
令和 2年度第９回中郷区地域協議会次第 

 

 

 

日 時:令和 2年 12月 22日(火)18時 00分～ 

場 所:中郷コミュニティプラザ ホール 

 

 

１ 開 会 

 

２ 報 告 

 

 （１）地域協議会会長会議について ・・・・・・・・・・・・・資料なし 

 

３ 協 議 

 

（１）意見交換会について・・・・・・・・・・・・・・・・・資料№1～2 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和２年度 中郷区地域協議会意見交換会次第 

 

 

 

日 時：令和３年１月 23日(土) 午後 1時 30分～ 

場 所：はーとぴあ中郷 ホール 

 

 

１ 開 会 

  全体進行 髙橋（京）副会長 

 

 

２ あいさつ                               （５分） 

竹内（靖）会長 

 

３ 報 告                               （３０分） 

 

（1）「未来の子ど達がいつまでも住み続けたいまちづくり」をテーマに 

検討した各種事業について   …資料 1 

     全体 竹内（靖）会長 

        夕日ヶ丘整備事業については髙橋（達）委員 

        桜の植樹事業については陸川（昇）委員 

        縄文公園整備事業については髙橋（京）副会長 

        講演会事業については村越委員 

 

 

４ 意見交換                              （４５分） 

   進行 髙橋（京）副会長 

 

５ 閉 会 

  髙橋（達）委員                            （５分） 

 

 

※カッコ内の時間は、それぞれの所要予定時間。 全体で約１時間半の予定 

 

終了予定：午後２時５５分 

資料№１ 

第９回 中郷区地域協議会 

Ｒ2.12.22 



未来の子ども達がいつまでも
住み続けたいまちづくり

中郷区地域協議会

資料№2

第９回 中郷区地域協議会

Ｒ2.12.22



勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金とは。。。

平成5年「オープス中郷」開設に伴い新潟県競馬組合から中郷村への交付が開始され、

平成7年、中郷村福祉及び教育施設基金条例を制定し、交付金や一般会計の余剰金を同条

例に基づき、福祉と教育の施設整備に充てるための財源として積み立てを行ってきました。

市町村合併までの当該基金活用状況

在宅介護センター改修工事 560万円

デイサービスセンターの増改築工事 5,230万円

中郷中学校建設工事 2億５,900万円

中郷小学校改修工事 500万円



平成17年1月 上越市中郷区の誕生

 上越市勝馬投票券場外発売所立地関連地域振興基金条例の制定

中郷区の環境整備、福祉及び教育の財源としての活用が始まりました。

合併後の当該基金の活用状況

中郷中学校建設工事 3億1,500万円

中郷ひばり荘解体及び建設補助 1億4,700万円

平成27年当該基金の見直し提案
基金条例に規定する使途目的の事業に残額の全てを充当した上で条例を廃止する。



二本木駅を核とした地域活性化事業

 二本木駅トイレ建設工事

令和元年度 新トイレ建設（電柱・流雪溝移設含む） 約4,000万円

令和２年度 旧トイレ解体・駐車場整備（舗装・車止め含む） 約1,430万円



中郷小学校の環境を大切にしたい・・・・・・ 夕日ヶ丘整備事業

中郷の象徴“さくら”を大切にしたい・・・・・・ 桜の植樹事業

中郷の子ども達の心にいつまでも残したい・・・・・・ 講演会事業

中郷の文化の継承と新たな取り組みをしたい・・・ 縄文公園整備事業

未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業



未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業

夕日ヶ丘整備事業

伐採工事費

石碑の洗浄作業

石碑の説明板設置工事

遊歩道工事（芝）

案内板設置工事

スノーモービル格納庫

計 1,700万円



未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業

桜の植樹事業

【二本木駅 】

植樹3本 伐採・伐根2本

【中郷中学校】

植樹2本 伐採・伐根2本

計 計 200万円



未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業

縄文公園整備事業

モニュメント説明板更新工事

案内看板設置工事

竪穴式住居の説明看板設置工事

東屋1.5間×3.0間（擬木・仮設費含む）

桜の植樹 12本

計 1,200万円



未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業

講演会事業

講演会費用とPR費用 250万円



未来の子ども達がいつまでも住み続けたいまちづくり事業

夕日ヶ丘整備事業 1,700万円

桜の植樹事業 200万円

講演会事業 250万円

縄文公園整備事業 1,200万円

合計 3,350万円



夕日ヶ丘をもっと素敵にするアイデア 小学生との意見交換 令和2年7月30日

（整備にかかるアイデア）

・グラウンドや周りをみやすくしてほしい

・石碑がよく見えるようにしてほしい

・倒れている木や枝を撤去してほしい

・クロスカントリーコースの整備をしてほしい etc…

（新しいものの設置にかかわるアイデア）

・公園ぽくする

・アスレチックの設置

・川を作ってほしい etc…

アイデアの理由・・夕日ヶ丘をきれいにしてもっとたくさんの人にきてほしい。



中郷区を知る活動 中学生との意見交換 令和2年8月６日

（中郷区の良いところ）

・緑がたくさんある、自然豊か

・災害が少ない

・人が優しい、人情味がある

・お米や野菜がおいしい etc…

（中郷のここは・・・改善、問題点）

・空き家が多い

・通学路が狭い

・過疎化が不安

・消雪パイプが古い etc…

振り返り・・中郷のことについて良いことも悪いことも分かった。これを生かしてほしい。



今後の私たちにできること・・・区民と行政との協働

・施設設備の維持管理・・・夕日ヶ丘や縄文公園、駅などの環境整備

例えば、PTAと地域の合同作業や、まちづくり振興会のエコウオークでの取り入れ
で行うことができるし、団体の連携強化にもつながる。

維持管理や、新たな取り組みを“地域活動支援事業”や
“地域を元気にする提案事業”など上越市の補助金制度を活用することができる。
また、そのような仕組みを学ぶことで、より活動の幅が広がる。

・自分達が提案できる上越市の仕組みを知り、活用することができる。

Let’s get it going !

始めよう 新しい 自分



今後のスケジュール

１０月

上旬 中旬 下旬

９月

上旬 中旬 下旬上旬

８月

上旬 中旬 下旬

７月

上旬 中旬 下旬

Ｒ２～Ｒ３　中郷区地域協議会スケジュール案　（令和４年度予算計上）

自
主
的
審
議
事
項

２月

上旬 中旬 下旬

３月

上旬 中旬 下旬上旬 中旬

事務局

令和２年度
１月

下旬

地域協議会

中旬 下旬

事務局

地域協議会

自
主
的
審
議
事
項

令和３年度
４月 ５月 ６月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

第10回地域協議会

地区意見交換

第11回地域協議会
（審議内容に基づき協議）

意見書提出

（活動報告会の協議）

第12回地域協議会
（審議内容に基づき協議）

地域協議会だより発行

意見交換会準備 協議会準備 協議会準備

意見書回答

(意見書作成)
（審議内容に基づき協議）

協議会準備

第1回地域協議会

第2回地域協議会
（審議内容に基づき協議）

第3回地域協議会

見積書再徴収

協議会準備 協議会準備

(審議内容に基づき協議)

協議会準備 協議会準備 協議会準備 協議会準備 協議会準備

第4回地域協議会

第5回地域協議会

第6回地域協議会

第7回地域協議会
（審議内容に基づき協議）

（審議内容に基づき協議）

（審議内容に基づき協議）

（審議内容に基づき協議）

（審議内容に基づき協議）

事業内容精査 関係課との協議 予算計上準備期間 令和4年度予算要求（9月中旬～）

令和２年度の事業確定・・・・・・・令和3年3月

令和2年度の公費金額の決定・・・・ 令和3年4月

令和4年度事業の予算要求・・・・・ 令和3年9月～



皆様のご意見をお聞かせください。

中郷区地域協議会


