
 

保倉区地域協議会の取組について 
          令和 2年 2月 28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。 

・現在の保倉区地域協議会委員（定数 12人）は下記のとおりです。 

（任期：H28.4.29～R2.4.28） 

会長 

 宮川 和市 

（五野井） 

副会長  

 善一 

（下百々） 

池田 つえ子 

（上名柄） 

大堀 幸子 

（下五貫野） 

佐野 和明 

（下名柄） 

中島 厚 

（上青野） 

早津 輝雄 

（下吉野） 

松林 剛 

（岡沢） 

丸山 隆夫 

（中青野） 

山岸 功 

（駒林） 

 一枝 

（小泉） 

渡邉 良禎 

（下青野） 

 

２ 地域協議会の取組について  

  （１）協議会の開催状況… 延べ 25回 

     会場：保倉地区公民館 

     ○平成 28年度…6回開催     ○平成 29年度…7回開催 

○平成 30年度…7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）自主的審議事項… 1件 

     地域協議会は、地域における課題等について自主的に審議することができます。審議の

結果については、必要に応じて、市長に意見書を提出し、市政での実現を求めていくこ

とができます。 

      【これまで主な審議内容】 

○地域の安全・安心について（平成 30年 12月 10日審議開始） 

        現在、地域住民の皆様が安心して暮らせる地域にしていくため、防災面について

の話し合いを行っており、災害時の対策や防犯対策について協議を進めてきまし

た。 

 

 

 

 

（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 配分額 5,100千円、採択件数 17件、補助決定額 5,083千円 

       ・平成 29年度 配分額 5,100千円、採択件数 13件、補助決定額 5,096千円 

       ・平成 30年度 配分額 5,100千円、採択件数 15件、補助決定額 5,038千円  

       ・令和元年度 配分額 5,100千円、採択件数 14件、補助決定額 5,086千円 

 

（５）意見交換会… 2回 

   保倉区が抱えている問題や課題等を共有するため、意見交換会を実施しました。 

    ・平成 28年度 保倉地区町内会長連絡協議会との意見交換会 

    ・平成 30年度 保倉地区振興協議会との意見交換会 

 

（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 「市街化調整区域の土地利用の適正化」及び「第 6次総合計画概要版」

について 

・平成 29年度 「地域活動支援事業における採択事業の現地視察」の実施について 

 

 

（７）地域協議会だよりの発行… 延べ 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 



《　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
青野池周辺整備（遊歩
道復元工事）事業

大字青野 959

平成22年、農林水産省の「ため池百選」にも選定され
た青野池は、「弁天島」に通じる中道（遊歩道）が長
年の風水波により浸食されてきており、幽玄な景観・
環境を市民に提供するため、歩道の盛り土・整形復元
する。

2
かみよしの池浸食防止
事業

かみよしの池自然環境
を守る会

1,026
白鳥の飛来地であり、地区住民の憩いの場である上吉
野池の環境保全のため、浸食防止工事を行う。

3
保倉地区安全・安心対
策事業

保倉地区町内会長連絡
協議会

262
地域の交通安全・犯罪防止のため、老朽化し照度の落
ちた防犯灯をLED化し、併せて地区住民に対し省エ
ネ、エコライフの推進を働きかける。

4
保倉小学校入口バス停
庇補修事業

保倉地区町内会長連絡
協議会

70
保倉小学校入口のバス停の庇が劣化しているため更新
する。併せて周辺の草刈・ごみ拾いなどの美化活動を
実施する。

5
上江用水路世界かんが
い施設遺産登録記念事
業

関川水系土地改良区 235

「上江用水」が世界かんがい施設世界遺産に登録され
たことを記念し、記念碑及び説明案内看板を設置する
ことにより、先人たちの努力を将来にわたり称えると
ともに、児童の学習の場として活用するほか、市民の
農業施設への理解醸成図る。

6
保倉地区早朝ラジオ体
操事業

保倉地区振興協議会 37
地域住民の健康増進を図り、子どもたちの健やかな体
力づくりのため、夏休みに早朝ラジオ体操を行う。

7 保倉地区球技大会事業 保倉地区振興協議会 136
スポーツを通じて、地域住民の健康増進や世代間交流
を図るため、ソフトバレーボール大会を開催する。

8 保倉地区体育大会事業 保倉地区振興協議会 323
地域住民の融和と親睦を図り、健康で明るい地域づく
りのため、住民総参加の体育大会を開催する。

9
「ファミリー綱引き大
会及び大縄跳び大会」
参加事業

保倉地区振興協議会 69
綱引、大縄跳びを通じて、地域住民の体力づくりと地
域の協調と融和を図り、連帯感を醸成する。

10 保倉環境美化事業 保倉地区振興協議会 306
花苗を地区町内会に配布し、花壇等に植栽することを
通じて花に親しむとともに、住環境の向上を図る。

11
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

25
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。

12
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

275

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。

13
保倉地区安全・安心な
地域づくり事業

保倉地区防犯連絡協議
会

641
地震等災害時に停電などの事態に対応するため、手動
式充電機能のある多機能防災ラジオを保倉区17町内に
整備する。

追加
1

保倉地区防災テント整
備事業

保倉地区防犯連絡協議
会

213
昨年、整備した防災テントを使用したところ、強風に
より転倒する恐れがあることが判明したことから、安
全を確保するためにテントウェイトを購入する。

追加
2

保倉地区安全・安心な
地域づくり事業（2）

保倉地区防犯連絡協議
会

121

地震等災害時に停電などの事態に対応するため、手動
式充電機能のある多機能防災ラジオを整備し、保倉区
17町内の各班長に配布したが、さらに災害時にスムー
ズに対応できるよう、各町内会長分を追加整備する。

追加
3

保倉地区スポーツ振興
事業

保倉地区振興協議会 194

聖火台を用い、子どもたちや地域住民の士気を高め、
小学校の各種競技大会や地域の体育大会を盛り上げる
ことにより、地域住民の参加を促し、一層のスポーツ
振興と健全育成を図る。

追加
4

保倉地区「子どものび
のび育成」事業

保倉小学校後援会 191

年間を通じた動物飼育の親子活動を通じて、児童の健
全育成や教育環境の整備を図り、親子や学校のみなら
ず、地域との交流や様々な体験を通じて、児童の創造
力豊かな心の働きや、道徳的な意識、価値観を養う。

5,083

保倉区

（配分額）
5,100千円

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 採択額
（単位:千円）

事業内容

1 保倉地区体育大会事業 保倉地区振興協議会 277
地域住民の融和と親睦を図り、健康で明るい地域づく
りのため、住民総参加の体育大会を開催する。

2
保倉地区早朝ラジオ体
操事業

保倉地区振興協議会 37
地域住民の健康増進を図り、子供たちの健やかな体力
づくりのため、夏休みに早朝ラジオ体操を行う。

3 保倉地区球技大会事業 保倉地区振興協議会 140
スポーツを通じて、地域住民の健康増進や世代間交流
を図るため、ソフトバレーボール大会を開催する。

4
「ファミリー綱引き大
会及び大縄跳び大会」
参加事業

保倉地区振興協議会 72
綱引、大縄跳びを通じて、地域住民の体力づくりと地
域の協調と融和を図り、連帯感を醸成する。

5
かみよしの池堰堤保全
活動事業

かみよしの池自然環境
を守る会

1,890

白鳥の飛来地でもあり、地区住民の憩いの場でもある
かみよしの池のえん堤（桜遊歩道）が、強い風波によ
り浸食が進んでいるため、水生植物の植栽活動などえ
ん堤の補強を行う。

6 保倉環境美化事業 保倉地区振興協議会 306
花苗を地区町内会に配布し、花壇等に植栽することを
通じて花に親しむとともに、住環境の向上を図る。

7
白鳥の池保全活動事業
（青野地内）

白鳥を守る保倉の会 1,000
白鳥の飛来地でもあり、地区住民の憩いの場でもある
かみよしの池の農道が強い風波により浸食されている
ため、水生植物の植栽活動など護岸の補強を行う。

8
保倉地区安全・安心な
地域づくり事業

保倉地区町内会長連絡
協議会

307
地域の安全・安心の確保のため、AEDを設置し、事故
やイベント等の緊急時に備える。また、防災意識の向
上を図るため、救命講習会を開催する。

9
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

15
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。

10
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

147

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

保倉地区「子どものび
のび育成」事業

保倉小学校ＰＴＡ 247

音楽鑑賞会や、児童の登下校時の見守り活動、人権教
育推進事業など、年間を通した各種の親子ＰＴＡ活動
を通じて、児童の健全育成や健康増進、教育環境の整
備を図る。

追加
2

保倉地区活性化事業 つどいの会ほくら 117
郷土料理教室を開催し、伝統文化の継承と地域住民交
流の活性化を図る。

追加
3

青野「剣の舞」復活事
業

青野芸能保存会 541
後継者がおらず、休止されていた郷土芸能「剣の舞」
を復活させ、伝承することを通じて、地域住民の親
睦、地域の活性化を図る。

5,096

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

保倉区

（配分額）
5,100千円



《　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
地域のバス停を愛する
事業

上五貫野町内会 507

五貫野西バス停留所を末永く利用できるよう修繕する
とともに、地域のバス停として地域住民に愛着を持っ
てもらえるよう、バス停周辺の美化活動を実施し、子
どもたちが板に描いた絵をバス停外壁に飾る。

2 保倉地区体育大会事業 保倉地区振興協議会 725
地域住民の融和と親睦を図り、健康で明るい地域づく
りのため、住民総参加の体育大会を開催する。

3
保倉スポレック推進事
業

保倉スポレック同好会 59
地域住民の健康増進を図るため、生涯スポーツである
スポレックを通じて、老若男女を問わないコミュニ
ケーションの活性化や仲間づくりを行う。

4
保倉地区早朝ラジオ体
操事業

保倉地区振興協議会 45
地域住民の健康増進や子どもたちの健やかな体力づく
りのため、夏休みに早朝ラジオ体操を行う。

5 保倉地区球技大会事業 保倉地区振興協議会 143
スポーツを通じて、地域住民の健康増進や世代間交流
を図るため、ソフトバレーボール大会を開催する。

6
「ファミリー綱引き及
び大縄跳び大会」参加
事業

保倉地区振興協議会 42
綱引、大縄跳びを通じて、地域住民の体力づくりと地
域の協調と融和を図り、連帯感を醸成する。

7 保倉環境美化事業 保倉地区振興協議会 300
地域の景観の向上を図るため、花苗を地区町内会に配
布し、花壇等に植栽する。

8
青年野球による保倉地
区のスポーツ振興及び
青少年育成事業

保倉地区青年野球部 598
青年野球を通じて、地域のスポーツ振興を図るため、
ユニフォーム等を整備し、上越市青年野球大会への参
加を通して「保倉区」のPRを行う。

9
保倉地区「子どものび
のび育成」事業

保倉小学校PTA 320
児童の健全育成を図るため、年間を通した各種の親子
PTA活動の一環として、児童、保護者、地域住民を対
象とした音楽鑑賞会を開催する。

10
保倉地区安全・安心な
地域づくり事業

保倉地区振興協議会 975
保倉地区内の防火水槽のマンホール箇所に「囲い施
設」を設置し、冬期間の緊急時に備える。

11
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

30
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。

12
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

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。

13
スポーツ少年団青少年
健全育成事業

ユニオンアローズBC
（保倉・北諏訪スポー
ツ少年団）

287
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム
備品の整備及び練習環境を整備し、定期的な練習を行
うとともに各種大会へ参加する。

14
青野「剣の舞」復活事
業

青野芸能保存会 452
郷土芸能「剣の舞」を復活させるため、必要な衣装等
を揃え、継承・保存活動を行う。

15
保倉地区「生涯学習」
事業

保倉地区町内会長協議
会

405
地域団体の会議や活動発表に使用するため、プロジェ
クター及びスクリーンを整備し、団体の活動の円滑
化・活発化を図り、地域の活性化に繋げる。

5,038

平成30年度　地域活動支援事業採択事業一覧

保倉区

（配分額）
5,100千円



《　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 保倉地区体育大会事業 保倉まちづくり振興会 477
地域住民の融和と親睦を図り、健康で明るい地域づく
りのため、住民総参加の体育大会を開催する。

2
保倉地区早朝ラジオ体
操事業

保倉まちづくり振興会 46
地域住民の健康増進及び子どもたちの健やかな体力づ
くりのため、夏休みに早朝ラジオ体操を行う。

3 保倉環境美化事業 保倉まちづくり振興会 306
花苗を地区町内会に配布し、花壇等に植栽することを
通じて花に親しむとともに、地域の景観の向上を図
る。

4
保倉地区安全・安心な
地域づくり事業

保倉まちづくり振興会 1,490
保倉地区内の防火水槽のマンホール箇所に「囲い施
設」を設置し、冬期間の緊急時に備える。

5
保倉地区福祉の増進を
図る活動事業

保倉まちづくり振興会 317
地域の高齢者の健康増進や生きがいの創出を目的に、
各町内会館に座椅子を整備し、地域行事への積極的な
参加を促す。

6
保倉スポレック推進事
業

保倉スポレック同好会 51
生涯スポーツであるスポレックを保倉地区に普及さ
せ、老若男女を問わないコミュニケーションを行い、
仲間づくりを通じて地域住民の健康増進を図る。

7 地域の防災力向上事業 保倉まちづくり振興会 1,285
災害時や緊急時に対応するため、町内会館等にAEDを
設置する。住民がAEDを取り扱えるように、該当町内
会の防災訓練にて、AEDの取扱い訓練を行う。

8 保倉地区球技大会事業 保倉まちづくり振興会 174
スポーツを通じて、地域住民の健康増進や世代間交流
を図るため、ソフトバレーボール大会を開催する。

9
「ファミリー綱引き大
会」参加事業

保倉まちづくり振興会 53
綱引を通じて、地域住民の体力づくりと地域の協調と
融和を図り、連帯感を醸成する。

10
青野「剣の舞」復活事
業

青野芸能保存会 169
郷土芸能「剣の舞」を復活させるため、継承・保存活
動を行う。また、「剣の舞」を基とした舞が伝承され
ている長野県飯山市を視察する。

11
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

22
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。

12
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

211
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。

13
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

300

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。

14
スポーツ少年団青少年
健全育成事業（保倉
区、北諏訪区）

ユニオンアローズBC 185
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム
備品の整備及び練習環境を整備し、定期的な練習や各
種大会へ参加する。

5,086

令和元年度　地域活動支援事業採択事業一覧

保倉区

（配分額）
5,100千円


