
有田区地域協議会の第 3期（４年間）の取組について 

令和 2年 2月 20日現在 

１ 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。 

・現在の有田区地域協議会委員（定数 16人：現在 1名欠員）は下記のとおりです。 

（任期：H28.4.29～R2.4.28） 

会長  

熊木 敏夫 

（安江 1） 

副会長  

秋山 千惠子 

（三田新田） 

副会長 

青木 ユキ子 

（安江 2） 

 

飯塚  

（三田） 

 

市川  禅 

（春日新田 1） 

牛木 幸一 

（佐内町） 

大原 久雄 

（福田） 

樺沢 早苗 

（安江） 

栗間 良子 

（春日新田 5） 

髙橋  

（三ツ橋新田） 

髙橋 秀樹 

（佐内町） 

野島 賢一 

（安江 2） 

長谷川 陽一 

（春日新田 2） 

平井 弘一郎 

（塩屋新田） 

山﨑 栄一 

（上源入） 

 

２ 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 

・平成 28年度 9回 

   ・平成 29年度 6回 

   ・平成 30年度 6回 

・令和元年度  5回  

 

（2）自主的審議… 1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。 

◎「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月審議開始） 

   現在、具体的な活用案については、有田地区町内会長協議会において検討してい

くこととしており、地域協議会としては、町内会長協議会と連携・情報共有を図る

こととしています。 

 

（3）諮問事項… 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。 

   

※会場はカルチャーセンター 

会議録は市のホームページ等で公開 



 

 

 

 （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 配分額 8,500千円、採択件数 12件、補助決定額 8,493千円 

・平成 29年度 配分額 8,600千円、採択件数 12件、補助決定額 8,600千円 

 ・平成 30年度 配分額 8,700千円、採択件数 10件、補助決定額 8,700千円 

  ・令和元年度  配分額 8,800千円、採択件数 10件、補助決定額 8,800千円 

 

（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 28年度 小猿屋小学校区町内会長等との懇談会（平成 29年 2月実施） 

  

（6）地域協議会だよりの発行… 延べ 11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  2回  

    

 

           

              



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
有田地区高齢者いきい
き支援事業

有田地区老人クラブ連
合会

296
高齢者の生きがいと地域で子どもを育てる観点か
ら、ゲートボールを通して高齢者と子どもたちとの
交流会を行う。

2
有田地区の史跡散歩地
図作成に関する事業

有田地区の史跡散歩地
図を作成する会

573

散歩しながら有田地区の歩みを学び、郷土愛を育成
するため、「史跡散歩地図」を作成し、学校、町内
会、老人会等に配布することで、散策のツールとす
る。

3
有田わくわくフェスタ
事業

有田こどもフェスタ実
行委員会

235

世代間の交流を図り、地域全体で子どもたちを育て
ていくきっかけづくりのため、講師の補助は中学生
ボランティアが担い、大人も子どもも一緒に楽しめ
る「有田わくわくフェスタ」を開催する。

4
有田区防災士会活動装
備品整備事業

有田地区町内会長協議
会

179

災害時に備え、有田区防災士会の装備品を充実させ
ると共に、各町内会毎に被災時における対処方法の
確認と防災意識の啓発を図るため防災訓練を実施す
る。

5
有田地区運動普及推進
事業

有田地区運動普及推進
協議会

129

地域住民の体力の維持向上と運動習慣の定着で健康
づくりをさらに推進し、地域内での交流促進を図る
ため、健康ウォークや体力測定等の活動に必要な器
具を整備する。

6
直江津東地域学校教
育・家庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

450
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の
充実を図るため、「教育要覧」、「教育ハンドブッ
ク」を発行し、各家庭等に配布する。

7
有田地区体育・レクリ
エーション協会事業

有田地区体育・レクリ
エーション協会

800
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、輪投
げ大会、自然散策、親善ソフトバレーボール大会、
体育祭などを実施する。

8
第７回マリンロード３
５０プチ花壇コンテス
ト事業

３５０同友会 898
国道350号線周辺地域の活性化を図るため、昨年に引
き続きプチ花壇コンテストを開催する。

9
直江津東中学校区小・
中学生キャリア教育支
援事業

直江津東地域学園運営
協議会

2,706

小・中学生の自立支援、若手リーダーの育成等を地
域全体で支え合う機運の醸成を図るため、地域の企
業や中学校の卒業生、地域住民の協力を得て、仲間
づくり活動や講演会の開催、職場体験成果発表会、
立志式等を実施する。

追加
1

交通安全活動装備品整
備事業

一般財団法人上越交通
安全協会有田支部

703
有田区内の子どもたちを始めとする住民の交通安全
のため、街頭指導の際に着用する装備品を整備し、
交通安全運動を行う。

追加
2

有田区防災士会活動装
備品整備事業（追加事
業）

有田地区町内会長協議
会

108

災害時に備え、有田区防災士会の装備品をさらに充
実させると共に、各町内会毎に被災時における対処
方法の確認と防災意識の啓発を図るため防災訓練を
実施する。

追加
3

有田地区小学校区集会
用簡易ステージ配置活
用事業

有田地区町内会長協議
会

1,416

指定避難所である小学校に、集会用簡易ステージを
配置することで、災害時の住民への各種伝達時の本
部位置や指示・指令場所が明確となり、混乱なく対
応できると共に、地域行事にも有効活用する。

8,493

有田区

（配分額）
8,500千円

小計

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 補助採択額
（単位:千円）

事業内容

1
有田地区の史跡散歩地
図作成に関する事業

有田地区の史跡散歩地
図を作成する会

616

散歩しながら有田地区の歩みを学び、郷土愛を育成
するために作成した「史跡散歩地図」をより活用し
やすいよう改訂し、学校、町内会、老人会等に配布
することで、散策のツールとする。

2
有田わくわくフェスタ
事業

有田こどもフェスタ実
行委員会

235

世代間の交流を図り、地域全体で子供たちを育てて
いくきっかけづくりのため、地域の大人が各種体験
講座の講師となり、講師の補助を中学生ボランティ
アが担うことで、大人も子供も一緒に楽しめる「有
田わくわくフェスタ」を開催する。

3
交通安全活動の推進事
業

一般財団法人上越交通
安全協会有田支部

547
有田区内の子供たちを始めとする住民の交通安全の
ため、街頭指導の際に着用する装備品を整備し、交
通安全運動を行う。

4
地域防犯の普及啓発事
業

有田地区防犯組合 100

地域内各所に防犯の普及啓発を図る防犯活動のぼり
旗を掲揚し、注意喚起を行う中で防犯パトロールを
実施することで、より充実した住民の安心・安全に
寄与する。

5
直江津東地域学校教
育・家庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

220
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の
充実を図るため、「教育要覧」を発行し、各家庭等
に配布する。

6
直江津東中学校区小・
中学生キャリア教育支
援事業

直江津東地域学園運営
協議会

2,310

小・中学生の自立支援、若手リーダーの育成等を地
域全体で支え合う機運の醸成を図るため、地域の企
業や中学校の卒業生、地域住民の協力を得て、仲間
づくり活動や講演会の開催、職場体験成果発表会、
立志式等を実施する。

7
有田地区小学校音楽演
奏活動支援事業

有田地区小学校後援会 2,199

有田区内の各種行事を盛り上げる小学校２校のス
クールバンドの楽器を整備し、より充実した演奏を
披露することで、行事の成功の一翼とするととも
に、地域住民の憩いや潤いを与え、地域活性化に寄
与する。

8
有田地区体育・レクリ
エーション協会事業

有田地区体育・レクリ
エーション協会

700
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、輪投
げ大会、自然散策、親善ソフトバレーボール大会、
体育祭などを実施する。

9
第８回マリンロード３
５０プチ花壇コンテス
ト事業

３５０同友会 609
国道350号線周辺地域の活性化を図るため、昨年に引
き続きプチ花壇コンテストを開催する。

追加
1

有田地区高齢者いきい
き支援事業

有田福祉の会 170

カルチャーセンターを拠点に実施している「すこや
かサロン」の内容を充実させることで、更なる高齢
者支援と地域全体で支え合う基盤を作り、地域活性
化を図る。

追加
2

交通安全活動の推進事
業（追加事業）

一般財団法人
上越交通安全協会有田
支部

184

有田区内の子供たちを始めとする住民の交通安全の
ため、街頭指導の際に着用する装備品を更新整備
し、交通安全運動を行うことで、児童及び指導員等
の安全確保を図る。

追加
3

有田地区小学校地域連
携活動支援事業

有田地区小学校後援会 710

地域住民及び地域の各種団体で行う地域連携活動を
推進するため、打合せ会議等に必要な環境整備を行
うことで、これまで以上に学校と地域、地域住民同
士の積極的で充実した活動につなげる。

8,600

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

有田区

（配分額）
8,600千円



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 補助採択額
（単位:千円）

事業内容

1
有田わくわくフェスタ
事業

有田こどもフェスタ実
行委員会

285

世代間の交流を図り、地域全体で子どもたちを育て
ていくきっかけづくりのため、講師の補助は中学生
ボランティアが担い、大人も子どもも一緒に楽しめ
る「有田わくわくフェスタ」を開催する。

2
有田地区高齢者いきい
き支援事業

有田福祉の会 738

カルチャーセンターを拠点に高齢者の介護予防につ
ながる通いの場として実施している「すこやかサロ
ン」の内容を充実させることで、更なる高齢者支援
と地域全体で支え合う基盤を作り、地域活性化を図
る。

3
直江津東地域学校教
育・家庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

560
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の
充実を図るため、「教育要覧」「教育ハンドブッ
ク」を発行し、各家庭等に配布する。

4
有田地区体育・レクリ
エーション協会事業

有田地区体育・レクリ
エーション協会

700
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、輪投
げ大会、自然散策、親善ソフトバレーボール大会、
体育祭などを実施する。

5
直江津東中学校区小・
中学生キャリア教育支
援事業

直江津東地域学園運営
協議会

2,150

小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域
全体で支援するために、地域の企業や中学校の卒業
生、地域住民の協力を得て、仲間づくり活動や講演
会の開催、職場体験成果発表会、立志式等を実施す
る。

6
第9回マリンロード350
プチ花壇コンテスト事
業

350同友会 837
国道350号線周辺地域の活性化を図るため、芝桜帯を
充実させたり、昨年に引き続きプチ花壇コンテスト
を開催する。

追加
1

有田地区高齢者いきい
きスポーツ推進事業

有田地区老人クラブ連
合会

261
高齢者の健康の保持増進や社会参加、生きがいづく
りを推進することを目的に、グランドゴルフの講習
会の開催や他地区との交流試合を行う。

追加
2

春日新田、安江、佐内
町、三ツ屋町、松村新
田、上源入13町内伝統
行事活性化事業

春新13町内会 1,949
各町内の伝統行事に地域住民の参画を促し、地域活
性化を図るために、祭り半てんや笛、編み笠などを
揃える。

追加
3

有田地区小学校音楽演
奏活動支援事業

有田地区小学校後援会 350

有田区の各種行事を盛り上げることを目的に、有田
小学校のスクールバンドのユニフォームを作成し、
有田小学校と春日新田小学校で不足している楽器の
補充を行う。

追加
4

有田地区教育・文化活
動推進事業

有田地区町内会長協議
会

870

有田区の教育・文化活動の推進を目的に、有田小学
校と春日新田小学校で、地域住民による読み聞かせ
やおはなし会、プロジェクターやスクリーンを活用
した研修会等を開催する。

8,700

平成30年度　地域活動支援事業採択事業一覧

有田区

（配分額）
8,700千円



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 補助採択額
（単位:千円）

事業内容

1
有田地区いきいき支援
事業

有田福祉の会 632

カルチャーセンターを拠点に高齢者の介護予防につ
ながる通いの場として実施している「すこやかサロ
ン」の内容を充実させ、必要な備品を備えること
で、更なる高齢者支援と地域全体で支え合う基盤を
作り、地域活性化を図る。

2
有田わくわくフェスタ
事業

有田こどもフェスタ実
行委員会

275

世代間の交流を図り、地域全体で子どもたちを育て
ていくきっかけづくりのため、講師の補助は中学生
ボランティアが担い、大人も子どもも一緒に楽しめ
る「有田わくわくフェスタ」を開催する。

3
「有田地区の歩み」
（仮称）を発行する事
業

「有田地区の歩み」を
発行する会

1,181
有田地区の地域の社会事象の変化を知り、地域を愛
する心を育成するため、地域の歴史（特に近代）を
冊子にまとめる。

4
直江津東地域学校教
育・家庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

408
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の
充実を図るため、「教育要覧」「教育ハンドブッ
ク」を発行し、各家庭等に配布する。

5
直江津東地域防災・防
犯活動支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

1,684
直江津東中学校区の住民の防災、防犯活動に活用す
るため、「直江津東中学校区地図」の作成及び配布
を行う。

6
有田地区体育・レクリ
エーション協会事業

有田地区体育・レクリ
エーション協会

700
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、輪投
げ大会、自然散策、親善ソフトバレーボール大会、
体育祭などを実施する。

7
上越市立直江津東中学
校野球グランド整備事
業

直江津東中学校野球部
保護者会

471
直江津東中学校の生徒たちが、安全・安心にグラン
ドで部活動できる環境を作るために、生徒、保護者
が一緒に整備を行う。

8
有田地区小学校音楽演
奏活動支援事業

有田地区小学校後援会 481

有田区の各種行事を盛り上げることを目的に、有田
小学校と春日新田小学校で専門家による演奏技術講
習会を行うほか、春日新田小学校で不足している楽
器の補充を行い、活用する。

9
直江津東中学校区小・
中学生キャリア教育支
援事業

直江津東地域学園運営
協議会

2,440

小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域
全体で支援するために、地域の企業や中学校の卒業
生、地域住民の協力を得て、仲間づくり活動や講演
会の開催、職場体験成果発表会、立志式等を実施す
る。

10
第10回マリンロード
350プチ花壇コンテス
ト事業

350同友会 528
国道350号線周辺地域の活性化を図るため、昨年に引
き続きプチ花壇コンテストを開催する。

8,800

令和元年度　地域活動支援事業採択事業一覧

有田区

（配分額）
8,800千円


