
平成２９年度 第４回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：平成２９年６月２日（金）18:00 – 19:00 

会場：レインボーセンター 第三会議室 

 

１ 開  会                          18:00 – 18:02 

 

 

２ 会長あいさつ                        18:02 – 18:05 

 

 

３ 議 題 

【協議事項】                         18:05 – 18:45 

 ・平成２９年度地域活動支援事業について 

提案者へのヒアリング（質疑応答） 

提案№ 事業名 予定時刻 

11 《直江津港から元気発信》事業 18：10～ 

12 ビーチフェスティバルｉｎなおえつ事業 18：20～ 

14 佐渡寒ブリ祭り事業 18：30～ 

 

 

４ その他                           18:45 – 19:00 

・視察研修について 

・第５回地域協議会の開催について 

 ６月 ７日（水）午後６時００分～ レインボーセンター 多目的ホール 

 

 

５ 閉  会 



資料№１

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1
篠笛を普及し地域文化に
貢献する事業

篠笛を楽しむ会 97 96

祇園ばやしの伝承と篠笛の音色の美しさを普及するため、篠笛の
教室を開催し、笛の吹き方の基礎から祇園ばやしはもちろんのこ
と、童謡・民謡・歌謡曲を取り入れることで、小中高年者まで幅広く
地域文化を普及させるさきがけを作ると共に、町内融和を図る。

文化行政課 課題なし
(参考）
平成29年3月21日　県指定無形民俗文化財（風俗慣習）に指定
　「直江津・高田衹園祭の御旅所行事と屋台巡行」

2
クリーンナップ上越in五智
事業

ひまわり會 485 484

海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化の
ため、小学校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、ス
イセン、コスモスなどの花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施す
る。

生活環境課 課題なし

3 『米作り体験』事業
新光町３丁目町内会
米作り体験実行委員
会

141 140
休耕田を活用し、地域の子供たちを募り、米作り体験を実施する。
収穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を実施し、世代
間交流を図る。

農政課 課題なし
「新光町3丁目117-1」の農地は、「主食用水稲」として作付する計画となっており、米
の作付は可能です。

4
直江津駅前環境美化推
進事業

我がまちを愛する会 92 92
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理する
とともに、環境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に
明るさと癒しを提供する。

道路課 課題なし

5
五智公園の整備、有効
活用支援事業

五智公園を育てる会 157 156
五智公園の価値や魅力を一層高めるとともに、利用しやすさを高め
るために、植物の保護・育成、植物紹介パネルの展示、遊歩道の整
備等を行う。

都市整備課
環境保全課

課題なし

【都市整備課】
・上越市が管理する都市公園であることから、看板設置等に先立ち、設置位置の現
地立ち合いなど事前協議を行うとともに、上越市都市公園条例に基づく公園施設設
置許可申請を行うこと。
・施設の所有及び維持管理については、申請者が行うこと。
・工事の実施に際し、施設に損傷のないように注意すること。万一損傷した場合は、
原形に復旧すること。

6
昭和・平成の直江津の自
然災害等の検証と今後を
見据え伝える事業

昭和・平成の直江津
を愛する会

651 640
直江津の自然環境の変化や自然災害等の記録をまとめた冊子を
作成し、地域住民で学習会を開くなど共有することで、直江津の住
みよさに活かすなど、次代に繋いでいく一助とする。

危機管理課
文化行政課
総務管理課（公
文書センター）

課題あり

【総務管理課（公文書センター）】
① 既存の著作物を利用する場合は、著作権法に従い、許される範囲で行ってくださ
い。図版の掲載にあたっても、著作権者や所蔵者の権利を侵害しないように手続き
をとる必要があります。さらに、出版物には出典や所蔵者を必ず明記してください。
② 記述や図版が人権を侵害したり、差別を助長したりするおそれがないか十分に確
認をしてください。

【文化行政課】
・冊子発行後、参考とするため当課へ1部寄贈（難しい場合は貸与）をお願いします。

7
直江津区小学生育成事
業

ヴィーナスウイング 478 470
地域住民が参加する合同バレーボール体験会を開催し、多くの住
民に小学生バレーボールでの活躍を知ってもらい、地域ぐるみで子
ども達を育成すると共に、世代間交流と地域活性化を図る。

体育課
教育総務課

課題あり

【体育課】
・学校体育施設開放事業のバレーボール支柱との整合
　市では、学校体育開放施設事業を実施するにあたり、バレーボールの支柱を各小
中学校に設置しており、市として支柱の老朽度と安全性を考慮しながら新しいものに
順次入れ替えています。
直江津南小学校の支柱は、現在、入れ替え対象とはなっていないことから、学校体
育施設開放事業の支柱の代替としては、必要ないものと考えます。
なお、提案書の事業が学校体育施設開放事業以外の目的で実施され、備品（支柱）
を購入する場合は、特に意見はありませんが、備品の管理は適正に行うようお願い
します。

【教育総務課】
備品の適正管理の観点から、明確な表示等により事業主体所有備品と学校備品と
の区分け管理が適正に行えるのであれば、購入に支障はありません。
ただし、事業主体所有備品の修繕・メンテナンス費用は、事業主体から負担いただく
ことになります。

事業内容の概要

平成29年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧（担当課所見あり）

担当課所見
№ 事業の名称 団体等の名称

複数の区
に提案し
ている場

合

事業費等（単位:千円）



事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項
事業内容の概要

平成29年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧（担当課所見あり）

担当課所見
№ 事業の名称 団体等の名称

複数の区
に提案し
ている場

合

事業費等（単位:千円）

8 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 197 177
多くの地域住民が福島城の歴史と文化に興味を持ち、地域に対す
る誇りと愛着心が一層高揚するよう、資料館の整備や運営及び資
料館を出発点とした歴史ＭＡＰウォークを開催する。

文化行政課
教育総務課
用地管財課
観光振興課

課題なし

【教育総務課】
　旧古城デイホームに出入りするには、古城小学校の正面敷地内を通過することに
なります。児童活動中の時間帯は、車両の運転等は特にご注意いただく必要があり
ます。
また、展示会の開催を検討されていますが、学校職員との連絡・調整を十分に行い
計画されるようお願いします。

【用地管財課】
　新資料館の整備予定施設である旧デイサービス古城は、現在、市として使用する
予定がなく、将来、市が公用又は公共用の目的で使用するまでの間は、その一部を
提案者へ貸し付ける予定です。
　当該施設は、国及び県の補助金を活用して整備していることから、高齢者支援課
において、補助金で整備した施設に係る財産処分の手続きを進めています。貸付
（新資料館の整備）開始は、この財産処分の手続き完了後になります。
　また、提案者が当該施設を新資料館として整備することについて、上越地域消防
事務組合消防本部予防課に確認したところ、消火器１本を用意する必要があるとの
指摘を受けましたので、提案者において、消火器を用意してください。

9
『なおえつ物語』発信事
業

三八朝市周辺まちづ
くり協議会

278 277

「旅情あふれる物語のまち・直江津」の紙芝居を区内小学校など町
内で上演し、多くの子ども達をはじめ地域住民に地元への愛着と誇
りを感じてもらい、それを地域内外に発信することで、更なる地域間
交流を図る。

産業振興課
文化振興課
文化行政課
学校教育課

課題なし

【産業振興課】
　当課所管の新水族博物館を核とした地域活性化検討会で実施している事業との
連携について、直江津まちづくり活性化協議会と協議していただきたい。

【文化行政課】
・案内板について、設置位置や設計図、文面等を当課まで情報提供願います。

10
船見公園夕日コンサート
事業

三八朝市周辺まちづ
くり協議会

748 747
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周辺
の各町内や団体並びに世代を超えて交流することにより、地域住民
の繋がりが深まり、地域全体で活性化の機運を高める。

都市整備課 課題なし
【都市整備課】
施設を所管する新潟県（直江津港湾事務所）へ占用申請を行うとともに、協定に基
づき維持管理を行っている当課へ事前協議を行うこと。

11
《直江津港から元気発
信》事業

直江津港周辺活性
化協議会

1,113 1,112

直江津港の釣り場解放に伴い、釣り客に対し安全な場所での釣りと
ゴミの持ち帰りを啓発するためのアピール看板を設置する。また、
大型の直江津ＰＲ看板設置場所の周りに花を植栽し環境整備を行
うことで来訪客のおもてなしを行う。

産業立地課
新水族博物館整
備課

課題あり

【産業立地課】
①課題の内容
　期待する目的や効果の範囲が多岐にわたることもあり、あらかじめ提案者におい
て看板の表記内容等、港湾管理者（新潟県）と十分に協議する必要があると考えら
れます。
②課題解決の見通し（所見）
　・考え方等の再整理によります。
　・港湾管理者との協議によります。
③その他
　・看板内容に関し、港湾管理者（新潟県）と十分協議する必要があると考えられま
す。
　・直江津港湾地域のごみ拾いが「佐渡汽船ターミナルからみなと風車公園まで」と
ありますが、直江津港の臨港地区としてそれ以東のほうが広いため、この範囲でも
実施の検討をされてはいかがかと考えます。

【新水族博物館整備課】
①次年度以降の活動見通し（提案書2-(6)）から、新水族館の紹介文やイメージ図等
を掲載する場合は、当面の間、看板盤面の変更を予定してないことを考慮する必要
があります。
②紹介文やイメージ図等の掲載に当たっては、担当課の助言を踏まえて検討してく
ださい。
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事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項
事業内容の概要

平成29年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧（担当課所見あり）

担当課所見
№ 事業の名称 団体等の名称

複数の区
に提案し
ている場

合

事業費等（単位:千円）

12
ビーチフェスティバルｉｎな
おえつ事業

公益社団法人上越
青年会議所

1,424 823
船見公園で行われているビーチバレーボールマリンカップ大会に併
せて、「ビーチフェスティバル」を開催することにより、直江津の海岸
を盛り上げ、地域活性化と交流人口の増加を図る。

都市整備課
観光振興課
体育課
文化振興課

課題なし

【都市整備課】
施設を所管する新潟県（直江津港湾事務所）へ占用申請を行うとともに、協定に基
づき維持管理を行っている当課へ事前協議を行うこと。

【文化振興課】
① 事業開催日の９月10日は、旧直江津銀行の公開日ではありません。
②旧直江津銀行の使用を希望される場合は、文化振興課と事前協議をお願いしま
す。（臨時の建物公開を検討します）

13
子どもたちのための「な
おえつものがたり」〈地域
食編〉事業

まちおこし直江津 1,370 1,330

平成24年及び25年に発刊した『子どもたちのための直江津物語』の
「かたち編」及び「人物編」に加え、地域の大人と子ども達で地域の
食文化について考える「地域食編」を作成することで、次世代への
直江津文化の継承につなげていく。

文化行政課
学校教育課

課題なし
【文化行政課】
・冊子発行後、参考とするため当課へ1部寄贈（難しい場合は貸与）をお願いします。

14 佐渡寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性
化協議会

1,737 1,000
冬季の直江津港の活性化を図るため、「佐渡寒ブリ祭り」を開催す
る。祭りでは、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販
売、地域住民による催し物、地域活動の紹介など地域のＰＲを行う。

なし

残額

7,544
配分額
（単位：
千円）

9,700 差引 2,156 8,968
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別紙（ヒアリングにおける質問事項） 
  

 直江津区提案書に関する質問と回答 

（ヒアリングにおける質問事項） 
 

【提案番号 11】 事業名：《直江津港から元気発信》事業 

質問番号 質 問 内 容 

質問 1 

 税金を使った事業として、どうしても 3年での看板撤去が早すぎると考えま

す。看板の 3年保証とありますが、そういう理解をするしかないのでしょうか。 

 また、土地の地権者からの契約期間の約束については、最初の提案でそのお

話が出ていなかったように思いますが、いかがでしょうか。 

質問 2 

大型看板及び立て看板の内容については、既存の看板は当補助金を活用し

て設置しており、その際も関係部署と十分協議して設置したものと思います

が、なぜ今になって県から注意を受けているのでしょうか。 

今回の提案についても、しっかり計画を立てて臨むことが必要だと思いま

すが、現在、市関係課や県とどのようなお話をされ、今後どのように協議を

していこうと考えておられるか具体的に教えてください。 

  



別紙（ヒアリングにおける質問事項） 
 

直江津区提案書に関する質問と回答 

（ヒアリングにおける質問事項） 
 

【提案番号 12】 事業名：ビーチフェスティバルｉｎなおえつ事業 
 

質問番号 質 問 内 容 

質問 1 
各種目のコート作り（ゴミや石拾いなど）が大変だと思いますが、どのよう

に実施されるのでしょうか。 

質問 2 
前夜、天候が荒れた場合、当日の朝まで海岸に流れ着くゴミ等もあり、リス

クが多いと思いますが、対応はどのように考えておられますか。 

質問 3 

事業を継続するに当たり、実行委員会が中心になること、また、入場料や出

展費で賄うとのことですが、他の協力に任せる部分が大きいと感じます。 

事業の継続性について、青年会議所としてどのように責任を持って実行され

るのか、今一度教えてください。 

 



別紙（ヒアリングにおける質問事項） 
 

直江津区提案書に関する質問と回答 

（ヒアリングにおける質問事項） 

 

【提案番号 14】 事業名：佐渡寒ブリ祭り事業 
 

質問番号 質 問 内 容 

再質問 1 

事業が定着したことは良いことですし、集客のために販売価格を下げること

も分かりますが、補助金制度終了後の事業継続を考えて、受益者負担（少なく

ともブリの材料費分）を増やすことが必要と考えます。 

改めて、事業の目的や事業に対する思い、今後の活動の見通しを教えてくだ

さい。 

 



視察研修資料 
（平成 29年 6月 2 日現在） 

 

 

平成 29年度 直江津区地域協議会視察研修の開催について（素案） 

 

 

１ 視 察 日 【候補】7月 7日（金）、7月 13日（木）、7月 19日（水） 

（午前 7時 30分から午後 6時 30分頃まで） 

 

２ 視 察 先  群馬県富岡市（富岡製糸場周辺商店街等） 

 

３ 視 察 内 容  世界遺産富岡製糸場を活用したまちづくり（おもてなし等）に

ついて 

 

４ 視 察 目 的 

世界遺産富岡製糸場への観光客に対して、周辺のまちがどのようなおもてなし

をしているか、取組等を学ぶことで、新水族博物館を活用した直江津のまちづく

りのために何をすべきか、当地域協議会の自主的審議（直江津まちづくり構想）

の参考とする。 

 

５ 視察予定者  直江津区地域協議会委員 18名、事務局市(職員 2名) 計 20人 

  

６ 視 察 行 程 (7：30集合・出発) 

 

7：30 直江津（ﾚｲﾝﾎﾞｰｾﾝﾀｰ）出発 →上信越自動車道(上越 IC→富岡 IC)→ 

 

10：30 富岡市（まちなか観光物産館）到着 【研修】→ 12：00 昼食（  ）→  

 

13：00 富岡商店街見学 → 14：30 富岡製糸場見学 → 15：30 出発 →  

 

18：30 直江津（ﾚｲﾝﾎﾞｰｾﾝﾀｰ）着 

 

７ 視察場所について 

【研修】10：30～12：00 

・依頼先：富岡市（世界遺産部観光おもてなし課） 

・関係団体等：富岡商店街連合会、富岡商工会議所、㈱まちづくり富岡 

・参考にしたい内容 

①お客受入（おもてなし）の取組 

    ②取組への準備（仕掛けづくり）をどのようにされてきたか。 

 

【見学】13：00～14：30 

・予定：富岡商店街、富岡製糸場 

・参考にしたい内容 

①まちの雰囲気やおもてなし方を確認 

②お客受入(おもてなし)の取組の確認及び感想やまちづくりへの思い  

を聞く。 

 


