
令和 3年度第 1回安塚区地域協議会次第 

 

日時：令和 3年 4月 28日（水）午後 7時から 

場所：安塚コミュニティプラザ 3階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 協 議 

⑴ 令和 3年度地域活動支援事業の審査日程等について        資料 No.1  

⑵ 令和 3年度安塚区地域協議会の活動計画について         資料 No.2  

 

４ 報 告 

⑴ 令和 3年度安塚区における主な事業について           資料 No.3  

            

５ その他 

⑴  次回開催 令和  年  月  日（ ）午後  時 開会 

 

６ 閉 会 



 

資料 No.1 
 

令和 3年度地域活動支援事業の審査日程等について 

 

 

 

■今後のスケジュール 

項  目 令和 2年度【当初募集実績】 令和 3年度【案】 

①事業提案書の受付期間 4月 1日（水）～4月 28日（火） 

正午まで 

4月 1日（木）～4月 30日（金） 

正午まで 

※郵送提出の場合は当日消印有効 

②質問票提出期限 5月 13日（水） 5月 6日（木） 

③回答票提出期限 5月 19日（火） 5月 12日（水） 

④プレゼンテーション － 5月 18日（火） 

⑤地域協議会（全体審査） 6月 2日（火） 5月 20日（木） 

 



月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

協議会だより
編集委員会

協議会だより
発行（6/25）

協議会だより
発行（3/25）

視察研修

地域活動支援事業
活動報告会

自主的審議事項

各事業の実施
について検討

令和3年度安塚区地域協議会活動スケジュール（案）

地域協議会

視察研修協議

協議会だより
編集委員会

提案募集・審査 次年度採択方針等決定反省、課題点等協議
（必要に応じて、採択方針等を協議）

テーマ決定に向けた協議 決定したテーマに基づき、随時協議

資料№2
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資料 No.3 

令和３年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

 安塚コミュニティプラザ管理運営費 自治・地域振興課 11,637 

 ○コミュニティプラザの管理運営 

・受付業務、法定検査業務等を外部委託し適切に管理する。 

・エレベーター設備の安全確保のため定期的な点検と必要な修繕を行う。 

 消防施設整備事業 危機管理課 6,063 

 ○多雪式消火栓新設工事を行う。 

・2か所（上方地内3,003千円、和田地内3,060千円） 

 地域おこし協力隊を活用した集落支援事業 自治・地域振興課 4,318 

 ○安塚区細野集落で地域おこし協力隊を活用した集落支援を行う。 

・交流宿泊施設「六夜山荘」において地域の食材を活かした料理の企画・提供を行う。 

・六夜山荘のイベントの企画や情報発信を行う。 

・集落行事の支援を行う。 

 ゲートボールハウス等管理運営費 高齢者支援課 816 

 ○安塚多目的交流施設の管理運営 

・安塚多目的交流施設の適切な維持管理を行い、交流の場を提供することにより、地域の活性化、

市民相互の連帯感の醸成及び市民の健康増進を図る。 

 安塚区地域生涯学習センター管理運営費 社会教育課 7,081 

 ○安塚区地域生涯学習センターの管理運営 

・５つの地域生涯学習センターの維持管理を行い、地域における生涯学習や生涯スポーツ活動を

推進する。 

 安塚地区公民館事業 社会教育課 156 

 ○安塚区内における各種公民館事業の実施 

・「学びの輪が人を育み地域を支えるまち」をめざし、青少年、成人、高齢者を対象とし、区内

各会場で講座を実施する。 

 安塚区体育施設管理運営費 スポーツ推進課 18,128 

 ○安塚区体育施設（安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター、和田スポーツ公園）の管理運営 

・利用者が安全にスポーツ活動をできるよう、施設の運営及び維持管理を行う。 

・和田スポーツ公園ナイター照明設備の撤去工事 

・安塚Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ壁修繕工事、玄関階段タイル修繕 

・安塚Ｂ＆Ｇ海洋センタープール濾過機濾材一部入替 

 安塚区スクールバス等運行事業 学校教育課 10,140 

 ○スクールバス（一般混乗型）の運行 

・遠距離通学児童・生徒の安全確保と負担の解消を図る。 

 体育施設整備事業 スポーツ推進課 1,074 

 〇安塚区体育施設（安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター、安塚スポーツ公園）の施設整備 

・安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター更衣室トイレの洋式化工事を行う。 
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資料 No.3 

令和３年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

 雪国文化村リゾート推進事業 施設経営管理室 126,200 

 ○雪だるま高原内施設の維持修繕・備品購入 

・消耗品   （リフト維持修繕用部品） 

・備品修繕料  （圧雪車・スノーモービル整備・修繕料、乗用草刈機・除雪機修繕料等） 

・施設整備工事（クワッドリフト整備等） 

・備品購入費 （圧雪車、小型除雪機、救助用雪ぞり等） 

 安塚雪だるま高原管理運営費 施設経営管理室 23,255 

 ○雪だるま高原施設管理運営業務委託等 

 安塚区観光振興対策事業 観光交流推進課 525 

 ○安塚観光協会補助金 

 安塚区観光施設等整備事業 施設経営管理室 1,930 

 ○安塚区観光施設等整備事業 

・直峰城跡管理業務委託 

・信越トレイル清掃整備業務委託 

・観光看板撤去工事、観光看板借地料、雪だるま高原エリア土地借地料  

 安塚地域産業振興施設管理運営費 農村振興課 5,713 

 ○雪だるま物産館、雪中貯蔵施設等の施設管理運営業務委託 

 六夜山荘管理運営費 農村振興課 1,744 

 ○六夜山荘の施設管理運営業務委託(指定管理)他 

 中山間地域等活性化対策事業 農村振興課 78,594 

 ○中山間地域等直接支払交付金 

・第 5 期対策（令和 2 年度～6 年度）の初年度である令和 2 年度は、4 集落協定（安塚地域「広

域」、和田、樽田、須川）及び 1 個別協定の計 5協定が 319.5ha の農地維持と保全活動に取り

組んだ。 

 安塚区農業用施設整備等維持管理費 農林水産整備課 553 

 ○農道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害発生防止に努める。 

・農道春先除雪委託（8路線） 

 安塚区既設林道維持管理事業 農林水産整備課 3,301 

 ○林道の適正な管理と機能維持により、利用者の安全確保と災害発生防止に努める。 

・林道除草業務委託（6路線） 

・林道側溝清掃委託（2路線） 

・林道春先除雪業務委託（8路線） 
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資料 No.3 

令和３年度 安塚区における主な事業 
（単位：千円） 

事             業 課   名 予算額 

 安塚区道路維持費 道路課 52,296 

 ○道路施設の損傷個所修繕及び除草等の実施により、安全な通行の確保を図る。 

・施設管理・街路樹管理、草刈等業務委託 

・側溝及び舗装等の修繕工事 

・道路維持補修用資材（生コンクリート支給 ２路線） 

・舗装工事（松崎板尾線L=258ｍ） 

・側溝改良工事（本郷和田線L=161ｍ） 

 除雪費 道路課雪対策室 203,619 

 ○冬期間における市道の円滑な交通を確保するため、除排雪作業を行う。 

・市道除排雪委託（R2：車道L=72.01km、歩道L=2.27km 除雪機械N=23台） 

 安塚区砂防事業費 河川海岸砂防課 1,712 

 ○地すべり巡視員を設置し、地すべりの早期発見に努め、人命及び財産の保護並びに防止施設の

適正な管理を図るため、地すべり巡視区域21地区について年間26回巡視を行う。 

 安塚区下水道事業費 生活排水対策課 42,629 

 ○農業集落排水処理施設（須川地区、安塚地区）の維持管理を行う。 

・管渠及び処理場の維持管理委託等。 

 汚水連携事業（管渠） 生活排水対策課 48,488 

 ○安塚地区農業集落排水処理施設を浦川原区公共下水道と接続するため、松崎処理場等の改修工

事を行う。 

 


