
平成２９年度 第２回金谷区地域協議会 

 

次 第 

 

日時：平成29年5月16日(火)午後6時～ 

会場：福祉交流プラザ 第1会議室  

 

 １ 開  会 

 

 ２ 議題等の確認 

 

３ 議題 

（１）平成29年度地域活動支援事業について          （１１５分） 

 

（２）自主的審議事項「金谷区小学校区（特に黒田小学校区）における地域 

連携施設の設置」について                （３０分） 

 

４ 事務連絡 

 

５ 閉 会 



自主的審議事項「金谷区小学校区（特に黒田小学校区） 
における地域連携施設の設置」について 

テーマ 協議内容 

①課題の背景 〈石野委員の提案書〉 

・地域との連携したコミュニティ活動等 

・児童と地域や地域内のふれあいをもてる 

・黒田小学校区内においては全くコミュニティ活動の場（施設・広

場）がない。（地域連携活動が取れない） 

○実際に現在行われている具体的な取組 

②課題の現状 ○取組の課題 

③今後の見通し ○取組の見通しと、改善後の見通し 

④地域、住民への

影響 

○取組の影響と、改善後の影響 

⑤期待する効果 〈石野委員の提案書〉 

・放課後児童クラブと多目的スペースを併設した施設により地域年

配者等とのふれあい等を通じ、小学校を中心とした学校・地域・

家庭・各団体のスクラムを組む体制強化につながる。 

○具体的な取組内容と、その効果 

 

資料№1 



新規 総事業費 助成希望額 助成率

市関係課 南部まちづくりセンター 拡充 維持 A（円） B（円） B/A（％）

1 滝寺まちづくり協議会
滝寺自然公園整備と環境
保全・保護活動事業

地域の自然環境を活かした住民参加の
活動を通し、地域住民の交流を図ること
を目的に、ミズバショウ自生地の保全や
毘沙門堂周辺の整備等を行う。

【中山間地対策】
【まちづくりの啓発】

【文化行政課】　課題なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 220,000 220,000 100.00%

2 大貫協議会
金谷山周辺地域の歴史的
文化遺産の維持継承を図
る事業

多くの市民に矢澤綱四郎の業績を周知
するとともに、地域の方の故郷を愛する
心を育むため、矢澤綱四郎の顕彰碑を
建立し学習会を開催するほか、会津墓
地と臥蛇池周遊道の清掃維持活動を行
う。

【観光振興】
【教育文化】

【文化振興課】　課題なし
【文化行政課】　課題なし

・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 1,705,520 1,500,000 87.95%

3
後谷・名水桜清水の
会

里道（旧後谷線）の整備事
業

歴史的に貴重な里道を地域の財産とし
て整備し、地域内外に周知するため、里
道の整備を行うほか、自然学習会や散
策会などを実施する。

【観光振興】
【中山間地対策】
【まちづくりの啓発】
【教育文化】

【道路課】　課題なし
【農林水産整備課】　課題なし

・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 2,351,180 2,351,000 99.99%

4 高田西小学校後援会
金谷山太鼓継承・振興事
業

児童と地域住民との交流と、金谷山太
鼓の継承・保存を目的に、地域の先輩
から太鼓の技能の伝承を受け、地域行
事で演奏を行う。

【まちづくりの啓発】
【教育文化】

【教育総務課】　課題なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 455,240 451,000 99.07%

5 金谷地区振興協議会
金谷区全域の防犯灯の
LED化による住民の安全
安心事業

地域の防犯意識の高揚と安全・安心な
まちづくりの推進を目的に、地域防犯パ
トロール活動を強化するとともに防犯灯
のＬＥＤ化を行う。

【安全安心】 【市民安全課】　課題なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 3,348,000 3,348,000 100.00%

6 正善寺紫陽花会
正善寺ダム周辺の紫陽花
の維持管理及び水質保全
と環境美化事業

地域住民のまちづくり活動の意識の高
揚と観光振興を目的に、正善寺ダム及
び県道沿線のアジサイの維持管理とラ
イトアップを実施する。

【観光振興】
【中山間地対策】
【施設の利用促進】

なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 141,200 141,000 99.86%

7 南スナイパーズ 幼年野球活性化事業

金谷区の子どもたちに野球の楽しさを
教え、心身ともに健康な少年少女を育
成するため、野球指導によるからだづく
りを行うほか、地域行事への参加を積極
的に行う。

【少子高齢化対策】
【教育文化】

なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 370,000 370,000 100.00%

8 上越ホタルの会
金谷山ホタルの里環境・教
育・福祉・ＰＲ活動事業

金谷山周辺の観光振興及び活性化等
を目的に、ホタルの里の環境保全活動
や観賞道路の整備等を行う。

【観光振興】
【教育文化】

なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 972,000 972,000 100.00%

平成29年度地域活動支援事業　提案概要一覧【金谷区】（確定版）
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新規 総事業費 助成希望額 助成率

市関係課 南部まちづくりセンター 拡充 維持 A（円） B（円） B/A（％）

整理
№

提案団体名 事業名 事業概要
所見 既存提案団体が考える

優先採択事業項目

9 黒田小学校後援会
黒田小学校区地域いきい
き活動事業

地域住民の学校行事への参加を促し、
地域に開かれた学校づくりを推進するた
め、黒田小学校区大運動会に地域住民
が参加する種目を設け、その後の学校
行事への参加につなげる。

【安全・安心】
【少子高齢化対策】
【教育文化】

なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 60,000 50,000 83.33%

10
上越交通安全協会飯
支部

金谷区飯支部の交通安全
確保事業

交通安全の発生を防止し、地域の安
全・安心に寄与するとともに、明るい地
域づくりを推進するため、立哨指導、自
転車教室の開催などを行うほか、道路
に停止線を引きドライバーに注意喚起
する。

【安全・安心】
【市民安全課】　課題なし
【道路課】　課題なし

・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 135,000 135,000 100.00%

11
金谷北地区農村元気
会

金谷北地区農村元気会拠
点化のための土地埋め立
て・出店事業

地域住民や観光客から散策に訪れても
らうための拠点整備を行うため、滝寺集
落開発センター北側の土地を整地し、
野菜の直売イベントを実施する。

【観光振興】
【まちづくりの啓発】
【教育文化】

【農林水産整備課】　課題なし
【道路課】　課題なし
【ガス水道局維持管理課】　課題なし

・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 4,658,600 2,658,000 57.06%

12 ＮＧＯモノサシ
上正善寺地区エネルギー
自給型竹林整備事業

地域全体で環境を守る機運の醸成を図
るため、荒れた竹林の雑木を間伐し、竹
炭に加工するワークショップを開催す
る。

【中山間地対策】 【農林水産整備課】　課題なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 812,128 800,000 98.51%

13 上越南ミニバス教室
金谷地区児童のスポーツ
振興及び子どもの健全育
成を図る事業

児童の体力の向上のほか、基本的な社
会的マナーを身に着けることを目的に、
ミニバスケットボールの練習のほか、他
地域の子どもたちとの交流会を実施す
る。

【少子高齢化対策】 なし
・他制度との重複はなく、申請内容
に不備はありません。

○ 298,420 270,000 90.48%

15,527,288 13,266,000 85.44%

予算額 8,500,000

差引額 -4,766,000
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