
 

 

平成２９年度 第７回清里区地域協議会次第 

 

日 時：平成２９年１０月４日(水) 

                     午後３時３０分から 

場 所：清里区総合事務所 第３会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ  

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告  

(1) 総務･地域振興グループ報告事項 

・衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査、上越市長選挙の執行 

について  

(2) 教育・文化グループ報告事項 

   ・生涯学習フェスティバルの開催について                  別 紙 

   ・「中秋の名月を見る会」とテレビ中継について        別 紙 

５ 協 議  

(1)  自主的審議事項「中山間地域の振興」について  

・具体的課題の整理について                   資料１ 

   ・取り組む課題について 

   ・今後の取組について                     資料２ 

 

６ その他  

(1) 牧区地域協議会との合同研修会の開催について 

日時：１０月２０日(金) 午後３時３０分から 

会場：牧区「深山荘」※午後３時に清里区総合事務所出発 

 

(2) 第８回清里区地域協議会の開催について 

    日時：１１月中旬 

会場：清里区総合事務所 第３会議室 

  

７ 閉 会  
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◆ 清里中学校文化祭 

日 時：10月 21日（土）９:００～１６:３０ 

会 場：清里中学校 

駐車場：清里中学校駐車場、清里区総合事務所駐車場 
 

◆ 清里小学校文化祭 

清里区生涯学習フェスティバル 

日 時：10月 22日（日）８:３０～１５:００ 

会 場：清里小学校  

駐車場：清里スポーツセンター・スポーツ公園駐車場 

ワールドハシタテ様駐車場 

※清里小学校地内及び学校前駐車場は駐車禁止 
 

 

 
 

・路上駐車は絶対にしないでください。 

・駐車に関するトラブルには一切責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

・学校敷地内は禁煙です。 

 

 

注意事項 

清里区生涯学習フェスティバル実行委員会事務局 

（清里区総合事務所教育・文化グループ内） 

電話 025-528-3125 (内線 234.232） 

別紙 
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内容は、一部変更となる場合がありますのでご了承ください。 
 

＜縦割班活動によるイベント＞ ９：４０～１１：１０ 

◆ 前半  ９：４０～１０：２０ 

◆ 後半 １０：３０～１１：１０ 

◎ 幸せを呼ぶ ～ 四葉のクローバーでしおりづくり ～ 

◎ 清中スポーツランド ～ 記録にチャレンジ！ ～ 

◎ ひでじろう先生の楽しい実験教室！ 

◎ 「きよさと」を知ろう！ ～ すごろく＆カルタ ～ 

◎ 遊びの達人 ～いろんな遊びで、ランキングを決めよう！～ 
 

 

＜音楽発表会＞ １３：３０～１５：００  

◆ 各クラスによる合唱  １年 「 輝くために 」（混声三部合唱） 

２年 「 未来へ 」  （混声三部合唱） 

３年 「 プレゼント 」（混声三部合唱） 

◆ 清里小学校５・６年生による合唱・合奏 

◆ 全校合唱 

「 この地球のどこかで 」（混声三部合唱） 

「 大地讃頌 」      （混声四部合唱） 

◆ 吹奏楽部演奏 

◆ ＰＴＡ合唱 
 
 

＜作品展示会＞ ９：００～１６：３０ 

◆ 各教科の学習成果など 

◆ 美術、技術家庭科の制作（製作）作品など 

◆ 部活動（文化部）、専門委員会活動の成果など 

※ 作品展示会は、10月 22日（日）23日（月）11月 3日（金）を除き、 

11月 4日（土）まで行いますので、いつでもご覧ください。 

ただし、11月 4日（土）は 12：00までです。 

 



 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

＜お願い＞ 

① スリッパが不足する場合があります。内履きまたはスリッパの 

持参にご協力ください。 

② ステージ発表の際は、以下の点にご協力ください。 

  ・小さなお子さんが動き回ったり大声を出したりしないこと。 

  ・携帯電話やゲーム機等の音がならないようにすること。 

 

 

 

発表順及び発表内容は、一部変更となる場合がありますのでご了承ください。 
 

学年・団体 発 表 内 容 等 

きよさと龍神太鼓 「そろい打ち」「大空」 

きよさと保育園 
（年長児） 

棒体操「やってみよう」、歌「私と小鳥と鈴と」 

４年生 総合学習で学んだ身近な櫛池川の環境や自然について発表します。 

１年生 
生活科の学習で学んだことや初めての学校生活を支えてくれる人への感謝 

の気持ちを、歌や劇で発表します。 

５年生 総合学習の稲文字栽培活動で学んだことや感じたことを発表します。 

ＬＯＯＰ 「２４ｋｍａｇｉｃ」「ｎｏｐｅ」 

八社五社保存会 「清里音頭」「八社五社」 

金管部 「ＧＯ ＧＯ ブラス」「こんにちはトランペット」「世界に一つだけの花」 

全員合唱 「世界に一つだけの花」 

２年生 
生活科で育てた野菜について、教わったこと、初めて体験したことや苦労 

したことを発表します。 

３年生 総合学習で地域探検に出かけて発見した「清里の宝物」を発表します。 

６年生 
２泊３日の宿泊体験活動や総合的な学習の時間で行った職業体験などを 

通して、学んだことや発見したことを紹介します。 

きよさと夢爽乱 1年生との合同ステージ「みんなでどっこいしょ」 

５・６年生 合唱「夢のかなう場所へ」リコーダー奏「３６５日の紙飛行機」 

 



 

４ 

市民作品等 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

個人作品、清里書道教室、櫛池農業振興会、 

グループホーム癒しの家、特別養護老人ホームみねの園、 

きよさと保育園、星のふるさと館、清里地区公民館、 

清里区総合事務所市民生活・福祉グループ 他 

図工「トントン ドンドン 

くぎ打ち名人」 

釘打ちを楽しみながら、オリジナルゲーム板

を作りました。ビー玉の動きを考えて、輪ゴ

ムのかけ方を工夫しました。 

書写「玉」 

穂先の向きや横画と縦画の長さ、字形に気を

付けて書きました。 

３年 

図工「忘れられないあの時」 

印象に残った思い出の一場面を切り取り、絵

に表しました。その時の様子が伝わるように、

構成や彩色の仕方を工夫しました。 

書写「天空」 

「とめ」「はらい」「はね」の筆づかいと全体

のバランスに気を付けて書きました。 

４年 

図工「伝え合いたい思いや気持ち 

～ 伝言板をつくろう ～」 
板を電動糸のこで切り抜き、自分や家族のた

めの伝言板づくりに取り組みました。 

書写「雪原」 
文字の組み立て方に注意しながら、正しく整

えて書くことをめあてに練習を繰り返して

きました。 

５年 

図工「思い出の校舎」 

毎日過ごしている校舎や思い出に残る場所、

お気に入りの場所を描きました。遠近感が出

るように、構図や色彩を工夫しました。 

書写「豊かな心」 

「とめ」「はらい」の筆づかいと文字のバラ

ンスに気を付けて書きました。 

６年 

図工「ぼうしをかぶって へ～んしん」 

厚紙でシルクハット・三角帽子・王冠を作り、

折り紙、紙テープなどを使って、おしゃれで

かわいい帽子を作りました。 

書写「わたしのだいすき」 

自分の大好きなものや人のことを作文にしまし

た。文字の形に気を付けて丁寧に書きました。 

１年 

図工「やさいとわたし」 

願いを込めて育て大きくなった野菜たちを、

町にしたり、遊び道具にしたりと表現豊かに

描きあげました。 

書写「きよさとの秋」 

きよさとの秋の自然を思い浮かべて、一画一

画丁寧に書きました。 

２年 



地域協議会委員の皆さま 

 

 

【星のふるさと館】中秋の名月を見る会とテレビ中継のお知らせ 

 

 

本日は「中秋の名月」です。 

 星のふるさと館では、以下の日程で、月に関するお話しやお月見の観望会を行い

ます。 

 また、ＮＳＴ「みんなのニュース」のお天気コーナーが星のふるさと館から生中

継されます。 

 ぜひ、この機会に星のふるさと館へ、ご家族でお月見においでください。 

曇天・雨天の場合は、プラネタリウム上映を行います。 

 

■中秋の名月を見る会 

 ・日時   10月 4日（水） 18:00～21:00 

         （雨天・曇天 18:00～19:30） 

 ・会場   星のふるさと館 

 ・晴天時  18:00～18:30 月の話 

       18:40～21:00 観望会（月・星座） 

 ・雨天時  18:00～18:30 月の話 

       18:40～19:30 プラネタリウム 

             （秋の星座・ポラリス） 

 ・参加費  入館料 大人     450円 

                     小中学生 300円 

 

■テレビ中継 

 番 組 名：ＮＳＴみんなのニュース（お天気コーナー） 

 放送時間：18時 14分～19時（中継時間は７分程度） 

      お天気コーナーは 18時 30分頃予定 

 出 演 者：気象予報士 清水翔太 

清里区総合事務所  

教育・文化グループ 

   Tel：025-528-3125  

   Fax：025-528-3114 

別紙 
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自主的審議事項「中山間地域の振興」について 

【具体的課題】 

項目 提案理由 提案者 

１公共交通に

ついて 

(1)交通弱者対策

の検討 

 高齢者の交通事故が頻繁に起きていることにより、運

転免許証返納が増加するなか、当地域では買物、通院の

バスに不便を感じて、無理矢理に運転を続けている高齢

者が存続するため、交通手段を考えなければならないと

感じている。 

上原 

 高齢者世帯が中山間地域で生活していく上で、現在の

バス路線運行だけでは通院、買物等が困難であることか

ら、交通弱者にやさしいドア・ツー・ドアの交通体制の

整備と、隣接する区の商店等への買物が可能となる、区

を横断するバス路線の整備も必要ではないか。 

笹川 

 各集落の超高齢化に伴い、集落の行事や祭礼の廃止や

縮小というようなことが起こりつつあるなかで、公共交

通の不便性から街へ移転する事態が起こってきている

現状を考えると、公共交通機関の対策を重点的に検討す

ることが必要と思われる。 

涌井 

(2)買物支援の検

討 

 高齢化や跡継ぎがいない、不採算等の理由で地域の商

店等が無くなっていく。地域住民の高齢化が進行し、高

齢者のみの世帯の増加で、いずれクルマを手放すと交通

手段がなくなる。足腰が弱り、バス停まで行くのも困難

となる。これらの理由から買物難民が発生する可能性が

あり、将来、我が身にふりかかる問題である。 

桑原 

 商店の減少、高齢者世帯、一人暮らし世帯の増加によ

り、買い物に行けない人達のための支援、対策が必要。 

古澤 

 わずか 10～20 年の間に各集落に存在していた商店が

姿を消した。何世代かで同居している高齢者を除き、一

人暮らしをしている人の、現状の声を聞きたい。 

丸山 

 商店が少なくなった昨今、高齢者の買物事情に不安を

抱いたため。地域の一定の場所に出ることによって会話

も弾み、ささやかでも自分の食べたい物、欲しい物を自

らの手で買うことの喜びや家族、孫に買ってあげること

で満足し、生きがいが得られる。 

三原田 

２道路管理に

ついて 

道路除草の検討  当地内から坊ヶ池に行く道路の草刈が年１回だけで

ある（関田地区にぬける道も）。夏休みに帰省されて坊

ヶ池に行くのに草が伸びていて危険であるので、２回は

刈ってほしい。増々、観光化が鈍るもとである。 

島田 

 清里区の市道において年１回は草刈を行っているよ

うだが、年々草が元気を出して 1回では不足している。

毎年とは言わないが、２～３年に１回は除草剤を使用し

ては如何か。 

 

羽深 

資料 １ 
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３集落運営に

ついて 

集落機能の検討  集落を構成する人員の高齢化に伴い、役員の成り手が

不足し、祭り事や集落施設の維持等ができなくなること

が予想される。 

上原 

 人口減少、高齢化により集落行事等は無論、集落等の

維持、存続が困難となっていく。高齢者世帯、一人暮ら

し世帯の増加。 

古澤 

４空き家、空

き地対策につ

いて 

空き家、空き地の

検討 

 屋敷内が草木等で荒れ果て、獣の住み家となってい

て、集落内の畑の作物などを食い散らし、トウモロコシ

など倒している。放っておけば、いずれ大変な事態にな

りかねない。所有者は首都圏にて裕福な生活をされてい

るのに、盆を過ぎてもそのままになっていて、住民の

方々は困っておられる状態。 

向橋 

 未管理な空き家、宅地放置による集落内の景観阻害や

野生動物の住処となり、野生動物の繁殖原因にもなって

いる。 

山川 

 景観の阻害や隣接地への雑草繁殖等、迷惑になってい

る。また、野生動物の隠れ場となり、野菜の被害原因に

なっている。 

山川 

５地域の活性

化について 

(1)観光振興の検

討 

 中山間地域の板倉、清里、牧の小さな区が単体で振興

するよりも、各区の良い所を持ち寄り合同で振興してい

ければ大きな中山間地域の振興になると思う。清里区に

ついては坊ヶ池周辺だと思うので、その辺の振興を行っ

たら良いのではないかと思う。 

古沢 

 この地域の核となるような、集客事業の検討が必要と

思われる。 

涌井 

(2)工場誘致の検

討 

 大きな工場がほとんど平場の方にあり、清里区に大き

な工場があれば、平場の方へ働きに出て行かなくても地

元で働くことができる。逆に平場、都会からも清里区に

来てくれるので地域振興につながると思う。それにはお

金をかけて道路を広くし、冬の除雪を良くし、大きな工

場が来てくれるようにすれば工場は来てくれる。そのく

らいのことをしないと、振興はできない。お金を掛けな

いで振興しようとしても、駄目だと思う。 

古澤 

６その他 (1)交通安全施設

の点検、整備の検

討 

 カーブミラーの痛みがひどく交通事故のもとである

ので、絶えず点検をお願いしたい。 

島田 

(2)健康寿命を一

年でも長く伸ば

す取組の検討 

 平均寿命が世界一と言われる我が国。空気のきれいな

清里区に住み、健康で長生きをし、長年にわたり培った

知識で地域に元気を届けてほしい。 

丸山 
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自主的審議事項の取組について 

 
            

１ 自主的審議事項とは 

 地域協議会は、自主的な判断で地域自治区の区域における課題等について審議すること

ができます。自主的審議事項として話し合った結果については、市長に意見書を提出し、市

政での実現を求めていくことができます。 

 ただし、地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映さるための仕組みであることから、

地域自治区に住む住民としての観点からの議論となり、市長に提出される意見書について

も、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

＜自主的審議の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題の気付き 

町内会長との意見交換 地域協議会委員が把握した情報 

地域活動団体との意見交換 

地域住民との意見交換 市からの情報 

地域住民からの情報 

② 地域協議会での協議 

地域協議会として自主的審議事項のテーマに取り上げるかどうかを協議 

審議しない 

③ 自主的審議 地域関係者や市の担当課からの情報取集 

必要に応じた地域との意見交換 

課題の解決策の協議 

④ 審議結果 

委員からの提案 

D.市で対応すべきもの  

C.市と地域が連携するときに、
市の予算が必要 

B.市の補助を受けて地域解決 

A.地域のなかで対応すべきもの 地域内での解決に向けた活動 

地域活動支援事業の活用 

「地域を元気にするために必要
な提案事業」の活用 

意見書の提出 

審議 

資料 ２ 
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２ 地域を元気するために必要な提案事業とは 

 地域自治区制度の本来の力を発揮するためには、地域協議会による自主的審議の取組を

さらに進めて行くことが重要であり、その取組を進めるには、地域協議会が積極的に地域の

住民の、皆さんや活動団体等と意見交換を行い、地域の課題を主体的に把握し、情報共有を

図っていくことが大切です。 

 「地域を元気にするために必要な提案事業」は、これらの意見交換と情報共有を通じて把

握した課題の解決に向けて、地域が主体的に取り組むに際して市に必要な対応を求めるこ

とができる制度です。市も、その検討の過程に関わりながら、実現性の高い解決策を検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域を元気するために必要な提案事業の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域を元気にするために必要な提案事業の協議開始 

 

◎ポイント・・・「意見書」の提出との違い 

・地域住民や各種団体等の皆さんとの意見交換を通じて把握した課題への対応である

こと。 

・地域の皆さんが主体的に取り組む事業であること。 

・市が検討の段階から、事業の取組の実現に向けて協議に加わること。 

① 自主的審議 

審議の結果 

課題の具体的解決策について協議 

事業の実現化に向けた市の関連部

署との協議及び連携 
事業主体との連絡調整 

事業主体の選定 

◎ポイント・・・単なる市に対する要望ではないため、地域としても何ができるか

を十分に検討する必要があります。 

具体的事業の提案 

③ 事業提案書による市への提案 

※市が事業提案書を受領 

・市の方針決定⇒具体的対応（予算化等） 

④ 市から対応結果の報告 

地域への働きかけ 

地域：主体的な取組の実施 

市：市として取り組む事業の実施 

連携 
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３ 自主的審議事項の取組について 

  (1) 「中山間地域の振興」について 

    ① 具体的課題の委員提案 

② 具体的課題の整理 

    ③ 最初に取り組む課題の決定 

    ④ 課題解決策の検討（自主的審議） 

     ・課題に係る関係団体や市の担当課からの情報収集（意見交換会、勉強会） 

・必要に応じた地域との意見交換 

・先進地視察、事例研修 etc 

    ⑤ 課題の解決策実現化に向けての検討 

     ・「地域活動支援事業」「地域を元気にするために必要な提案事業」意見書等 

 

４ 自主的審議に係る地域協議会の体制について 

  ・会長、副会長を中心に地域協議会として取り組む（部会は設置しない）。 

 

５ 地域協議会の予定 

時 期 自主的審議事項関係 地域活動支援事業関係 

4月 ○平成 29年度第 1回地域協議会(4/27) ･1次募集受付(4/1～21) 

5月 

○第 2回地域協議会(5/19) 
･1次募集事業プレゼン 

･2次募集実施の決定 

○第 3回地域協議会(5/26) 

･集落づくり推進員との意見交換 
･1次募集事業の採択審査 

6月  ･2次募集受付(6/1～23) 

7月 

○第 4回地域協議会(7/7) 

･諮問第 59号 清里坊ヶ池湖畔公園の一部廃

止について 

･2次募集提案事業プレゼン 

･3次募集実施の決定 

○第 5回地域協議会(7/14) 

･｢山荘京ヶ岳の運営｣について審議終了 

○視察研修(7/28)・十日町市 

･2次募集事業の採択審査 

8月 ･｢中山間地域の振興｣具体的課題委員提案 ･3次募集受付(8/1～21) 

9月 
○第 6回地域協議会(9/1) 

･具体的課題について委員提案説明 

･2次募集提案事業プレゼン、 

採択審査 

10月 

○第 7回地域協議会(10/4) 

･最初に取り組む課題の決定 

○牧区地域協議会合同研修会(10/20) 

 

11月 
○第 8回地域協議会 

･ 
 

12月 
○第 9回地域協議会 

･ 

･30年度地域活動支援事業の 

採択方針案について(予定) 

30年 

1月 

○第 10回地域協議会 

･ 

･30年度地域活動支援事業の 

採択方針案決定(予定) 

2月 
○第 11回地域協議会 

･ 

･29年度地域活動支援事業の 

実績報告会開催(予定) 

3月 
○第 12回地域協議会 

･ 
 

 


