
令和元年度 第３回牧区地域協議会 次第 

 

日時：令和元年７月９日（火） 

午後６時３０分～ 

会場：牧区総合事務所３０１会議室 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 協議事項 

 ・令和元年度上越市地域活動支援事業について 

 

 

 

４ 連絡事項 

 ・各区の自主的審議事項の取組状況について 

 

 

 

５  閉  会 

 

 

 

 

 



令和元年度 地域活動支援事業採択事業一覧    （単位：千円） 

                              

番号 団体名 事業の名称 事業内容の概要 

① ② 
減額 

（②－①） 
事業完了予定 補助金 

希望額 
採択額 

1 
牧区地区協議会
連絡会議 

地域の活性化促進事業 

地域の活性化と発展持続性、地域外への情
報発信を目的に、「まき深山のともしび」を
開催する。また、重機等をレンタルし、冬期
間におけるイベントの支援を行う。 

998 702 ▲296 令和２年２月 

2 小川町内会 小川公園新設事業 

お年寄りの引きこもり防止及び地域住民の
議論や活動を通じて団結力を高めるため、
空き地を利用し気軽に利用できる公園を整
備する。また、子どもたちに地域の自然を体
験してもらい、定住の人材確保を図る。 

853 540 ▲313 令和元年６月 

3 
牧区 山百合ダ
ンスサークル 

いきいき健康づくり体
操普及事業 

地域住民がお互いに支え合い、健康を維持
し、明るく元気に自立した生活ができるよ
うにすることを目的に、健康づくり体操の
研修会等を開催し、普及活動を行う。 

100 56 ▲44 令和元年１２月 

4 屋号を残す会 
屋号を活かし、地域を
活性化させる事業 

高齢化が進む地区の「屋号」を調査し、表札
を作成することで、日本が誇るべき文化を
後世に伝えるとともに、集落全体の活動を
通し、牧区定住者の育成と生活環境の維持
向上につなげる。 

399 252 ▲147 令和２年２月 

5 上牧町内会 
地域交流、歴史、番所を
活かした教育広場事業 

昨年度に本事業を活用し復元した「口留番
所」について、小学校の勉強会開催や観光客
で来場者が増えている。来場者が現地にて
安全に歴史等が学べるようにすること及び
地域交流、元気なまちづくりを推進するた
め、設備・環境の整備を行う。 

500 281 ▲219 令和元年８月 

6 牧文化協会 
「うたって・おどって・
みて」楽しい暮らしを
応援事業 

生涯学び続けることの楽しさを伝え、文化
活動参加者や鑑賞者の裾野を広げ、牧区で
の健やかな暮らしを応援する。また、生涯学
習を通して暮らしに明るさ、楽しさを感じ、
交流等を大切にする方が増えることで、牧
区全体の暮らしが健やかになる。 

319 202 ▲117 ― 

7 
ＮＰＯ法人牧振
興会 

地域づくり活性化事業 

牧区の現状について知り、話し合うことで、
牧区に必要なものの方向性を捉え、地域住
民で助け合い、支え合うための仕組みの構
築を目指す。また、牧区を客観的に見つめ、
豊かな知識の向上を図るため、施設等の視
察を行う。 

726 459 ▲267 令和２年１月 

8 牧剣友会 
牧剣友会発足 35 周年
記念交流剣道事業 

人口減少や少子化が進む牧区において、剣
道を通して子どもたちと関わり合い、他チ
ームとの交流や保護者同士の連携、地域交
流を推進するため、記念大会を開催する。 

477 301 ▲176 令和元年１２月 

9 川上地区協議会 川上 山里の風事業 

各種イベントを通して、地域住民が安らぎ
や誇りを感じ絆を深めることを目的に、国
登録有形文化財「川上会館」を整備し、継続
的にイベント等が開催できるよう管理して
いく。併せて、山間地や木造会館の魅力を地
区内外へ発信していく。 

946 598 ▲348 令和元年７月 

10 
レストハウス
「けやき」周辺
整備の会 

沖見地区観光拠点づく
り事業 

平成 30年度に本事業を活用してレストハウ
ス「けやき」前の荒廃地を整備し、併せて周
辺遊歩道の整備と八重桜の苗木の植栽を行
った。活動を継続し、沖見地区の観光の拠点
とする。 

261 165 ▲96 令和元年１２月 

11 牧商工会 
サマーナイトイベント
開催事業 

イベントを通して、地域の賑わい創出と地
域商工業者や地域経済の活性化を図るた
め、継続事業としてサマーナイトイベント
を開催する。また、地域住民との更なる融和
を目的に、区内中学生が制作するイルミネ
ーションロードを設置する。 

930 588 ▲342 令和元年１０月 

12 
牧クロスカントリ

ースキークラブ 

クロスカントリースキ
ー活動情報及び安全イ
ンフラ整備事業 

子どもたちのさらなる活躍を目指し、元気
あふれる牧っ子の育成に取り組むため、ス
キー大会における情報インフラ及び安全な
練習環境を整備する。 

523 331 ▲192 令和２年３月 

13 棚広新田町内会 棚広新田魅力発見事業 

集落外の人々に対する当集落の魅力の発信
及び交流を通して集落の活性化を図るとと
もに、定住者を確保するため、イベントを開
催する。 

176 111 ▲65 令和元年１０月 

14 
牧区老人クラブ
連合会 

上越市牧区老人クラブ
連合会創立 50 周年記
念事業 

高齢者の経験と知恵を活かし、牧区の活性
化と生きがいづくりを推進するため、講演
会を含めた記念式典を開催する。 

654 414 ▲240 令和２年１月 

合 計 7,862 5,000 ▲2,862 ― 



現在審議中のテーマ

高田区
①高田公園周辺の雨水排水対策について（平成29年10月19日～）
②雁木の保存を考えたまちづくりについて（平成30年5月21日～）
③買い物弱者の発生・増加と中心市街地の衰退について（平成30年10月15日～）

新道区
①新道区内における公の施設（芙蓉荘・新道地区公民館・富岡児童館等）の老朽化と
今後の整備について（平成30年9月6日～）

金谷区 ①金谷区の観光・イベントについて（平成31年1月23日～）

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（平成29年8月22日～）
②春日山城跡の観光振興策について（平成29年8月22日～）
③安全・安心に暮らせる春日区とする方策について（平成29年8月22日～）

諏訪区 ①諏訪区内への移住促進策について（平成29年6月7日～）

津有区 ①少子高齢化対策について（平成30年2月27日～）

三郷区
①三郷区における高齢者支援の取組について（平成28年10月31日～）
②三郷区の人口減少について（平成30年2月22日～）

和田区
①雪を生かした地域づくりの推進について（平成29年7月26日～）
②住民組織の充実と地域活性化について（平成29年7月26日～）

高士区 ①人口減少の抑制について（平成30年1月30日～）

直江津区
①直江津まちづくり構想について（平成25年2月14日～）
②消防団のあり方について（平成25年2月14日～）
③防犯灯の設置や維持管理のあり方について（平成25年2月14日～）

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（平成28年10月4日～）

八千浦区 ①海岸線の道路及び海岸のごみ問題について（平成28年10月24日～）

保倉区 ①地域の安全・安心について（平成30年12月10日～）

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（平成28年10月14日～）
②地域支え合い事業について（平成29年10月5日～）

谷浜・桑取区 ①谷浜・桑取区の子育て支援について（平成24年10月29日～）

安塚区 ①地域活動における人員不足について（平成30年2月19日～）

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（平成29年6月23日～）

大島区 ①少子化対策について（平成27年8月10日～）

柿崎区
①柿崎区保育園にかかる課題と今後について（平成26年11月26日～）
②柿崎区内の公共交通の在り方について（平成30年9月18日～）

大潟区
①大潟区の魅力発見・発信について（平成29年3月14日～）
②鵜の浜温泉の活性化について（平成31年4月26日～）

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～）

吉川区
①地域消防団への支援活動及び今後について（平成29年11月14日～）
②防災無線を含む情報伝達の確保について（平成29年11月14日～）

中郷区
①「勝馬投票券」の特定財源について（平成27年7月23日～）
②未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくりについて（平成31年2月21日～）

板倉区 ①板倉区観光振興の明確な方向付けについて（平成25年7月29日～）

清里区

①中山間地域の振興について（平成27年10月26日～）
  ・具体的課題「道路除草」について（平成29年11月22日～平成31年1月22日）
　・次の具体的課題の設定について、協議を開始予定（平成31年3月15日～　）
②「空き家対策」について（令和元年6月24日～）

名立区 ①ろばた館の存続に向けて（平成30年3月20日～）

各区の自主的審議事項の取組状況


