
令和２年度 第２回 有田区地域協議会 

 次 第 

 

日時：令和２年６月８日（月）午後６時３０分～ 

会場：カルチャーセンター ミーティングルーム 

 

 １ 開  会                        

 

 ２ 会長あいさつ                     

 

 ３ 議  題 

 

  【報告事項】 

   ・旧小猿屋小学校の利活用の検討状況について 

 

  【協議事項】 

   ・令和２年度地域活動支援事業について              

① 提案者による提案説明、質疑応答        

提案

№ 
団体名 事業名 予定時刻 

2 有田こどもフェスタ実行委員会 有田わくわくフェスタ事業 18：55 

7 350 同友会 Ｒ350 花壇整備事業 19：00 

1 有田福祉の会 有田地区いきいき支援事業 19：05 

4 有田地区小学校後援会 有田地区小学校音楽演奏活動支援事業 19：10 

5 有田地区町内会長協議会 有田地区教育・文化活動推進事業 19：15 

3 

直江津東地域学園運営協議会 

直江津東地域学校教育・家庭教育支援

事業 
19：20 

6 
直江津東中学校区小・中学生キャリア

教育支援事業 
19：25 

 

②委員協議・採決                   

                

  

４ そ の 他 

               

 ５ 閉  会 



 

旧小猿屋小学校の利活用の検討状況について 

 

 市では、庁内各課から行政利用のニーズ・必要性を調査するとともに、地域の意向や民間活用の

可能性などを考察した上で、次のとおり利活用を検討しています。 

 今後、校舎については、令和 3年度の利用開始を想定し、施設改修の調査・工事を進めたいと考

えています。 

 

１ 利活用について 

⑴ 校舎   

   全庁的に増加する保存文書の保管や、庁内各課の利用ニーズへの対応を図るため、木田庁舎

や教育プラザ等からの交通アクセスの良い立地条件をいかし、書庫・倉庫として利用します。 

 
用途 担当課 

利用 
フロア 

目的・背景 

１ 教育委員会書庫 
教育委員会 
公文書センター 

３階 
教育プラザ内の書庫が一杯なため、書庫を増設す
る。 

２ 公文書書庫 公文書センター ２階 
櫛池書庫に加え、より使用頻度の高い文書を保存
する書庫を確保する。 

３ 選挙物品倉庫 選挙管理委員会 

１階 既存倉庫の代替又は補完する倉庫を確保する。 ４ 観光物品倉庫 
施設経営管理室 
観光交流推進課 

５ OA機器倉庫 総務管理課 

  

※以上の利用により、校舎の全室を使用します。 

 

⑵ 体育館・グラウンド  

  ・令和 2年度は、スポーツ団体等による施設開放を継続します。 

（現在、グラウンドのみ幼年野球団体による利用があります。） 

   ・災害時等には、市指定避難所として使用します。 

 

※ 令和 3年度以降の利活用については、継続して検討します。 

 

２ 利用に伴う校舎改修等について 

学校施設を倉庫に用途変更するため、建築基準法の規定に沿った施設内部の設備改修（排煙関

係等）の必要性を調査し、必要な設計を行った上で、改修工事を行います。 

 

３ 今後の進め方 

時期 内容 

令和 2年度 
6月～8月 用途変更に必要な設備改修設計 ※市建築住宅課営繕室対応 

10月 改修工事予算要求 

令和 3年度以降 改修工事、工事完了後に利用開始 

 

令和 2 年 2 月 21 日 

教 育 総 務 課 

【資料 No.1】 



【資料№２】

項目 令和２年度の方針

募集期間 ・4/１（水）から　5/8（金）まで

・3/1　地域協議会だより全戸配布（事前相談の案内等）

・2/20　募集説明会を開催

・4/1　募集要項を全戸配布

採択方針

　有田区住民の活性化につながる事業及び住民の生活環境の向上に資する事業で、
事業実施による効果が期待できる事業を優先的に採択する。
　なお、優先的に採択する以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランス、地
域の要望等を考慮し採択する。

　優先的に採択する事業の分野

　○地域振興に資する事業
　　（例）住民交流（世代間交流）事業、各種団体との連携、住民啓発事業、
　　　　　住民交流の場(施設、公園など)の充実等

　○生活環境の向上に資する事業
　　（例）環境美化活動、道路沿線のクリーン活動、花いっぱい運動、
　　　　　住環境の充実につながる事業等

　○安全安心、地域防災の向上に資する事業
　　（例）安全安心マップ作製・配布、通学路危険箇所の調査・マップ作製、
　　　　　防犯活動（ベスト、帽子、旗等の整備）支援、水害避難訓練等

　○教育文化・健康に資する事業
　　（例）教育環境の充実、伝統文化の継承（復活）、
　　　　　スポーツ・レクリエーション事業、健康増進事業等

　○その他
　　上記に属さないが、有田区の活性化につながる事業

審査方法
・全事業ヒアリングを実施する。

・提案書、ヒアリング内容をもとに審査を行い、全体協議を経て採択等を決定する。

・上限・下限なし

・傾斜配分：なし

・補助率：10/10以内

補助率等

令和２年度　有田区地域活動支援事業の採択方針等について

その他

周知方法

・委員が提案団体の代表者や役員であった場合の審査への関わりについて
　→　全ての審査に参加する。



資料No.3

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1 有田地区いきいき支援事業 有田福祉の会 978 977

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、ベンチを整備することで、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。

高齢者支援
課

課題なし

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、地
域支え合い事業の通いの場は中止し、参
加者が自宅でできる運動メニューの提供な
ど、事業内容を変更して実施して行う場合
があります。

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 290 280

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。

社会教育課 課題なし

会場となる有田地区公民館（上越市カル
チャーセンター）について、新型コロナウイ
ルス感染症対策に伴い、利用制限等を行う
場合があります。

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

保倉区
北諏訪区

458 412
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。

学校教育課 課題なし
事業の実施にあたっては、学校と十分に連
携してください。

4 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 120 120
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
講習会を行い、演奏発表の充実につなげる。

学校教育課 課題なし
事業の実施にあたっては、学校と十分に連
携するとともに、児童の安全に配慮してくだ
さい。

5 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 2,569 2,568

地域住民が、児童・生徒とともに講演会等の教育文
化活動に親しむため、有田小学校・春日新田小学
校、直江津東中学校に椅子やテーブルを整備し活
用する。

教育総務課
学校教育課

課題なし

【教育総務課】
備品の適正管理の観点から、明確な表示
等により事業主体所有備品と学校備品との
区分け管理が適正に行えるのであれば、
備品の購入に支障はありません。
ただし、事業主体所有備品の修繕・メンテ
ナンス費用は、事業主体から負担いただく
ことになります。
【学校教育課】
事業の実施にあたっては、学校と十分に連
携するとともに、児童の安全に配慮してくだ
さい。
備品を購入する場合は、備品の適正管理
の観点から、提案団体所有備品と学校備
品との明確な区分け管理が行えるのであ
れば購入に支障はありません。
ただし、提案団体所有備品の修繕や更新
費用は提案団体が負担することになりま
す。

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

保倉区
北諏訪区

3,102 2,610

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。

学校教育課 課題なし
事業の実施にあたっては、学校と十分に連
携するとともに、児童の安全に配慮してくだ
さい。

7 R350花壇整備事業 350同友会 204 203
国道350号線沿いの花壇にハーブを植栽し、地域住
民に歩いて楽しんでいただくことで、周辺地域の環
境美化活動と地域住民の健康を促進する。

残額

8,800 1,630 7,721 7,170

令和２年度 有田区　地域活動支援事業提案書　受付一覧

№ 事業の名称 団体等の名称
複数区に
提案して
いる場合

事業費等（単位:千円）
事業内容の概要

配分額
（単位：千円）

担当課所見


