八千浦区地域協議会の取組について
令和 2 年 3 月 5 日現在

１

地域協議会について
（１）地域協議会
地域協議会は、さまざまな立場の住民の皆さん同士が地域で課題となっていることにつ
いて、より良い解決策を導き出していくための話し合いを行っています。
その解決方法等を議論し、地域としての意見を取りまとめ、市長に伝えるための機関で
す。
（２）地域協議会委員
・地域協議会委員は地域自治区内に住所がある公募に応じた人の中から選任されます。
・現在の八千浦区地域協議会委員（定数 12 人）は下記のとおりです。
（任期：H28.4.29～R2.4.28）
会長
副会長
笠原 武
笠原 幸博
仲田 紀夫
大島 進
（下荒浜）
（南荒浜）
（黒 井）
（西ケ窪浜）

２

坂口

晃義
（西ケ窪浜）

坂詰

喜範
（黒 井）

関川

関川

幹雄
（黒 井）

丸山

光雄
（遊光寺浜）

栁澤

渡辺

渡邉

修一
（夷 浜）

篤
（上荒浜）

信之
（黒 井）
孝三郎
（夷 浜）

地域協議会の取組について
（１）協議会の開催状況… 延べ 26 回
会場：八千浦交流館 はまぐみ
○平成 28 年度…8 回開催
○平成 29 年度…7 回開催
○平成 30 年度…6 回開催、
○令 和 元 年 度…5 回開催
※公開会議、会議録は市のホームページ等で公開
（２）自主的審議…

（３）諮問・答申… 0 件
諮問事項は、区内の重要な公共施設の設置・廃止などについて、市から意見を求めら
れたとき、
「住民生活にどのような影響があるか」という観点で話し合う案件のことを
いいます。話し合いの結果は、市長へ回答することになっています。
（４）地域活動支援事業の採択審査
地域活動支援事業は、地域における課題の解決を図り、地域の活力向上のため、地域
の皆さんが自発的・主体的に取り組む事業を支援する制度です。
地域協議会は、地域の望ましい姿を議論して事業採択の考え方や審査方法を決定し、
提案された事業の審査を行っています。
・平成 28 年度
・平成 29 年度
・平成 30 年度
・令 和 元 年 度

配分額
配分額
配分額
配分額

5,600 千円、採択件数 9 件、補助決定額 5,600 千円
5,600 千円、採択件数 9 件、補助決定額 5,600 千円
5,600 千円、採択件数 11 件、補助決定額 5,600 千円
5,600 千円、採択件数 11 件、補助決定額 5,600 千円

（５）意見交換会… 1 回
自主的審議事項などの議論の参考にするため意見交換会を実施しました。
・平成 30 年度

「海岸線の道路及び海岸のごみ問題について」関係町内会との意
見交換会

（６）委員研修… 2 回
自主的審議事項などの議論の参考にするため委員研修を実施しました。
・平成 28 年度 陸上自衛隊 高田駐屯地
・平成 30 年度 自主的審議事項「海岸線の道路及び海岸のごみ問題について」の審
議を進めるための現地視察

2件

自主的審議事項は、地域の課題などを議題に、地域協議会が自主的に話し合う案件のこ
とをいいます。話し合いの結果、地域で対応できないものは、市政運営の中で実現を求
めるため、市に意見書という形で伝えることもできます。
【現在の審議内容】
○跨線橋の草刈りについて（平成29年2月審議開始）
草刈りの現状を把握するため、関係する各町内会長からお話を伺い、担当課も
交えて協議を重ねてきました。
現在、地域協議会としては、町内会で解決できない事情が生じた際、再度協議し
ていくこととしています。
○海岸線の道路及び海岸のごみ問題について（平成 29 年 2 月審議開始）
海岸線道路における飛砂の堆積、海岸来訪者によるごみの投棄、漂着ごみの堆積
等について、住民負担の軽減、事故防止等について継続的に審議を行っています。

（７）地域協議会だよりの発行… 12 回
地域協議会の活動状況を地域の皆さんに広く周知するため、地域協議会だよりを発行
し、全戸配布しました。
・平成 28 年度 3 回
・平成 29 年度 3 回
・平成 30 年度 3 回
・令 和 元 年 度 3 回

平成28年度

地域活動支援事業採択事業一覧
《

区

名

Ｎｏ

事業の名称

団体等の名称

採択額
（単位:千円）

順不同

》

事業内容

1

バスケットボールを通
マリンドリームズやち
じての地域活性及び青
ほ
少年の健全育成事業

バスケットボールを通じ、子どもの健全育成及び団
体生活の重要性を子どもに伝えるとともに、クラブ
450
活動の一環として地域貢献活動に取り組むことによ
り、地域を愛する心を育む。

2

幼年野球を通じた地域
幼年野球八千浦スピ
活性化・青少年の健全
リッツ
育成事業

200

3

防犯灯を整備する事業

八千浦区
（配分額）
5,600千円

幼年野球を通じて地域の子どもたちの健全な育成を
図るとともに、地域の活性化につなげることを目的
とし、チーム備品の整備と、併せて地域住民との交
流、地域貢献活動を行う。

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

地域の交通安全・犯罪防止のため、市道黒井貨物
880 線、黒井5号線、南荒浜1号線に防犯灯を設置し、住
民及び通勤者・通学者の安全を確保する。

4

西ケ窪浜少年消防隊育 西ケ窪浜少年消防隊育
成会事業
成会

夏季訓練にて規律訓練、体力づくりを実施すること
により、隊員である地域の子どもたちの健全育成を
180 図るとともに、幼少期から消防・防災活動への意識
付けを行うことを通じて将来の地域防災の担い手育
成を図る。

5

下荒浜消防部少年消防 下荒浜消防部少年消防
隊夏季研修事業
隊後援会

445

6

八千浦地区活性化・青
少年育成事業「第7回 海まつり実行委員会
八千浦地区海まつり」

7

夷浜少年消防隊夏季訓
夷浜少年消防隊育成会
練事業

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
922 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

追加 やちほ文化展はまぐみ やちほ文化展はまぐみ
1 市事業
市実行委員会

地域の活性化と住民の交流促進・八千浦地区のPRの
461 ため、スポーツハウスはまぐみを会場にフリーマー
ケット（はまぐみ市）を開催する。

追加 八千浦地区米大舟保
2 存・伝承事業

地域の融和や地域の文化の活性化を図るために、八
979 千浦地区の先人たちにより伝承されてきた「夷浜米
大舟」の保存・伝承を行う。

小計

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

規律正しい集団生活を通じ責任感のある人間形成に
寄与すること、地域に住む同世代の仲間や青年世代
との交流を図ること、次代の地域を担う人材を育成
することを目的に夏季研修を実施する。

地域住民と小・中学生、保護者が、砂浜および隣接
の特設会場での様々な活動を通して触れ合い、海に
1,083 面した地域の特色を体験的に学ぶことによって、地
域住民の融和や将来の地域を担う世代の郷土愛を醸
成する。

5,600

平成29年度

地域活動支援事業採択事業一覧
《

区

名

八千浦区

Ｎｏ

事業の名称

団体等の名称

採択額
（単位:千円）

順不同

》

事業内容

1

夷浜少年消防隊夏季訓
夷浜少年消隊育成会
練事業

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
855 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

2

やちほ文化展はまぐみ やちほ文化展はまぐみ
市事業
市実行委員会

地域の活性化と住民の交流促進、八千浦地区のPRの
494 ため、スポーツハウスはまぐみを会場にフリーマー
ケット（はまぐみ市）を開催する。

3

バスケットボールを通
マリンドリームズやち
じての地域活性及び青
ほ
少年の健全育成事業

バスケットボールを通じ、子供の健全育成及び団体
生活の重要性を子供に伝えるため、用具の整備を行
270 うとともに、県外の大会へ参加する。また、クラブ
活動の一環として地域貢献活動に取り組むことによ
り、地域を愛する心を育む。

4

上越市八千浦地区音楽 八千浦小・中学校後援
活動交流事業
会

八千浦小学校児童及び八千浦中学校生徒による金管
演奏及び吹奏楽演奏の活動充実のため、楽器を補充
し、児童の活動意欲を高める。あわせて、地域の行
1,835
事や特別養護老人ホームで演奏発表をし、地域住民
と交流することにより、地域全体で子供を育てると
いう機運の醸成を図る。

5

八千浦地区活性化・青
少年育成事業「第8回 海まつり実行委員会
八千浦地区海まつり」

地域住民と小・中学生、保護者が、砂浜及び隣接の
特設会場での様々な活動を通して触れ合い、海に面
1,111 した地域の特色を体験的に学ぶことによって、地域
住民の融和や将来の地域を担う世代の郷土愛を醸成
する。

6

八千浦区小・中学生育
八千浦小学校ＰＴＡ
成事業

自主事業の街頭指導、下校指導及び海まつりへの出
107 店など、各種ＰＴＡ活動を通じて、地域との交流や
児童の健全育成を図る。

7

下荒浜消防部少年消防 下荒浜消防部少年消防
隊夏季研修事業
隊後援会

規律正しい集団生活を通じ責任感のある人間形成に
寄与するとともに、地域に住む同世代の仲間や青年
417
世代との交流を目的に、次代の地域を担う人材を育
成するために夏季研修を実施する。

8

西ヶ窪浜少年消防隊育 西ヶ窪浜少年消防隊育
成事業
成会

夏季訓練にて規律訓練、体力づくりを実施すること
により、隊員である地域の子供たちの健全育成を図
225 るとともに、幼少期から消防・防災活動への意識付
けを行うことを通じて将来の地域防災の担い手育成
を図る。

9

幼年野球を通じた地域
幼年野球八千浦スピ
活性化・青少年の健全
リッツ
育成事業

幼年野球を通じて地域の子供たちの健全な育成を図
るとともに、地域の活性化につなげることを目的
286
に、チーム備品を整備し、地域住民との交流、地域
貢献活動を行う。

（配分額）
5,600千円

5,600

平成30年度

地域活動支援事業採択事業一覧
《

区

名

Ｎｏ

事業の名称

団体等の名称

採択額
（単位:千円）

順不同

》

事業内容

1

下荒浜消防部少年消防 下荒浜消防部少年消防
隊夏季研修事業
隊後援会

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
446 の加入促進のため、夏季研修（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

2

幼年野球を通じた地域
幼年野球八千浦スピ
活性化・青少年の健全
リッツ
育成事業

幼年野球を通じた子どもたちの健全育成を目的に、
チーム備品の整備及び夏期合宿を実施し、定期的な
129 練習を行うとともに各種大会に参加する。また、地
域行事への参加や美化活動に取り組み、地域住民と
の交流を行う。

3

バスケットボールを通
マリンドリームズやち
じての地域活性及び青
ほ
少年の健全育成事業

4

八千浦地区安全・安心 八千浦地区明るい町づ
な地域づくり事業
くり協議会

住民・通学者の安全及び防犯対策を確保するため、
1,163 国道８号下荒浜－夷浜間の歩道に防犯灯を設置し、
防犯パトロールを実施する。

5

やちほ文化展はまぐみ やちほ文化展はまぐみ
市事業
市実行委員会

八千浦交流施設はまぐみを会場に、はまぐみ市（フ
619 リーマーケット）とやちほ文化展を開催し、地域の
活性化と住民の交流促進・八千浦地区のPRを行う。

6

八千浦地区活性化・青
少年育成事業「第9回 海まつり実行委員会
八千浦地区海まつり」

7

西ヶ窪浜少年消防隊育 西ヶ窪浜少年消防隊育
成会事業
成会

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
203 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

8

夷浜少年消防隊夏季訓
夷浜少年消防隊育成会
練事業

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
125 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

9

上越市八千浦地区音楽 八千浦小・中学校後援
活動交流事業
会

八千浦小学校児童及び八千浦中学校生徒による金管
演奏及び吹奏楽演奏の活動充実のため、楽器を補充
901 し、児童の活動意欲を高める。併せて、地域の行事
や特別養護老人ホームで演奏発表をし、地域住民と
交流することにより、地域の活性化を図る。

10

ニュースポーツを通じ
八千浦地区明るい町づ
た交流促進・健康増進
くり協議会
事業

618

八千浦区
（配分額）
5,600千円

11

地域の魅力発信事業

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

80

バスケットボールを通じた子どもの健全育成を目的
に、定期的な練習を行うとともに各種大会、交流会
等に参加する。また、地域行事への参加や美化活動
に取り組み、地域住民との交流を行う。

地域住民の融和と郷土愛の醸成を図るため、西ヶ窪
浜海岸を会場に地域住民と小・中学生、保護者が、
1,090 ステージ発表やブース出店など様々な活動を通して
触れあい、海に面した地域の特色を体験的に学ぶ
「海まつり」を開催する。

地域住民の運動不足の解消と地区のスポーツ行事の
マンネリ化を防ぎ、多くの地域住民に行事へ参加し
てもらうため、バブルボールを購入し、健康増進と
健康意識の高揚を図る。

八千浦区の海や砂浜などの自然環境や区内で実施し
ている様々な地域行事（海まつり、体育大会、やち
ほ文化展等）や学校行事等を、ドローンを活用し、
226
魅力的な映像として残し、ホームページやイベント
等で情報発信することにより、地域の活性化と地域
住民の交流を図る。
5,600

令和元年度

地域活動支援事業採択事業一覧
《

区

名

Ｎｏ

事業の名称

団体等の名称

採択額
（単位:千円）

順不同

》

事業内容

1

バスケットボールを通
マリンドリームズやち
じての地域活性及び青
ほ
少年の健全育成事業

バスケットボールを通じた子どもの健全育成を目的
に、定期的な練習や各種大会、交流会等に参加す
75
る。また、地域行事への参加や美化活動に取り組
み、地域住民との交流を行う。

2

西ケ窪浜少年消防隊育 西ヶ窪浜少年消防隊育
成会事業
成会

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
237 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

3

八千浦地区活性化・青
少年育成事業「第10回 海まつり実行委員会
八千浦地区海まつり」

1,150

4

上越市八千浦地区音楽 八千浦小・中学校後援
活動交流事業
会

八千浦小・中学校の児童及び生徒による演奏活動の
充実のため、楽器を補充する。併せて、地域の行事
1,118
や特別養護老人ホームで演奏発表を行い、地域住民
と交流することにより、地域の活性化を図る。

5

やちほ文化展はまぐみ やちほ文化展はまぐみ
市事業
市実行委員会

八千浦交流施設はまぐみを会場に、はまぐみ市（フ
378 リーマーケット）を開催し、地域の活性化と住民の
交流促進・八千浦地区のPRを行う。

6

夷浜少年消防隊夏季訓
夷浜少年消防隊育成会
練事業

地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団へ
550 の加入促進のため、夏季訓練（体力づくり、規律訓
練、体験学習など）を実施する。

7

幼年野球を通じた地域
幼年野球八千浦スピ
活性化・青少年の健全
リッツ
育成事業

8

八千浦区を気球に乗っ
八千浦地区明るい町づ
て空から見てみよう事
くり協議会
業

八千浦区
（配分額）
5,600千円

追加 「八千浦地区海まつ
1 り」10周年記念事業

海まつり実行委員会

西ヶ窪浜海岸を会場に地域住民と小・中学生、保護
者が、ステージ発表やブース出店など様々な活動を
通してふれあい、海に親しむ「海まつり」を開催す
る。

幼年野球を通じた子どもたちの健全育成を目的に
チーム備品を整備し、定期的な練習や各種大会に参
99
加する。また、地域行事への参加や美化活動に取り
組み、地域住民との交流を行う。
429

地域住民の交流促進と地域活性化を図るため、熱気
球搭乗体験イベントを実施する。

海まつり10周年を記念してオリジナルキャラクター
を制作し、オリジナルキャラクターを使ったTシャツ
230 やステッカーを作成する。また、三味線奏者に公演
していただき、海まつりの一層の盛り上がりを図
る。

追加 文化、創作を通じた地 八千浦地区明るい町づ
2 域活性化交流促進事業 くり協議会

1,046

「やちほ文化展」の運営をスムーズに行うため、パ
ネルを購入するほか、パネルを保管するための倉庫
を整備する。また、スタッフジャンパーを購入し、
やちほ文化展や他行事にも着用する。

伝統文化の鑑賞及び創
追加
八千浦地区明るい町づ
作活動を通じた地域活
3
くり協議会
性化交流促進事業

288

八千浦地区明るい町づくり協議会主催「やちほ文化
講演会」にて落語体験型ワークショップや落語鑑賞
を行い、地域住民（小・中学生を含む）が伝統芸能
文化を知る機会を創出する。

5,600

