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議

録

会議名
平成２６年度第７回吉川区地域協議会

２

議題（公開・非公開の別）
・報告事項（公開）
・協議事項（公開）

（１）市長への答申に対する回答について
・吉川ケーブルテレビ施設の廃止に関する回答（諮問第 72 号）
３

開催日時
平成２６年１０月２４日（金）午後５時００分から午後５時３０分まで

４

開催場所
吉川コミュニティプラザ

５

３階 大会議室

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：上野康博、大滝悦子、大滝健彦、片桐利男、片桐雄二、加藤正子、
佐藤直彦、杉田幸作、関澤義男、竹内徳法、常山久髙、八木孝一
・事務局：武藤所長、今井次長、山下総務・地域振興グループ班長、
鷲津総務・地域振興グループ主任、
嶋田柿崎区建設グループ長、大橋柿崎区産業グループ長

８

発言の内容

【今井次長】
只今から、平成２６年度第７回吉川区地域協議会を開会いたします。
委員 16 人のうち、事前に、薄波委員、江村委員、北井委員、村松委員からご欠席と
の連絡がありましたので、本日の出席人員は 12 名です。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がありますので、本会が成
立していることをご報告いたします。
また、本日の会議は、上越市審議会等の会議の公開に関する条例第５条第１項の規
定により、公開による開催となります。なお、会議録の確認は会長となりますので、
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よろしくお願いします。
それでは、最初に杉田会長から挨拶をお願いします。
【杉田会長】
研修について、たいへんありがとうございました。時間に追われた部分もありまし
たが、ためになったところもたくさんあったかと思います。今後の活動に活かしてい
ただければと思います。時間の関係もありますので、審議に入りたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
【今井次長】
次に、議長の選出でありますが、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、会長から議長を務めていただきます。よろしくお願いします。
【杉田会長】
しばらくの間、議長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
先ずは、関連する報告事項を整理した後、協議事項として、市長への答申に対する
回答について、を議題とします。委員の皆様には簡潔な発言にご協力をお願いします。
それでは、次第３の報告事項についてです。
最初に、私から会長報告です。
11 月 2 日（日）、第 22 回東京吉川会総会が開催されます。私が出席させていただき
ます。11 月 25 日に地域協議会会長会議がございます。午後から木田の方に行きます
が、内容についてはまだ聞いておりません。
委員の皆さんから報告事項がありましたらお願いいたします。
（一同なし）
それでは、事務局から報告事項をお願いします。
【今井次長】
1 件報告させていただきます。
次回の協議会の際、報告する事案についてご説明いたします。市行政改革推進課から、
第 5 次行革大綱等の策定等に係る地域協議会との意見交換の実施について、申し出を
受けております。所要時間は 40 分(説明 20 分＋意見交換 20 分)を想定しており、第
5 次上越市行政改革大綱(案)と、公の施設使用料の見直しについてご説明し、意見交
換をお願いしたいそうです。お含みおきください。
私からは以上です。
【杉田会長】
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今ほどの報告について、皆さんからご質問等はございませんか。
（一同なし）
ないようですので、それでは次にまいります。次第４の協議事項に入ります。
（１）前回の協議会にて、市長より諮問第 72 号、吉川ケーブルテレビ施設の廃止につ
いて「適当と認めます」との答申をいたしましたが、その結果について、市長より回
答がありましたので、これより審議を行います。
事務局から説明をお願いします。
－協議資料 No１【回答書】により、山下班長説明－
【杉田会長】
ありがとうございました。
ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。
（一同なし）
ないようですので、この件についてはこれで終わります。
次に、次第の５総合事務所からの諸連絡について、を議題とします。事務局から説
明をお願いします。
【今井次長】
総合事務所から諸連絡をさせていただきます。４件お願いいたします。
10 月 25～26 日、第 28 回新潟県知事杯尾神岳スカイグランプリ 2014 が、尾神岳スカ
イスポーツエリアで開催されます。尾神岳スカイスポーツ実行委員会が主催、運営さ
れます。全国から 45 名参加、内女性 8 名で、北は北海道、南は福岡県から参加されま
す。
11 月 2～3 日、生涯学習フェスティバルが行われます。会場は、多目的集会場と吉川
体育館等です。日頃の皆さんの成果の発表の場とするところであります。運営は吉川
区生涯学習フェスティバル実行委員会で、事務局はまちづくり吉川です。時間は概ね 9
時～15 時です。詳しくは別添のチラシをご覧ください。
11 月 2 日、 第 22 回東京吉川会総会が、東京都千代田区で開催されます。吉川の関
係者が集まり、情報交換を行います。当総合事務所長以下、多数の方々が出席されま
す。地域協議会長も出席します。ご承知置きください。
11 月 9 日、 市消防団 吉川方面隊秋季分団演習が、今年は梶地内を会場に開催され
ます。今年は震度 6 強の地震発生を想定し、防災・消防訓練、地域住民の初期消火・
避難誘導訓練を実施し、地域町内会や自主防災組織との連携を図るとともに、団員の
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士気高揚と地域住民の防災・防火意識を高める目的で行われます。13 時 30 分の発災時、
サイレン等にご注意ください。
産業建設 G の集約に伴う、課題等がありましたら、早め早めにご連絡をいただけれ
ば、早期に対応してまいりたいと考えておりますので、ご忌憚のないご意見をお願い
いたします。
【杉田会長】
４つの諸連絡事項について、ご質問はございませんか。
（一同なし）
東京吉川会で私と所長が出席しますが、こういうことで吉川を PR してこい、という
ことがありましたら、教えてください。
産業建設 G の集約に伴う、課題等がありましたらお願いします。
（一同なし）
ないようですので、次に、次回の地域協議会の日程です。当協議会での申し合わせ
では、第 3 金曜日の 11 月 21 日(金)となりますが、特にご意見がなければこの日に決
定したいと思いますが、よろしいでしょうか。
（日程について協議した後、）
【杉田会長】
次回の地域協議会は 11 月 21 日（金）18 時 30 分からとします。
次に、今日の視察の反省と、今後の自主審議事項について、広報について確認をお
願いいたします。
広報について、地域協議会だよりについて、先般４地区合同の研修会があり、本日、
視察研修がありました。これらの活動を載せてはどうかと思います。次の当番を確認
してもらいたいと思います。予定としては 11 月 15 日の全戸配布でお願いしたいと思
います。
次に、本日の視察の反省について、感想をお聞かせ願います。
【関澤委員】
谷浜の保育園を見学させてもらいました。規模的には 50 人程度の施設で、耐震設計
であり、中央に遊戯場を設け、年齢ごとに分けられており、利便性のよい建物でした。
吉川でも統合保育園ができますが、吉川の保育園をどうするか、地域協議会として提
案をすることができるのか。事務局で何か動きがありましたらお答え願います。
【武藤所長】
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御苦労さまでございました。よい建物をご覧いただき、喜んでおります。今の件に
ついて、地域協議会として、自主審議までして市に意見を述べる案件であれば、自主
審議をしてやっていただいてもいいですが、今の段階では粛々と、見ていただいたよ
うな標準的な施設について、担当部局の中で、施設の検討がなされることになります。
【関澤委員】
もう１点。子供を預かるところではなくて、地域の皆さんが子育てに関して集うこ
とが出来る部屋がありました。中に非常勤の方が当番でいらっしゃるそうで、なるほ
どと感心しました。このことについて要望してはと思います。
【今井次長】
今ほどのお話は、視察の際、玄関の左側の部屋のことかと思います。部屋の名前は
「子育て広場」といいます。現在、吉川区には３保育園がありますが、私立の吉川保
育園には「子育て広場」の機能が備わっております。新たにつくる施設にも当然必要
な設備であり、無くすることはございません。
【杉田会長】
ほかにございますか。
（一同なし）
ないようですので、この後の機会にお願いいたします。私としては来年も視察をし
たいと考えております。ご協力をお願いいたします。
広報の当番の順番はわかりましたか。
【今井次長】
関澤委員、竹内委員、常山委員が次回 23 号の編集をしていただくことになります。
【杉田会長】
３名の方、11 月 15 日発行を目指してご努力いただきたいと思います。原稿依頼が
ありましたら、よろしくお願いいたします。
【片桐(利)委員】
視察について、広報に入れていただきたいことがあります。
119 番通報について何がポイントなのか。東北電力でのループ方式、モニターでどこ
が停電しているか、1 分程度で特定してしまう。一旦通電させて、居ながらにしてラフ
ラインの遮断しているところを特定させている。これらをお知らせしてほしい。あわ
てることはないです、ということをメッセージとして入れていただきたいと思います。
ご検討ください。
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【杉田会長】
広報について、ご意見がありましたら、３名の委員の方に出してください。
次に、自主審議についてです。私どもの任期もあと 1 年半です。保育園のこともあ
り、事実上、中断している状況です。残り 1 年半です。これで結論を出すのも難しい
とは思いますが、そろそろ活動をしていただかないといけません。休眠状態です。ご
意見がありましたらお願いいたします。
（一同なし）
ないようですので、この件については、各部会の部会長さんにお任せいたします。
ぜひ、来月には 1 回程度、会議を開いていただき、次回 11 月 21 日の地域協議会で発
表できるようにしてください。
何かありましたらお願いします。
【常山委員】
協議会だよりについて、これから原稿依頼をしては、11 月 15 日発行では厳しい。
11 月 21 日に原稿を確認してもらうこととし、発行を半月延ばしてもらいたい。
【杉田会長】
わかりました。12 月 1 日発行とします。その次の村松委員、八木委員、上野委員の
皆さんには、新年号をお願いいたします。
ほかになければ、これで地域協議会を閉めますが、時間がありますので、自主審議
について、各部会での協議をお願いいたします。
以上で第７回地域協議会を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございまし
た。
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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２１４）
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。
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