
令和元年度 第３回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：令和元年６月４日（火）18:00 – 19:30 

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 – 19:25 

 ・地域活動支援事業について 

 

 

 

４ その他                           19:25 – 19:30 

第４回地域協議会の開催について 

 ６月１１日（火）午後６時００分～ レインボーセンター 第三会議室 

 

 

５ 閉  会 



【資料№１】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1 クリーンナップ上越ｉｎ五智事業 ひまわり會 416 415

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

2
五智公園の整備、有効活用支援
事業

五智公園を育てる会 302 301
五智公園の環境保全を行い、価値や魅力を一層
高めるため、植物の保護・育成、植物紹介パネル
の展示、湿地や林床の整備等を行う。

都市整備課、環境
保全課

課題なし

【都市整備課】
・許可済の公園制限行為及び公園施設について、
各許可条件を厳守し、適切に維持管理してくださ
い。
・事業内容に応じて、公園管理者（都市整備課）に
適宜情報共有を図るとともに、必要に応じて協議し
てください。

3 直江津駅前環境美化推進事業 我がまちを愛する会 75 74

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

4
認知症にやさしい地域づくりｉｎ直
江津事業

上越オレンジサポーター 488 487

認知症の人を支えるネットワークを広め、人にやさ
しいまちづくりを推進することを目的に、ＲＵＮ伴
（ランとも）新潟2019直江津エリアでのチラシの配
布や、認知症を理解するための公開講座を開催
する。

すこやかなくらし包
括支援センター

課題なし

5 「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

134 134

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」を行い、自然のサイクルを学
ぶ。

農政課 課題なし

6 鉄道の町「直江津」発信事業 直江津鉄道振興会 125 88
直江津が鉄道のまちであることを再確認するた
め、平成30年度に作成した市内の鉄道遺産をまと
めた冊子を増刷し、学習ツアーを行う。

交通政策課、観光
交流推進課

課題なし

7 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 489 480
「撮って発見直江津の魅力」をテーマに、直江津
の魅力を再発見・発信することを目的として、写真
コンテスト、写真愛好者の作品展示を行う。

8
第3回ビーチスポーツフェスティバ
ルｉｎ直江津事業

ビーチスポーツフェスティバ
ルｉｎ直江津実行委員会

1,043 708
直江津海岸の有効活用やビーチスポーツを通じ
た交流人口の拡大を目的にフェスティバルを開催
し、まちのにぎわいを創出する。

都市整備課、観光
交流推進課、ス
ポーツ推進課

課題なし

【都市整備課】
・船見公園や直江津海岸でのイベント開催に伴う手
続きは、新潟県直江津港湾事務所で行ってくださ
い。
・但し、公園内トイレの清掃、駐車場門扉の鍵、街灯
の管理は新潟県との協定により、上越市が管理し
ていますので、新潟県への手続き終了後、市にも情
報提供をお願いします。
・イベントに際し、施設に損傷のないように注意する
ほか、万一損傷した場合は、適切に届け出るものと
し、原形に復旧してください。
【スポーツ推進課】
・ビーチスポーツ関係団体と十分協議してください。

9 船見公園夕日コンサート2019事業
三八朝市周辺まちづくり協
議会

956 955

「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

・船見公園や直江津海岸でのイベント開催に伴う手
続きは、新潟県直江津港湾事務所で行ってくださ
い。
・但し、公園内トイレの清掃、駐車場門扉の鍵、街灯
の管理は新潟県との協定により、上越市が管理し
ていますので、新潟県への手続き終了後、市にも情
報提供をお願いします。
・イベントに際し、施設に損傷のないように注意する
ほか、万一損傷した場合は、適切に届け出るものと
し、原形に復旧してください。

事業内容の概要

令和元年度　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）
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【資料№１】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項
事業内容の概要

令和元年度　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）

10 「ライオン像のある館」活用事業
ライオン像の建物をまちづく
りに活かす会

395 394
ライオン像のある館（旧直江津銀行）の建物の周
知と魅力発信のため、さまざまな活用イベントを開
催する。

文化振興課 課題なし
・事業の実施に当たっては、支障がないよう、事前
に地域住民の方々と連携・調整を図るとともに、施
設管理者と協議してください。

11 直江津まちあるきガイドマップ事業
ライオン像の建物をまちづく
りに活かす会

616 615

直江津の魅力を発信するため、平成22年度に作
成し、その後も増刷してきた「旅情のまち　日本
海・直江津まちあるきガイドマップ」の内容を見直
し、新しい直江津まちあるきガイドマップを作成す
る。

観光交流推進課、
文化振興課

課題なし
【文化振興課】
・ガイドマップの記載内容については、文化振興課
と協議してください。

12 天王川クリーンナップ大作戦事業
ライオン像の建物をまちづく
りに活かす会

136 135
環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目
的に、直江津の重要な水辺空間である天王川を
市民全体で清掃する。

生活排水対策課、
生活環境課

課題なし

【生活排水対策課】
・不特定多数の方が清掃作業を行うことから、参加
者の安全確保に努め、作業中の事故には十分配慮
してください。
・雨天時には、天王川に大量の雨水が流入すること
から、気象予報等に留意するとともに、天候状況に
応じて作業の中止または延期の判断を適切に行っ
てください。

文化行政課、学校
教育課、産業立地
課、観光交流推進
課

課題なし

【文化行政課】
・冊子は完成後、参考資料とするため当課へ一部
寄贈（難しい場合は貸与）をお願いします。
【産業立地課】
・北前船日本遺産を活用して、市民の皆さんからふ
るさとへの誇りと愛着を深めてもらう主体的な事業
であることから市の施策に合致しています。
【観光交流推進課】
・「四十物祭り」について、「三・八の市」開設日に開
催される場合には、市が「露店市場管理業務」を委
託している「直江津三八市場振興会」及び「朝市出
店者との調整等に関する業務委託協定」を締結して
いる上越朝市組合との連携が必要となりますので、
事前に観光交流推進課へ協議くださるようお願いし
ます。

人権・同和対策室 課題あり

【人権・同和対策室】
・上越地域の歴史には差別を受けていた人々の歴
史もありますので、冊子の編集に際しては、ご配慮
ください。

14 《直江津港から元気発信》事業
直江津港周辺活性化協議
会

195 194

直江津港周辺の入り口でもある港橋のＰＲ用大型
看板の周辺の環境美化のため、地域が一体と
なって草刈りや清掃活動、菜の花の種まきを行
う。

15 寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協議
会

1,661 900

冬季の直江津港の活性化を図るため、「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。

16
上杉謙信公の城下町　文豪の町
直江津にぎわい事業

一般社団法人上越をわくわ
く楽しみ隊

340 339
直江津地区の歴史を知り、地域への愛着を深め
るため、加賀街道に案内看板を設置し、直江津の
歴史講座等を行う。

文化行政課、観光
交流推進課

課題なし

配分額
（単位：
千円）

9,700 差引 1,961 8,896 7,739

13
〈直江津の歴史・食・人・文化をつ
なぎ紡ぐ〉事業

まちおこし直江津 1,525 1,520

地域の歴史や文化を次世代に継承するため、「な
おえつものがたり」〈北前船が運んだもの〉編を作
成する。また、直江津の歴史的な人物「福永十三
郎」の遺徳を偲ぶ四十物祭を行う。
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