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～今この時を力強く 未来のために行動しよう～ 

人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造 

 

  
 

 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画「未来への conversation(会談)」第一弾 関口芳史市長×長谷川吉徳理事長  
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第６２代理事長 長谷川 吉徳（株式会社 長谷川砂利） 

                    【スローガン】 

    ～今この時を力強く 未来のために行動しよう～ 

              【基本理念】 

人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造 

 

新年明けましておめでとうございます。皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のご厚情にあずかり心より御

礼申し上げます。本年もなお一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 

公益社団法人十日町青年会議所は、１２名の志高き青年たちの熱き想いにより１９５７年（昭和３２年）５月１５日に誕生し、

以来６１年もの長きに亘り、明るい豊かな社会を築き上げるという普遍的な想いのもと時代の流れに則した運動を展開し、地域の

リーダーとしてこの地域に大きく貢献してきました。これは、創始の志を絶やすことなく繋いできた先輩諸氏一人一人の英知と勇

気と情熱をもって築き上げられたものであります。現在、在籍する私たち会員は、この想いを未来、そして地域に繋ぐため、会員

一人一人が主役となって活動を展開していく所存であります。２０１８年度も公益社団法人十日町青年会議所をどうぞ宜しくお願

い申し上げます。 

【ＪＣ歴】 

２００７年 入会/ＪＡＹＣＥＥアカデミー拡大・研修委員会 

２００８年 青少年育成委員会/環境推進委員会（ＮＢＣ） 

２００９年 理事/社会開発委員会 

２０１０年 理事/地域創造委員会 副委員長 

新潟公民意識醸成委員会（ＮＢＣ） 

２０１１年 理事/地域創造委員会 委員長 

２０１２年 理事/総務広報委員会/事務局/雪まつり特別委員 

      会 副委員長/故郷のちから想造委員会（ＮＢＣ）            

２０１３年 理事/事務局長 

２０１４年 専務理事 

２０１５年 副理事長/ＮＢＣ会員交流サッカー大会実行委員

会 委員長/財政局次長（ＮＢＣ） 

２０１６年 仕合せ委員会 

２０１７年 副理事長/夢を描けるひとづくり委員会（ＮＢＣ） 

直前理事長 重野 剛基（株式会社 大野屋重機建設） 

あけましておめでとうございます。昨年は、各種事業並びに６０周年記念式典・祝賀会に多くの

皆様より、ご協力いただきまして誠に有難うございました。お陰様を持ちまして２０１８年度に襷

を託すことが出来て、ホッとしております。本年度卒業の年を迎え嬉しくもありますが、同時に寂

しさもあります。私が経験した１３年間すべてを十日町青年会議所に置いていくつもりで本年度も

長谷川理事長の下、バックアップして参る所存です。本年度も変わらぬご支援賜りますようお願い

申し上げます。 

【ＪＣ歴】 

２００５年 入会/ＭＡＴＳＵＲＩ委員会 

２００６年 総務広報委員会 

２００７年 青少年委員会 

２００８年 理事/青少年育成委員会 副委員長 

２００９年 総務広報委員会 

２０１０年 人財開発委員会/新潟情報戦略委員会（ＮＢＣ） 

２０１１年 「地域の宝」共育委員会 副委員長 

２０１２年 煌く力醸成委員会/５５周年特別委員会  

副委員長 

２０１３年 理事/雪まつり特別委員会 委員長 

会員開発委員会 

２０１４年 社会開発委員会/ＡＣＴＩＯＮ発信委員会 幹事

（ＮＢＣ） 

２０１５年 副理事長/財政局次長（ＮＢＣ） 

２０１６年 仕合せ委員会 

サマーコンファレンス運営特別委員会（日本） 

２０１７年 理事長 
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副理事長 栢森 俊樹（十日町木工 株式会社） 

２０１８年度を副理事長という立場で迎えるにあたり、これまでに無い責任を感じております。毎年立場

が変わり様々な経験を積むことができる青年会議所の特性でもある単年度制。しかし立場が変わってもＪＡ

ＹＣＥＥとして目指すものは変わりません。新たな立場を楽しみながらも目的意識を忘れることなく今まで

先輩の皆様から教わってきた事や自ら得た経験を活かして活動してまいります。１年間、どうぞよろしくお

願いいたします。 

【ＪＣ歴】 

２０１０年 入会/オリエンテーション委員会 

２０１１年 「地域の宝」共育委員会/NIIGATA Academy委員会 

（ＮＢＣ） 

２０１２年 煌く力醸成委員会 副委員長 

２０１３年 雪まつり特別委員会 副委員長/会員開発委員会 

National Pride委員会 副委員長（ＮＢＣ） 

２０１４年 理事/社会開発委員会 委員長 

２０１５年 総務交流委員会/財政特別委員会（北陸信越地区） 

２０１６年 理事/仕合せ委員会 委員長 

２０１７年 理事/総務・交流委員会/メディアリテラシー確立

委員会(日本)/夢を描ける新潟創造委員会（ＮＢ

Ｃ） 

 

副理事長 庭野 克弥（株式会社 庭野電機商会） 

新年、あけましておめでとうございます。今年度、副理事長を拝命いたしました庭野克弥と申します。郷

土の力創造委員会と会員拡大委員会を担当させていただきます。 

２０１４年７月入会でまだ経験が浅く、ご迷惑をかけることもあると思いますが、長谷川理事長の掲げる

理念「人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造」の実現に向けて一年間、皆様のご期待にそえるよう邁進して

いく所存ですので、どうぞ宜しくお願いします。 

【ＪＣ歴】 

２０１４年 入会/拡大 academy委員会 

２０１５年 総務交流委員会/事務局次長（ＮＢＣ） 

 

 

２０１６年 理事/６０周年準備特別委員会 副委員長/未来 

創造力委員会/事務局次長（北陸信越地区） 

２０１７年 理事/輝く妻有創造委員会 委員長 

 

専務理事 福嶋 照彦（株式会社 福島建設） 

新年、あけましておめでとうございます。本年度専務理事を務めさせていただきます福嶋照彦と申します。 

私は２０１４年１月に入会後、４年間の活動において多くの尊い学びや気づきをいただきました。このこと

は先輩や賛助会員の皆様、関係各位のご指導・ご協力の賜物であります。皆様の支えがあるからこそ活動出来

ていることを肝に銘じ、２０１８年度長谷川理事長が掲げる「人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土の創造」に向け

力を尽くす所存であります。本年もどうぞよろしくお願い致します。 

【ＪＣ歴】 

２０１４年 入会/拡大 academy委員会 

２０１５年 事務局長 

２０１６年 理事/未来創造力委員会 副委員長 

２０１７年 理事/未来へつなぐ特別委員会 委員長 

 

監事 田村 祐昌（株式会社 田村自動車） 

新年あけましておめでとうございます。皆さまに謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別なご

厚情を賜り、誠にありがとうございました。 

昨年、十日町青年会議所は創立６０周年の節目を迎えることが出来ました。そして、本年度は公益法人格

を取得してから５年目を迎える年となり、新たな歴史に向け踏み出す事となります。監事という重役を全う

するためにも自己規律の強化に真摯に取り組み、公益法人として公益性や透明性をもって運営されるように

監査を行う所存であります。一年間、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

【ＪＣ歴】 

２００７年 入会/ＪＡＹＣＥＥアカデミー拡大・研修委員会 

２００８年 青少年育成委員会 

２００９年 指導力開発委員会 

２０１０年 渉外事務委員会 副委員長 

２０１１年 友達１００人できるかな委員会 

Interaction Niigata委員会（ＮＢＣ） 

 

２０１２年 ５５周年特別委員会 副委員長/地域の源発信委 

員会 

２０１３年 総務広報委員会/Niigata Pride 委員会（ＮＢＣ） 

２０１４年 理事/総務広報委員会 委員長 

２０１５年 社会開発委員会/副事務局長（ＮＢＣ） 

２０１６年 副理事長  

２０１７年 副理事長/６０周年特別委員会 委員長 
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郷土の力創造委員会 委員長 宮内 隆和（有限会社 花水農産） 

新年あけましておめでとうございます。本年度、郷土の力創造委員会委員長を拝命しました宮内隆和と申し

ます。 

当委員会は社会開発を担当する委員会です。ちいき体感型トライアスロン「ローカルアスロン」を本年度も

開催します。多くの方々にこの地域の魅力を発信するイベントにと考えております。また、３団体で構成する

越後妻有防災ネットワーク協議会として防災・減災についても取り組んで参ります。一年間、「人と人が結ぶ 

     魅力溢れる郷土の創造」の実現に向け邁進して参りますので、皆様、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいた 

 します。 

【年間活動計画】 

・越後妻有防災プログラム２０１８ 

・ちいき体感型トライアスロン「ローカルアスロン」 

・防災ネットワーク協議会による防災・減災シュミレーションの開催 

【ＪＣ歴】 

２０１１年 入会/総務広報委員会 

２０１２年 煌く力醸成委員会 

２０１３年 指導力開発委員会 

２０１４年 拡大 academy委員会 副委員長 

２０１５年 社会開発委員会/事務局次長（ＮＢＣ） 

 

２０１６年 理事/６０周年準備特別委員会 委員長/雪まつ

り特別委員会 副委員長/繋がる推進委員会 

２０１７年 ６０周年特別委員会 副委員長/輝く妻有創造委

員会/夢を描ける新潟創造委員会（ＮＢＣ） 

 

雪まつり特別委員会 委員長 佐藤 幸治 （佐藤建築） 

新年、あけましておめでとうございます。本年度、雪まつり特別委員長を拝命しました佐藤幸治と申しま

す。 

第６９回を数える十日町雪まつり。十日町青年会議所は４３年前よりコミュニティひろばを主管し、今日ま

で受け継がれております。来場される方々の思い出のひとこまとなる時間を過ごしてもらえるよう鋭意準備中

です。待ち合わせの場所となり、再来の場所となるコミュニティひろばでお待ちしております。どうぞ宜しく 

お願い致します。 

【年間活動計画】 

・第６９回雪まつりコミュニティひろばの主管 

【ＪＣ歴】 

２０１３年 入会/指導力開発委員会 

２０１４年 総務広報委員会/ＡＣＴＩＯＮリーダー育成委員

会（ＮＢＣ） 

２０１５年 社会開発委員会 副委員長/事務局次長（ＮＢＣ） 

２０１６年 理事/繋がる推進委員会 委員長 

２０１７年 副理事長/夢を描ける新潟創造委員会（ＮＢＣ） 

未来の力育成委員会 委員長 髙橋 祥太（有限会社 ブレイン） 

 本年度、未来の力育成委員会の委員長を拝命いたしました髙橋祥太と申します。当委員会では、わんぱく

相撲十日町場所の開催、青少年育成事業の開催を行います。青少年育成という未来を担う若者を対象に事業を

展開するということは重責のあるものだと認識しております。 

初委員長となりますが、事業対象となる方には関係ありません。「初」という言葉を言い訳として使われな

いよう邁進してまいります。１年間宜しくお願いいたします。 

【年間活動計画】 

・第３４回わんぱく相撲十日町場所 

・青少年育成事業 

【ＪＣ歴】 

２０１４年 入会/拡大 academy委員会 

２０１５年 総務交流委員会/事務局次長（ＮＢＣ） 

２０１６年 事務局長 

２０１７年 総務・交流委員会/事務局長（北陸信越地区） 
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会員拡大委員会 委員長 飯塚 信広（有限会社 当間工業）  

私は公益社団法人十日町青年会議所に入会してから 4 年目になりました。まだまだ未熟者ではございますが、

この度会員拡大委員会の委員長をさせていただける事になりました。会員拡大は我々が行っている活動や運動

を通じて個人が成長し、また、その成長が企業や地域の発展にも繋がっております。『修練・奉仕・友情』を

通じて青年が学べる十日町青年会議所の素晴らしさを、多くの青年に伝えていきます 

【年間活動計画】 

・会員拡大 

・新入会員オリエンテーション 

・納涼会 

【ＪＣ歴】 

２０１５年 入会/社会開発委員会 

２０１６年 仕合せ委員会/サマーコンファレンス運営特別委

員会（日本） 

２０１７年 ６０周年特別委員会 副委員長/雪まつり特別委

員会 副委員長/総務・交流委員会 

 

総務広報委員会 委員長 尾身 信幸（尾身会計事務所） 

皆様、新年明けましておめでとうございます。２０１８年度、『総務広報委員会』委員長を拝命致しました

尾身信幸と申します。 

当委員会は委員会名称の通り「総務」と「広報」が事業内容となっております。主な内容としましては､各

種会議の設営及び議事録の総括、この広報誌「山つつじ」の発行､そしてホームページ等の管理・運営となり

ます。初委員長ということで不安と期待で胸がいっぱいですが、この１年間委員会メンバーと一丸となって邁

進して行く所存です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【年間活動計画】 

・年賀交歓会 

・卒業式・忘年パーティー 

・山つつじの発行 

【ＪＣ歴】 

２０１５年 入会/総務交流委員会 

２０１６年 仕合せ委員会 

２０１７年 事務局長 

 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○ ○ ○ ○

○

公益社団法人十日町青年会議所　２０１８年度　組織図　(  2018. 1月 現在 )

滝沢　　梢

杉谷　仁大 (上村　将司)

小杉美香代

星野　由加 平野　宗隆 吉田　昌代 蕪木　俊輔

野上　知幸 (星名　大輔) (佐藤　幸治) 小堺　　豊 蕪木　陽一 事務局員

太田　記央 (山田　　武) (重野　剛基) 星名　大輔 山田　　武

髙橋　祥太 佐藤　幸治 飯塚　信広 宮内　隆和 尾身　信幸 上村　将司

未来の力 育成委員会 雪まつり特別委員会 会員拡大委員会 郷土の力創造委員会 総務広報委員会 事務局

副理事長 副理事長 専務理事 ( )は兼任を示す

栢森　俊樹 庭野　克弥 福嶋　照彦

◎は委員長を示す

○は副委員長を示す

□は新入会員を示す

未来へ変革する新潟創生委員会 幹事 吉田　昌代 長谷川吉徳 重野　剛基

未来へ変革する教育創生委員会 委員 平野　宗隆

未来へ変革する新潟創生委員会 副委員長 山田　　武 理 事 長 直前理事長

未来へ変革する教育創生委員会 委員 栢森　俊樹 髙橋　祥太 尾身　信幸 飯塚　信広

委員 庭野　克弥 福嶋　照彦 宮内　隆和 佐藤　幸治

委 員 会 名 役　職 氏　名
理　事　会

未来へ変革する奇跡の星委員会

未来へ変革する奇跡の星委員会 幹事 飯塚　信広 長谷川吉徳 栢森　俊樹

持続可能な地域創造 委員 重野　剛基

【出向】公益社団法人日本青年会議所 北陸信越地区 新潟ブロック協議会

委 員 会 名 役　職 氏　名 田村　祐昌

総務グループ　財政運営会議 委員 髙橋　祥太

【出向】公益社団法人日本青年会議所 北陸信越地区協議会 監　事

総　　会
【出向】公益社団法人日本青年会議所

委 員 会 名 役　職 氏　名

【　理　事　】９名　　定足数 ６名

庭野　克弥
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公益社団法人十日町青年会議所 

未来への conversation(会談) 

 

 

関口 芳史 十日町市長 

× 

第６２代理事長 長谷川 吉徳 
 

 

 

２０１８年度 山つつじ特別企画 

「未来への conversation（会談）」 

第一弾 
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【長谷川吉徳 理事長（以下、理事長）】 新年明けましておめ

でとうございます。まずは、私ども公益社団法人十日町青年会

議所（以下、十日町ＪＣ）の２０１７年度の活動にご理解とご

協力をいただきまして誠にありがとうございました。また、昨

年１０月に開催をさせていただきました６０周年記念式典に

際しましては、ご出席とご挨拶をいただきましたこと重ねて御

礼申し上げます。 

【関口芳史 十日町市長（以下、市長）】 明けましておめで

とうございます。昨年度は６０周年ということで大変おめでと

うございました。また、日頃は行政に対しましてご協力をいた

だきありがとうございます。本日は宜しくお願いします。 

【理事長】さて、私ども十日町ＪＣには広報誌「山つつじ」と

いうものがあるのですが、今年度２０１８年度は新たな企画と

して、私どもが事業を展開する中で、ご協力いただいている関

わりの深い皆様と対談を行っていきたいと思っております。第

１弾となる今回は、関口市長と私の対談を企画させていただき

ました。それでは、今年度計画をしている事業を開催予定時期

の順にお話ししていきたいと思います。 

 

１．第６９回十日町雪まつりコミュニティひろばの主管（２月）

について 

【理事長】まずは、私ども十日町ＪＣにとって最長の継続事業

である毎年２月の事業「十日町雪まつりのコミュニティひろば

の主管」についてです。十日町ＪＣがコミュニティひろばの運

営をスタートしてから４０年以上経っており、毎年市内外から

多くの来場者が訪れ、十日町雪まつりの最大のひろばとなって

います。また、私ども会員にとってはＪＣの三信条である「修

練・奉仕・友情」を経験でき、大きな成長を遂げることができ

る事業となっています。近年ではグローバル化が進み外国から

の多くの方が観光に訪れます。市として今後、このひろばに期

待していることがあったら教えて下さい。 

 

 

【市長】そうですね、先輩たちの努力も踏まえてそれぞれのイ

ベントが形になっているものが多いと思います。特に茶室は最

高の舞台を作ってもらっていて、こういうのをもっと作っても

らいたいですね。コミュニティひろばの場所が市内の真ん中で

すし、金曜日の夜と土曜日、そして日曜日のプログラムによっ

て来る人も変わってきていると思います。外国人も増えている

でしょう。そういった変化を捉えて若者らしくアイディアを出

してもらいたいという思いがあります。これからの十日町雪ま

つりはこのコミュニティひろばが増々拠点性を高めていくこ

とになると思います。越後妻有文化ホール「段十ろう」ができ

たこともありますし、中心市街地をもっと賑わせたい中で、街

並みの変化にもうまく繋がってもらうとありがたいです。 

【理事長】私も今お話に出た「段十ろう」を雪まつりにうまく

活用できればと思っています。 

【市長】ぜひ、できればいいですね。広い駐車場も出来ました

のでうまく利用していただきたいです。 

【理事長】先ほど雪上茶室に触れていただきましたが、私ども

にとってこの茶室の製作することは一つの伝統になっていま

す。 

【市長】茶室には毎年お邪魔していますが、本当に素晴らしい

ものだと思います。特にきもの女王は、とても綺麗に撮影され

ていますね。 

【理事長】そして、この茶室の雰囲気を最大限演出していただ

いているのは、本物のお茶と作法を提供してくださる田村社中

さん、服部社中さん、徳永社中さんがいてくださっているから

なのです。皆様からは雪上茶室を初めて頃からご協力いただい

おります。 

【市長】それは本当に素晴らしいものだと思います。この茶室

には、土曜日に開くレセプションに出席していただくお客様に

もぜひ見てもらいたいと思っていますが、中々行く時間がない

のでなんとか調整していただきたいです。 

【理事長】ご相談いただければ、対応させていただきます。 

【市長】中国の総領事やクロアチアの大使など雪まつりに来ら

れているのに、茶室には行ったことがないと思います。 

【理事長】先ほど少し触れましたが、ここ数年、多くの外国の

方たちがこのひろばにお越しになります。しかしなかなか上手

にコミュニケーションが取ることができなく、雪まつりの良さ

を十分伝えきれていないのが現状です。もっと上手く伝えるこ

とができれば、さらに多くの方たちからいらしていただけるの

ではないかと思っております。 

【市長】それは問題ないと思います。十日町市も含め雪国観光

圏などで、自治体で南アジアの方たちを呼ぶことが戦略になっ
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ているので、来年はだいぶ伸びると思います。現地での商談会

でかなり発信しています。南アジア、例えば台湾、香港、タイ、

中国ですね。 

【理事長】その発信は、十日町雪まつりの期間中の誘致という

ことなのですか。 

【市長】いえ、冬の期間全般ですね。十日町市はまだ、あまり

ノウハウがないのですが、湯沢町の観光協会さんの手法が１０

年位先に進んでいるようですが、連携してやっています。まず

は、湯沢町まで来てもらってからという感覚もあります。十日

町市のことをまだほとんど知らないというのが現状です。雪に

関しては湯沢町と妙高市が強く、ベルナティオですら十日町市

のベルナティオとしてではなく、湯沢町からバスで何分という

表現でセールスしています。 

【理事長】１ヶ月もすれば雪まつりが始まりますが、私ども十

日町ＪＣは十日町雪まつりを大いに盛り上げていきたいと思

います。 

【市長】ありがとうございます。期待しています 

 

２．第３４回わんぱく相撲十日町場所（５月）について 

【理事長】今年度で３４回目となります「わんぱく相撲十日町

場所」に期待することはありますか。 

【市長】わんぱく相撲について、十日町ＪＣの皆さんの頑張り

で、十日町の相撲文化が続いていると思います。それこそ昨年

の国体でも新潟県は十日町勢の大活躍で、２連覇をされていま

したよね。 

【理事長】十日町相撲連盟さんからは、ＪＣがこの大会を続け

ていてくれるからこそ、わんぱく力士がこれだけいるのだと言

っていただいています。 

【市長】十日町市は、木村庄之助を何人も輩出している伝統の

ある地域です。そういった意味でこれからも続けてもらいたい

し、相撲を通じて十日町市をアピールしていただきたいです。

他の地域と比べてもわんぱく相撲十日町場所は大きな大会で

すし、ＪＣさんもやりやすいのではないでしょうか。 

【理事長】そうですね。相撲が出来る施設と環境がちゃんとあ

りますから感謝しています。 

【市長】そういえば、１度キナーレの真ん中で開催した時があ

りましたけど、あの時はどうしてキナーレで開催したのですか。 

【理事長】３年前のことになりますが、その年は県大会が十日

町で開催され、その大会の想定も兼ねて十日町場所もキナーレ

にて開催しました。 

【市長】あれには感激しました。立派な屋根も作っていました

よね。 

【理事長】あの会場をつくるにあたり、ものすごい労力と費用

がかかりました。 

【市長】あれだけのものを作っていただけるのであれば、我々

ももっと協力できると思います。 

【理事長】ちなみに、キナーレに屋根は張らないのですか。開

閉式の屋根があれば、もっともっと活用の機会が増えると思い

ますが。 

【市長】張りませんね。張れたら良いと思いますが、設計者も

いらっしゃいますし。今年開催の大地の芸術祭では、天国にい

るような雰囲気になる作品が展開されると思います。 

【理事長】キナーレは市外から来る人にとっては、芸術的な要

素で訪れる方がいますが、施設としての活用はクロステンに比

べると、まだまだうまく利用できていないように思います。 

【市長】そうですね。もう少し、もう一捻り何かあればいいと

思います。皆さんの知恵を貸していただければありがたいです。 

【理事長】話をわんぱく相撲に戻しまして、私たちは、この事

業をただの勝負事ではなく、子どもたちに礼節を学んでもらい

たいという思いで開催しています。市としまして教育の中で道

徳など、何か推していることがあれば教えて下さい。 

【市長】子どもたちの教育については、教育委員会の所轄では

ありますが、少しお答えしますと、喫緊の課題は不登校やいじ

めの問題を解決していかなければなりません。今までの教育行

政は、我々の教え考えに間違いはありませんという無謬論でし

た。しかし近年やっと、いじめはどこにでもありえるという考

え方に変わってきました。いじめない、困っている人がいたら

口を噤まずに声を出す、そういったことを一生懸命教えていま

す。十日町市は中学における不登校の出現率が非常に高く、県

内でも一番高いかもしれません。それに対してしっかりと対策

を立てていかなければならないです。 

【理事長】私どもは相撲の礼節を通じて、子どもたちの心育て

ていければと思います。 

 

３．越後妻有防災プログラム２０１８（７月頃を予定）につい

て 

【理事長】中越大震災から１０年にあたる２０１４年に、「十

日町ＪＣ」「社会福祉協議会」「ＮＰＯ法人セーフティネットぼ

うさい」の３団体によって「越後妻有防災ネットワーク協議会」

を設立しました。一昨年は十日町小学校、去年は川治小学校で

防災プログラム実施して災害を経験していない子どもたちに

災害の恐ろしさを教えてきました。また、協議会として定例会

を開催して防災や減災、支援活動についての勉強会やセミナー

などの啓発活動を開催し、日頃から災害に対して高い意識付け
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をしています。 

【市長】その勉強会やセミナーは誰に対して開催しているので

すか。 

【理事長】自分たちを対象にしています。「防災・減災はどの

ようにすればいいのか」「支援活動はどうすればいいのか」と

いうことを、実際に活動している方たちをお招きして有事の際

の動きや課題のお話を聞きながら、どのようにやっていくか、

ということを定例会などで話しております。また防災プログラ

ムは、学校の事業の１コマとして半日かけて全学年からプログ

ラムを受けてもらっています。座学や疑似体験を通じて、子ど

もたちに災害の恐ろしさを感じてもらいます。国交省さんから

もご協力いただき、起震車や降雨体験車を出していただいてい

ます。「次は私たちの学校に来てほしい」などのお声を掛けて

いただくほどの良い事業になっています。 

【市長】それは、大いに頑張っていただきたいと思います。十

日町ＪＣの皆さんは水害の際には、行動されていましたよね。 

【理事長】そうですね。キナーレでセンター立ち上げまして、

ボランティアの割り振りなどを行いました。 

【市長】自身も被災される立場であれば、中々難しいかと思い

ますが、ボランティアの受け入れ拠点を開設してもらえると非

常にありがたいですね。 

【理事長】東日本大震災の際にはキナーレで救援物資の受付セ

ンターを立ち上げて、被災地にも現地のＪＣを通じて直接届け

にも行きました。 

【市長】その翌日には長野県北部地震が起きまして、松代・松

之山にも大きな被害がありました。局所的なものに関しても若

者の機動力を活かして、ぜひ頑張ってもらいたいです。 

【理事長】今の子どもたちは中越大震災を体験していません。

災害の１番のおそろしさは、いつ起こるか分からないことだと

思います。子どもたちにどのようにして災害の怖さを知っても

らうかということを行政としては何かお考えですか。 

【市長】避難訓練などはもちろん行っています。そして我々が

やっていることは、地域での消防訓練の際には小学校のグラウ

ンド等でできるだけ開催してもらい、消防団活動を地域の方た

ち、子どもたちに見てもらうことです。自分のお父さん、場合

によってお爺さんが規律正しくやっている姿を見ることで、自

分も大人になった際に地域を守る存在になろうと思えるよう

に、このようなことをしています。皆さん消防団に入っていま

すか。私は、十日町市は消防団が機能する地域でなければなら

ないと思っています。これは都会に行けばほぼ不可能なことで

す。隣の人が何をしているのか分からないですし、有事の際は

全員が被害者です。それでも消防団員は自分の家がどのような

状況か分からないのに関わらず、その被災された現場に行きま

すよね。東日本大震災の際もそうでしたが、このような人たち、

そしてそれを支えている家族の方たちは、市民の安心・安全を

守る我々としてみれば最高に頼もしい存在です。防災訓練や消

防訓練も含めて、子どもたちもできるだけ参加してもらえるよ

うにお願いしているところです。 

 

４．青少年育成事業（８月頃）について 

【理事長】２０１８年度は継続事業を中心に事業を行っていき

ますが、こちらまだ内容が詰まっていないため概要だけを話さ

せていただきます。子どもたちを対象にした未来の力を育む、

すなわち将来を担う子どもたちの力を育むための新たな事業

を考えています。現代の子どもたちは核家族化や少子化などに

よる家族形態の変化やＩＴの高度化と広い普及によって人間

関係希薄化、コミュニケーション力、モラルやマナーが低下し

ていると言われています。この地域の子どもたちに私たち大人

が様々な機会を創出することで子どもたちはより多くの経験

をし、多様な観点から多くのことを吸収し、その経験を基に子

どもたちが自ら進むべき道を選択できる力を育むということ

を事業化したいと思います。 

 

 

【市長】いいプランだと思います。家族の力が落ちているとい

う現状がありまして、それは核家族化であったり、両親の共働

きという家庭が増えているところに原因があり、子どもたちへ

のグリップが甘くなっています。昔は忙しい家庭でも周りにお

爺さん、お婆さんがいました。そこが重要であり、コミュニテ

ィ力をいかに付けるかということが課題です。つまりお節介な

人が必要なのです。悪いことしている子どもたちに説教してく

れるような人が昔はいましたよね。そういったことを捉えて、

関わっていただけることはすごくありがたいです。これは良い

テーマだと思いますし、ぜひやっていただきたいですね。 
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【理事長】しっかりと議論を重ねて事業を実現したいと思いま

す。 

【市長】今、市の大きなまちづくりの方針としては、１３の地

域自治組織とのというものがあります。これは条例で決まって

いることです。合併直後とはその性格が変わっていまして、最

初は市の組織でしたが今は民間の組織となり、市とキャッチボ

ールをする組織になりました。今あるまちづくり基本条例は合

併して１０年のタイミングでできましたが、色々な施策を協働

で実現していこうということをそこに書き込んであります。７

月の豪雨災害の際には、各地域で避難準備所を出しましたが、

これも地域自治組織と協力してやっています。十日町ＪＣの子

どもたちを対象に考えている事業も地域自治組織の皆さんと

連携していくことが良いと思います。例えば南中学校で行う際

には、南地域自治振興会にも絡んでもらいながら、中条で行う

際には、中条飛渡地域協議会と絡んでやってもらいたいです。 

【理事長】この地域自治組織は振興会とは別な組織なのですよ

ね。 

【市長】そうですね。少し分かりにくいと思いますが、振興会

は昔からある団体ですが、地域自治組織に対して市は補助金や

色々な支援をしています。年間で市税の１％程度の６，０００

万円を運営費の為に援助しています。人に関しても手当ができ

るようにしています。あくまでも市とキャッチボールをする別

の組織であり、お互いに尊重しながら同じ目標に向かって動く

という関係です。 

【理事長】災害、コミュニティ内の問題など色々なことを取り

組む組織ですよね。 

【市長】そういう組織になりますね。地域の課題を解決する組

織です。市からのお金もかなり入る団体なため、監査も厳しく

やらないといけませんし、多少の制約もありますがその地域の

ために活かしてもらいたいです。 

【理事長】これは他の行政でも行っていることですか。 

【市長】目指す方向性は国も同じで、この間も十日町市の取組

事例の講演を頼まれて熊本まで行ってきました。この地域自治

組織を絡めて小学校、中学校との事業を開催してもらいたいで

す。 

【理事長】子どもたちから郷土に愛着を持ってもらうにはどう

したらよいと思いますか。 

【市長】これは一番大事なことだと思います。昔はこの雪深い

地域で生まれたことが弱みでありましたが、本当はそんなこと

ありません。確かに昔は不便でありましたが、今は整備が進ん

で不便ではなくなりました。我々が子どもの頃は、冬に手が悴

むような手袋でしたが、中学、高校生になった頃にはもう手が

悴むような手袋はありませんでした。皆さんの時代にそんな手

袋なかったですよね。我々の時代は雪が入る靴しかなく、登校

で靴下がびしょ濡れになり、だるまストーブに靴下を皆で並べ

ていました。我々より年齢が上の方たちは、もっと過酷な状況

だったと思います。雪が家の中に入ってくるのが当たり前の世

の中でしたから。 

【理事長】当時は雪が大きなハンディだったと思います。です

が、今の子どもたちは雪が生活するなかでハンディとは思って

いないと思います。 

【市長】思っていないと思いますね。良く見てください、景色

が綺麗ですよね。雪のおかげでおいしい水があり、米があり、

酒、春の喜びがあります。やはり肯定的に捉えることが簡単に

なってきました。そういう肯定的に捉える教育を若い親御さん

を中心にやってもらいたいと思います。他の地域にない特色が

あるという事をとにかく肯定的に耳元で囁いていく必要があ

ります。それは我々も一生懸命にやりますので、皆さんにも頑

張ってもらいたいです。ここが素晴らしいというところを少し

オーバー気味に子どもたちに伝えていかないといけないです

ね。 

 

５．ちいき体感型トライアスロン「ローカルアスロン」（９月

頃）について 

【理事長】過去２回開催している ちいき体験型トライアスロ

ン「ローカルアスロン」を今年も開催する予定です。 

【市長】第１回目は天候が良くなかったと思いますが、第２回

目はうまくいきましたよね。 

【理事長】はい、１回目は前日の雨によって川の水位が上がり

止むを得ずラフティングを中止しましたが、前回は、念願のラ

フティングをすることができました。この事業は、自転車やラ

フティングを通じて地域内外の人たちに地域の宝を体感して

もらい、この地域のファンになってもらうことが目的の事業で

す。また、おもてなしする側は、私たちＪＣメンバー以外にも

地元飲食店や団体からも加わってもらい参加者におもてなし

をしています。前回は西小学校の皆さんからもおもてなし側で

参加していただきました。それにより、その人たちからもこの

地域の素晴らしさを共有してもらい、自分たちの地域の素晴ら

しさを実感してもらっています。そして民間企業さんからも協

賛がありまして、参加人数はまだ少ないですが、十日町ＪＣの

これからの柱の一つとしていきたいと思っています。 

【市長】この事業の参加者はどのような人がいますか。 

【理事長】市内外もちろん県外からの参加もあります。そして

海外からの参加もありました。第１回目に香港から１２名参加



公益社団法人十日町青年会議所                                       ２０１８年度 山つつじ Vol.1 

 

 11 / 14 

された方がいらっしゃいました。 

【市長】なるほど、海外からの参加もあるのですね。トライア

スロンだからランもするのですか。 

【理事長】いいえ、ランニングではなくトレッキングをします。

昨年は、ベルナティオの裏山である当間山をトレッキングしま

した。そこは日本屈指のブナ林があり最高のトレッキングポイ

ントです。ローカルアスロンという事業名からトライアスロン

のイメージがありますが、私たちの行っているこの事業は、地

域を周りながら美味しい食を味わい気持ちのいい景色を見る

という内容になっています。 

【市長】自転車については、この地域にはツールド妻有もあり

ますよね。この事業はすでに市民権を獲得していて、大地の芸

術祭の作品も見ることができます。エイドステーションの運営

や地域の方たちとの関わりなど一つの理想形です。そしてもう

一つはラフティングです。これは信濃川がなければできなかっ

たスポーツだと思います。信濃川の利用については、発電等い

くつかのチャレンジもやっていますが、このラフティングがで

きるようになったことが非常にありがたいです。ミオン中里を

拠点にスタートし、妻有大橋まで楽々いくことができますよね。

子どもたちの教育の一環で市内の全ての小学校５年生がラフ

ティングをやっています。これは信濃川の水でエネルギーを作

っていることや、川周辺の動植物をはじめとする自然環境につ

いて考えてもらう教育的な効果があります。そしてそこには、

もちろんスポーツという楽しみもあります。また、越後田舎体

験事業といって、修学旅行で十日町市に来る都会の子どもが年

間でおよそ２，０００人います。これは合併前から上越市と一

緒にやっている事業です。当時は松代、松之山の皆さんと浦川

原、安塚の皆さんが一緒にやっていました。そしてその越後田

舎体験事業に来る子どもたちの多くがラフティングをやりま

す。飯山や水上ではラフティングがビジネスとして確立してい

ますが、飯山で活動しているパワードライブの皆さんが十日町

市にも会社を作られてラフティング事業をしてくれています

よね。彼らがやっている事業だけでも２，０００人くらいの人

が来ていると思います。これは川の水を取り返したからこそで

きることなので、もっと推進していきたいと思っています。ツ

ールド妻有やラフティングという宝、そして里山も含めたとこ

ろを十日町ＪＣの皆さんが注目して、取り上げてくれたことは

非常にありがたいですし、我々の方向性と一致しています。 

【理事長】今、博物館を建設していますが、市外から来られた

人に地域を知ってもらうためには、まず博物館に行けとよく言

いますが、十日町市としてはいかかでしょうか。 

【市長】ヨーロッパでは、そのように言う所がありますよね。

博物館は、そこの歴史や文化を表現する場所でもあります。今

回建設を始めている新博物館は、合併をした新しい市としての

博物館でもあります。自然が多く、神社や美術館など素晴らし

い所がいっぱいありますから、これらのことをどれだけ発信で

きるかということですね。 

【理事長】新しく建設される博物館が、この地域の魅力をより

多く発信する施設になることを期待していますが、グローバル

化が進む中でより効果的な発信はどうすればいいと考えてい

ますか。 

【市長】我々の仕事はもの凄く多いけれども、最近国も大事だ

と思っているところで、人を地方に取り返せという議論があり

ますよね。これはそう簡単な問題ではないと思います。日本の

人口は終戦時に急激に増え、これから３０年、４０年の中で崖

のように落ちると思います。人口が大きく減少する流れの中で、

ここだけ増やそうとするのは簡単ではないため、この地域に関

心を持ってくれる人を増やすことに注力しなければいけない

と思います。例えば、この十日町市を出て行った人が、嫌悪感

を抱いて出て行ったのか、それともふるさとに愛着がありなが

らも出て行ったのかでは大きな違いがあります。東京十日町会

などといった十日町市を離れながらも故郷を応援する集まり

には市長として積極的に出席することが大切だと思っていま

す。東京松之山会や東京松代会など多くのコミュニティがあり

ますが、他の地区の会は、高齢化や若者が中々入らないことか

ら消滅や存続の危機に陥っています。そうならないためにも、

今はこのような会に若者を繋ぎ込むような取組を行っていま

す。松代から東京に出て、大きなビジネスをしている牧田兄弟

という方たちがいらっしゃいますが、この方たちは星峠の出身

で、東京オリンピック組織委員会の事務所が入っている虎ノ門

ヒルズでＩＴ関係の会社をしています。その会社は、オフィス

外で仕事をする社員が多くいるため、夜だけでも会社に帰って

くることができるように社員食堂を作りました。Ｌｕｃｙ‘ｓ 

Ｃａｆｅといってとても格好が良いものを営業しています。そ

こでは、十日町市出身者の会や十日町市のことを考える政策好

きな人たちの会も開いているようです。一番大きなものとして

は、大地の芸術祭を応援してくれる会ですね。今年も㈱オイシ

ックスドット大地の社長である高島宏平さんが大地の芸術祭

を応援してくれていて、十日町市と親密に関わってくれていま

す。 

【理事長】地域の魅力と子どもたちを絡めた話になりますが、

市長はよく関東方面に出向き十日町市をＰＲされていますが、

先ほどお話しした今年考えている青少年育成事業の一つの案

として、子どもたちから地域の良さを知ってもらい、地域の事
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をＰＲ出来る「子ども観光大使」というような役割を担って市

長から関東に連れて行ってもらい、この地域の素晴らしさをＰ

Ｒできるようなプログラムをやってみたいと考えています。も

し、実現可能であれば協力をお願いしたいです。 

【市長】プロモーション体制にあってもいいですね。観光大使

というものは限られた人だけなのですが、十日町市を応援して

くれてプロモーションをくださる方には名刺をお渡ししてい

ます。十日町市民ではなく市外にいる人が多いですが、「十日

町市を私は発信します。」という子どもたちがいれば名刺を作

ってあげてもいいですよ。 

【理事長】事業になりましたら、ぜひお願いします。 

【市長】その時はＬｕｃｙ‘ｓ Ｃａｆｅに行ってみますか。 

【理事長】それはいいですね。 

 

 

６．越後妻有防災ＮＷ協議会による災害支援シュミレーション

（１０月頃）について 

【理事長】先ほども防災についてお話しをしてきましたが、今

年の越後妻有防災ネットワーク協議会の取り組みとして、災害

が実際に起きた際にどう行動すればいいのかをシュミレーシ

ョンしたいと思っています。何かアドバイスがあれば教えてく

ださい。 

【市長】それに関しては我々もすでにやっていますが、とても

大変なことだと思います。 

【理事長】私たち、３団体はそれぞれの強みがあり、ＪＣには

全国から支援物資が集まってきますし、社協さんは、行政との

細かい繋がりがあります。ぼうさいさんは、防災士の方を中心

に防災・減災のノウハウがあるので実際の災害に迅速な判断が

できます。しかし災害の恐ろしいところは予測出来ない事態の

発生であり、そのケースは全て違うということです。 

【市長】シュミレーションすることは、本当に大変なことで、

人手もかなりいると思います。 

【理事長】初めての試みなので、最初は小さい括りのなかでや

ってみようと思っていますが、行政の方たちを絡めてやってみ

たいと思っています。 

【市長】市としては、毎年必ず総合防災訓練をやっているので、

その中に十日町ＪＣの皆さんから参加してもらう形であれば、

すぐに出来ると思いますが、十日町ＪＣが主体的にやるのは少

し難しいと思います。昨年秋の総合防災訓練は雨の中でしたが、

松代で行いました。もの凄い雨の中でご飯を炊いたりしました。 

【理事長】行政レベルと民間レベルでは、災害対応や支援活動

は違うと思いますが、行政は行政、民間は民間でそれぞれ動き

ながら何かしらの繋がりがあるような動きができればと思っ

ています。話を少し変えまして、十日町市は、過去に大きな災

害である地震や水害を何度か受けていますが、それを経験した

からこそ見えたものがあると思います。何かあれば教えて下さ

い。 

【市長】十日町市は、地域力がかなりあるということです。中

越大震災の際には、各地域において住民の方たちが十分な対応

をされていたのを見て、地域力・コミュニティ力がものすごく

あると感じました。 

【理事長】お時間がきたようです。お話しをしていますと時間

も忘れ、あっという間でしたが、本日はこのような場を設けて

いただき本当にありがとうございました。２０１８年度の公益

社団法人十日町青年会議所は「人と人が結ぶ 魅力溢れる郷土

の創造」を基本理念に「今この時を力強く 未来のために行動

しよう」をスローガンとして、地域に根差した運動を展開して

まいりますので引き続きのご支援とご協力を宜しくお願いし

ます。 

【市長】本日はありがとうございました。共にがんばっていき

ましょう。 
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２０１８年度 賛助会員の皆様 

私たち公益社団法人十日町青年会議所の活動にご賛同いただき、ご支援をいただいている賛助会員の皆様です。 

 

株式会社アイムス        株式会社朝日堂         株式会社当間高原リゾート 

有限会社阿部康板金工業     株式会社イイキ         井川建設株式会社 

株式会社池田鉄工所       井沢塗装            株式会社魚沼 

魚沼整染株式会社        有限会社エーデルワイス工芸社  有限会社エクゼ（サバス） 

株式会社大熊工業        大島電気株式会社        有限会社小川電機商会 

株式会社生越土建        株式会社オニキス工業      有限会社加久田工業 

春日モーターズ         株式会社カネコ商会       株式会社上島 

有限会社きさらぎ        株式会社吉楽土建        株式会社きものブレイン 

株式会社共立舗装        株式会社共和自動車       有限会社協和電業 

清津開発株式会社        株式会社クリエート・きもの絹都 株式会社小泉工業 

株式会社恒樹園新潟       心の宿やすらぎ         こじま寿司 

株式会社児玉建設        有限会社サクセスプラン     有限会社佐野写真館 

株式会社三高土木        サンタ・クリエイト       司法書士葉葺利男事務所 

信越スペースシステム株式会社  株式会社鈴木土建        株式会社関芳 

有限会社大米銘木店       株式会社高橋クリーニング店   高橋昇男税理士事務所 

株式会社滝沢印刷        田順アート           タナベ防災株式会社 

株式会社千歳館         千原株式会社          株式会社中央印刷所山内商店 

十日町金融団（大光銀行）    一般社団法人十日町市観光協会  十日町市社会保険労務協会 

十日町砂利株式会社       学校法人十日町女学園      株式会社十日町新聞社 

有限会社十日町パーツ      有限会社遠田設備        土地家屋調査士 小野塚事務所 

株式会社富澤塗装店       株式会社トリムコーポレーション 株式会社中山建工 

株式会社新潟ソフトストラクチャ 株式会社二瓶砂利        有限会社根津電設 

有限会社花せん         株式会社ハピネス        有限会社ハルカワホーム 

ピタッとほけん 十日町店    美容室Ｐｅｃｏ         株式会社福島砂利丸福生コン 

株式会社富剛建設        株式会社フラワーホーム     プロダクション リド 

株式会社ベストライフ      有限会社マキエ保険サービス   株式会社松乃井酒造所 

有限会社丸池工務店       丸松工具株式会社 十日町店   有限会社マルミ電化サービス 

株式会社まるやま        株式会社丸山工務所       株式会社美佐伝 

有限会社ミナミ運転代行・ミナミタクシー             株式会社村熊商店 

株式会社村山興業        株式会社村山商会        有限会社名代生そば由屋 

モダン食堂ＫＩＣＨＩ      焼肉 ひゃら          株式会社柳庄商店 

吉澤織物株式会社        有限会社ワカイ測量       有限会社若山総合保険サービス 

有限会社涌井工業        廣田 康仁 様                  （五十音順） 

【新規会員】 

有限会社小山土木        十日町タクシー株式会社     長秀鉄工 

パソコンホーム         株式会社二葉屋         株式会社丸山 
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２０１８年度 １月～３月 スケジュール 

１月 ２月 ３月 

６日（土） 「新年参拝」 

「第１回正副理事長会議」 

１０日（水） 「第１回理事会議」        

１７日（水） 「第２回正副理事長会議」    

２５日（木） 「第２回理事会議」       

１３日（土） 「新年総会」 

「年賀交歓会」    

１８日（木） 「京都会議」 

  ～ 

２１日（日） 

２日（金） 「２月例会」              

３日（土）「第１回新潟ブロックコンファレンス」 

８日（木） 「第３回正副理事長会議」         

１６日（金）「第６９回十日町雪まつり」 

～ 

１８日（日）       

２２日（木） 「第３回理事会議」           

 

 

 

２日（金） 「３月例会」               

８日（木） 「第４回正副理事長会議」        

２２日（木） 「第４回理事会議」           
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編集後記 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。今年度編集長を拝命致しました上村将司と申します。先輩諸

氏より綿密に受け継がれてきたこの伝統の「山つつじ」を今年度の色を出しながら、皆様に楽しんでご拝読い

ただけますよう努めてまいります。そして若輩者でありますので、皆様にはご指導、ご鞭撻のほどよろしくお

願い致します。 

 今回は新年早々の第１弾ということで少し厳かな形で編集させていただきました。そして「山つつじ」特別

企画「未来への conversation(会談)」の記念すべき第一弾は関口市長×長谷川理事長ということでフリートー

ク形式の対談を行いました。組織の BOSS 同士の対談の場に参加させていただくという貴重な体験をさせてい

ただき、非常に得るものがありました。 

次回もこうご期待！ 

                     編集長 上村 将司 

ホームページ 

http://www.tokamachijc.com/ 

  

Facebook ページ 

https://www.facebook.com/tokamachijc 

 

E-mail 

tokamachijc@waltz.ocn.ne.jp 

 


