
北諏訪区地域協議会の第 3期（4年間）の取組について 

令和 2年 2月 26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。 

・現在の北諏訪区地域協議会委員（定数 12人）は下記のとおりです。 

（任期：H28.4.29～R2.4.28） 

会長  

白木 朝雄 

（東中島） 

副会長  

水上 千恵子 

（上千原） 

 

池田 栄一 

（福橋） 

 

大舘 崇雄 

（中真砂） 

 

金子 栄一 

（上千原） 

 

佐藤 靖栄 

（川端） 

 

澤海 雄一 

（飯塚） 

 

髙橋 登志満 

（福橋） 

 

堀田  均 

（横曽根） 

 

松矢  茂 

（若鷹） 

 

宮川 敏子 

（東中島） 

 

室岡 由美子 

（若鷹） 

 

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  7回 

・平成 29年度  7回 

・平成 30年度  6回 

・令和元年度   6回  

 

（2）自主的審議… 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。 

「消防団及び自主防災組織のあり方と連携について」 

「地域支え合い事業について」 

 

（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。 
 
 
 
 

※会場は北諏訪地区公民館 

 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 4,900千円、採択件数 11件、補助決定額 4,871千円 

・平成 29年度 配分額 4,900千円、採択件数 9件、補助決定額 4,898千円 

 ・平成 30年度 配分額 4,900千円、採択件数 11件、補助決定額 4,209千円 

  ・令和元年度  配分額 4,900千円、採択件数 11件、補助決定額 4,900千円 

 

（5）意見交換会… 2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 北諏訪分団の消防団員との意見交換会 

・平成 30年度 住民組織の在り方についての意見交換会 

 

（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 「諏訪の里づくり協議会」の活動について 

  ・令和元年度 「三郷まちづくり振興会」の設立までの取組や現状について 

 

（7）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 4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
地域コミュニティー活
性化事業

TMTクラブきたすわ 550

「地域みんなで楽しく」をモットーに活動している
が、「まつりっちin北諏訪」20回記念事業として、
劇団を招き、演劇鑑賞を通し、地域住民の親睦を図
り人とのつながりを深める。

2
北諏訪地区の子ども達
に伝統文化の茶道を教
える事業

子どもに茶道を教える
会

298

茶道を通して礼儀正しい人間性を身につけること
で、子どもの健全育成を図るため、北諏訪小学校児
童を対象に茶道教室を開催する。お茶室で一番大事
な「床の間」に掛かる「軸」を整備し、お茶会の質
を高める。

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

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。

4
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

160

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。

5
北諏訪小学校区体育大
会事業

北諏訪地区学校後援会 218
地域住民の親睦及び交流と地域活動の活性化を図る
ため、地区の体育大会を開催する。

6
安全・安心防災意識の
向上に資する事業

北諏訪地区町内会長協
議会

201
防災非常用持ち出し袋を区内世帯に配布することに
より、地域住民の安全・安心と更なる防災意識の向
上を図る。

追加
1

北諏訪っ子のびのび育
成事業

北諏訪小学校ＰＴＡ 873

北諏訪小学校児童の健全育成や健康増進、教育環境
の整備を図るため、金管発表やさくらの学校PR事
業、親子クリーン活動事業など、年間を通した各種
の親子ＰＴＡ活動を行う。

追加
2

北諏訪小学校通学路安
全整備事業

北諏訪地区学校後援会 1,317

地域の交通安全に対する意識を高め、北諏訪小学校
の子ども達が、安心して安全に通学できるよう、小
学校周辺の通学路の歩道部分にグリーンラインを整
備する。

追加
3

北諏訪地区内防災備品
整備活用事業

北諏訪地区消防後援会 450

火災や水害、地震など災害発生時において、指示や
伝達等が行える場所を明確にし、各町内会長や消防
団等が連携して避難時の安否確認を行うなどの災害
対応業務を混乱なく進められるよう、災害対策本部
用のテントを整備する。

追加
4

安全・安心児童の見守
り活動に資する事業

北諏訪地区町内会長協
議会

279

小学生の登下校時等の見守り活動に必要な装備品を
整備し着用することで、視認を容易にし、防犯効果
の向上を図るとともに、地域住民の安全・安心、更
なる防犯意識の向上を図る。

追加
5

北諏訪っ子すくすく育
成事業

北諏訪保育園保護者会 500
親子美化活動や親子思い出上映会、親子レクリエー
ション会を実施し、年間を通した各種の親子活動を
通じて、子どもの健全育成や健康増進を図る。

4,871

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

小計



《　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
北諏訪区スポーツ振興
事業

ＴＭＴクラブきたすわ 228

「地域みんなで楽しく」をモットーに活動している
が、「市ファミリー綱引き大会」に競技者並びに応
援者を含めて地域全体で参加することで、地域住民
の地域振興と親睦を図る。

2
北諏訪地区の小学生女
子健全育成事業

北諏訪ファイターズ 340

地域の小学生女子を対象に、バレーボールを通じて
子供の健全育成と「北諏訪区」をＰＲするため、練
習で使用するバレーボールや大会で着用するＴシャ
ツ、ウインドブレーカーを整備する。

3
北諏訪地区の子ども達
に伝統文化の茶道を教
える事業

子どもに茶道を教える
会

215
茶道を通して礼儀正しい人間性を身につけること
で、子供の健全育成を図るため、北諏訪小学校児童
を対象に茶道教室を開催する。

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

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。

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

130

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。

6
北諏訪小学校区体育大
会事業

北諏訪小学校区体育大
会実行委員会

1,022
地域住民の親睦及び交流と地域活動の活性化を図る
ため、地区の体育大会を開催する。

追加
1

仲間づくりと生きがい
づくり事業

地域交流応援隊 28

住民の健康保持・仲間づくり・生きがいづくりに寄
与するため、、小さなコミュニティで、加齢に伴う
筋力低下や日常の運動不足を解消する事業を実施す
る。

追加
2

北諏訪小学校通学路安
全整備事業

北諏訪地区学校後援会 2,419

地域の交通安全に対する意識を高め、北諏訪小学校
の子ども達が、安心して安全に通学できるよう、昨
年に引き続き、小学校周辺の通学路の歩道部分にグ
リーンラインを整備する。

追加
3

地域の歴史・文化学習
事業

北諏訪小学校ＰＴＡ 501

北諏訪小学校の子供たちが、校歌と地域の偉人が母
校に残した書の軌跡を次代に継承するため補修し、
書が持つ歴史・文化を学習することにより、郷土や
母校に対する愛着心を育む。

4,898

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

平成29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
北諏訪地区の小学生女
子健全育成事業

北諏訪ファイターズ 180
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、
ユニフォームやTシャツ等を整備し、定期的な練習や
各種大会への参加を行い、北諏訪区をPRする。

2
北諏訪地区の子ども達
に伝統文化の茶道を教
える事業

子どもに茶道を教える
会

142

茶道を通した子どもの健全育成を目的に、小学校と
連携した茶道教室を行い、小学校の文化祭や市内の
イベントに参加することで、伝統文化の継承や地域
の世代間交流を行う。

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

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。

4
仲間づくりと生きがい
づくり事業

地域交流応援隊 112
地域住民の仲間づくりと生きがいづくりを目的に、
町内会館や公民館で介護予防体操・趣味講座などを
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

120

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
北諏訪小学校区歩道安
全啓発事業

北諏訪地区学校後援会 1,609

子どもたちや高齢者が安心して安全に通学及び歩行
でき、交通安全に対する意識を高めることを目的
に、道路の歩道部分にグリーンラインを引き、交通
安全指導を行う。

7
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）

721
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チー
ム備品及び練習環境の整備を行い、定期的な練習を
行うとともに各種大会へ参加する。

8
北諏訪小学校区体育大
会事業

北諏訪小学校区体育大
会実行委員会

603
地域住民の親睦及び交流並びに地域活動の活性化を
図るため、地区の体育大会を開催する。

追加
1

地域コミュニティ活性
化事業

TMTクラブきたすわ 460

地域住民の交流と親睦を深めるとともに、地域コ
ミュニティの活性化を図るため、「まつりっちin北
諏訪」においてステージイベントとして中国雑技京
劇団を招く。

追加
2

北諏訪っ子のびのび育
成事業

北諏訪小学校PTA 200

北諏訪区の子どもたちが将来の夢や希望に対して意
識を高めるため、文化祭において「夢は牛のお医者
さん」の上映とフリートークを行い、学校、地域、
家庭の役割を再認識する。

追加
3

仲間づくりと生きがい
づくり事業（追加事
業）

地域交流応援隊 32

北諏訪区住民を対象に実施する介護予防体操・趣味
講座などの参加者募集チラシや参加者配布資料を作
成し、より一層、事業周知や仲間づくりと生きがい
づくりについて啓発活動を行うため、プリンターを
整備する。

4,209

平成30年度　地域活動支援事業採択事業一覧

北諏訪区

（配分額）
4,900千円



《　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
仲間づくりと生きがい
づくり事業

地域交流応援隊 231
地域住民の仲間づくりと生きがいづくりを目的に、
町内会館や公民館で介護予防体操・趣味講座などを
実施する。

2
北諏訪地区の子ども達
に伝統文化の茶道を教
える事業

子どもに茶道を教える
会

95

茶道を通した子どもの健全育成を目的に、小学校と
連携した茶道教室を行い、小学校の文化祭や市内の
イベントに参加し、伝統文化の継承や地域の世代間
交流を行う。

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

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。

4
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

145
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。

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

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
北諏訪地区の小学生女
子健全育成事業

北諏訪ファイターズ 370
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、
必要な用具を揃えるほか、定期的な練習や各種大会
への参加を行い、北諏訪区をPRする。

7
北諏訪っ子のびのび育
成事業

北諏訪小学校PTA 287
北諏訪小学校の子どもたちが、芸術分野のプロから
作品製作を教わり体験することで、芸術の楽しさや
大変さを学ぶ。

8
北諏訪小学校区体育大
会事業

北諏訪小学校区体育大
会実行委員会

2,357
地域住民の親睦及び交流、並びに地域活動の活性化
を図るため、地区の体育大会を開催する。

9
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 394
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。

追加
1

地域コミュニティ活性
化事業

ＴＭＴクラブきたすわ 359

地域住民の交流と親睦を深めるため、「まつりっち
in北諏訪」において、ステージイベントとして猿回
しとチンドン屋を招き、パフォーマンスを鑑賞す
る。

追加
2

北諏訪小学校地域連携
活動支援事業

北諏訪地区学校後援会 490

北諏訪小学校やPTAなど様々な行事において、多くの
地域住民が参加し、児童と交流を深めるため、プロ
ジェクターを活用するとともに、スリッパとゴザを
更新し、快適に参加できる環境を整える。

4,900

令和元年度　地域活動支援事業採択事業一覧

北諏訪区

（配分額）
4,900千円


