
 

 

令和３年度 第２回 直江津区地域協議会 

次 第 

 

日時：令和３年５月１８日（火）18:30 – 20:50 

会場：レインボーセンター 多目的ホール 

 

 

 

１ 開  会                          18:30 – 18:32 

 

２ 会長あいさつ                        18:32 – 18:35 

 

３ 議 題                           18:35 – 20:45 

 

  【協議事項】 

   ・令和 3年度地域活動支援事業について 

 

① 提案者によるプレゼンテーション  ※順番は裏面のとおり 

 

 

② 質問項目協議 

 

  

 

４ その他                           20:45 – 20:50 

 

 

５ 閉  会 

 

 



 

 

〇プレゼンテーションの順番 

 

提案

№ 
団体名 事業名 予定時間 

９ 
古城小学校閉校記念事業実

行委員会 

古城小学校閉校記念に伴う記念誌

作成事業 
18：40～ 

１ ひまわり會 クリーンナップ上越ｉｎ五智事業 18：45～ 

２ 五智公園を育てる会 五智公園の整備、有効活用支援事業 18：50～ 

３ 上越 SONGS 倶楽部 直江津地区寄り道ライブ支援事業 18：55～ 

５ 

まちおこし直江津 

上越市「地域の宝」北前船がはこん

だものガイド作成事業 
19：00～ 

１４ 福永十三郎顕彰・四十物祭事業 19：05～ 

８ 上越写真連盟 「直江津写真フェア」事業 19：10～ 

１０ 

直江津港周辺活性化協議会 

《直江津港から元気発信》事業 19：15～ 

１１ 海鮮市場事業 19：20～ 

１２ 
三八朝市周辺まちづくり協

議会 
『なおえつ物語』発信事業 19：25～ 

１３ 直江津鉄道振興会 鉄道の町「直江津」発信事業 19：30～ 

６ 

直江津プライド 2021 

「直江津のグランドデザインを描

く」事業 
19：35～ 

７ 天王川クリーンナップ大作戦事業 19：40～ 

４ 上越若者みらい会議 
直江津区U-40社会人サークル立上

げ事業 
19：45～ 

 



【当日配付資料№１】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1 ひまわり會 487 486

海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における
環境美化のため、小学校、近隣町内会、各種団体の協
力を得て、ひまわり、スイセン、コスモスなどの花苗を植
え育て、看板設置、草刈り、清掃などを実施する。

生活環境課 課題なし

都市整備課 課題あり

〇課題なし
・上越市が管理する都市公園であることから、看板設置等に先
立ち、設置位置など事前協議を行うとともに、上越市都市公園
条例に基づく公園施設設置許可申請を行うこと。
・施設の所有及び維持管理については、申請者が行うこと。
・工事等の実施に際し、施設に損傷のないように注意するこ
と。また、万一損傷した場合は、原形に復旧すること。
〇課題あり（パノラマ写真）
・パネルを設置することにより東側一面の視界が制限される。
・強風など、荒天時の影響を受けやすい位置に設置される。
・パネルの大きさや設置位置を見直すことで課題を解消できる
と考えられる。

環境保全課 課題なし

3 上越SONGS倶楽部 136 135
直江津地域の文化振興と、文化遺産の活用周知を図
るため、ライオン像のある館を活用したライブ活動を実
施し、演奏活動を支援する。

文化振興課 課題なし

生活環境課 課題あり

・なおえつ海水浴場の美化活動を行うとしているが、回収した
ごみの処分方法、使用するごみ袋に関する記載がない。
・団体が自費で処分やごみ袋を購入する場合は、事業費に追
加していただきたい。また、地域の環境美化活動である「クリー
ン活動」として、回収したごみの収集、活動に使用する袋の配
布を希望する場合は、当課に事前協議願いたい。

施設経営管理
室

課題なし

文化行政課 課題なし

・ガイドマップについて、完成前に当課へ見せていただきますよ
うお願いします。
・また、完成品を1部当課へ寄贈（難しい場合は貸与）をお願い
します。
・まちおこし直江津は上越市「地域の宝」認定団体のため、取
組の周知等について市ホームページやＳＮＳなどを用いて協
力します。また、ガイドの市施設への設置に協力しますので、
必要に応じて当課へご相談ください。

人権・同和対
策室

課題あり
・上越地域の歴史には差別を受けていた人々の歴史もありま
すので、北前船がはこんだものガイドの作成の際は、内容に配
慮して取り組んでください。

直江津区の40歳以下が集う社会人サークルの設立に
向け、なおえつ海水浴場でビーチクリーンイベントを開
催し、若者によるまちづくりの参画や人材・担い手の創
出、育成を促進する。

まちおこし直江津
上越市「地域の宝」北
前船がはこんだものガ
イド作成事業

「地域の宝」に認定された「北前船がはこんだもの」のガ
イドマップを作成し、市内観光拠点等に配置するほか、
まち歩きや地域学習の場で活用する。

303304

上越若者みらい会
議

クリーンナップ上越ｉｎ
五智事業

五智公園の整備、有
効活用支援事業

直江津地区寄り道ライ
ブ支援事業

直江津区U-40社会人
サークル立上げ事業

№ 団体等の名称
複数の区
に提案して
いる場合

事業費等（単位:千円）
事業内容の概要

担当課所見
事業の名称

令和３年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧

五智公園の環境保全を行うことで価値や魅力を一層高
めることを目的に、動植物の保護・育成、動植物紹介パ
ネルや展望台からのパノラマ写真パネルの展示、ベン
チの設置、湿地や林床、遊歩道の整備等を行う。

2
五智公園を育てる
会

685 684

4 160160

5



【当日配付資料№１】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項
№ 団体等の名称

複数の区
に提案して
いる場合

事業費等（単位:千円）
事業内容の概要

担当課所見
事業の名称

令和３年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧

企画政策課 課題なし

・（仮称）「新・直江津まちづくり戦略プラン」は、第6次総合計画
に関連付けて策定することとしているが、第6次総合計画の計
画期間が令和4年度までとなっており、本事業により提案する
内容が第7次総合計画と不整合が生じる可能性がある。
・このことから、市が策定する総合計画によらずとも、地域自ら
が目指すべき姿の実現に向け、主体的に計画を策定・実施す
ることが望ましい。
・また、計画の策定・実施に行政が関わる場合、必要性・効率
性・公平性を確保した立場からの参画に限定されることから、
計画策定時における市職員の参画については、別途協議願い
たい。

商業・中心市
街地活性化推
進室

課題なし

・当課では、当市の最上位計画である「第6次総合計画」のも
と、「第3期中心市街地活性化プログラム（R2～R4）」を運用し
ている。
・提案事業の実施にあたっては、プログラムに掲げている直江
津地区の将来像や目標を参照いただき、ワークショップでの議
論を深めていただきたい。

生活排水対策
課

課題なし

生活環境課 課題なし

8 上越写真連盟 358 355

「撮って発見　直江津の魅力」をテーマに、直江津の魅
力を再発見・発信することを目的として、写真コンテスト
を開催し、写真愛好者の作品展示を行うとともに、写真
連盟のＨＰに掲載する。

教育総務課 課題なし
・記念誌作成事業以外の閉校記念事業について、当課所管の
「閉校記念事業補助金」の活用の相談を受けています。

学校教育課 課題なし ・事業の実施に当たっては、学校と十分に連携してください。

10
直江津港周辺活性
化協議会

137 130

直江津港周辺の入り口でもある港橋周辺の環境美化と
イメージアップを図るため、地域が一体となって草刈り
や清掃活動、菜の花の種まきを行い、花いっぱいに飾
ることでおもてなしの心を表現していく。

11
直江津港周辺活性
化協議会

1,155 850

冬季の直江津港の活性化を図るため、「寒ブリ祭り」を
「海鮮市場」としてリニューアル開催する。祭りでは、寒
ブリの三枚下ろし実演販売、上越・佐渡の地域特産品
や海産物を使った料理等の販売、地域住民による催し
物などを行う。

産業立地課 課題なし

12
三八朝市周辺まち
づくり協議会

681 680

「安寿と厨子王」や「義人・福永十三郎」の紙芝居を小
学校や町内会等で上演し、直江津への理解を深め故
郷への愛着と誇りを感じてもらう。また、これまでに建立
した句碑や文学碑などの管理を行うとともに「越ノ海勇
蔵供養塔」の看板・囲いを整備する。

文化行政課 課題なし
・看板の文面については、完成前に当課に見せていただきま
すようお願いします。

7
天王川クリーンナップ
大作戦事業

153154直江津プライド2021

古城小学校閉校記
念事業実行委員会

古城小学校閉校記念
に伴う記念誌作成事
業

9

令和3年度をもって閉校する古城小学校の変遷を記念
誌にまとめ、小学校とそれを支えた地域の歴史や記憶
を後世に継承する。「ふるしろ地域の学び」として小学
校の沿革、福島城や北前船の歴史を学ぶとともに、記
念式典と「ふるしろ思い出発表会」を開催し思いを語り
合う機会を設ける。

1,0001,010

『なおえつ物語』発信
事業

「直江津写真フェア」事
業

《直江津港から元気発
信》事業

海鮮市場事業

直江津のまちづくり計画を作ることを目指し、有志を
募ってワークショップで検討を行い、グランドデザインを
描き、市民の皆さんに公開プレゼンテーションで発表す
るとともに、地域協議会に提言書を提出する。

環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目的
に、直江津の重要な水辺空間である天王川周辺の清
掃作業を地元小・中学校の協力を得ながら、地域住民
全体で行う。

「直江津のグランドデ
ザインを描く」事業

6 直江津プライド2021 585 585



【当日配付資料№１】

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項
№ 団体等の名称

複数の区
に提案して
いる場合

事業費等（単位:千円）
事業内容の概要

担当課所見
事業の名称

令和３年度　直江津区地域活動支援事業提案書　受付一覧

交通政策課 課題なし

道路課 課題なし

・直江津北口駅前広場は、市道（東町駅前線）区域であること
から、動輪の設置には道路法に基づく道路占用の許可が必要
になります。
・なお、占用期間中は日常点検を含めた維持管理を占用者で
行うとともに、占用期間満了時には動輪の撤去作業（道路の原
状回復）が必要となります。

14 まちおこし直江津 681 680

直江津の歴史的な偉人「福永十三郎翁」の遺徳を偲ぶ
四十物祭を開催する。三八朝市や北前船日本遺産展
示との連携を図りながら、自分たちのまちに興味を持
ち、まちを考え、次代に継承していく。

観光交流推進
課

課題あり

・「三・八の市」開設日に開催する場合には、市が「露店市場管
理業務」を委託している「直江津三八市場振興会」及び、「朝市
出店者との調整等に関する業務委託協定」を締結している「上
越朝市組合」との連携が必要となりますので、事前に観光交流
推進課へ協議してください。

鉄道の町「直江津」発
信事業

福永十三郎顕彰・四十
物祭事業

9,700
配分額

（単位：千円）

13

直江津が「新潟県鉄道発祥の地＝交通の要衝」である
ことを次代に語り継ぐため、機関区にあるＳＬ動輪を北
口へ移設することで、今春オープンした「直江津Ｄ５１
レールパーク」のある駅南口から北口への回遊性を促
進する。8月の直江津～関山間鉄道開設135周年記念
イベントで、懐かしの鉄道展示を行い、地域の機運醸成
を図る。

差引 799 9,304 8,901

直江津鉄道振興会 2,771 2,700


