平成２７年度

第５回津有区地域協議会
次

第

日時：平成２７年９月９日(水) 午後６時３０分～
会場：公民館津有分館 １階 中会議室

１ 開

会

２ 会長挨拶

３ 議 題
（1）委員視察研修について

（2）地域活動支援事業に係る意見・課題及び改善策等について

（3）地域活動フォーラム開催に係る事例発表候補者の推薦について

（4）自主的審議につなげるための津有区の現状分析について

４ その他
（1）地域協議会だよりの速報版について

（2）次回の開催日について

５ 閉

会

資料№１
平成２７年度 津有区地域協議会委員視察研修について
１

目的
地域協議会委員の見識の向上、及び日頃の委員活動の一助とするため、地域協議会単
位で視察テーマを定め実施するものです。

２

昨年度の内容
長岡市の栃尾地区の「農村レストラン＆直売所すがばたけ」を訪れ、地域資源を活用
した「まちづくり」を行う「農事組合法人 越後田舎の親類村」の方から、少子高齢化が
進んだ地域において、地域資源を生かした活動方策や現状と課題等について学びました。
また、山古志地区の「復興交流館」や「アルパカ牧場」などを訪れ、中越大震災を経
験した地元の方から、震災当時の状況や、復興を目指して「まちづくり」に取り組む様
子などを伺いました。

３

検討事項
⑴ 実施の有無
■ 平成２７年度地域協議会委員視察研修を「実施する」

・

「実施しない」

⑵ 実施時期
■ 第１候補日：１１月１３日（金）
※視察先の都合により、この日を第１候補日とさせていただきます。
■ 第２候補日：１１月１６日（月）～２０日（金）
※第１候補日で皆さんのご都合が合わない場合は、上記５日間の中で、第２候補日
を１日選定してください。
⑶

研修内容（案）
■ 研修テーマ…「世代・地域を超えてつながるまちづくり」と「ふるさとの魅力継承」
■ 視察先…① 小布施町の「小布施若者会議」及び「地域の未来づくり会議」
② 中野市の「中野市豊田農産物加工施設」
■ 視察内容
① 小布施若者会議の実行委員の方から、若い世代が中心となってまちづくりを行
う様子や、地域の中で世代を超えて交流を行う様子等、
「若い世代がまちづくり
に参加するための取組」について学びます。
② 豊田農産物加工施設利用組合の方から、
「農村に住む女性の可能性を信じ、楽し
みながら活動していくとともに、若い世代にふるさとの味や食文化を伝えてい
くための取組」について学びます。

※例年であれば、事務局からいくつかのテーマとそのテーマに沿った視察先の候補を
ご案内するところですが、今年度は委員の任期最後の年であるため、この４年間、
委員の皆さんが「自主的審議につなげるための現状分析」として、協議してきた内
容や、その結果見えてきた地域の現状や課題等を踏まえ、正副会長と事務局で、視
察研修のテーマと視察先の候補を提案させていただきます。

地域活動支援事業に係る地域協議会からの意見・課題及び改善策等【津有区】
No

1

2

意見・課題の内容

改善策

市への報告等の判断

津有区では毎年、配分額に対して補助
【協議会として市へ報告が 必要 ・ 不要】
希望額が超過しているため、「満額採
択」としたい事業であっても「減額採択」
過去の提案状況及び採択 【左記以外の意見等】
となっているのが現状である。一方で、
状況等も考慮して、各区へ
配分額が余り、追加募集を行ったり、市
の配分額を決定する。
へ返納している区もある。今の配分方法
では、本当に必要な事業に補助金を充
てられていないのではないか。

採択事業（特に備品等を購入した事
業）について、補助金で購入した備品
（のぼり旗、ユニフォーム等）が、継続し
て活用されているかを調査するような仕
組みが必要だと思う。

【協議会として市へ報告が 必要 ・ 不要】
－

【左記以外の意見等】

【協議会として市へ報告が 必要 ・ 不要】
3

ハード事業（備品の購入等）のみの提
案とならないよう、ソフト事業（イベントの
開催等）と併せて提案するよう周知が必
要だと思う。

－

【左記以外の意見等】

地域活動支援事業（津有区）採択事業一覧表
年度 Ｎｏ

事業の名称

団体等の名称

高齢者の健康維持や生活機能の低下を防ぎ、『元気で自立した高齢者が
多いまち』を目指し、健康・食育・趣味等の講習会や、地域の子どもたちとの
共同作業による花壇作りを行った。

233

2 津有地区地域づくり事業 津有地区地域づくり協議会

440 化祭・健康ウォーク・生活環境改善学習会を開催した。

地域全体で行うあいさつ
雄志中学校区青少年育成会議
4 運動事業

上雲寺小学校創立140周

5 年記念事業

上雲寺小学校最寄会

公共花壇管理による世代
戸野目長寿会
6 間交流事業

安全安心な地域防犯力
7 の向上活動事業

津有地区町内会長協議会

戸野目スポ少 既存道具
8 の老朽化に伴う道具更新 戸野目スポーツ少年団
と新規道具購入の事業
桐原地区子ども健全育成
桐原町内会
9 事業

上雲寺小学校区子ども健
1 全育成 安全・安心事業 上雲寺小学校最寄会

若葉旗争奪野球大会開

2 催事業

津有北部地区健康増進

3 地域活性化事業

若葉クラブ

津有北部地区スポーツクラブ

戸野目スポーツ少年団
バレー部大会用ユニ
4 フォーム更新とインフルエ 戸野目スポーツ少年団
ンザ対策用具購入の事業

Ｈ２７

事業内容

野尻・稲地区高齢者いき
野尻・稲福寿会
1 いき事業

Ｈ26 津有北部地区ス
3 ポーツクラブ 夏祭り事業 津有北部地区スポーツクラブ

Ｈ２６

採択額
（単位:千円）

長面町内会
公民館施設創立５０周年
5 に際し看板・遊具・広場等 長面町内会
の修理見直し事業

6 津有地区地域づくり事業 津有地区地域づくり協議会

公共花壇による高齢者の
7 健康増進と環境保全・ま 平成町松翠会
ちづくり事業
安全安心な地域防犯力
8 の向上活動事業
上雲寺幼年野球活性化

9 事業

津有地区町内会長協議会

上雲寺幼年野球

地域住民全体を対象として、地域の一体感の醸成を図ることを目的に、文

410

子どもから高齢者まで気軽に参加できる津有北部地区の夏祭りを開催す
るにあたり、新たにアイスシェーバー・鉄板焼き機を購入し、より祭りを盛り
立てた。

132

各地域において、中学生を中心に様々な行事で『あいさつ運動』を展開
し、あいさつを通じて、家庭・学校・地域で、大人と子ども、大人同士、子ども
同士のコミュニケーションを広げた。

911

上雲寺小学校創立１４０周年の記念事業として、児童・保護者及び地域住
民により陶板を作成し、校舎内階段壁面に設置した。また、校歌のオルゴー
ル、記念写真をプリントしたファイル、記念要覧を作成し配布することで、地
域の活性化及び児童の健全育成につなげた。

824

戸野目小学校の児童と戸野目長寿会が一緒に公共花壇の花苗・球根等
の定植を行うことで、世代間交流を図った。また、作業に伴い公共花壇の整
備・改修及び定植に必要な用具の購入を行った。

1,954

津有地区住民の安全・安心を確保するため、各町内管理の防犯灯をLED
灯に交換するとともに、防犯パトロールの強化及び危険個所の点検を行
い、地域の防犯性を高めた。
長期使用に伴い老朽化が目立つ野球道具の更新や、バレー指導者のユ

450 ニフォームの新調を行い、各大会に参加した。
536

子どもたちが安全に遊べる「すべり台」と、保護者同士の交流や高齢者・
子どもたちの休憩のための「ベンチ」を公園に設置し、住民同士のコミュニ
ケーションの場をつくった。

244

子どもたちが安全に安心して登下校が行えるよう、地域住民で「安全みま
もり隊」を結成し、通学路の横断歩道で「みまもり活動」を行うために必要な
「のぼり旗」と「ベスト」を整備し、より活発に活動する。

268

小中学生の体力向上とスポーツ精神の高揚を図ることを目的とした野球
大会を実施するにあたって必要となる「クラブユニフォーム」を購入し、より
一層活気ある大会運営を行うとともに、野球を通じて青少年の健全育成を
行う。

352

スポーツを通じて、住民の健全な心身の育成を図ることや、笑顔あふれる
地域づくりに寄与することを目的とした「グラウンドゴルフ大会」を開催する
にあたって必要なグラウンドゴルフ用具を整備し、より活気ある大会を開催
する。

240

長期使用に伴い老朽化が進んだバレー部のユニフォームを更新するとと
もに、冬季の試合で使用するベンチコートを購入することで、安全安心で活
気ある活動を行う。

179

町内公民館の創立５０周年を記念し、看板の更新を行う。また、老朽化の
進んだ広場の遊具の修理を行い、子どもたちが安全に安心して遊べる環境
を整える。

1,100

地域住民全体を対象とした諸活動を通じて地域住民の一体感の醸成を図
ることを目的に、文化祭・健康ウォーク・生活環境改善学習会を開催する。
また、前島密翁生誕１８０周年記念事業として、のぼり旗及び紙芝居を作成
し、各行事で活用する。

603

高齢者の健康増進を図る事や生きがいづくりを目的とした、公共花壇の花
苗・球根等の定植、水まき等の活動を行う。また、作業に伴い必要な用具の
購入を行う。

2,385

津有地区住民の安全安心を確保するため、各町内管理の防犯灯をLED
灯に交換するとともに、防犯パトロールの強化及び危険個所の点検等を行
い、地域の防犯をより良くする。
子どもたちがより良い環境で野球に取り組むことができるよう、必要な用

529 具を購入し、各種大会へ出場する。

※平成２７年度事業の内、津－３、津－４、津－６、津－７は、１２月までに事業の完了が見込めないため、対象外とします。

資料 No,４

皆さんから出たアイディア①～⑦の中で、
『津有区地域協議会として取り組み
たいテーマ』について、協議し決定します。

上記のテーマを達成するための具体的な取り組みについて、前回と前々回の会議では、
出席された全委員からアイディアをいただきました。その内容をまとめたものが下記の
①～⑦です。
本日からは、下記のアイディアの中で、実現したい項目の絞り込みを行いたいと思い
ます。また、絞り込んだテーマをより具体化し、実現に結びつけていきたいと思います。

①

少子高齢化が進む中で、雄志中学校区全体で連携できるような仕組

⑥

みを考えたい。
津有区の人口減少が進む中でも、津有区に引っ越して来た方がいる
ので、その方たちに、「津有区を選んだ理由」や「津有区の良いと
こり」等を伺い、参考にしたい。
地域団体と「地域課題の共有」や「情報交換」を行い、出てきた課
題を「地域活動支援事業」を活用して解決していく。
若い世代を地域へ呼び込む仕組みを検討したい。
地域の高齢者へのアンケートを実施し、出てきた課題等を「地域活
動支援事業」を活用して解決していく。
お年寄りが、徒歩で気楽に通えるようなサロン等の仕組みを検討し

⑦

たい。
夫婦や家族が交流できるような地域イベントを検討したい。

②

③
④
⑤

絞り込んだテーマに、必要な事項等を追加し、より具体化するための協議を
します。

