
平成２９年度 第８回高士区地域協議会 

次 第 

 

日時：平成２９年１２月１２日（火）午後６時３０分～ 

会場：高士地区公民館 ２階 中会議室   

 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

 

３ 議 題 

 

 （１）報告事項について 

・高士スポーツ広場について 

     ※体育課から説明 

 

 （２）高士の未来づくり懇談会について 

 

 

 （３）自主的審議事項のテーマ設定について 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉 会 
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高士スポーツ広場（体育館・研修室・野球場）について 

 

 

１ 市の対応方針（案） 

 ○以下の理由により、平成 30年 3月末までに施設を廃止する。 

① 体育館は、旧耐震基準の建物であり、耐用年数を超過した老朽施設であること 

② 大会会場等として利用できる規模・機能を有した施設でないこと 

③ 特定団体の利用に限る状況にあること 

④ 近隣に高士小学校、雄志中学校、清里中学校、三和中学校、三和体育館及び清里スポーツセン

ターなどの同種の施設があること 

 

２ これまでの協議経過 

 ⑴ 地域協議会等 

H27.4  高士区地域協議会で「公の施設の再配置計画」の概要を説明（行政改革進課） 

H27.6  高士地区体育協会 

      →体育協会としての考え方を確認 

高士区地域協議会 

→市の考えを示し、継続的に協議を行っていくことを確認 

   H27.7  高士地区町内会長連絡協議会 

→市の考え方を説明 

H27.8  高士区地域協議会 

         →施設の方向性を確認し、意見交換を実施 

H28.11   高士区地域協議会 

         →委員改選に伴い、これまでの経緯を含め説明 

   H29.11  高士地区体育協会 

         →利用団体との協議結果を報告し、市の方針を説明 

   H29.12  高士地区町内会長会 

         →利用団体との協議結果を報告し、市の方針を説明 

 

 ⑵ 利用団体 

○上越リトルシニアとの協議（H27.6、H29.9、H29.10） 

・ 主に雨天時や冬期間の室内練習場として、体育館及び研修室を利用している。 

・ 利用を継続するための手段として、市から施設購入の提案を受けたが、法人格の取得や購入

費・将来的な除却費の負担が困難なことから、施設の購入は諦める。 

・ 代替施設として、源生涯学習センター（吉川区）を予定している。 

  

  ○高士幼年野球との協議（H29.11） 

・ 毎週土曜日（ＡＭ）に野球場を利用している。 

・ 高士小学校のグラウンド状態が悪いため、これまでどおり野球場を利用したい。 
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３ 対応（案） 

 ○体育館・研修室・野球場を廃止（条例廃止）し、次のとおり対応する。 

① 体育館及び研修室 

・ 買い手もなく、老朽化が著しいことから、取り壊して更地にする。 

  ② 野球場 

・ 高士幼年野球の意向を踏まえ、バックネット及び周辺ネットは取り壊さない。 

・ 利用がなくなった段階で、バックネット等を取り壊し、更地にする。 

 

４ 跡地の利用と管理（案） 

 ⑴ 地域（高士幼年野球）で定期的に利用する場合 

① 野球場用地等の利用したい土地 

・ 高士地区における公共的な団体（高士体育協会、振興協議会、町内会など）が市から無償で

借り受け、無償で管理・運営する。 

  ② その他利用しない土地 

・ 市で年数回の草刈りを実施する。 

※可能であれば、有償で地元団体に管理をお願いしたい。 

 

 ⑵ 地域で利用しない場合 

・ 敷地全部を市で年数回草刈りを実施する。 

※可能であれば、有償で地元団体に管理をお願いしたい。 

 

５ 今後の予定 

  平成 29年   12月 12日  地域協議会  協議経過と対応（案）を説明 

 

  平成 30年    1月     地域協議会    諮問・答申 

3月        市議会 3月定例会で条例廃止 

                       解体撤去（時期未定） 
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※市内の体育館の状況 

 
●平均値以下の施設の状況 

施設名称 
利用者数 

経過年数 備考 
H23～25平均 H28実績 

高士スポーツ広場（体育館及び研修室） 8,762 15,426 66 Ｈ30廃止予定 

柿崎上中山体育館  794 0 37 Ｈ29廃止 

大潟体育センター 14,735 12,552 38  

牧体育館 9,097 16,047 36  

柿崎体育館 9,400 8,641 35  

三和スポーツセンター 6,342 15,751 33  
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※市内のグラウンド等の状況 
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三和高士 ▲： 多目的広場・グラウンド

■： 野球場・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

 

 

●平均値以下の施設の状況 

施設名称 
利用者数 

経過年数 備考 
H23～25平均 H28実績 

高士スポーツ広場（野球場） 2,722 3,065 66 Ｈ30廃止予定 

高田公園ソフトボール場 6,373 6,215 54 Ｈ28廃止 

安塚和田スポーツ公園（多目的広場） 1,955 1,063 39  

板倉運動広場（多目的広場） 4,453 2,136 40  

柿崎総合運動公園野球場 6,948 5,558 38  

三和スポーツ公園（多目的広場） 1,422 4,279 36  

頸城明治野球場 829 325 36  

 



『高士の未来づくり懇談会』 

（高士地区にお住いの皆さんと高士区地域協議会委員との意見交換会） 

実施計画案 

 

１ 目 的 

  高士区地域協議会で自主的審議を進めるにあたり、地域の現状や課題を把握することや、

住民の考えや想いを知り自主的審議のテーマ設定に役立てるため、住民と委員による懇談

会を行う。また、地域協議会の活動内容や役割等について住民の理解を得ることで、高士

区の幅広い世代へ地域協議会をＰＲしていくことを目的とする。 

 

２ 実施方法 

①  対象者｜高士区の住民を対象とし、世代や所属団体などは限定せず幅広く募る。 

（町内会長・各種団体へは個別に案内する。） 

②  日 時｜平成３０年 月  日（  ） 午後６時３０分～（１時間半～２時間程度） 

        ※候補日：１月 26 日（金）～2 月 2 日（金）の中から平日の夜に実施 

③  会 場｜高士地区公民館 ２階 大会議室 

 

３ 意見交換会の内容 

 ① 出席者の自己紹介 

 ② 地域協議会の活動等について紹介 

 ③ 高士区の自主的審議に関する説明（これまでの取組等） 

 ④ 参加者と協議会委員による意見交換（懇談会） 

 

４ 出席者 

①  高士区地域協議会委員…１２名  

②  高士地区の町内会長…１４名（全員の出席を依頼） 

 ③ 高士地区の活動する各種団体 

 ④ 呼びかけで集まった高士区の住民 

 ⑤ 中部まちづくりセンター職員…３名 

 

５ 住民への周知方法 

①  町内会長へ案内送付 

②  住民が所属する団体への案内送付 

（地域活動支援事業の提案団体を中心に、高士区の住民が所属する団体へ案内文と

チラシを送付し、参加を促す。） 

③  1 月 15 日配布予定の地域協議会だより 
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高士区地域協議会 テーマ設定について 

 

１ テーマの方向性について 

   前回の地域協議会では、自主的審議のテーマを「人口減少の抑制」と位置

付けました。 

   ついては、どのようにして「人口減少の抑制」を行っていくか、重視する

方向性について協議します。 

 

対象 重視する方向性 

地域内 

（例）高士区の住環境の整備による住民の定住促進 

地域外 

（例）高士区の魅力発信による移住者の促進 

   ※参考資料：第 7 回地域協議会 資料 No.３ 

 

２ テーマ名について 

   具体的なテーマが決まりましたら、正式な自主的審議のテーマ名につい

て、協議します。 

 

案１ （１で決定した方向性）による人口減少の抑制について 

案２ 人口減少の抑制について 

案３ その他 

 

【決定したテーマ名】

資料３ 



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４


