
１ 地域自治区制度
○ 地域自治区制度の概要とメリット

１ 市の全域に２８の「区」を設置
より多くの市民の皆さんからもっと「身近

な地域」に目を向けていただいたり、市政に
関心を持っていただくための仕組みとして市
の全域に地域自治区を設置しています。

２ 各区に地域協議会を設置
地域協議会は、身近な地域の課題について、
そこで暮らす住民の皆さん自らがその解決方
法等を議論し、地域の意見をとりまとめ、市
長に伝えるための機関です。

３ 各区を担当する事務所を設置
地域自治区の事務所は、地域協議会の運営
に関する事務を行うほか、それぞれの地域に
おける住民の皆さんのまちづくりをサポート
しています。

・身近な地域に目を向け、愛着を持てるように

・様々な立場や考えの人たちが、身近な地域
について話し合えるように

・市民ニーズや地域の実情に合った市政を
進められるように

・身近な地域に関する情報を共有しやすくなる
ように

・地域で活躍している多様な担い手が連携し
やすくなるように

・身近な地域を軸に総合的なまちづくりを進
められるように

※地域自治区の設置については、地方自治法第２０２条の４に定められています。



２ 地域協議会

○地域協議会とは

様々な立場の住民の皆さん同士が、各区
で課題となっていることなどについて、より
良い解決策を導き出していくための話し合
いを行い、地域としての意見を取りまとめ、
市長に意見を伝えるための役割を担います。

○地域協議会の役割など

地域協議会では、市長から意見を求め
られた案件（諮問）のほか、住民の皆さ
んが日常生活の中で改善が必要と感じて
いるテーマについて自主的に話し合うこ
とができます。

市長から意見を

求められた案件

自主的に審議が必

要と判断した案件

諮問事項 自主的審議事項

例）公共施設の設

置や廃止、使用

料・利用時間の

変更など

例）学校や保育園

の統廃合、高齢

化が進んでいる

集落の対策など

答 申 意 見 書

※地域協議会でとりまとめた意見は、
答申や意見書として市長に提出しま
す。それらに対する市の考え方や対
応方針は、おおむね１か月後に地域
協議会に文書で回答します。



３ 地域協議会の役割
地域協議会の役割は、身近な地域の課題について議論し、地域の意見を
取りまとめ、その意見を市政に伝えることです。

○諮問・答申

諮問とは、市長が政策
判断の参考とするため、
特定の案件について地域
協議会に対して「区域の
住民の生活に及ぼす影
響」の観点から意見を求
めるものです。

○自主的審議

自主的な判断で地域自
治区の区域における課題
等について審議すること
ができます。自主的審議
事項として話し合った結
果については、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。

○地域を元気にするため
に必要な提案事業

意見交換と情報共有を
通じて把握した課題の解
決に向けて、地域の主体
的な取組に際して市に必
要な対応を求めることがで
きる制度です。



３ 地域協議会の役割
○地域活動支援事業
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地域の課題や地域の目指すべき姿
を議論し、それぞれの思いを「採
択方針」として取りまとめます。

「採択方針」と共通審査基準（①公益性、

②必要性、③実現性、④参加性、⑤発展

性）に基づき各地協議会が審査します。

地域協議会の審査結果を踏
まえ、市長が決定します。

補助率や補助金の上限・下限の設定のほか、
プレゼンテーションの実施の有無など審査
方法を含め、各区が定めています。



○ 安塚区地域協議会の活動実績
現在の安塚区地域協議会委員の任期は、平成２８年４月２９日から令和２年４月２８日
までの４年で、本日までの間に４２回の会議を開催し、諮問事項の審議や自主的審議を
行いました。また、先進地視察や各種研修会にも参加しました。

・諮問事項の審議 ４件

・自主的審議 １件

・地域活動支援事業
採択件数 平成２８年度 １０件

平成２９年度 １０件
平成３０年度 ９件
令和元年度 ９件

採択額（４年間計） ２０，７９０千円

・先進地視察 年１回
（柏崎市、十日町市等）

・各種研修会等への参加

・地域協議会だより 年２回発行

諮　問　日 諮　　問　　事　　項 担当課等

令和元年10月11日
上越市安塚和田スポーツ公園グラウンド照明
設備の廃止について

スポーツ推進課

平成30年12月5日 上越市営賃貸住宅山中住宅の廃止について 建築住宅課

平成29年1月11日
上越市和田スポーツ公園ゲートボール場の廃
止について

体育課

平成29年1月11日
上越市和田スポーツ公園テニスコートの廃止に
ついて

体育課



◆視察研修◆ ◆ 「大・浦・安」地域協議会研修会◆
（大島区・浦川原区・安塚区合同研修会）



「地域活動における人員不足について」 

＜町内会長・自治会長と地域協議会委員との意見交換会検討結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落のどんな場面で人員が不足しているのか、今の対応は・・・ 

道普請等の共同作業 

・集落道の草刈りができない 

 

 実施規模の縮小 

 複数人の参加による実施 

欠席者からの負担金の徴収 

集落のまつりや行事 

・盆おどりの踊り手がいない 

・まつりの供物が不足 

 

 行事の取りやめ 

 供物なしの申合せ 

花木の植栽等の環境美化 

・集落花壇の維持が困難 

 

 老人会で対応 

 花壇のみの植栽 

 

レクレーション（運動会、旅行等） 

・秋仕事の慰労会の参加者が少ない 

・地域の運動会の取りやめ 

 

 対象者を拡大 

 規模の縮小 

○実施方法の工夫 

 参加者にあわせた内容、対応 

 隣接集落との実施 

 共催、共同開催の試み 

○負担の軽減 

 必要性と規模の検討 

 機械などの活用 

○内容の工夫 

参加者が楽しめる内容にする 

保険など外部制度等の活用 

やりがい、達成感が実感できる内容 

 特別（特異）な内容 

 他制度との連携 

① 集落内の取組 

② 他団体との連携 

③ ボランティアの活用 

○支援してくれる相手方 

 小中学校、大学、ボランティア 

 地元企業、事業所、団体 

 他集落、地域外の人たち 

 集落出身者の人たち 

○支援確保の方法 

 ＳＮＳ 

事前の周知 

○支援者との関わり方 

 イベントの参加者からの支援 

 相互協力の体制 

 相互メリットの享受 

○財源確保 

 補助金 

 寄付金、協賛金 

 クラウドファンディング 

○その他の手段の確保 

 他事業、制度の活用 

○継続の方法 

 参加する意識づけ 

 参加する楽しみ、見返り 

 参加のための周知 

 必要性の認識 

 濃密な関係の構築 

 地域愛の醸成 

集落における取組に向けた提案 

 

灯の回廊における取組について 

 

 

解決のための方法 

実施における工夫 継続の手段 地域外からの支援の確保 

地域活動実施に向けての提案 

ＳＴＥＰ１ 

○現状の認識・理解 

・集落の状況を知り現状を理解する 

○問題・課題を明らかに 

 ・何が問題なのか 

・支障となっていることは何か 

○意向をまとめる 

・どうすることがよいのか、どうしたいのか 

ＳＴＥＰ２ 

○実施に向けて具体的にすること 

・どの程度の規模でするか 

・どんな体制、それぞれの関わりは 

 ・内容で改善すべきことは 

・人員の確保をどうするか 

・楽しみ、見返りは 

・資金の確保をどうするか 

 ・周知の方法は 

ＳＴＥＰ３ 

○今後に向けて 

・実施後の振り返り 

・改善することは 

・外部とどんな関わりにしていくか 

≪地域の取組における支援≫ 

・安塚区総合事務所 

＜ 取 組 の 手 順 ＞ 

資料№1-2 



安塚区地域協議会委員公募の案内
○委員の任期・身分

任期 ４年 【令和２年４月２９日から令和６年４月２８日まで】
身分 上越市の非常勤特別職

○委員の定数
１２名

○委員の資格
次のいずれにも該当する人
①安塚区の区域内に住所がある人
②上越市議会議員の候補者となることができる人
※ただし、公務員のうち臨時又は非常勤の人は一部を除き、
公務員の立候補制限が適用されず、応募することができます。

○委員の公募（スケジュール）
２月上旬 公募の告示
※詳しいスケジュールについては、告示後お知らせします。

資料№2



委員を公募

定数を超過した場合

公職選挙法を準用した
「選任投票」

定数に満たない場合

投票結果を尊重し市長が選任

応募者から選任

定数以下の場合

委員資格者から市長が選任

地域協議会委員選任の流れ



○ 安塚区高齢者いきいき支援事業
＜安塚トリットボール普及会＞

補助額：３３０，０００円
高齢者の筋力低下や生活機能低下予防のためトリットボールを実施する。トリッ

トボールを通じ、高齢者の生きがいづくり、健康寿命の延伸に寄与するほか、他地
域や子供会との交流によりコミュニティ力のアップを図る。

○ 安塚ｊｒアルペンスキークラブ育成事業
＜安塚スキークラブ＞

補助額：４９０，０００円
スタートワックスや撮影機材等を購入し、練習環境を整備する。また、定期練習

会の開催や各種大会等への参加の促進、選手のサポートコーチングにより、将来世
界に通じるスキー選手の育成を図る。

令和元年度地域活動支援事業 ～安塚区の取組～

○ 雪のふるさと安塚ＰＲ事業
＜安塚商工会＞

補助額：８００，０００円
安塚区松崎に設置している観光案内看板の修繕・更新を行い、来訪者・観光客へ

の地域ＰＲを実施する。また灯の回廊時には観光看板に「歓迎」の電飾を設置し、
地域活性化と観光振興を図る。

資料№3



○ 自主防災資材の整備事業
＜おぐろ町内会＞

補助額：８３０，０００円
訓練・災害時に必要とされる資材を整備し、実践的な防災訓練や災害時の活用を

通してさらなる住民の防災意識の高揚を図るほか、資材の共同利用による地域の連
帯と防災力の向上を図る。

○ 円平坊防災意識向上事業
＜円平坊自治会＞

補助額：３８０，０００円
集落内の消火栓器材格納庫の老朽化に伴う更新を行うほか、消火訓練や防災講話

を実施することで、地域の防災意識の向上を図り、高齢者でも初期消火に対応でき
る地域づくりを目指す。

令和元年度地域活動支援事業 ～安塚区の取組～

○ 和田自治会防災用具格納庫整備支援事業
＜和田自治会＞

補助額：８２０，０００円
防災資材等を収納する格納庫を更新するほか、防災訓練や防災講話を実施するこ

とで、自治会住民の防災意識の高揚を図り地域の安全・安心を確保する。



○ 安塚町内会にこにこ事業
＜安塚町内会＞

補助額：２４０，０００円
町内会で高齢者の引きこもりを防ぐための交流の場を提供し、運動、ゲーム等が

できる備品を整備することで筋力低下や認知症予防を図り、元気で自立した高齢者
が多い地域を目指す。

○ 安塚雪んこのびのび育成事業
＜安塚小学校PTA ＞

補助額：３３０，０００円
文化祭でこども祭を開催し、児童、保育園児、地域の子どもたちに昔懐かしい縁

日のワクワク、楽しさを体験してもらう。人数が少ないからこそできる人と人との
密接な関わりを通して、経験豊富な大人へと成長するきっかけを作る。

令和元年度地域活動支援事業 ～安塚区の取組～

○ 山のうえの雪まつり事業
＜山のうえの雪まつり実行委員会＞

補助額：９８０，０００円
安塚の地域資源である雪と、キューピットバレイの土地を有効活用したイベント

を通じて交流人口の増加を図る。新潟県内では珍しい手筒花火の演出を目玉とした
イベントを実施し、更なる集客に繋げ、地域活性化を図る。



1 H28
横尾義智記念館保全管理
事業

行野自治会 1,079 950
全国唯一のろうあ村長横尾義智氏の遺品が展示されている横尾義智記
念館を改修し、今後も展示品の保管に努め、地域とろうあ者の交流を
図っていく。

2 H28 沼木の里づくり推進事業 朴の木自治会 181 170
集落内の不耕作地を活用して柳葉ひまわりを植栽し景観整備に取り組
む。また柳葉ひまわりのイベントに合わせ、一服茶屋を設ける。景観づく
りと人々が集う地域を目指す。

3 H28
細野未来づくり交流推進事
業

細野町内会 290 270
耕作放棄地を活用し、ボランティアや地域住民で野菜を育て、市内及び
県外の方を対象に野菜収穫イベントを開催する。また細野町内会を広範
囲にＰＲするため町内会のパンフレットを作成する。

4 H28
クロスカントリースキー選
手育成のための環境整備
事業

安塚ジュニアクロスカントリー
スキークラブ 671 590

ローラースキー及び貸出用のスキーを購入し貸し出すことにより選手の
負担軽減を図る。また練習時に使用するポール及びテントを購入し、練
習時の環境整備を行う。

5 H28
坊金の大杉の案内看板整
備事業

坊金の大杉を守る会 251 250
坊金の大杉の案内看板の補修を行い、これを機に坊金の大杉を守り育
てるため、子供や集落を対象に講習会を開催し、坊金の大杉の歴史等
を学び、知識と愛着を育む。

6 H28
牧野地区　災害に負けな
い活力ある地域づくり事業

牧野町内会 812 760
牧野地区では指定避難所が小黒川の対岸に位置していることから、住
民の安全を確保するため、緊急時の避難及び防災に必要な備品等の整
備を行い、災害に負けない活力ある地域づくりを目指す。

7 H28
安塚リバーサイドロード魅
力アップ事業

直峰町内会 1,056 800
ＬＥＤ投光器を整備し、リバーサイドの桜をライトアップにより、魅力ある
夜桜として演出する。投光器は観桜会以外の期間は、地域のイベント等
にも活用していく。

8 H28
安塚ｊｒアルペンスキークラ
ブ育成事業

安塚スキークラブ 407 360
定期練習会の開催、各種大会への参加を促進するとともに、選手のサ
ポートコーチングを実施する。休憩用ハウスを設置し、、旗門ポール、ス
タートワックスを購入し練習環境を整える。

9 H28
「やすづか歩行天まつり」
運営に係る補助事業

安塚商工会 1,600 510 安塚区の夏の一大イベント「やすづか歩行天まつり」を開催するに当たり、テント、テーブル、椅子等をリースしイベントを盛り上げる。

10 H28
安塚中学校後援会　安塚
中学校創立４０周年記念
事業

安塚中学校後援会 626 540
創立４０周年を記念し、記念誌の発行や生徒による記念作品の制作、記
念式典や記念演劇祭を開催する。また式典や演劇祭等で使用するス
ポットライトを更新する。

6,973 5,200

1 H29
ウォーキングと郷土の
自然・史跡探訪推進事業

安塚自然友の会 198 190
安塚区を通る旧三国街道の歴史的価値を地域住民や安塚区を訪れる
方に発信し、街道の価値を伝える人材の育成を目指して、ガイドブックを
作成するとともに学習会や指導者養成講座等を開催する。

2 H29
安塚区高齢者いきいき
活動推進事業

安塚区老人クラブ連合会 161 160
高齢者の体力向上、健康の維持・増進を図るため、輪投げ大会を開催
する。また、競技意欲を高め、より多くの参加者を募るため、優勝カップ
と準優勝カップを購入する。

3 H29 自主防災資材の整備事業 安塚町内会 610 590
ホース格納庫を移設し、消火栓の利便性を高める。また、自主防災機材
を整備し、より実践的な消防訓練を実施することで、住民の防災意識の
高揚を図る。

4 H29
横尾義智記念公園管理
事業

行野自治会 953 950
全国唯一のろうあ村長横尾義智氏の敷地内への巡回看板、雪室の説
明看板の設置及び老朽化している横尾義智記念館屋根の補修を行い、
整備状況の披露をかねてろうあ者との交流会を開催する。

5 H29
安塚ｊｒアルペンスキー
クラブ育成事業

安塚スキークラブ 586 580

休息用ハウスを設置し、ブラシポールとスタートワックスを購入して練習
環境を整備する。また、定期練習会の開催や各種大会等への参加を促
進し、選手のサポートコーチングを実施することにより、将来世界に通じ
るスキー選手の育成を図る。

6 H29
健康・仲間づくりの
スポーツサロン事業

やすづかスポーツクラブ 311 300

住民の健康づくりを推進するため、気軽に集まってスポーツを楽しむこと
ができる場としてスポーツサロンを開設する。少子高齢化を鑑み、高齢
者にとっても簡単に楽しくできる種目として囲碁ボールの用具を整備す
る。

7 H29
安塚リバーサイドロード
魅力アップ事業

直峰町内会 580 580

リバーサイドロード観桜会の魅力アップによる交流人口の拡大と地域活
性化を目指し、より一層美しい夜桜を演出するため、前年度に引き続
き、LED投光器を整備する。投光器は観桜会以外の地域のイベント等に
も活用していく。

8 H29
直峰城跡登山道木製
階段補修事業

直峰城跡保存会 568 560
直峰城跡登山道木製階段が老朽化で数十ヶ所破損しているため、補修
を行う。また、今後も風間祭や謙信公祭に伴う狼煙上げなど、直峰城跡
の歴史的意義を後世に語り継ぐ取組みを実施していく。

9 H29 沼木の里づくり推進事業 朴の木自治会 878 870
棚田の素晴らしさを後世に伝えるため、休耕田にヤナギバヒマワリを植
栽し、前年度に引き続き、棚田カフェを開催する。また、来場者の増加を
目指し、トイレ、展望広場及び駐車場の整備を行う。

10 H29
安塚商工会青年部
地域活性化事業

安塚商工会青年部 413 410
安塚区の賑わい創出と地域活性化のため、かき氷機やわたがし機など
の出店用具を購入し、やすづか歩行天まつりや黄金の回廊などの区内
各種イベントに参加協力する。

5,258 5,190

地域活動支援事業（安塚区）採択事業一覧（平成28年度～令和元年度）

団体等の名称採択年度№ 事業内容
採択額

（単位：千円）

平成28年度合計

平成29年度合計

事業費
（単位：千円）

事業の名称



地域活動支援事業（安塚区）採択事業一覧（平成28年度～令和元年度）

団体等の名称採択年度№ 事業内容
採択額

（単位：千円）
事業費

（単位：千円）
事業の名称

1 H30
直峰町内会防災力強化事
業

直峰町内会 298 140
町内全体の防災力を強化するため、発電機を整備し、より災害時に近い
防災訓練を実施することで、町内住民の防災意識の高揚及び自治会間
での連携強化を図る。

2 H30
安塚ｊｒアルペンスキークラ
ブ育成事業

安塚スキークラブ 934 800
サマースキーセットやスタートワックス等を購入し、練習環境を整備す
る。また、定期練習会の開催や各種大会等への参加の促進、選手のサ
ポートコーチングにより、将来世界に通じるスキー選手の育成を図る。

3 H30 自主防災資材の整備事業 おぐろ町内会 768 750
訓練・災害時に必要とされる資材を整備し、実践的な防災訓練や災害時
の活用を通して住民の防災意識の高揚を図るほか、資材の共同利用に
よる地域の連帯と防災力の向上を図る。

4 H30
郷土の自然・史跡探訪推
進事業

安塚自然友の会 350 310

直峰松之山大池県立自然公園の一部である「直峰城跡」についてガイド
ブックを作成し、史跡の歴史的な価値について住民に再認識してもらう。
また、松崎・城山遊歩道での観察会を通し、地域の自然と歴史の豊かさ
について知ってもらう。

5 H30 安塚町内会活性化事業 安塚町内会 926 620
安塚町内会最大の行事でもある春・秋祭りを盛り上げるために法被・帯・
鈴を購入し、町内会住民の一体感・連帯感を高めることで、活気に満ち
溢れた町内会を目指す。

6 H30
安塚夢と希望の体験プレ
ゼント事業

安塚小学校PTA 723 720
カホン作りとペインティングのワークショップを実施し、子どもたちが普段
できないような夢と希望の詰まった体験を経て、安塚の素晴らしさを知り
経験豊富な大人へと成長していくきっかけをつくる。

7 H30
「やすづか歩行天まつり」
運営事業

安塚商工会 1,500 680
安塚区の夏の一大イベント「やすづか歩行天まつり」を開催する際に必
要なテーブル、椅子、発電機等のリース対応し、地域の賑わいの創出と
住民の交流の場の提供を行う。

8 H30 沼木の里づくり推進事業 朴の木自治会 593 580
柳葉ひまわりの素晴らしさを多くの人に伝えるため、引き続き棚田カフェ
を開催する。また、来場者が安心して景色を楽しんでもらえるよう、駐車
場とトイレ用水の整備を行う。

9 H30
行野自主防災施設（消火
栓器材格納庫）の整備事
業

行野自治会 608 600
集落内の消火栓器材格納箱の老朽化に伴う更新を行うほか、放水訓練
や防火座談会を実施することで、災害時の初期消火体制の重要性を認
識し、地域住民の安全・安心を確保する。

6,700 5,200

1 R1
安塚区高齢者いきいき支
援事業

安塚トリットボール普及会 336 330

高齢者の筋力低下や生活機能低下予防のためトリットボールを実施す
る。トリットボールを通じ、高齢者の生きがいづくり、健康寿命の延伸に
寄与するほか、他地域や子供会との交流によりコミュニティ力のアップを
図る。

2 R1
安塚ｊｒアルペンスキークラ
ブ育成事業

安塚スキークラブ 493 490
スタートワックスや撮影機材等を購入し、練習環境を整備する。また、定
期練習会の開催や各種大会等への参加の促進、選手のサポートコーチ
ングにより、将来世界に通じるスキー選手の育成を図る。

3 R1 雪のふるさと安塚ＰＲ事業 安塚商工会 908 800
安塚区松崎に設置している観光案内看板の修繕・更新を行い、来訪者・
観光客への地域ＰＲを実施する。また灯の回廊時には観光看板に「歓
迎」の電飾を設置し、地域活性化と観光振興を図る。

4 R1 自主防災資材の整備事業 おぐろ町内会 836 830
訓練・災害時に必要とされる資材を整備し、実践的な防災訓練や災害時
の活用を通してさらなる住民の防災意識の高揚を図るほか、資材の共
同利用による地域の連帯と防災力の向上を図る。

5 R1 円平坊防災意識向上事業 円平坊自治会 380 380
集落内の消火栓器材格納庫の老朽化に伴う更新を行うほか、消火訓練
や防災講話を実施することで、地域の防災意識の向上を図り、高齢者で
も初期消火に対応できる地域づくりを目指す。

6 R1
和田自治会防災用具格納
庫整備支援事業

和田自治会 820 820
防災資材等を収納する格納庫を更新するほか、防災訓練や防災講話を
実施することで、自治会住民の防災意識の高揚を図り地域の安全・安心
を確保する。

7 R1 安塚町内会にこにこ事業 安塚町内会 265 240
町内会で高齢者の引きこもりを防ぐための交流の場を提供し、運動、
ゲーム等ができる備品を整備することで筋力低下や認知症予防を図り、
元気で自立した高齢者が多い地域を目指す。

8 R1
安塚雪んこのびのび育成
事業

安塚小学校PTA 335 330

文化祭でこども祭を開催し、児童、保育園児、地域の子どもたちに昔懐
かしい縁日のワクワク、楽しさを体験してもらう。人数が少ないからこそ
できる人と人との密接な関わりを通して、経験豊富な大人へと成長する
きっかけを作る。

9 R1 山のうえの雪まつり事業
山のうえの雪まつり実行委員
会 3,630 980

安塚の地域資源である雪と、キューピットバレイの土地を有効活用した
イベントを通じて交流人口の増加を図る。新潟県内では珍しい手筒花火
の演出を目玉としたイベントを実施し、更なる集客に繋げ、地域活性化を
図る。

8,003 5,200

平成30年度合計

令和元年度合計


