
地域協議会会長会議 次第 

 

と き 平成 29年 11月 21日（火） 

午後 3時 30分～ 

       ところ 上越文化会館 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 連絡事項 

・平成 30年度地域活動支援事業について 

 

４ 自主的審議の活性化に向けた意見交換 

 ・制度及び各区の取組状況についての説明 

  

 

・会長間の意見交換 

（1）テーマ設定・審議開始まで 

 

 

 

 

（2）審議開始後から課題解決まで 

 

 

 

 

５ 閉会 

 

［資料］ 

 ・次第 

 ・資料１ 自主的審議の概要 

 ・資料２ 自主的審議事項の取組状況 

 ・資料３ 平成 28年度意見交換会実施状況 



 

 

（２）自主的審議 

○自主的審議とは 

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す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。 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題への気付き

地域活動団体との意見交換

町内会長との意見交換

地域住民との意見交換

地域協議会委員が把握した情報

地域住民からの情報

市からの情報

委員からの提案

・地域協議会として自主的審議のテーマに取り上げるかどうかを協議

・地域関係者や市の担当課からの情報収集

・必要に応じた地域との意見交換

・課題の解決策の協議

意見書の提出

地域内での解決に向けた活動
地域を元気にするために

必要な提案事業の活用

地域活動支援事業の活用

② 地域協議会での協議

③ 自主的審議

審議せず

市と地域が連携

するときに、市

の予算が必要

市の補助を受け

て地域で解決
地域の中で

対応すべきもの

市で対応

すべきもの

図 6：自主的審議の流れ 

これまで自主

的審議でどん

な意見が出さ

れたのかな？ 

生ごみの指定

袋が大きすぎ

て使いにくい

という意見書

が出されて、５

リットルの袋

が作られたこ

とがあるよ。 

小学校や保

育園の統合

を進めてほ

しいという

意見書もあ

ったよ。 

上越市地域協議会 

委員手引きから抜粋 
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審議テーマ

高田区
①雁木整備事業補助金制度の充実を求めることについて
②上越地域医療センター病院の改築について
③高田公園周辺の雨水排水対策について

新道区 検討中

金谷区 ①金谷地区公民館について

春日区
①あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策について
②春日山城跡の観光振興策について
③安全・安心に暮らせる春日区とする方策について

諏訪区 ①諏訪区内への移住促進策について

津有区 検討中

三郷区 ①三郷区における高齢者支援の取組について

和田区
①雪を生かした地域づくりの推進について
②住民組織の充実と地域活性化について

高士区 検討中

直江津区

①直江津まちづくり構想について
②消防団のあり方について
③直江津地区海岸線の環境保全について
④中央保育園の移転について
⑤防犯灯の設置や維持管理のあり方について

有田区 ①新設小学校開校後の小猿屋小学校跡地の有効活用について

八千浦区
①跨線橋の草刈りについて
②海岸線の道路及び海岸のごみ問題について

保倉区 検討中

北諏訪区
①消防団及び自主防災組織のあり方と連携について
②地域支え合い事業について

谷浜・桑取区 ①谷浜・桑取区の子育て支援について

安塚区 検討中

浦川原区 ①浦川原区の若者の暮らしにおける交通機関の利便性と安全性の向上について

大島区 ①少子化対策について

牧区 検討中

柿崎区 ①柿崎区保育園にかかる課題と今後について

大潟区 ①大潟区の魅力発見・発信について

頸城区 ①大池・小池の観光資源としての利活用について（平成29年11月29日審議開始）

吉川区
①地域消防団への支援活動及び今後について
②防災無線を含む情報伝達の確保について

中郷区
①「勝馬投票券」の特定財源について
②経塚斎場の使用について

板倉区
①板倉区観光振興の明確な方向付けについて
②板倉区における小学校の在り方について

清里区 ①中山間地域の振興について

三和区 ①三和区小学校のあるべき姿について

名立区 検討中

各区の自主的審議事項の取組状況（平成29年11月15日時点） 資料 ２



平成 28年度 意見交換会実施状況 

 

・23の区で地域住民や各種団体等と地域課題に係る意見交換を実施（計 76回） 

（単位：回）  

地域協議会名 回数 主な内容 

高田区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域住民と意見交換 

新道区 2 ・町内会長協議会と地域課題について情報交換 

金谷区 6 
・出張地域協議会参加者と地域課題について意見交換 

・小学校保護者と地域課題について意見交換 

春日区 2 ・町内会長連絡協議会と地域課題について情報交換 

諏訪区 2 ・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

津有区 3 
・区内各団体と地域の現状や課題等について意見交換 

・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

三郷区 1 ・町内会長連絡協議会と委員研修会の感想等について意見交換 

和田区 1 ・小学校ＰＴＡ役員と和田区のこれからについて意見交換 

高士区 3 
・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

・地域住民と区の未来予想図や課題等について意見交換 

直江津区 5 
・地域住民との直江津のまちづくりについての意見交換 

・福島城を愛する会との意見交換 

有田区 2 
・小猿屋小学校跡地の有効活用について小猿屋小学校関係者と意見

交換 

八千浦区 1 
・町内会長や地域活動支援事業採択団体と地域活動支援事業につい

て意見交換 

保倉区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

北諏訪区 2 ・消防団関係者と消防団活動の現状と課題について意見交換 

谷浜・桑取区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

浦川原区 6 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・浦川原中 2年生と地域課題や将来の在り方について意見交換 

大島区 4 
・まちづくり懇談会や事業所等との情報交換会で区内各団体と意見

交換 

柿崎区 4 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・まちづくりフォーラムと併せて区内各団体と意見交換 

大潟区 2 ・区内各団体と地域の現状や課題等を意見交換 

吉川区 5 
・地域住民、区内各団体と地域課題、問題点等を意見交換 

・区内各団体と頸北斎場に係る諸課題を意見交換 

中郷区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域課題について意見交換 

板倉区 5 ・地域住民と小学校の在り方の検討結果について意見交換 

三和区 14 ・地域住民や関係者と三和区小学校のあるべき姿を意見交換 

計 76  
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地域協議会 役職 氏名

高田区地域協議会 会長 西山　要耕

新道区地域協議会 会長 秋山　茂

金谷区地域協議会 会長 髙宮　宏一

春日区地域協議会 会長 吉田　幸造

諏訪区地域協議会 会長 星野　一巳

津有区地域協議会 会長 吉﨑　則夫

三郷区地域協議会 会長 山口　典夫

和田区地域協議会 会長 水澤　俊彦

高士区地域協議会 会長 飯野　憲靜

直江津区地域協議会 会長 青山　恭造

有田区地域協議会 会長 熊木　敏夫

八千浦区地域協議会 会長 仲田　紀夫

保倉区地域協議会 会長 宮川　和市

北諏訪区地域協議会 会長 白木　朝雄

谷浜・桑取区地域協議会 会長 髙橋　誠一

安塚区地域協議会 会長 數井　憲一

浦川原区地域協議会 会長 藤田　

大島区地域協議会　 会長 中村　朝彦

牧区地域協議会 会長 丸山  進

柿崎区地域協議会 会長 長井　洋一

大潟区地域協議会 会長 佐藤　忠治

頸城区地域協議会 会長 井部　辰男

吉川区地域協議会 会長

中郷区地域協議会 会長 髙橋　達也

板倉区地域協議会 会長

清里区地域協議会 会長 笹川　幹男

三和区地域協議会 会長 松井　孝

名立区地域協議会 会長 塚田　正

（敬称略）

平成29年11月21日開催　地域協議会会長会議　出席者名簿


