
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４期目の委員による 

新道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。（※ 次のページの新委員の紹介をご覧ください。） 
 

 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回目の地域協議会

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、新道区がよ

り住みよい地域となるよう、協

議を進めていきますので、よろ

しくお願いします。 

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

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、新道地区公民館です。 

「地域協議会って何？」、「新道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「新道 

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。 

■ 募集期間 令和２年７月２７日(月) ～ ８月１７日(月) 

■ 予算額(追加募集額) ５４６万７千円 
 

※ 詳しくは、最終ページの説明をご覧ください。 

～ 地域活動支援事業 追加募集を行います ～ 地域協議会の会場は、

新道地区公民館の 2階、

多目的ホールです。 
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新委員の紹介 
【飯塚 幸太郎 副会長】稲田 3 

 新道地区が、安全・安心な

住みよい地区になるよう

に、地域の皆様のご意見を

お伺いし、皆様とともに努

力したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

【佐藤 三男 委員】稲田 2 

 過去 7 年間、町内会活動を
中心に活動してきました。こ
のたび、新道区地域協議会委
員に任命されました。これま
でと違った目で他の委員の皆
さんと協力して、微力ながら
地域活性化のため寄与してい
きたいと思います。 

【杉田 榮作 委員】稲田 4 

 稲田に住み四十数年が経

ちます。今回、町内会長に依
頼され、委員に任命されま
した。少しでも地域の方々
のお役に立てるように活動
をしたいと思います。よろ
しくお願いします。 

【秋山 茂 委員】鴨島 1 

 ４期目の委員に任命され
ました。前期同様、微力なが
ら新道区の安心・安全、活力
のある地域となるよう、新
委員の皆さんとともに頑張
っていきたいと思います。 

【井澤 愛 委員】富岡 

 初めて地域協議会委員に
任命され、不安ではありま
すが「安心・安全、住みよい
まちづくり」になるように、
皆様の意見を聞きながら頑
張りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。 

【金井 正 委員】子安 
 子安地区に住んで弐拾年以
上経過しました。この間この地
域は、商業施設、病院、大学と
多岐にわたり発展しています。
しかし、到達点ではありませ
ん。更なる高みを目指す必要が
あります。私こと、非常に微力
ですが、日々学び皆様の一助と
なるように頑張ります。 

【小玉 朋子 委員】富岡 

 今回初めて委員に任命さ

れました。新道地区の安全・
安心で住みよいまちづくり
のため、皆様と協力し、少し
でもお役に立てるよう努力
していきたいと思います。 

【千町 健実 委員】鴨島 2 

 視野を単独町内会だけで

なく、新道区全域枠で発信
できるよう、微力ながら頑
張りますので、よろしくお
願いいたします。 

【髙野 ゆかり 委員】鴨島 1 

 新道区地域協議会委員と

して、微力ですが地域発展
のため、未来ある子どもた
ちのため、精いっぱい頑張
りたいと思います。よろし
くお願いいたします。 

【塚田 仁子 副会長】中々村新田 
 新道地区に住み五十年に
なります。緑豊かでした地
区が、時の流れとともに随
分変わってまいりました。
子ども達が「安全に住める
まちづくり」のお手伝いが
できればと思っておりま
す。 

【船﨑 聡 会長】鴨島 1 

 今後も新道地区の発展の

ため、微力ではありますが

力を尽くしたいと考えてい

ます。よろしくお願いいた

します。 

【本城 敏男 委員】鴨島 3 

 今回、町内会長に依頼さ
れ、初めて新道区地域協議
会の委員に任命されまし

た。委員の皆さんとともに
新道地区の地域課題等を共
有し合い、地域づくりに少
しでも貢献できるように努
力したいと思っています。 

【三浦 正郎 委員】子安新田 

 新道地区に住んで四十
年。多くの皆様のご尽力で、
住みよく、生活しやすい地

域に発展してきました。こ
の流れを更に前に進めるこ
とができますよう、微力で
すが努力したいと思いま
す。 

【横山 明夫 委員】富岡 
 初めて地域協議会の委員
に任命されました。新道区
がますます住みよい地域と
なりますよう、皆様と連携
しながら委員の役割を果た
していく所存でございま
す。微力ではありますが、ど
うぞよろしくお願いいたし
ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新道区の採択事業一覧 

事業名 団体名 事業の概要 

事業費等 
(単位：円) 

事業費 
うち 

補助額 

イースト・ユ

ニティーズ

幼年野球活

性化事業 

イ ー ス

ト・ユニ

ティーズ 

 幼年野球を中心とした各種活動により青少年

の健全育成等を図るため、用具倉庫周辺の舗装

修繕により安全な活動環境を確保し、日々の練

習に取り組むほか、奉仕活動等に参加する。 

220,000 220,000 

富岡小学校

区 安全安

心マップ作

成事業 

富岡小学

校区防犯

防災組合 

 地域の子どもを危険から守るとともに、災害

に強い地域をつくるため、安全安心マップを作

成し、防犯・防災及び交通安全に関する啓発を

行うとともに、マップを活用して安全パトロー

ルや防災訓練に取り組む。 

378,400 378,000 

グラウンド

ゴルフで地

域交流事業 

新道地区

老人クラ

ブ協議会 

 各世代の交流や融和、協調を図るため、グラ

ウンドゴルフの実施に必要な用具を補充し、各

年代混成チームによる親善大会の開催や指導者

の養成に取り組む。 

172,370 172,000 

稲田４丁目

災害支援事

業 

稲田４丁

目町内会 

 地域の防災力の向上を図るため、災害時に第

一避難所に設置する防災テントを整備し、テン

ト設置訓練を含めた避難訓練を実施する。 

475,156 475,000 

富岡レッド

ファイヤー

ズスポーツ

振興事業 

富岡レッ

ドファイ

ヤーズ 

 幼年野球を中心とした各種活動により青少年

の健全育成等を図るため、防球ネット整備によ

り安全な活動環境を確保し、日々の練習に取り

組むほか、奉仕活動等に参加する。 

388,300 388,000 

 

 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、新道区では 5 件、総額 163 万 3 千円の提案をいただきまし

た。新道区地域協議会での審査の結果、全事業を提案どおり採択しました。 

 新道区では、地域の安心・安全な生活を守るための防災訓練や、防犯・防災マップの作成

のほか、広い世代の参加を目指したグラウンドゴルフ大会の開催、 

スポーツ少年団の活動環境改善のための事業が行われます。 

 地域の皆さんのご協力、ご参加をよろしくお願いします。 

令和２年度地域活動支援事業 

採択事業が決定しました！ 

※ 地域活動やイベントへのご参加をお待ちしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

令和２年度地域活動支援事業 

追加募集を行います！ 

募集期間 ７月２７日(月)から８月１７日(月)まで 

新道区の 
予算額など 

【新道区の予算(追加募集額) ５４６万７千円】 
補助率：10/10(100％)以内 補助下限額：5 万円(5 万円以上の事業が対象) 

★ 事業の内容 ……… 団体の皆さんなどが身近な地域の課題解決や活力向上のために、主
体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付します。 

★ 提案できる人 …… ５人以上で構成し、市内で活動する法人または団体の皆さんです。

新しく立ち上げた団体等も対象となります。 

  

 ご注意ください!! 
 ○ 地域活動支援事業は、身近な地域での課題解決や、活力向上のために行う事業であれば、

種類や分野を問わず対象となりますが、一部対象とならない事業があります。 
   （新道区では、既設街灯の LED 灯への切り替え、町内会館の修繕は補助対象外です。） 
 〇 審査の結果、事業が不採択となる場合や補助希望額どおりとならない場合があります。 
 

 

 お問合せください 

  応募書類等は、中部まちづくりセンターの窓口で配布、または郵送しますので、ご希望
の方はご連絡ください。また、市のホームページからダウンロードすることも可能です。 

対象となる事業など 

新道区で募集する取組（募集テーマ） 

優先して採択する事業 新道区では、自主的審議事項等の協議を通じ、まちの活性化を図ることが当

面取り組むべき地域課題として捉えているが、これまで募集してきた新たなまちづくりへの取組や継

続・拡充事業も大切であると考えている。 

  そこで、地域住民が自主的・主体的に取り組む事業のうち、地域のふれあい交流やにぎわい創出、

世代を超えた人と人との交流などのまちの活性化に結び付く事業をはじめとする、地域の活力向上に

役立つ次の事業を優先して採択する。 

 〇 高齢者・子育て支援事業      （例）高齢者世帯の見守り、世代間交流 

 〇 交通安全・防災・防犯事業     （例）安全安心マップの作成・配布、防災訓練、防犯パトロール 

 〇 生活環境保全事業         （例）地域のクリーン活動、花壇の整備 

 〇 健康づくり事業          （例）健康体操、健康ウォーク、ロードレース、運動会 
 〇 教育・文化・スポーツ・観光事業  （例）祭りの伝承、スポーツ活動 

その他の事業 優先して採択する事業以外の事業については、制度の主旨や全体のバランスなどを考

慮して採択する。 

★ 事業の実施期間 … 令和３年３月３１日まで（経費の支払い、中部まちづくりセンター
への実績報告書の提出を含む） 
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