
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         地域協議会は、どなたでも傍聴していただける会議です。諏訪区地域

協議会では、概ね１か月に１回の頻度で会議を開催しています。会場は、

諏訪地区公民館です。 

 「地域協議会って何？」、「諏訪区ではどんなことが話し合われているの？」とお考えの

方!!ぜひ一度傍聴へお越しください。会議を傍聴することで、地域の皆さんから「諏訪区の

まちづくり」について考えていただくきっかけづくりが出来れば幸いです。 

 会議の開催日等は、市のホームページでご確認いただくか、 

中部まちづくりセンターまでお問合せください。 

第 4 期目の委員による 

諏訪区地域協議会がスタート 
 4 月に地域協議会の委員改選が行わ

れ、第 4期目の委員による地域協議会

がスタートしました。 

 5 月に開催した最初の地域協議会で

は、正副会長の選任を始め、今後の地

域協議会の運営方法等について話し合

いを行いました。 

 6月には 2回目の協議会を開催し、

今年度の地域活動支援事業の審査を行

ったところです。 

 今後は、地域の皆さんのお力をお借

りしながら、諏訪区がより住みよい地

域となるよう、協議を進めていきたい

と思っていますので、よろしくお願い

します。 

■ 7 月 28日（火）午後 7 時～  第 3回諏訪区地域協議会 

（内容：地域活動支援事業の審査についての検証 など） 

■ 第 4 回諏訪区地域協議会は、8 月下旬頃に開催する予定です。

日程が決まりしだい、市ホームページ等でお知らせします。 

 

～諏訪区地域協議会 今後の予定について～ 
地域協議会の会場

は、諏訪地区公民

館の集会室です。 

（上真砂 203） 

《第 38 号》 

令 和 ２ 年 ７ 月 発 行 

発行：諏訪区地域協議会 

 次のページの【新委員の紹介】をご覧ください。 

▲ 写真は 6 月 22 日の第 2 回地域協議会の様子 

http://3.bp.blogspot.com/-XI6W9kYw2DU/UrlmjYcssXI/AAAAAAAAcHg/2fT8fxQ_FrI/s800/fukidashi_bw05.png
http://4.bp.blogspot.com/-AGUN2vs7aPc/UQTg1SF7EYI/AAAAAAAALeY/gqeRTrF6bKk/s1600/douzo_cat_left.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新委員の紹介 

【山田 哲平 副会長】南新保 

 10年後・20年後の未来を
考えて、諏訪区が抱える課
題を今一度洗い出し、課題
解決に向けて諏訪区にお住

いの皆様と協議できればと
考えております。微力です
が、4年間自分ができること
を考え努力してまいりま
す。 

【星野 実 委員】東原 

 初めての委員であり、緊
張とプレッシャーを感じて
おりますが、諏訪地区の声
を行政に反映し、住み心地

の良い地区になりますよ
う、微力ではありますが、皆
様と一緒に頑張っていく想
いです。 

【堀川 悦郎 委員】南新保 

 目の前に田畑が広がって
いるのに人は「何もない」と
言い、ビルが立ち並び、多く
の人が行き交う都会に憧れ

る。そんな認識を少しでも
変えられたら、もっと素晴
らしい人材が育ってくると
思っています。地域の発展
のため頑張ります。 

【川上 俊一 委員】米岡 

 諏訪地区の郷土色豊かな
ところを活かしながら、こ
れからの諏訪地区が魅力あ
る地域になれるように、皆

様のご意見をお聞きし、他
の委員の皆さん、行政とも
連携し頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いいたし
ます。 

【川上 久雄 会長】米岡 

 一期目は諏訪区の課題や
困りごとなどを把握して、
地域協議会に反映すること
ができませんでした。今期

は、地区の各種団体や皆様
のご意見を伺い、自主的審
議事項で協議し、課題解決
ができるように努力したい
と思います。 

【川上 奈津子 委員】米岡 

 今回で2期目となります。
1期目では、諏訪のため熱心
に活動されている地域の皆
さんの意見や要望をたくさ

ん聴くことができました。 
 新しい委員の方々ととも
に地域の発展のために頑張
りたいと思っております。 

【川室 光昭 委員】北新保 

 初めての委員となります
が、他の委員の皆様ととも
に、諏訪地区の課題の解決
や強みを活かした地域の活

性化のために努力していき
たいと思います。 

【西嶋 明子 委員】高森 

 子どもも大人も“みんな
大好き諏訪の里”と言える
ような地域になることを願
っています。諏訪区の発展

のため、地域協議会委員と
しての自覚を持って、今期
も努力していきたいと思い
ます。 

【服部 幸雄 委員】鶴町 

 地域協議会委員として活
動するにあたり、地域内に
ある各団体の方々と、諏訪
地区内の情報の共有を図

り、今ある地域の課題解決
に取り組み、今以上に生活
環境の良い諏訪地区になる
ために活動していきたいと
思います。 

【山岸 愛 委員】諏訪 

 4 年間の地域活動支援事
業を通して諏訪区のことを
知ることができました。と
は言え、まだまだ無知なこ
とが多く、諏訪区のために
何かできたという実感もあ
りません。引き続きこの事
業に参加させていただくこ
とでより深く諏訪区のこと
を学び成長していけたらと
思います。 

【山岸 真也 委員】高森 

 地域協議会の皆様ととも
に、この諏訪地区が活気の
ある住みよい地域となりま
すよう微力ながら頑張って

いきたいと思います。 

【山田 勝也 委員】米町 

 自然豊かで住みよい諏訪
地区の地域協議会委員にな
り、皆様からいただいたご
意見を、委員の方々と考え、

意見交換し、地域に貢献で
きるよう微力ながら努力し
ていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 諏訪区の採択事業一覧 

 

事 業 名 団 体 名 事業内容の概要 

事業費等(単位:円) 

事業費 
うち 

補助額 

諏訪唱歌ナ

ツメロ教室

事業 

歌声クラブ

ひまわり 

 歌を通じた地域交流と高齢者の生きがい

づくりを目的に、仲間と歌を歌う場を設け

るとともに、練習の成果を発表する機会や

研修視察などを実施する。 

198,250 156,000 

移住促進諏

訪の会活動

事業 

移住促進諏

訪の会 

 諏訪区への移住促進と若い世代の定着を

促進するため、地域の魅力を地区内外に発

信するとともに、移住促進に取り組む先進

地の視察や、移住希望者に地域を直に知っ

てもらう仕組みの構築に向け準備を行う。 

122,000 122,000 

芳澤謙吉翁

顕彰事業 

芳澤謙吉翁

顕彰会 

 地元出身の外交官である芳澤謙吉翁を学

ぶことを通して住民が地域への誇りと愛着

を持てるようにするため、研修会の開催、

謙吉翁の書の額や掛け軸の常設展示による

顕彰や公園植栽等の整備を行う。 

234,000 234,000 

 私たちの地域をもっと住みやすく、もっと元気にするために、地域の皆さんが行う『まち

づくり活動』を募集したところ、諏訪区では 480 万円の予算枠に対し、９件、総額 369 万 8

千円の提案をいただきました。諏訪区地域協議会において、提案者へのヒアリングを実施し、

審査した結果、全事業を提案どおり採択しました。 

 諏訪区では、子どもから高齢者までが参加できるイベントや、安全・安心な生活を守るた

めの取組、児童の活動を支援する事業などが実施されます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、例年とは違った内容で事業に 

取り組まれる団体もありますが、地域を元気にしていくため、皆さん 

のご協力、ご参加をよろしくお願いします!! 

※裏面へ続きます。 



事 業 名 団 体 名 事業内容の概要 

事業費等(単位:円) 

事業費 
うち 

補助額 

すわっ子わ

くわく事業 

すわっ子ク

ラブ 

 諏訪地区児童の居場所づくりと健全育成

を図るため、学校の長期休暇等をはじめ、

年間を通じて地域の団体等と連携し、学習

会や自然観察会、ハロウィンパーティーな

どを開催する。 

557,501 512,000 

諏訪の里づ

くり活動事

業 

諏訪の里づ

くり協議会 

 地域住民の融和と連帯感の醸成により地

域の発展を図るため、健康推進活動、映画

上映会、スポーツを通じた交流活動などを

実施する。 

2,196,528 2,176,000 

未楽来すわ

活動事業 

“明日の上

越・諏訪を

創る会”未

楽来すわ 

 諏訪区を区内外に PR し、諏訪の活性化

を図るために、ヒマワリの植栽や、地域の

文化財等を再発見する講座・研修会等を開

催する。 

108,000 108,000 

くびき野諏

訪ホームペ

ージ運営委

員会事業 

くびき野諏

訪ホームペ

ージ運営委

員会 

 諏訪地区の魅力や各種団体の活動につい

ての認知度向上により地域の活性化を図る

ため、ホームページ運用に必要な機材を更

新し、年間を通じた情報発信に取り組む。 

131,000 131,000 

諏訪区防災

士会事業 

諏訪区防災

士会 

 諏訪区の安全な暮らしを確保するため、

使用期限が到来する AED の附属品を更新

するとともに、防災士による訓練・講習会

を実施する。 

85,000 85,000 

「地域に元

気を！」雄

志太鼓活動

支援事業 

雄志中学校

区青少年育

成会議 

 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。 

524,700 174,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部まちづくりセンター（上越市土橋１９１４－３ 上越市市民プラザ２階） 

ＴＥＬ：５２６－１６９０ ／ ＦＡＸ：５２２－２６７８ 

Ｅ-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

お問い合わせ先 


