
令和２年度 第２回 高士区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 2年 6月 11日(木) 午後 6時 30分～ 

                    会場：高士地区公民館 大会議室 

 
                                   延べ 2時間 45分 
 

１ 開  会                                   
 

                                       【2分】 

 

 

 

 

２ 議  題                                   
 

⑴ 地域活動支援事業について 
  

① 進め方の説明                              【8分】 
 

  ② ヒアリング                               【140分】 
 

  ③ 特定事業の決定                             【8分】 

 

 

 ⑵ その他                                 【5分】 

 

 

 

 

３ そ の 他                                   
 

⑴ 次回開催日の確認                              【2分】 

  ➢ 日時：令和２年  月  日（ ）午後  時  分から 

  ➢ 会場：高士地区公民館 大会議室 

  ➢ 内容：地域活動支援事業について（採択事業及び補助額の決定） 

 

 

 

 
 

４ 閉  会                                   



 

令和２年度地域活動支援事業 ヒアリング日程表 

 

事業 

番号 
時間 提案団体名 事業名 

士-1 18:40～18：49 ひとふさの会 
高齢者の見守り活動・会食会・

弁当配食事業 

士-2 18:50～18:59 高士地区振興協議会 地区だより「たかし」発行事業 

士-9 19:00～19:09 高士地区振興協議会 高士地区作品展事業 

士-12 19:10～19:19 
高士地区雪まつり実行委員

会 

「雪まつり（ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ）」開

催による地域交流・地域活性化

事業 

士-3 19:20～19:29 高士地区婦人会 高士地区お買い物ツアー事業 

士-4 19:30～19:39 
総合型地域スポーツクラブ 

高士地区体育協会 
ニュースポーツの普及事業 

士-5 19:40～19:49 高士地区防災防犯協会 高士地区の安全安心対策事業 

休憩（10 分間） 

士-7 20:00～20:09 上越交通安全協会高士支部 

高士地区の交通安全のため交差

点及び関連道路にのぼり旗等設

置事業 

士-13 20:10～20:19 上越交通安全協会高士支部 
交通事故のない安全安心なまち

づくり事業 

 
裏面あり 

 

資料１ 



 

 

令和 2 年度地域活動支援事業 ヒアリング日程表 

 

事業 

番号 
時間 提案団体名 事業名 

士-8 20:20～20:29 
稲谷【だんとうの大杉】保

存会 

令和 2 年度 稲谷【だんとうの

大杉】保存事業 

士-10 20:30～20:39 
雄志中学校区青少年育成会

議 

「地域に元気を！」雄志太鼓活

動支援事業 

士-11 20:40～20:49 高新会 「男の料理教室」開催事業 

 



 

令和 2 年度地域活動支援事業（高士区） 担当課所見一覧 

 

No 事業名 担当課 
課題の 

有無 
特記事項 

士-3 
高士地区お買い物ツア

ー事業 
交通政策課 無 ・特記事項なし 

士-9 高士地区作品展事業 社会教育課 無 

・備品配置後の運用については、随時公民

館と協議してください。 

・修繕等の適切な管理は高士地区振興協議

会で行うこととし、所有者の明記をお願

いします。 

士-10 
「地域に元気を！」雄

志太鼓活動支援事業 
教育総務課 無 

・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。 

士-12 

「雪まつり（ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾍﾞ

ﾝﾄ）」開催による地域交

流・地域活性化事業 

観光交流 

推進課 
無 

・「灯の回廊」への参加にあたっては、事前

に観光交流推進課に協議願います。 

農村振興課 無 ・特記事項なし 

 

資料２ 



特定事業の決定について 

 

採択方針 

以下のテーマに適合する事業は、特定事業として共通審査基準に 5 点の加算を行う 

●集まれ！子育て世代 ～子育て世代の活動を応援します～ 

●人を呼べる新たなまつり 

 

決定方法 

特定事業の適合判定は、委員間での協議により決定する。 

 

適合判定 

事業番号 事業名 事業内容 適合判定 

士-1 
高齢者の見守り活動・

会食会・弁当配食事業 

高齢者の孤独感を解消し、高齢者

が安心して暮らせる地域を作るた

め、見守り活動や会食会を行う。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-2 
地区だより「たかし」

発行事業 

地域住民の地域活動への関心を高

めるため、地区だより「たかし」を

発行する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-3 
高士地区お買い物ツア

ー事業 

高齢者の買い物支援と地域住民と

の交流を図るため、買い物ツアー

を行う。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-4 
ニュースポーツの普及

事業 

地域住民の体力の維持と団結を図

るため、幼児から高齢者まで参加

できるニュースポーツに必要な備

品を整備し、普及を促進する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-5 
高士地区の安全安心対

策事業 

地域の防災力の向上を図るため、

避難所の設営に必要な備品を整備

し、防災訓練を実施する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-6 
ふるさと高士まつり事

業 

高士地区全体の活性化を図るた

め、子どもから高齢者までが参加

できる「ふるさと高士まつり」を開

催する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

資料３ 



事業番号 事業名 事業内容 適合判定 

士-7 

高士地区の交通安全の

ため交差点及び関連道

路にのぼり旗等設置事

業 

地区全体の交通安全の確保を図る

ため、春と秋の全国交通安全運動

期間中や新学期の立哨実施時にの

ぼり旗等を設置し、地域住民や往

来する車両等に注意を促す。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-8 

令和 2 年度 稲谷【だ

んとうの大杉】保存事

業 

高士区の宝である稲谷の【だんと

うの大杉】の保存を図るため、昨年

度策定した５カ年計画に基づいて

土壌改良を行うとともに、地域住

民を対象とした【だんとうの大杉】

に関する勉強会を開催する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-9 高士地区作品展事業 

文化・芸術の振興を図るため、日頃

より地区住民が作成している作品

の展示に必要な備品を整備し、作

品展を開催する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-10 
「地域に元気を！」雄

志太鼓活動支援事業 

雄志中学校太鼓部が地域で更に活

躍できる環境を整備するため、数

が不足している太鼓を新調し、各

種地域行事で演奏する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-11 
「男の料理教室」開催

事業 

男性の家事参加を推進し、明るい

家庭づくりや地域交流の場を創出

するため、地域の男性を対象とし

た料理教室を開催する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-12 

「雪まつり（ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾍﾞ

ﾝﾄ）」開催による地域交

流・地域活性化事業 

若い世代が中心となり、高士地区

の魅力を地区外に発信し、多くの

人が高士地区へ訪れる機会を創出

するため、「高士ルミネ」を開催す

る。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

士-13 
交通事故のない安全安

心なまちづくり事業 

地区の交通安全の確保を図るた

め、危険個所にカーブミラーを設

置するとともに、交通安全教室を

開催する。 

□ 適合する 

□ 適合しない 

 


