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 平素より、瑞穂協議会の事業運営に対しご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

 今年の冬は昨年同様に大雪となり、皆様におかれましては除雪等で何かとご

苦労されていることと思います。予報では厳しい寒さはまだ続きますので、

無理をなさらず体調を崩さずにお過ごし願います。 

 また、昨年も新型コロナウイルス感染症の猛威により、予定していた各種催

事を中止する等、二年続きで多くの困難に見舞われた年でありました。今年

はコロナ禍が消滅して、元の社会生活に戻ることを願っていましたが、新型

オミクロン株ウイルスによる感染者が県内・当市においても急増しています。 

 コロナ禍の収束は、いまだ先行きが不透明な状況ですので、皆様にはマスク

の着用、三密回避等、感染防止対策を講じてこの難局を乗り越えていただけ

れば幸いです。 

 令和４年が、皆様にとって希望あふれる素敵な一年になりますように。そし

て、コロナ禍が早く収束し、笑顔あふれる幸せいっぱいの毎日になりますよ

うに。そんな思いを込めて、令和３年度「協議会たより」第３号をお届けい

たします。ご家族皆様からご一読いただき、今後も協議会活動にご理解ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

              

瑞穂協議会長  飯 吉  雅 昭  

瑞穂協議会たより 

第３号   令和４年２月 
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 今回は、「第１回理事会から第５回理事会の会議録」、「今後の協議会日程」、

「地域の賽の神行事」について掲載します。 

第１回理事会から第６回理事会の会議録 

第 1 回 瑞穂協議会理事会 会議録 

令和３年４月２８日(水)午後 7 時 40 分 

瑞穂会館大会議室 

※「持続可能な地域をつくるための組織づくり」検討委員会終了後、理事会開催 

1, 開 会 

2, 飯吉会長あいさつ 

3. 村越顧問あいさつ 

4. 報告事項 

（1）経過報告について（別紙のとおり） 

     今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種行事や会議が自粛 

となっている状況である。 

（2）既承認事項について 

①令和３年度 瑞穂協議会事業計画及び行事表、役員名簿の配布について 

 全戸への配布を依頼 

②瑞穂会館の清掃当番日程について 

 別紙計画により各大字での対応を依頼 

5. 協議事項 

（1）各事業の開催予定について（時期及び月日等） 

①行政機関への要望事項及び陳情、現地視察について 

協議結果 

提出期限 県要望 令和３年５月２３日（日）まで 

市要望 令和３年５月２３日（日）まで 

・県、市とも現地確認の実施の有無、時期については、未定である。 

・大字からの要望の中で協議会要望とするものについては、協議し提出す

る。 

※期限厳守で鈴木副会長へ提出すること。なお、継続要望については、 

昨年度の県、市の回答書を十分確認して提出してください。 

②防災訓練について 

総会で承認されたとおり、各大字単位での実施をお願いした。終了した

場合は、報告書を鈴木副会長に提出し、瑞穂協議会としてまとめて市へ

報告する。 

報告書提出後、会計より補助金を各大字の口座に振り込みします。 
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③イメージアップ作戦（関川管理道路など草刈り）について 

協議結果 

第１回目 管理道路、農村公園 

令和３年６月１９日（土）午前６時００分より実施します。 

理事全員の協力をお願いします。後日、案内文書を配布する。 

第２回目 瑞穂会館前河川敷 

令和３年８月７日（土）午前６時００分より実施します。 

理事、協議員の協力をお願いします。後日、案内文書を配布する。 

④研修旅行について 

協議結果 

新型コロナウイルスの影響で中止する。 

（2）地域づくり各種事業実施に伴う担当制について 

①夏の祭典について（８月１５日[日]）【NPO みずほっと共催】 

※三役、顧問と各字の理事 5 人、協議員 6 人、選出委員 13 人、 

NPO みずほっと理事 13 人で運営 

②敬老会について （９月５日[日]） 

※敬老祝い品の配布（理事） 

協議結果 

担当については、各理事、了承する。 

新型コロナウイルスの影響により、「夏の祭典」実施の有無については、

次回の理事会で決定する。 

（3）その他 

   瑞穂協議会の緊急連絡網の配布 

6 その他 

（飯吉会長より） 

・新井南部地区区長協議会の状況について説明 

 区長協議会のあり方について、（仮称）新井南部地区区長協議会検討会議を 

立ち上げ検討することとなった。「環境」「暮らし（高齢者）」「教育・ 

子育て」「自治」の４つのテーマの小会議で構成。現在、検討委員募集中。 

区長協議会費は、２５０円／戸 

（相羽会計より） 

  ・会費納入についてのお願い。５月１０日頃までにお願いしたい。 

   納付については、口座振込でも、会計へ直接持参してもどちらでも大丈夫で 

す。  

（長沢原区長より） 

  ・今後の理事会の開始時間を１９時３０分として欲しいとの要望 → 全員了承 
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した。 

（村越顧問より） 

  ・後援会の市政報告会 ６／１１（金）楡島集落センター 

             ６／１２（土）猿橋会館 

7 開  会 

 

第２回 瑞穂協議会理事会 会議録 

令和３年６月１０日(木)午後 7 時 20 分 

瑞穂会館小会議室 

1, 開 会 

2, 飯吉会長あいさつ 

3. 村越顧問あいさつ 

4. 報告事項 

（1）会務報告について 

4/28～6/10 までの会務を飯吉会長報告 

地元消防団（15 分団）が 13 分団への統合計画があるとのこと。 

特別消防団員制度について、市より資料をもらい今後、検討を進める。 

5. 協議事項 

（1）令和３年度の国、県、市への要望について 

  各理事より、要望事項について説明いただき、内容について共有した。 

  長沢原の市要望新規③は、実施済のため取り下げる。 

現地視察等の日程については、今のところ未定である。 

(2) みずほ夏の祭典について 

   各理事より、夏の大字事業の予定と夏の祭典可否について意見集約 

  ⇒東関（未定）を除き、４大字の夏の事業については、中止を決定した。 

理事の意見集約により、今年度の夏の祭典は、中止とする。 

(3) イメージアップ作戦（河川管理道路等草刈り）について 

  別紙、依頼文のとおり６月１９日（土）午前６時から（雨天の場合でも実 

施する。） 

  集合場所：瑞穂会館前 

(4) NPO みずほっとへの貸付金、こんにゃくクラブ調理室使用料金について 

 （飯吉会長説明） 

・NPO の総会において、貸付金 14 万円を今年度中に返済することが可決され 

た。 

 ・こんにゃくクラブ調理室使用料金について、別紙覚書（案）で話しを進め 

ていいか理事と協議 → 理事全員了承した。 
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(5) 駐車場整備について 

   （飯吉会長説明） 

   猿橋橋左側の水辺公園敷地を駐車場として整備したい。今年度予算には計上 

していなかったが、貸付金の返済が決まったことからその予算を活用したい。 

内容は、大きな石を除去し、土を敷き均し整地をしたい。県は了承済である。 

 → 理事全員了承した。 

(6) その他 

   （長沢原区長） 

   不法投棄監視員の選任について提案：人選に苦慮していることから、各大字 

での輪番制にしたらどうか。 → 協議し、今年度中に結論をだしたい。 

（大沢新田区長） 

「持続可能な地域をつくるための組織づくり検討委員会」における、理事の 

役割はどのようなものか。 

→検討委員会が提案しようとしている内容について、大字区長という立場で 

意見を言って欲しいと考えている。１０年後のこの地域の組織のあり方につ 

いて、ご意見をお願いしたい。 

6. その他 

  （飯吉会長） 

   新井南部地区区長協議会について報告 

  ・検討会を立ち上げ、名称を南部再生会議とした。 

   ４分科会で構成され、役員、事務局、理事、関係者、識者で正式な構成委員 

はまだである。 

  ・年度内に区長会へ提案する予定とのこと。 

7. 閉 会 

 

第３回 瑞穂協議会理事会 会議録 

令和３年８月１７日(火) 

午後３時３０分～４時３０分 

瑞穂会館小会議室 

                        欠席：相羽会計 

 

※市現地調査終了後、理事会開催 

1, 開 会 

2, 飯吉会長あいさつ 

3. 村越顧問あいさつ 

4. 報告事項 
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（1）会務報告について 

6/10～8/18 までの会務を飯吉会長報告 

   (2)県への要望会について 

   今年度は、現地調査は実施しない。長沢も了承済 → １ヶ月後位に回答書 

あり 

5. 協議事項 

（1）敬老会について 

   別紙、敬老会実施計画（案）により説明（鈴木副会長） 

   → 9/5（日）11 時瑞穂会館集合 

(2)国道２９２号開通に伴う祝賀行事について 

  今年度内に開通予定の国道２９２号の祝賀行事の開催有無について、各理事 

の意見確認 

  → 全理事、開催した方が良いとの意見。内容については、簡素な内容にと 

の意見あり。 

  飯吉会長より、別紙素案について説明あり。 

  → 全理事、素案について賛同した。今後、市や県と相談し内容を決定する。 

(3)小会議室のフロア（床）変更について 

  畳から床に変更してもらうよう、市へ申請要望したいが理事の意見を聞きた 

い。 

  → 全理事、賛成した。（ただし、地元の負担がないこと。机、イス等の備 

品の購入については、了承） 

6. その他 

 （飯吉会長より） 

①水辺公園三角地の整地について→約１７万円の工事費、阿部左官へ依頼済、８月 

中を予定していたが、遅れている。 

②みずほっとより貸付金１４万円の返済が完了した。 

 （猿橋区長より） 

・オスのイノシシ１頭捕獲された。子熊１頭目撃情報あり。注意をお願いしたい。 

7. 閉 会 

 

第４回 瑞穂協議会理事会 会議録 

令和３年１２月１４日(火)午後 6 時 50 分 

瑞穂会館小会議室 

 

理事会前に「特別消防団員制度」について、市総務課保坂氏より説明いただいた。 

→１５分団は、来年４月に１３分団２部（大原新田、小原新田）に再編される。 
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 車庫、車両は２年後位に廃止の予定。 

 今回は、制度の内容について理解するため、説明いただいた。導入については、 

今後の検討課題とする。 

 

1, 開 会 

2, 飯吉会長あいさつ 

3. 村越顧問あいさつ 

4. 報告事項 

  会務報告（別紙のとおり） 

5. 協議事項 

（1）瑞穂の里除雪支援事業について 

   事前に資料配付済（支援世帯、隊員の取りまとめ報告）   

別紙、資料により説明（鈴木副会長） 

  Ｑ 隊員の少ない大字がある、隊員の調整方法のルールづくりが必要 

  Ａ 隊員の調整が必要な場合は、協議会長が調整する。支援フローを作成し、 

理事、民生委員に配布する。 

  Ｑ 支援と言いながら市の除雪単価では高いのではないか。 

  Ａ これまでは、新潟県公共工事設計労務単価表の普通作業員単価に諸経費率 

を乗じていたが、今年度から諸経費率を乗じないこととする。→理事全員 

承認 

 (2) 協議会費（３期）について（相羽会計） 

   コロナの影響で事業の中止により予算が余る予定。 

３期の協議会費１戸 1,500 円を徴収しなくても、年度末までの運営が可能で 

ある。 

三役会議で協議会費３期分は徴収しないこととした。→理事全員承認 

   (3) その他 

  ・不法投棄監視委員の選任方法について 

   監視員の活動規程により説明（飯吉会長） 

   次のとおり決定した。任期は３年間。大字持ち回りとする。 

   大沢新田（令和４・５・６年）→楡島（７・８・９）→東関（10・11・12） 

   →猿橋（13・14・15）→長沢原（16・17・18） 

  ・「持続可能な地域をつくるための組織づくり」検討委員会について 

   別紙、資料により説明（鈴木副会長） 

   １月下旬に中間報告を予定 

若者の集まる場づくりについて、対象者の参加について理事にお願いした。 

6. 閉 会 
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第５回 瑞穂協議会理事会 会議録 

令和４年２月３日(木)午後 6 時 45 分 

瑞穂会館小会議室 

 

1, 開 会 

2, 飯吉会長あいさつ 

3. 村越顧問あいさつ 

   新型コロナワクチン追加接種の今後の予定について資料提供 

4. 報告事項 

 ・会務報告（別紙のとおり） 

 新井南部地区区長協議会理事会の報告 

 ・南部再生会議の提案を受け、２つのプロジェクトチームをつくり事業化を進め 

る。 

 （プロジェクト名：①安心（暮らしを中心に）、②連帯（各年代の繋がり重視） 

 各１０名程度のメンバー） 

・次年度の負担金 → ５００円に戻る。（今年度は、半額） 

5. 協議事項 

（1）令和３年度事業の振り返り 

  □県・市への要望活動 

   特になし 

   □環境美化活動（関川河川管理道路の草刈） 

   ・理事だけでなく協議員も含めて、管理道路と瑞穂会館前の草刈りをしたら 

どうか。 

   ・開始時間を早くして欲しい。（５時３０分から） 

   □みずほ夏の祭典、ニジマスつかみどり大会同時開催 

   ・祭典はなくしてもいいのではないか。 

   ・毎年ではなく、隔年での開催でもいいのではないか。 

   ・地域の交流のためにも実施した方が良い。ただし、内容を変更した方が良 

い。 

   ・他にイベントがないことから、今までどおりで良い。役員に負担がかかり 

すぎる。 

   ・やる方向で良い。内容は、検討する必要がある。実行委員は、人選に負担 

がかかるので人数を削減した方が良い。協賛金はなくし、チケット購入し 

てもらうようにすれば良い。 

   ・今後のイベントは、コロナ対応が必要で大変になると思う。ニジマスつか 

みどりは、瑞穂を地域外へアピールできる場で非常に良い。 
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   □敬老会 

   ・今年度同様に、祝い品の配布でどうか。 

   ・楽しみにしている人がいる。開催した方が良い。 

   ・赤飯おいしかったとの声あり。祝い品を配布するだけでも喜ばれた。 

   ・小グループで集まる機会があるとうれしい。 

   □瑞穂の里除雪支援事業 

   ・除雪単価について、市の単価で良いのではないかとの声があった。 

   ・支援隊員の高齢化が心配である。 

   ・家の周りの除雪でピーター使用時の単価を検討して欲しい。 

   □国道２９２号「瑞穂大橋」開通式 

   ・今年度予算で手ぬぐいを作成する事で全員了承した。 

□その他 

   ・午後からの降雪で除雪依頼を市にしたが、実施してもらえない事があった。 

   (2) 今後の日程について 

   ・三役会議：３月１１日（金）13:00 ・理事会：３月１７日（木）19:00 

   ・新旧役員会：３月３１日（木）19:00（監査会 18:00） 

   ・総会：４月１０日（日）13:30 

      各大字総会日程（予定）：３月２０日（日）：大沢新田、楡島、長沢原、 

東関 

                ３月２７日（日）：猿橋   

    「持続可能な地域をつくるための組織づくり」提案書提出：３月７日（月） 

19:00～ 

  (3) 県、市要望事項の実施の有無について 

   ・今年度実施されなかった要望事項については、来年度継続して要望するこ 

ととした。 

 (4) 除雪支援隊活動実績報告書の提出について 

    →別紙により３月１７日（木）までに副会長へ提出    

  (5) その他 

  □会館維持費の増額と協議会費の減額について（相羽会計より説明） 

   本年度予算で会館維持費の不足が予想されるため、協議会費より流用したい。 

    → 理事全員了承した。 

   また、来年度予算も同様な事が考えられることから、会館維持費の増額と協 

議会費の減額を考えている。次回の理事会で予算の説明をしたい。 

  □有線放送機器の必要性について（飯吉会長より説明） 

   会館維持費も逼迫していることやほとんど使用していないことから、廃止を 

提案した。 
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   市地域共生課へ廃止について確認済→地域で維持管理しているので地域の 

考えで良い。 

    → 理事全員廃止について了承した。 

  □規約の改正について（鈴木副会長より説明） 

   「持続可能な地域をつくるための組織づくり」検討委員会の提案を受けて、 

今後、協議会役員の選出方法、女性や若い人の人数を定める事など検討して 

いきたい。理事の交代もあるので引き継ぎなどよろしくお願いしたい。  

6. その他 

 ・会計より → 除雪支援隊の防寒着、ズボン４着購入した。（補助金にて） 

         昨年度も購入した。 

 ・会長より → 有効活用するため、今回、猿橋と楡島で管理活用して欲しい。 

         来年度以降も他の大字への配布も考えている。 

           → 理事全員了承した。 

7. 閉 会 

 

瑞穂協議会の今後の予定 

 

 次のとおり計画しています。各集落の会議等と重複しないよう調整をお願いい

たします。また、役員は日程の確保をお願いします。 

 

○瑞 穂 協 議 会 理 事 会  ……  ３月１７日（木）１９：００～ 

○瑞 穂 協 議 会 監 査 会  ……  ３月３１日（木）１８：００～ 

○瑞穂協議会新旧役員会   ……  ３月３１日（木）１９：００～     

○瑞 穂 協 議 会 総 会  ……  ４月１０日（日）１３：３０～ 

 

 

地域の賽の神行事 

 １月９日、１６日 楡島、猿橋地域で賽ノ神行事が行われました。 

 無病息災、コロナ退散、地域の発展等を願い“賽の神”に点火し大きな炎が上 

がっていました。 
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お読みいただき ありがとうございました！ 

 


