
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪俣 敦子（稲） 田中 博三（平成町） 

梅川 康輝（上新町） 中島 功（四辻町） 

大滝 英夫（下富川） 藤井 修（戸野目） 

小林 進（上野田） 藤本 孝昭（藤塚） 

千代 金治（四ケ所） 古川 勝夫（池） 

相馬 祐一（平成町） 古川 仁（本新保） 

第 4 期目の委員による 

津有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月に行った 1回目の協議会では、正

副会長の選任や、今後の地域協議会の運

営方法等について話し合いました。 

6月に行った 2回目の協議会では、地

域活動支援事業の審査・採択を行いまし

た。 

今後は、地域の皆さんのお力をお借り

しながら、津有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。 

なお委員の構成は、１２人全員が新規

の委員となりました。 

地域協議会は、どなたでも傍聴していただける会議です。津有区地域協議

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、津有地

区公民館またはファームセンターです。 

「地域協議会って何？」、「津有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「津有区のまちづ

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。 

 

■ 7 月 27日（月）午後６時３０分～ 第 3回津有区地域協議会 

（内容：地域活動支援事業の振り返り等） 

■ 第 4 回津有区地域協議会は、８月下旬頃に開催予定です。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。 

 

～津有区地域協議会 今後の予定について～ 第３回協議会の会

場は、津有地区公民館

２階の大会議室です。

（平成町 533-1） 
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委員については次のページの 

【津有区地域協議会委員の紹介】

もご覧ください 

▼委員名簿（５０音順、敬称略） 
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津有区地域協議会委員の紹介 

【田中 博三 副会長 】 

津有地区の子どもからお

年寄りの皆さんが少しでも

安全安心に暮らせるよう、各

団体の皆さんの要望を理解・

協議して、より良い地域づく

りに貢献していきたいと思

います。よろしくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

【相馬 祐一 委員 】 

 この度、地域協議会委員と

なり、子どもの頃から生まれ

育ったこの津有地区の益々

の発展のため、並びに皆様の

安全・安心で住める地域にな

るよう、協議していきたいと

思いますので、よろしくお願

いいたします。 

【中島 功 委員 】 

 この度、地域協議会委員と

なりました。4 年間の長丁場

になりますが、より良い津有

地区となるように、微力なが

らもお手伝いしていきたい

と思います。よろしくお願い

いたします。 

【猪俣 敦子 委員 】 

この度、地域協議会委員を

させていただくことになり

ました。より良い地域になる

ように、そして少しでも地域

に貢献できるよう努めさせ

ていただきたいと思います。 

【藤本 孝昭 会長 】 

この度、地域協議会委員と

なりました。津有区では何が

課題で、どのような方向を模

索すべきか、皆様のご意見を

お伺いしながら、前向きに考

えていきたいと存じます。微

力ではありますが精一杯務

めさせていただきます。 

【梅川 康輝 委員 】 

 今年度から新しく地域協

議会委員となりました。東京

での社会人経験を活かし、

“外の眼”を持ちながら、か

つ、現役の新聞記者としての

視点で地域課題を解決して

いきたいと思います。 

【大滝 英夫 委員 】 

 この度、地域協議会委員を

仰せつかりました。地域の課

題について、皆さんと共に議

論し、課題の解決に取り組ん

でいきたいと思っています。

微力ながら頑張りたいと思

いますので、よろしくお願い

します。 

【小林 進 委員 】 

 地域協議会委員として、各

町内会及び各種団体等の活

動を尊重し、また津有区の皆

さんがより安心安全に暮ら

せるような地域づくりに努

めていきたいと思います。 

【藤井 修 委員 】 

 地域協議会委員として、こ

の地域で子どもからお年寄

りの皆様が安心して暮らせ

るよう、地域の皆様の意見や

要望を協議して、より良い地

域づくりに微力ながら頑張

りたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【古川 勝夫 委員 】 

 この度、地域協議会委員と

して、任務・役割を把握して、

地域の意見や要望を基本に、

津有区全体の活性化と、まち

づくりを実現できるよう、頑

張っていこうと思います。 

【古川 仁 委員 】 

 地域協議会委員として、4

年間委員の皆さんと共に活

動させていただきます。より

良い地域づくりのため、微力

ながら頑張りたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

【千代 金治 委員 】 

 この度、地域協議会委員を

お受けすることとなりまし

た。この津有地区がより良く

発展し、地域の抱える課題事

業等を協議し、共に繋がって

いけるよう、この 4年間を努

めていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事 業 名 団 体 名 採択額 事 業 内 容 

上越市防災士会津有支部安心安

全事業 

上越市防災士会津有

支部 
1,264,000 

住民の安心安全を確保するために、公

民館等に AED を設置し、訓練や講習会

を開催する。 

ゲートボールによる高齢者の健

康増進と公園美化まちづくり事

業 

戸野目公園芝ゲート

ボール場運営委員会 
484,000 

高齢者の健康増進を図るため、戸野目

公園芝ゲートボール場の環境整備を行

い、ゲートボール大会を開催する。 

高齢者の健康増進と環境保全・

まちつくり事業 
平成町松翠会 153,000 

高齢者の健康増進と地域の景観美化を

図るため、活動に必要な備品を整備し、

ゲートボール大会などに参加するほ

か、花壇整備等の奉仕活動に取り組む。 

2020 津有北部地区スポーツク

ラブ地域活性化事業 

津有北部地区スポー

ツクラブ 
523,000 

地域の活性化、スポーツ活動の振興を

図るため、子どもから高齢者までを対

象とした夏祭りや運動会等を開催す

る。 

 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、津有区では 10 件、総額 547 万 3 千円の提案をいただきま

した。津有区地域協議会では、提案者へ書面でのヒアリングを実施させていただいた後、採

点を行い、その結果を基に採択事業を決定しました。 

 審査の結果、10 件の全事業を提案どおり採択しました。 

津有区では、子どもから高齢者までが参加できるイベントや、安全安心な生活を送るため

の取組など、地域活動支援事業を活用して沢山の事業が実施されます。 

 地域の皆さんのご協力、ご参加をよろしくお願いします!! 

裏面へ続く 

単位：円 



 

 

 

 

 

 

事 業 名 団 体 名 採択額 事 業 内 容 

津有地区地域づくり事業 
津有地区地域づくり

協議会 
900,000 

津有地区全体の融和と連帯感の醸成を

目的に、文化祭や健康ウォークなどの

行事を開催する。 

シルバー卓球クラブ支援事業 シルバー卓球クラブ 99,000 

高齢者の健康増進を図るため、入会者

の増員により不足する備品の購入、更

新を行い、年間を通して卓球の練習を

行う。 

2020 戸野目スポーツ少年団団

員の安全安心をサポートする青

少年健全育成事業 

戸野目スポーツ少年

団 
292,000 

バレーボールを通じた青少年の健全育

成を図るため、経年劣化したユニフォ

ームを更新して活動に参加しやすい環

境を整備し、各種大会への参加や練習

に取り組む。 

「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 
174,000 

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。 

稲町内安全・安心子育て支援事

業 
稲町内会 636,000 

住民の安全・安心な生活環境と子育て

しやすい地域環境を維持するため、防

犯灯を設置し、防犯パトロールの強化

や危険個所の点検を行うとともに、老

朽化した遊具の更新を行う。 

上雲寺小学校児童・地域住民ふ

れあい事業 
上雲寺小学校最寄会 948,000 

地域の連携を促進するため、上雲寺小

学校区体育大会の開催や地域カレンダ

ーの発行などを行う。 

 

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 

※採択事業の詳細や不明な点は中部まちづくりセンターまでお問い合わせください。 


