
年頭にあたり謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

皆様にとりまして本年が幸多き年となりますよう心からお祈りいたします。昨

年は、新型コロナウイルス感染症が猛威をふるい、社会経済に甚大な影響を与

え、私たち協議会も予定していた各種催事を中止する等、多くの困難に見舞わ

れた年でもありました。

社会も家庭も新しい生活様式が求められ、マスクの着用、三密回避、オンライ

ン等、今までの常識が急速に変化し適応を余儀なくされました。コロナ禍の収

束は、いまだ先行きが不透明で見通しが困難な状況ですので、皆様には感染防

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。

また、年末年始は大雪で大変なご苦労があった事と思います。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たいと思います。

地域の存続と活性化を図るには、住民ひとり一人が主体となり考え、何事も継

続して実行していくことが大切です。本年は、新型コロナ禍を克服し、新しい

考え方や方法を取り入れ、変革が生まれるような希望に満ちた年になることを

願っています。

令和２年度「瑞穂協議会たより」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３年２月



今回は、「第１回理事会から第６回理事会の会議録」、「今後の協議会日程」について

報告します。

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２年４月２５日(土)午後 7時 00 分

瑞穂会館小会議室

欠席：諸岡協力隊員

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全員マスク着用

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

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

（2）既承認事項について

①令和２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

②瑞穂会館の清掃当番日程について

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２年５月２５日（月）まで

市要望 令和２年５月２５日（月）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

協議結果

令和２年度も各集落単位で実施することとなった。なお、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。



③関川管理道路など草刈りについて

協議結果

令和２年６月１３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。

④研修旅行について

協議結果

令和２年１１月７日（土）～８日（日）で実施します。会場は渋温泉[大丸屋]

なお、新型コロナウイルスの影響で中止の場合があります。

（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[土]）【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６日[日]）

※三役と協議員 6人で運営 ※顧問と理事は来賓 会場：葵

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、実施の有無については、次回の理事会で決定する。

中止となった場合の代替案について、理事の皆さんに依頼した。

（3）その他

南小学校後援会の役員の選任について

・令和２年度は、選任なし。令和３年度に監事：長沢原区長

新たな地域のこし協力隊員の募集について

・次回の理事会までに住民の意向確認をお願いします。

瑞穂協議会の緊急連絡網の配布

6 その他

（飯吉会長より）

・瑞穂水辺公園の維持管理契約について：例年どおり協議会と楡島で契約済

・新潟県地域づくりサポートチームとの昨年度の検討内容について各理事へ文書配布。

今年度の打合せについては、６月頃を予定

（相羽会計より）

・会費納入についてのお願い。５月になったら、依頼文書を配布する。

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。

7 開 会



第２回 瑞穂協議会理事会 会議録

令和２年６月５日(金)午後 7時 25 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

4/25～6/5 までの会務を飯吉会長報告

令和元年度地域づくり活動総合交付金の返還３万円（少雪により除雪支援未実施）

5. 協議事項

（1）令和２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。

猿橋からの県への新規要望②と継続要望②については、妙高砂防事務所への要望にし

た方がいいのか建設課に確認する。市要望継続③は、今年度実施するとの連絡が来た

ため取り下げる。今月中に、建設課へ要望書を提出する予定。

現地視察等の日程については、今のところ未定である。

(2) 地域づくり各種事業について

・みずほ夏の祭典について

⇒各理事、協力隊員、顧問からの意見集約により、今年度は中止とする。

・敬老会について

⇒実施の有無については、今後の状況を踏まえ検討する。また、集まらないで長寿を

みんなでお祝いする方法を検討したらどうか、との意見あり。

次回の理事会で協議する。

(3) 地域のこし協力隊員の募集について意向確認

⇒結論：NPO みずほっとと協議会で必要性を明確にして、募集する方向で進める。

(4) 環境美化活動実施について

６月１３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

(5) その他

・県地域づくりサポートチームとの第一回ミーティングについて

６月２３日（火）午後６時３０分から、瑞穂会館２階大会議室

・ R292 東関地籍内の立体交差橋の名前と長沢原地籍内の橋の名前について、両区長

に検討を依頼した。（市建設課との調整は、村越市議が行う。）

6. その他

楡島区長より情報提供：建設課より除雪延長減の説明あり。大沢新田にも説明あるとの

こと。



今後、情報収集し、必要であれば協議会要望とするよう検討していく。

7. 閉 会



第３回 瑞穂協議会理事会 会議録

令和２年７月３１日(金)

午後８時１０分～９時１５分

瑞穂会館大会議室

欠席：相羽聡

※午後７時～８時１０分 「県地域づくりサポートチーム」の支援に係る勉強会

勉強会終了後、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

○長沢原区長より：諸事情により、阿部藤雄氏から阿部公夫氏へ交代したとの報告あり

4. 報告、確認事項

（1）会務報告について

6/5～7/31 までの会務を飯吉会長報告

(2)県、市への要望会について

県要望会 8/25（火）午前中、市要望会 8/25（火）午後 2時～

市要望会講評、懇親会 8/28（金）午後 6時～

⇒ 詳細の行程表については、後日配布する。

Ｑ．新型コロナウイルス感染拡大している中で、懇親会を開催するのか。

Ａ．今後の状況を見極め、市と相談し決定したい。

5. 協議事項

（1）敬老会について

別紙、資料により説明（鈴木副会長）

Ｑ．お祝い品のフルーツ缶詰の缶詰は、縁起が悪く避けた方がよいのではないか。

Ａ．確認し、缶詰を真空パック等に変更するか検討する。

(2)その他

・協議会費、会館維持費（２期）納入のお願い⇒８月末までに納入をお願いしたい。

・協議会費（３期）について

8/15 の瑞穂夏の祭典を中止したことから、協議会費（３期）を無料にしたらどうかと

事務局から提案 ⇒ 無料、一部減額、当初予算どおり徴収との意見あり

今後の予算の執行状況を見て検討したい。

・地域のこし協力隊員の送別会について 8/7（金）午後 7時～、会費 2,000 円

・協議会たより全戸配布のお願い（別封）

・コミバス運行に関する説明会について

（NPO みずほっと役員が、大字毎に説開会を９月上旬に開催する。）

・猿橋区長より：旧猿橋小学校周辺の草刈りを計画している。（３階の一室が避難所）



協議会で協力してもらえないか。8/30（日） ⇒ 理事で協力する。

・飯吉会長より：

南部区長会の報告

①南部まつりは、昨年度で終了した。小学校では、今年度も発表会を予定しているこ

とから、予備費の支援を依頼された。 ⇒ 了承し、金額については、三役一任

②南部地区の課題

鳥獣対策に取り組む（瑞穂地区では、猿橋のみ）

農業委員等について

１０月更新時期 飯塚淳一氏、飯吉幸二氏については、本人了承済

6. その他

楡島区長より：除雪中止路線についての情報提供あり（建設課より、除雪中止の話しが

あったとのこと）市道楡島葎生線、市道楡島大沢中通線

大沢新田区長；役員会で話したが、色々な意見がでたとのこと。

沿線区長さんへの説明だけでなく、地区にも説明してほしいとの意見あり。

⇒ 瑞穂協議会として、説明会を開催するよう建設課へ要望する。

7. 閉 会



臨時（第４回） 瑞穂協議会理事会 会議録

令和２年８月１１日(火)午後 7時 25 分

瑞穂会館小会議室

※理事会前に、ＮＰＯ法人みずほっと理事長よりコミバス会員登録について説明あり。

瑞穂地区民全員が会員でないことから、各大字から団体登録をお願いしたい。お盆明けに、

回収に伺いたい。

1, 開 会

2, 飯吉会長あいさつ

3. 村越顧問あいさつ

4. 協議事項

（1）地域でのウォーキング活動について（健康保険課：担当山田保健師、丸山保健師）

瑞穂地区がチャレンジ地区に指定された。（全市で８地区）３カ年の計画。

今後、担当保健師と健康づくりリーダーと協議し、ウオーキング活動を推進する。

(2) 除雪中止路線について（建設課：酒井係長、担当今井）

今年度、全路線を対象に抜本的な見直しを実施。

瑞穂地区については、２路線融雪期路線へ変更。（楡島大沢中通線、楡島葎生線）

市全体では、１７路線、6.5 ㎞を予定。

基本的な考え方を説明。（住宅が張り付いていなく、５分以内に主要路線へ迂回でき

る路線）

各理事より意見あり。

結論：融雪路線への変更は決定である。別添、文書を各大字で回覧してほしい。

今後、支障があれば再検討したい。

5. その他

県関係行政要望会、市関係行政要望会の日程について、別紙により説明。

6. 閉 会



第５回 瑞穂協議会理事会 会議録

令和２年１２月１日(火)午後 7時 00 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

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(11/23)

別紙、資料により説明（鈴木副会長）

→支援世帯、隊員の取りまとめ報告締め切り：１２月１５日（火） 副会長まで

(2) 協議会費（３期）について

別紙、資料により説明（相羽会計）

コロナの影響で事業の中止、縮小により、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。

→結果：３期分の協議会費は徴収しない。会館維持費のみとする。

（理事全員同意）

(3) 研修旅行について

今年度は、コロナの影響により中止とする。

草刈り作業賃金については、参加者に支給する。

(4) その他

・県サポートチーム支援に係る検討組織の見直しについて

→別紙、資料により報告

Ｑ 中間報告は、誰にするのかはっきり明記してほしい。

Ａ 今年度中に中間報告（大字区長及びＮＰＯ三役に報告する）に修正した。

・検討委員会から調査依頼

共同作業の時期、人員、位置図報告締め切り → １２月１５日（火）副会長まで

6. その他

飯吉会長より

①ホワイトボード２台、県より寄贈 → 有効に活用してほしい。

②瑞穂地区の高齢者へ新井南小学生が年賀状を送りたいので、名簿の提供をお願いした

い。併せて、周知の回覧依頼。 ⇒ 敬老会の名簿を提供する。

7. 閉 会



第６回 瑞穂協議会理事会 会議録

令和３年１月２６日(火)午後 7時 00 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

・会務報告（別紙のとおり）

・食生活改善推進委員の推薦→持ち回り順により東関、樗沢深雪さん（任期２年）

5. 協議事項

（1）令和２年度事業の振り返り

□県・市への要望活動

・以前の要望以外に東関単独で外灯の設置要望をした。

・要望活動の日程は、県、市別々の日程でお願いしたい。（今年度は、コロナの影響で

同一日となったもの）

□環境美化活動（関川河川管理道路の草刈）

・今年度と同様の日程希望あり

□みずほ夏の祭典（ニジマスつかみどり大会）

・コロナの影響もあるが、実施の方向で検討してほしい。

□敬老会

・今年度同様に、祝い品の配布でどうか。例年の予算の範囲内で実施したらどうか。

□瑞穂の里除雪支援事業

・一括した事務局が必要ではないか。（人員を集めるのが大変）

・支援隊員名簿は、名前だけの人が多いのではないか。

→今後についても、除雪支援隊実施要領に基づき実施したい。隊員の募集や人集めに

ついては、これまで同様区長さんにご尽力願いたい。

□その他

・今後の事業については、コロナの中での事業の展開を考える必要がある。

・今年度除雪中止路線について、再開して欲しいとの地区住民の声がある。

(2) 今後の日程について

・三役会議：３月９日（火）19:00 ・理事会：３月１８日（木）19:00

・新旧役員会：３月３１日（水）19:00（監査会 18:00）

・総会：４月４日（日）13:30

各大字総会日程（予定）：３月２１日（日）：大沢新田、楡島、長沢原

３月２８日（日）：猿橋 東関は未定



(3) 代議員（２５名）の定数見直しについて

総会で定数削減の要望あり（新理事において検討するとの回答）

→（結論）定数については、現状どおりとする。

(4) その他

・県、市要望事項の実施の有無について確認

・不法投棄監視員について → 3月 31 日が任期。後任者が見つからない。

市へ相談する。（会長）

・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１８日（木）までに副会長へ提出

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）

瑞穂会館にあるので活用して欲しい。

・会長より → 今回、三役については２年の任期が終了する。新旧役員会で検討される

こととなるが、今から考えておいて欲しい。

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１８日（木）１９：００～

○瑞 穂 協 議 会 監 査 会 …… ３月３１日（水）１８：００～

○瑞穂協議会新旧役員会 …… ３月３１日（水）１９：００～

○瑞 穂 協 議 会 総 会 …… ４月 ４日（日）１３：３０～

お読みいただき ありがとうございました！


