
平成 28 年度 

秋葉神社総代会総会 

 
◆ 日  時 平成 28 年 5 月 22 日（日）13 時 30 分～16 時 

 

◆ 場  所 秋葉町内会館 大広間 

 

◆ 総会次第 

１．開会の辞（総会成立宣言を含む） 

２．会長挨拶 

３．議長選出 

４．議長挨拶 

５．議事 

（１）平成 27 年度事業実施報告 

（２）平成 27 年度決算報告（管理費、維持費） 

（３）同会計監査報告 

（４）平成 28 年度事業計画（案） 

（５）平成 28 年度予算（案） 

（６）総代会人事（案） 

（７）その他 

６．議長退任 

７．閉会の辞 

 



議事（１）平成 27 年度事業実施報告 

１．概況 

  （運営体制） 

総代会役員については、副会長のうち 1 名が退任し、理事の中より 1 名を

後任とした。また監事のうち 1 名が退任し、新たに総代として登用する 1

名を後任の監事に充てた。 

（祭事等） 

平成 27 年度は恒例となっている春季大祭、六月大祓神事（半年参り）、秋

季大祭、年末二年参り～年始初詣、入学児童入学祭（対象児童 10 名）を実

施するとともに、秋葉祭り子供山車みこし（宮のぼり、本宮）における神事

を行った。 

なお、稲垣宮司は高齢のため入退院を繰り返し、現在もリハビリを続けて

いる状況であり、昨年の入学祭以降は神官の資格を有する石川氏が代行して

神事を司った。 

   （境内の清掃・環境整備） 

春秋の大祭の前には秋葉 3 町内老人クラブの協力を得て境内清掃を行う

と共に、12 月及び３月には神社総代による風除けの設置・撤去に併せて境

内の清掃・環境整備を行った。 

冬季積雪時において拝殿屋根からの落雪による参拝者の被害を防ぐため

の雪崩除けの設置と撤去については、平成 24 年度より外注して行っている。 

   （施設等の整備） 

参道の石段については設置以来の経年変化により、その一部において上面

が傾斜し、ここを通行する参拝者が転倒しやすいという問題があった。この

ため、平成 28 年 3 月に一の鳥居より 32 段について補修を行った。 

   （新潟市民文化遺産への登録及び広報活動） 

新潟市には「新潟市民文化遺産（有形文化遺産）」の制度があり、平成 27

年度において秋葉 3 町内会名でこれに応募し、認定された。 

秋葉神社のホームページについては平成 21 年に開設したが、27 年度には

約 2,100 のアクセスがあり、平成 28 年 3 月末までのアクセス総数は 19,800

となった。 

   （課題） 

なお、以上のような諸活動にも関わらず、地域住民における関心の高まり

や、これによる参拝者の増加にはまだ十分には繋がっていない。 

境内の整備や神社の PR については今後とも継続して進めることとしたい

が、他方において地域の諸団体における秋葉山の整備や活性化に向けた動き

もあり、今後はこれらと連携した境内環境の整備や地域における神社の認知

度を高めることの可能性についても検討し、秋葉神社の地域における存在価

値を高めていく必要がある。なお、神社運営のための総代会の体制をより確

かなものにしていくことも重要と考える。 



２．神社運営
　　(1) 平成27年度行事等実績
年 月 日 曜 行　事　名 記事
27 4 11 土 神社境内清掃 秋葉3町内老人クラブ

春季大祭 神楽舞奉納（24日）
  （宵祭、本祭、後祭神事） 町内会長出席（24日）

秋葉祭り子供山車みこし
宮のぼり（25日）
本宮（26日）

5 22 金 27年度総会準備役員会
平成26年度会計監査

24 日 秋葉神社総代会27年度総会
6 30 火 半年参り

  （大祓・お焼き神事）
町内会長出席

8 25 火 秋季大祭準備役員会
9 19 土 神社境内清掃 3町内老人クラブ

秋季大祭（宵祭・本祭神事） 町内会長出席

12 2 水 風除設置、神社境内整備
24 火 年末二年参り神事準備役員会
18 金 お神符の整理 町内配布、代

金納入
年末二年参り
  （大祓・お焼き神事）

町内会長出席（12/31）

28 2 23 火 28年度入学祭準備役員会 PTA会長出席
25 木 役員打ち合わせ

3 17 木 風除撤去、神社境内整備
20 日 28年度入学児童入学祭 新入学児童等10名、保護者

町内会長、各町内PTA会長
民生児童委員 出席

26 土 春季大祭準備役員会

27/12/31(木)～
28/1/1(金)

23(木)～
25(土)

25(土)～
26(日)

24(木)～
25(金)



議事（４）平成 28 年度事業計画（案） 

１．運営方針 

(1) 祭事等 

恒例となっている春季大祭、六月大祓神事（半年参り）、秋季大祭、年末二

年参り～年始初詣、入学児童入学祭を執り行うと共に、秋葉祭り子供山車み

こし（宮のぼり、本宮）における神事を行う。 

なお、本年は春季大祭・秋季大祭共に宵宮祭が土曜日、本祭が日曜日とな

っており、地域の人達にアピールする良い機会でもあるのでこの機を有効に

活用したい。なお、春季大祭では「秋葉祭り子供山車みこし」の「本宮」が

神社の春季大祭における神楽舞奉納と時間的に重なるため、神社拝殿に参拝

した子ども達に神楽舞を見せることとする。 
 

(2) 神社の魅力を高める 

また、かつては神社境内より弥彦山・角田山そして佐渡が遠望できたが、

木々の生い茂るにつれて眺望がきかなくなってきた。参道脇も雑木が雑然と

生えている状況にあり、「人々の憩いの場」としての魅力も失われつつある。 

このため近年においては境内の雑木整理等を行い、見晴しは良くなりつつ

あるがまだ十分ではない。今後とも環境保全にも配慮しつつ、視界を遮る雑

木等を整理し、更に新潟平野を展望できるようにし、神社境内が市民の憩い

の場とすることにより秋葉神社への関心を高めるようにしていきたい。 

秋葉区内のいくつかの団体においては秋葉山の抱える問題点の指摘や環境

整備の必要性等が提示され、これを受けて行政としても取り組みが始まって

いる。秋葉公園整備の計画も立案されつつある。秋葉神社としてもこれらと

提携して境内の環境整備を進めることを検討したい。 

なお、本殿及び拝殿は建造から 140 年以上経過しており、各所に傷みも見

受けられ、防腐・防蝕等の処置も含め修繕を行っているが、今年度及び次年

度以降も計画的に実施していきたい。 

なお、前年度に実施した石段の補修については本年度も継続して行い、参

拝者が安心して通ることができるようにしていきたい。この他については緊

急度等により優先順位をつけて実施することとしたい。なお、整備費の総額

については平年ベースでの実施を予定している。 
 

(3) 秋葉神社を広く PR し、来訪者の増加を図る 

本殿や拝殿において、あるいは一の鳥居前において拝礼を行うような信仰

心の篤い人を見かけるものの、その一方で地域住民全般における秋葉神社へ

の崇敬の念は必ずしも高いものとはいえない。祭事の開催にあたっては秋葉

町内に開催案内を回覧するが、祭事の際に神社を訪れる人の増加にはつなが

っていない。 

春季大祭の際には新津の町中（栄町通り等）に露店が並び、多くの人で賑

わうが、しかしここに来る人々において、これが秋葉神社の祭りに因むもの



であるとの認識に乏しい。 

秋葉町内及び秋葉区内（市街地を中心に）に秋葉神社及び秋葉神社が行う

祭礼についてどのように PR したら良いかを検討し、秋葉神社に対する関心を

高め、神社に訪れる人が増えるようにしたい。 
 

(4) 秋葉神社総代会の運営体制 

神社総代については、新たに 2 名を登用し、運営の強化を図ることとした

い。 

なお、神社総代の人数については、宗教法人秋葉神社規則の第十四條に「本

神社に総代三十五人を置く」とあるが、総代人数は昨年度 1 名、本年度 2 名

を補充したものの 27 人にとどまっている。また総代全体の高齢化も進み、祭

事等の祭の奉仕者の選任や境内の整備作業等にも支障をきたす場合が多い。 

このような状況を打開するためには今後とも秋葉町内から新たに総代にな

ってもらえる人を探し、総代会の体制を充実させる必要がある。 
 



２．神社運営
　　(1) 平成28年度行事等計画
年 月 日 曜 行　事　名 記事
28 4 6 水 平成27年度会計監査

16 土 神社境内清掃 秋葉3町内老人クラブ
春季大祭 神楽舞奉納（24日）
  （宵祭、本祭、後祭神事） 町内会長出席（24日）

秋葉祭り子供山車みこし
宮のぼり（23日）
本宮（24日）

5 11 水 28年度総会準備役員会
22 日 秋葉神社総代会28年度総会
30 木 半年参り

  （大祓・お焼き神事）
町内会長出席

8 下旬 秋季大祭準備役員会
9 中旬 神社境内清掃 3町内老人クラブ

秋季大祭（宵祭・本祭神事）
町内会長出席

11 上旬 風除設置、神社境内整備
下旬 年末二年参り神事準備役員会

12 下旬 お神符の整理 町内配布、代
金納入
年末二年参り
  （大祓・お焼き神事）

町内会長出席
（12/31）

29 2 下旬 29年度入学祭準備役員会 PTA会長出席
風除撤去、神社境内整備
春季大祭準備役員会

下旬 29年度入学児童入学祭 新入学児童等出席

　　参考：平成29年度主要行事（春季大祭まで）
年 月 日 曜 行　事　名 記事
29 4 秋葉祭り子供山車みこし

（開催日は見込み）
宮のぼり（土）
本宮（日）

春季大祭
  （宵祭、本祭、後祭神事）

町内会長出席（24日）

　　(2) 営繕関係（案）

23(土)～
25(月)

24(土)～
25(日)

28/12/31(土)～
29/1/1(日)

23(土)～
24(日)

平成28年度における神社建物・境内の整備については、参道石段の補修を
継続して行うとともに、神社建物の修繕及びその他については緊急度等によ
り優先順位をつけて実施する。なお、整備費の総額については平年ベースで
の実施を予定している。

3 中旬

22(土)～
23(日)

23(日)～
25(火)


