
 

令和２年度 第１２回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和３年３月２５日（木） 

                              午後３時から 

場 所：清里区総合事務所 第３会議室 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告 

 （1）総務・地域振興グループ報告事項 

    ・令和３年度清里区における主要事業について           ・・・資料１ 

   ・令和３年度清里区内の主な行事予定について           ・・・資料２ 

   ・令和３年度地域活動支援事業について 

 

 （2）教育・文化グループ報告事項 

   ・星のふるさと館の開館について 

 

５ 協 議 

 （1）自主的審議事項について                             ・・・資料３ 

   ・（仮称）安心ノートについて                   （当日配布） 

 

 

 （2）令和３年度清里区地域協議会視察研修について 

   実施期日：令和３年１０月１４日（木） 

 

 

６ その他 

（1）令和３年度第１回清里区地域協議会の開催（案）について 

    日時：令和３年４月２８日（水）午後３時 

会場：清里区総合事務所 第３会議室 

 

 （2）「地域協議会に関する意識調査の結果」について 

 

 

７ 閉 会 



  資料 1      

上越市清里区 令和３年度予算と要求のポイント 
清里区総合事務所長 

○予算要求の考え方提出 

第６次総合計画で位置付ける政策・施策、「暮らし」「産業」「交流」の３つの重点戦略及び地方創生の取組を着実に推進し「すこやかなまち～ 

人と地域が輝く上越」の実現に向けた予算を要求する。また、第６次行政改革推進計画並びに事務事業評価結果を踏まえた予算要求とする。 

 

 

         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 清里生活支援ハウスの管理運営                 9,548千円 

◆ 敬老会の実施委託、老人クラブへの助成       1,685千円 

◆ 地域支え合い事業、出前サロンの実施       4,256千円 

◆ 市営バスの適切な運行【新規】           8,812千円 

◆ 交通安全の推進、防犯灯等の適正管理 

◆ 安全で安心な道路管理業務             34,057千円 

（計画的施設管理委託、市内一円道路修繕工事等）  

◆ 除雪体制の整備、消融雪施設の修繕、管理     128,011千円 

◆ ほ場整備事業の支援（経営体育成基盤整備事業等）  21,409千円 

◆ 中山間地域農業の振興              63,606千円 

（中山間地域等直接支払交付金、棚田地域振興活動加算）  

◆ 櫛池農業振興会の活動支援          

◆ 地域おこし協力隊導入による櫛池地区の振興【新規】 4,334千円 

 ◆ 集落づくり推進員の巡回活動による地域との連携【拡充】 

◆ 地域協議会の活性化                 307千円 

◆ 住民の自主的活動の促進（地域活動支援事業）    5,200千円 

◆ 清里区地域振興事業の推進                         1,123千円 

（きよさと夏祭り補助金、荒牧城址狼煙上げ補助金など） 

 ◆ 清里コミュニティプラザの管理運営         15,698千円 

 ◆ 清里区スクールバス等運行事業            6,246千円 

◆ 上越清里星のふるさと館の管理運営         18,345千円 

◆ 清里区地域生涯学習センター管理運営         1,300千円 

◆ 体育施設の管理運営               13,720千円 

◆ 各種活動支援（補助金）                431千円 

（生涯学習フェスティバル、体育祭、冬季スポーツ交流会） 

１ 暮らし 

暮らしの安心感を高める 

“つながり”の構築 

３ 交 流 

交流圏の拡大をいかした 

豊かさの向上 

 

２ 産 業 

地域の元気と働きがいを 

生む産業の創出 

 

【区の取組】 

３つの【重点戦略】 

・高齢者の生活支援と居場所づくり 

高齢者が孤独にならないための居場 

所づくりを推進 

・集落機能の維持 

過疎高齢化による集落機能の低下を

抑制 

・災害対応力の推進 

交通安全の推進及び消防・防災力の

強化 

・中山間地域対策の推進 

地域内外の支え合いにより地域の 

暮らしを守る取組の継続 

・農業生産基盤の強化 

農業競争力の強化を図るため、大規

模ほ場整備への取組支援 

・市民主体のまちづくりの推進 

 地域活動支援事業、地域振興事業 

による市民の自主的活動への支援 

市民活動の拠点であるコミュニティ

プラザの適正管理と利活用の促進 

・学びによる交流の推進 

コロナ禍に対応した星のふるさと館

の利用推進、魅力ある公民館講座の

実施、生涯学習フェスティバル・体育

祭・冬季スポーツ交流会の支援 

 

 

区取組の主な事業内容 



行事名等 ところ

4月 5日 (月) きよさと保育園入園式 きよさと保育園 10:00 ～ 11:00

4月 7日 (水) 清里小学校入学式 清里小学校 10:00 ～ 10:30

4月 7日 (水) 清里中学校入学式 清里中学校 14:00 ～ 14:45

4月 11日(（日）)清里方面隊総合研修 清里コミュニティプラザ駐車場 10:00 ～ 16:00

4月 12日(（月）)狂犬病集合予防注射 清里区内3か所 9:00 ～ 11:00

4月 14日(（水）)清里区町内会長連絡協議会　臨時会 清里コミュニティプラザ 15:00 ～ 17:00

5月 下旬 越後田舎体験民泊受入れ 清里区内

5月 22日 (土) 清里小学校運動会（雨天翌日） 清里小学校 9:00 ～ 12:00

6月 1日 (火) レディース検診 清里スポーツセンター 12:30 ～ 15:30

6月 上旬 清里区地すべり対策砂防事業促進協議会現地確認・総会 清里区内

6月 上旬 健康づくり推進活動チーム研修会 清里コミュニティプラザ 18:30 ～ 20:00

6月 6日(（日）)清里方面隊部隊訓練・操法競技会 清里スポーツ公園駐車場 8:00 ～ 12:00

6月 16日 (水) 第27回清里区シニアゲートボール大会※雨天順延（予定） 清里活性化交流施設(交流広場) 8:30 ～ 16:00

6月 15～
16日

(木・金) 特定・市民・後期高齢者健康診査 清里スポーツセンター 8:30 ～ 15:30

6月 下旬 清里区町内会長連絡協議会　臨時会 清里コミュニティプラザ 15:00 ～ 17:00

7月 7日 (水) 七夕の星をみる会 星のふるさと館 19:00 ～ 22:00

7月 中旬 雁平川改修期成同盟会総会・要望書提出 清里区内

8月 7日 (土) サマーカーニバルきよさと坊太郎祭り 清里中学校グラウンド 15:00 ～ 21:00

8月 13日 (金) スターフェスティバル（～15日） 星のふるさと館 10:00 ～ 22:00

8月 18日 (水) 清里区戦没者慰霊祭 菅原神社 10:30 ～ 11:30

9月 上旬 県道青柳高田線改修期成同盟会現地要望会・総会 清里区内

9月 4日 (土) 清里中学校体育祭（雨天翌日） 清里中学校 9:30 ～ 15:00

9月 16日(木・金)隕石落下記念観望会 星のふるさと館 18:00 ～ 20:00

9月 25日(（土）)きよさと保育園運動会（予定） 清里スポーツセンター 8:45 ～ 11:30

10月 6日 (水) 第46回清里区敬老会 清里スポーツセンター 10:30 ～ 13:00

10月 10日 (日) 第57回清里区体育祭 清里スポーツ公園グラウンド 8:30 ～ 12:30

10月 24日 (土) 清里小中学校文化祭・清里区生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 清里小学校 清里中学校 8:30 ～ 15:00

11月 14日 (日) 清里方面隊分団演習 清里区内（演習場所未定） 9:00 ～

11月 下旬 清里区町内会長連絡協議会　臨時会 清里コミュニティプラザ 15:00 ～ 17:00

12月 3～4日 (金・土) きよさと保育園発表会 きよさと保育園 9:00 ～ 11:45

1月 8日 (土) 清里区新春祝賀会 清里活性化交流施設 14:00 ～ 16:00

2月 16日 (水) 第20回清里区シニア冬季スポーツ大会(予定) 清里スポーツセンター 8:30 ～ 12:30

3月 5日(（土）)清里中学校卒業式 清里中学校 9:00 ～ 11:00

3月 6日 (日) 清里区冬季スポーツ交流会 清里スポーツセンター 9:00 ～ 12:30

3月 23日 (水) 清里小学校卒業式 清里小学校 9:00 ～ 11:00

3月 28日 (月) きよさと保育園卒園式 きよさと保育園 10:00 ～ 11:00

令和３年度　清里区内の主な行事予定

と　き 時　間

資料 ２



（仮称）安心ノートの取組について 

●はじめに 

○取組に至った経緯・地域協議会としての思い 

  清里区地域協議会では令和元年度から自主的審議事項として「空き

家対策」をテーマに据え、町内会に対するアンケート調査や区内の空

き家の視察などを実施してきました。 

調査の結果、区内の７０％の町内会に空き家があり、その空き家のう

ち２０％が適切に管理されていないことがわかりました。 

全国的にも大きな社会問題となっている空き家ですが、個人財産で

あるため、その対策は適切な維持管理を指導する程度にとどまるとい

う現状にあります。 

それでも地域からは「所有者と連絡がとれない」「将来的に危険とな

った場合誰が責任を取るのか」など不安の声が聞こえてきます。 

  根本的な解決は難しいのですが、これ以上空き家を増やさないため

に、まずは地域にお住いの皆さんが自分の家や土地などを将来的にど

うしたいのか、どうしてほしいのかを考え、その思いを家族など近し

い人に伝えておくことが空き家対策に繋がるのではないかとの考えに

至りました。 

病気や怪我で適切に判断ができなくなった時、いつか必ず迎える人

生最期の時、遺言書や法定相続だけでは解決しきれないことが、現実的

には多くあるかと思います。 

その時に備え、自分の現状や大切な思いを記録し、大切な家族や身近

な人に伝える一つの手立てになればと、清里区地域協議会では「空き家

を作らない、空き家を増やさない」ために安心ノートを作成しました。 

  自分自身を見つめ直し、大切な家族や身近な人へのメッセージとし

て、また人生を振り返る記録として、このノートを大いに活用してい

ただければ幸いです。 

○このノートの活用について 

いわゆるエンディングノートであり、法的な拘束力はありません。 

全て記入しても構いませんし、必要な部分を選んで書いても構いま

せん。家族など近しい人と相談しながら記入しても構いません。 

財産情報など個人情報を記入する欄が多くあるので、家族など親し

い人とだけ共有するようにし、大切に保管してください。 

資料 3 



○このノートの書き方・注意点 

●好きなページから書き始めましょう。 

●必要だと思うページを選んで書いても良いでしょう。 

●何度書き直しても大丈夫。その際は、更新日を記入しましょう。 

●定期的に振り返り、状況に応じて修正することをお勧めします。 

●ページが足りないときは、コピーして追加していただくか、地域 

協議会事務局である清里区総合事務所に相談してください。 

●好きな写真を貼る、資料をはさむ等、自由にお使いください。 

●家族と相談しながら書いても良いでしょう。 

●大切な人以外に見られたくないページは、封をしておきましょう。 

●このノートがあることを誰かに伝え、存在を明らかにしておきま 

しょう。 

※個人情報が含まれるため、大切に保管しましょう。 

※エンディングノートには、法的効力はありません。 

※法的効力を求める場合は、遺言書の作成が必要となります。 

 

○このノートを受け取った家族の皆さん 

  もしもの時に、このノートがあることを思い出して活用してくださ

い。また、ノートを記入された方の意思を尊重するよう心がけましょ

う。 

 

 


