）地域独自の予算の概要（案）について、地域活性化の方向性について） 

第 8回地域協議会（諮問事項「新市建設計画の変更」に対する答申、指定管理施設・市出資

法人の収支状況等について（報告）等） 

吉川区地域協議会だより第 45号発行 

第 9回地域協議会（地域活性化の方向性について、道の駅よしかわ杜氏の郷・尾神岳周辺の

活性化について等） 

道の駅活性化セミナーに参加（市主催） 

頸北地区地域協議会委員合同研修会（講演：上越市の地域自治区と地域協議会（講師：

福島大学人間発達文化学類 牧田実教授）） 

視察研修（道の駅「良寛の里わしま」、道の駅「瀬替えの郷せんだ」） 

第 10 回地域協議会（上越市吉川ゆったりの郷の一部廃止について、予約型コミュニティバ

スについて、自主的審議事項・各分科会の取組について、地域活性化の方向性について等） 

現地学習会（吉川ゆったりの郷・酵素風呂の現状等について） 

第 11回地域協議会（諮問事項「上越市吉川ゆったりの郷の一部廃止について」、視察研修の

報告・感想について、自主的審議事項・各分科会の取組について、地域活性化の方向性について、

吉川区地域活動支援事業活動報告会について等） 

                                (令和 4 年 12月末現在) 
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↑研修会の様子 



【吉川区地域協議会活動状況等】 

◆視察研修などを実施 ～「道の駅」活性化に向けて～ 

地域協議会では、「道の駅よしかわ杜氏の郷」の活性化が、吉川の地域活性化の核になり得る

ものと位置づけ、誘客を含む交流人口増はもとより、雇用創出や産業振興につながる取り組み

や方向性、あるいはそのヒントを探るため、現状や課題、解決・活性化策などについて、研究

や検討を進めています。 

これまで、「道の駅よしかわ杜氏の郷」敷地内で営業している「よしかわ杜氏の郷」「吉川ゆ

ったりの郷」「四季菜の郷」「くつろぎ長屋」「セブンイレブン」等関係者の皆様との意見交換

や、市の担当課から協力していただき、株式会社テレコムベイシス（コンサルティング会社）

の方を講師に道の駅について学習するセミナーにも参加しました。 

令和 4 年 11 月 24 日には、視察研修を行い、「道の駅 良寛の里わしま」（長岡市）と「道の

駅 瀬替えの郷せんだ」（十日町市）を訪問。現 

地を見学するとともに、関係者と意見交換を行っ 

てきました。 

規模やコンセプトが全く違う道の駅でしたが、 

それぞれ、「運営する主体やリーダーがしっか 

りしており、目的や将来像を持っている」「雇 

用を含め、経済が伴っている」ことが印象的で 

した。 

今後「道の駅よしかわ杜氏の郷」の活性化を 

考えて行く上で、参考にしたいと思います。 
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↑道の駅活性化セミナー（令和 4 年 11 月 17 日） 

↑ゼネラルマネージャーと意見交換（良寛の里わしま） ↑古民家を利用した施設（良寛の里わしま） 

↑駅長と意見交換（瀬替えの郷せんだ） ↑地域住民に密着した運営（瀬替えの郷せんだ） 



【吉川区地域協議会活動状況等】 

新市建設計画の変更についての諮問・答申 
 

令和 4 年 8 月 9 日付けで「新市建設計画の変更」について諮問があり、令和 4 年 9 月 22 日

付けで市長宛に以下の答申内容のとおり答申しました。 

【諮問】諮問第 80号 新市建設計画の変更について（文書番号：上企第 29045-23号） 

【新市建設計画と計画変更】 

・新市建設計画…新市建設計画は平成 16 年 7 月に、上越市と 13 町村との合併に当たり、合

併後の上越市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的に策定され

たもの。 

 上越市の建設の基本方針と、それを実現するための施策及び財政計画を中

心に構成する。 

 新市建設計画に位置付けられた事業に限り、合併特例債を活用することが

できる。 

・計画の変更…計画に登載した事業で、令和 5年度以降に合併特例債の活用が見込まれるも

のがあることから、合併特例債の発行期限に合わせ、計画期間の終期を令和

4年度から令和 11年度まで 7年間延長する。 

併せて、延長後の計画期間を含む、人口の将来見通しに関するデータを最新

の数値に更新する。 

  【答申内容】 

令和４年８月９日付け上企第29045-23号で諮問のあった、諮問第80号：新市建設計画の 

変更について、地域住民の生活に支障はないものと認めます。 

 

 

 

【令和 4年度上越市（吉川区）地域活動支援事業レポート】 

大乗寺歴史遺産保存・活用事業（大乗寺町内会） 

令和 4 年 10 月 9 日、大乗寺町内会の皆さんが、 

吉川中学校体育館で、地域活動支援事業「大乗寺 

歴史遺産保存・活用事業」の「大乗寺のお宝自慢 

発表会」を行いました。 

竹直出身の郷土史研究家・小田豊さんが、大 

乗寺と上杉謙信公との繋がりなどについて講演 

したほか、謙信公の出陣の儀式を再現する武禘 

式を一義会の皆さんが披露され、区内外から集ま 

った約 80 人の参加者は、地域の歴史の奥深さを 

知るとともに、勇壮な戦国絵巻を楽しみました。 

 

 

4 

↑一義会の皆さんと一緒にカチドキをあげました 



【令和 4年度上越市（吉川区）地域活動支援事業レポート】 

尾神岳天岩戸伝説 PR推進事業（水源地域振興対策協議会） 

令和 4 年 11 月 13 日、水源地域振興対策協議

会の皆さんが、地域活動支援事業の採択事業で

ある天岩戸尾神岳伝説 PR推進事業の一つ「尾神伝

説に係る PR DVD披露と記念講演会」を行いました。 

悪天候のため現地見学会は中止となりましたが、

会場の吉川スカイトピア遊ランド体育館には、 

80人近い人が集まりました。 

講演会講師には、上越古事記の会の景山しのぶ

さんを迎え、日本最古の物語に触れるロマンや

楽しさ、難しさなどのお話をいただきました。 

よしかわ道の駅活性化事業（吉川観光協会） 

吉川観光協会の皆さんは、地域活動支援事業の採択事

業である「よしかわ道の駅活性化事業」の一つとして「よ

しかわ道の駅まつり・青空フェス」を令和 4 年 8 月 11

日に開催しました。 

地元出身のアーティストたちのライブや地域の舞踊

団体、太鼓のパフォーマンスなども行われ、会場となった

道の駅広場には、区内外から約 300人が集まりました。 

また、道の駅関連施設の皆さんの協力で、利用券の活

用等も行われ、賑やかな「道の駅まつり」となりました。 

現在、吉川観光協会では、「道の駅案内ガイド（パンフ

レット）」の製作に取り掛かっています。 

尾神パラグライダーランディング整備事業（尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会） 

 令和 4年 10月 16日、尾神岳スカイスポーツエ

リア運営委員会の皆さんが、地域活動支援事業の

採択事業である「尾神パラグライダーランディン

グ整備事業」の一つとして 2022 上越尾神カップ

パラグライダー大会に合わせて、「尾神そば早食

い選手権大会」を行いました。 

 上空ではパラグライダーが競い合うなか、陸で

は、広々と整備されたばかりのランディング場を舞台

に、吉川名物「尾神そば」の早食いで競う選手たち。 

 雄大な尾神岳をバックに、スカイスポーツとそ

ばの早食いで楽しむ人たちで賑わった秋の 1日と

なりました。 
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↑天岩戸伝説も記されている古事記を仲間と

ともにひも解く楽しさを語る景山氏 

↑ライブパフォーマンスで 

盛り上がる道の駅広場 

↑尾神岳をバックに熱戦が繰り広げられました 



【令和 4年度上越市（吉川区）地域活動支援事業レポート等】 

「地域のお宝自慢」探検隊事業パート 2（吉川区青少年育成会議） 

令和 4 年 12 月 1 日、吉川区青少年育成会議

の皆さんが、地域活動支援事業採択事業である

「「地域のお宝自慢」探検隊事業パート２ 地域

のお宝マップづくり事業」の１つ「地域のお宝

発表会」を行いました。 

吉川小学校 4 年生、吉川中学校 1 年生と 2 年

生が、自分たちで探して、聞いて、まとめた地

域資源の魅力を、会場に集まった 100 人を超え

る人たちに、演劇やクイズ、動画を交えながら

伝えました。 

 今回子どもたちがまとめた地域のお宝の

数々は「お宝マップ」にまとめられ、今後、区

民の皆さんからご覧いただける予定です。 

令和 4年度吉川区地域活動支援事業活動報告会 開催 

令和 4 年度地域活動支援事業を活用した団体等の事業の実施状況や成果を発表する「令和

4 年度吉川区地域活動支援事業活動報告会」を開催します。 

どなたでもご参加いただけます。 

地域を盛り上げるために頑張っている皆さんの取組報告を、ぜひ会場でお聞きください。 

〇と き…2 月 25日（土）午後 1時 30分から（午後 3時まで（予定）） 

〇ところ…吉川コミュニティプラザ 3階大会議室 

〇内容（予定）…・令和４年度地域活動支援事業活動報告（実施団体から） 

         ・令和５年度、令和６年度（仮称）地域独自の予算の説明 

〇問合せ…吉川区地域協議会事務局（吉川区総合事務所 総務・地域振興グループ 

（☎025-548-2311、FAX025-548-3011、mail:yoshikawa-soumu.g@city.joetsu.lg.jp）） 

 

 

地域協議会だより第 46号をお届けします。 

令和も早や 5 年目に入りました。区民の皆様には、いつも協議会に

ご理解、ご協力をいただき御礼申し上げます。 

4 月になりますと委員の任期も最終年度となります。まだまだ課題は有りますが残りの期間、

せいいっぱい活動させていただきます。今後もよろしくお願いいたします。 

第 46号たより編集委員 五十嵐 豊、江村 奈緒美、大滝 健彦 
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吉川小学校 4 年生の発表の様子 

吉川中学校 1 年生、2 年生の発表の様子 

【編集後記】  


