
令和３年度 第３回大島区地域協議会 次第 

  

                 日 時：令和３年６月２３日（水） 

                     午後２時から 

                 場 所：大島就業改善センター 

                     ３階 大会議室 

 

  

１ 開 会 

 

 

２ 協 議 

（１）出張地域協議会について                 資料№１  

（２）視察研修について                    資料№２  

 

 

３ その他 

（１）地域協議会だよりについて                資料№３ 

（２）第４回及び第５回地域協議会の開催日について 

   【第４回：開催日   月  日、開催時間   時から】 

   【第５回：開催日   月  日、開催時間   時から】 

 

 

４ 閉 会 

 



大島区における地域協議会と地域等との意見交換会の実施状況

年度 開催日 会議名 主な参加者
委員参加人数

（人）
地域等

参加人数（人）
主な内容

10月17日
大島地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

大島地区町内会長及び住
民

12 25

・大島区内の案内看板の改修についての市へ
の要望
・ほくほく大島駅についての市への要望
・市道のガードケーブルの修繕要望
・大島青空市場の利用状況及び管理について
ほか

11月17日
保倉地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

保倉地区町内会長及び住
民

12 22

・大島若者交流会館の指定管理及び利用につ
いて
・町内会要望の把握及び処理について
・市道の修繕等についての市への要望
・青空市場のトイレ改修についての市への要望
ほか

12月14日
「大島を輝かせろ！」中学生
の大島活性化アイディア発
表会

大島中学校生徒及び教職
員

12 29
・中学生による「未来を輝かせるプロジェクト大
島」を5チームからプレゼンテーションを受け、地
域活性化について意見交換

3月15日
平成29年度採択事業成果
発表会及び平成30年度事
業活用説明会

平成29年度地域活動支援
事業採択団体、一般住民

11 16
・実施団体からの事業内容及び成果報告
・平成30年度事業活用説明会
・平成30年度募集に向けた個別相談会

10月19日
大島地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

大島地区町内会長及び住
民

9 17
・地区要望の実現について地域協議会への要
望
・豪雨災害における避難について　　　ほか

11月27日
保倉地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

保倉地区町内会長及び住
民

11 13

・人口減少や高齢化対策について地域協議会
への要望
・地区要望の実現についての地域協議会への
要望
・橋梁の修繕についての市への要望　　ほか

3月13日
平成30年度採択事業成果
発表会及び平成31年度事
業活用説明会

平成30年度地域活動支援
事業採択団体、一般住民

10 14
・実施団体からの事業内容及び成果報告
・平成31年度事業活用説明会
・平成31年度募集に向けた個別相談会

10月25日
大島地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

大島地区町内会長及び住
民

11 15

・学校の統廃合についての地域協議会への要
望
・人口減少対策についての地域協議会への要
望
・防犯灯のLED化の補助金についての市への
要望　　ほか

11月26日
保倉地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

保倉地区町内会長及び住
民

10 15

・学校の統廃合についての地域協議会への要
望
・人口減少対策についての地域協議会への要
望
・地域の空き家対策についての市への要望
ほか

10月30日
大島地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

大島地区町内会長及び住
民

11 10
・有害鳥獣対策について
・移動販売について
・ほたる橋の修繕について市への要望　　ほか

11月27日
保倉地区意見交換会
（出張地域協議会後に開
催）

保倉地区町内会長及び住
民

12 9
・地区要望の対応について
・国道２５３号の騒音についての苦情
・新堀学院の校舎について市への要望　　ほか

3月12日
令和2年度採択事業成果発
表会及び令和3年度事業活
用説明会

令和2年度地域活動支援事
業採択団体、一般住民

12 7
・実施団体からの事業内容及び成果報告
・令和3年度事業活用説明会
・令和3年度募集に向けた個別相談会

※地域協議会委員の代表のみが参加する会議等(まちづくり懇談会等)は含んでおりません。

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

資料№１



令和2年度　地域協議会と地域等との意見交換会の実施状況（大島区以外）

区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

10月28日

高田地区町内会長協
議会三役と地域協議
会正副会長との意見
交換会

高田地区町内会長協議会三
役

・町内会長宛て事務文書の配布の見直しに
関する協議に関する意見交換
・「上越市地域協議会の一増の活性化に向
けた検証結果報告書」に関する意見交換

3月8日
高田区地域協議会
活動報告会

一般住民
・令和2年度地域協議会の活動報告
・令和3年度地域活動支援事業の概要説明

新道区 3月1日
地域活動支援事業説
明会

新道地区町内会長
地域活動支援事業採択団体
一般住民

・令和3年度地域活動支援事業の説明

金谷区 2月24日
金谷区地域協議会活
動報告会

一般住民
・令和2年度地域協議会の活動報告
・令和3年度地域活動支援事業の概要説明
・令和2年度地域活動支援事業の取組発表

春日区 3月3日
地域活動支援事業説
明会

春日地区町内会長
地域活動支援事業採択団体
一般住民

・令和3年度地域活動支援事業の説明

11月12日
諏訪地区　町内会長と
地域協議会委員の情
報交換会

諏訪地区町内会長
・自主的審議を進めるための町内会長との
情報交換（現状と課題についての認識の共
有）

2月25日
地域活動支援事業説
明会

諏訪地区内町内会長
地域活動支援事業採択団体
一般住民

・令和3年度地域活動支援事業の説明

2月26日
津有地区町内会長と
津有区地域協議会委
員との意見交換会

津有地区町内会長協議会
津有区地域協議会

・自主的審議のテーマ設定に向けた意見交
換（地域の課題・特長・必要な取組について
町内会長の意見を聴取）

3月10日
地域活動支援事業説
明会

町内会長
地域活動支援事業採択団体
一般住民

・令和3年度地域活動支援事業の説明会

三郷区 2月26日
三郷区地域協議会活
動報告会

一般住民
・令和2年度地域協議会の活動報告
・令和3年度地域活動支援事業の概要説明
・令和2年度地域活動支援事業の取組発表

和田区 3月4日
和田区地域協議会活
動報告会

一般住民
・令和2年度地域協議会の活動報告
・令和3年度地域活動支援事業の概要説明

高士区 3月8日
地域活動支援事業説
明会

町内会長
地域活動支援事業採択団体
一般住民

・令和3年度地域活動支援事業の説明会

11月10日
直江津区地域協議会
意見交換会

直江津地区町内会長協議会
地域の課題やまちづくりについての意見交
換

12月8日
直江津区地域協議会
意見交換会

五智地区町内会長協議会
地域の課題やまちづくりについての意見交
換

高田区

諏訪区

津有区

直江津区

参考資料



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

2月27日
直江津のまちづくりを
話し合う会（1回目）

直江津への思いをお持ちの住
民

・地域協議会の活動報告
・直江津のまちづくりについての意見交換

3月13日

直江津のまちづくりを
話し合う会（2回目）
※地域活動支援事業
説明会を兼ねる

直江津への思いをお持ちの住
民団体

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明
・直江津のまちづくりや地域活動支援事業
に係る意見交換

有田区 3月22日
地域活動支援事業募
集説明会

有田区内町内会長
地域活動支援事業採択団体
等

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明・活動事例報告
・地域課題や地域活動支援事業に係る意
見交換

八千浦区 3月10日
地域活動支援事業
募集説明会

八千浦区内町内会長
地域活動支援事業採択団体
等

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明・活動事例報告
・地域課題や地域活動支援事業に係る意
見交換

保倉区 3月18日
地域活動支援事業
説明会

保倉区内町内会長
地域活動支援事業採択団体

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明・活動事例報告
・地域課題や地域活動支援事業に係る意
見交換

北諏訪区 3月11日
地域活動支援事業募
集説明会

北諏訪区内町内会長
地域活動支援事業採択団体
等

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明・活動事例報告
・地域課題や地域活動支援事業に係る意
見交換

谷浜・桑取区 3月20日
地域活動支援事業募
集説明会

谷浜・桑取区内町内会長
地域活動支援事業採択団体
地域活動団体　等

・地域協議会の活動報告
・地域活動支援事業の説明
・地域課題や地域活動支援事業に係る意
見交換

安塚区 3月5日
上越市地域活動支援
事業活動報告会

令和2年度地域活動支援事業
採択団体
安塚区地域協議会
地域住民及び団体

・活動報告
・令和3年度上越市地域活動支援事業につ
いて

11月27日

地域の皆さんとの意見
交換会（下保倉地区：
出張地域協議会後に
開催）

下保倉地区住民
地域が抱える課題等を把握するための意
見交換会

12月15日
中学生との意見交換
会におけるワーク
ショップ

浦川原中学校1年生

・実施に当たり、地域協議会委員の中から5
人の実行委員を選出し、打合せを行いなが
ら実施する。
・生徒が「浦川原区のいいとこ探し」を行い、
11/18に委員とともに見学に行き、企業や地
域の方から説明を受けた。
・その内容を基に、3グループに分かれてま
とめたものを発表・提案し、実現に向けた課
題等について話合いを行った。

3月6日

令和2年度地域活動支
援事業成果報告会及
び令和3年度地域活動
支援事業説明会

令和2年度地域活動支援事業
採択団体
地域の住民及び団体

・令和2年度地域活動支援事業の成果発表
（5団体8事業）
・令和3年度の地域活動支援事業説明・質
疑応答

直江津区

浦川原区



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

浦川原区 3月16日
中学生との意見交換
会「企画発表会」

浦川原中学校1年生
中学生が地域貢献のために実現可能な企
画をまとめ、地域協議会委員に発表する。

9月15日 団体との懇談会

新潟県議会議員楡井辰雄
氏、
まちづくり振興会、観光協会、
商工会、町内会長連絡協議
会の会長、副会長、事務局等

・講話「柿崎区の現状と課題について」
　（新潟県議会議員楡井辰雄氏）
・団体との意見交換

2月23日 まちづくりフォーラム
地域協議会会長・副会長、地
域協議会委員、活動団体、町
内会長、地域住民

・地域協議会各種委員会活動報告
・令和2年度地域活動支援事業成果発表
・令和3年度地域活動支援事業の概要説明

大潟区 10月30日 大潟区連絡会議
大潟区地域協議会、大潟区
町内会長協議会、まちづくり
大潟、大潟区総合事務所

・令和３年度大潟区新年祝賀会について
・構成団体からの報告事項　　　　　　　ほか

10月20日
地域協議会委員と地
域団体との意見交換
会について

頸城区町内会長協議会、くび
き振興会、頸城商工会、社会
福祉協議会、老人クラブ連合
会、頸城体育協会　外14団体

⑴頸城区の地域課題について
⑵地域活動支援事業の在り方について

3月5日
頸城区地域協議会活
動報告会

地域協議会副会長、地域協
議会委員、住民、地域活動支
援事業実施NPO・団体代表

・令和2年度地域活動支援事業取組内容の
発表
・令和3年度地域活動支援事業概要報告

吉川区 3月11日 勝穂地区意見交換会
勝穂地区町内会長、地域づく
り会議委員（公民館運営委
員）

・自主的審議事項（公民館を含む地域活動
の促進と施設の有効活用について）につい
ての意見交換

7月30日
中郷小学校児童との
意見交換会

中郷小学校児童、校長先生

・自主審議事項である「未来の子ども達が
いつまでも住み続けたいまちづくり」をテー
マとした基金の事業への活用についての意
見交換

8月6日
中郷中学校生徒との
意見交換会

中郷中学校生徒、教頭先生

・自主審議事項である「未来の子ども達が
いつまでも住み続けたいまちづくり」をテー
マとした基金の事業への活用についての意
見交換

1月23日
中郷区地域協議会意
見交換会

地域住民（各町内会長、中郷
区まちづくり振興会　企画委
員等、区内各団体）

「未来の子ども達がいつまでも住み続けた
いまちづくり」をテーマとした各種事業につ
いて

3月13日
中郷区地域協議会活
動報告会

地域住民（各町内会長、中郷
区まちづくり振興会　企画委
員等、区内各団体、地域活動
支援事業提案団体、一般区
内住民）

新たな地域課題についての意見交換

板倉区 3月4日
地域活動支援事業報
告会

町内会長、各種団体、地域住
民

・令和2年度事業実施団体による活動報告
・令和3年度事業の採択方針等の説明

中郷区

柿崎区

頸城区



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

清里区 3月11日
令和2年度地域活動支
援事業実績報告会

地域活動支援事業実施団体
一般住民

・令和2年度地域活動支援事業の実績報告
・令和3年度地域活動支援事業の説明

三和区 3月18日
地域活動支援事業活
動報告会

地域住民
区内各種団体
令和2年度地域活動支援事業
実施団体
地域協議会

令和2年度地域活動支援事業活動報告
令和3年度地域活動支援事業採択方針に
ついて

名立区
11月11日
11月12日

「ろばた館」の今後の
利用等に関する関係
団体との協議

名立加工グループ、折平芸能
保存会、不動森あげ米かい、
単位老人クラブ、いきいきサロ
ン、住民福祉会、社会福祉協
議会名立支所

・「ろばた館」に関する市からの説明
・各団体の施設利用状況
・質疑応答



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

新道区 11月20日
新道区の公の施設利
用に関する意見交換
会

・新道区内の公の施設を
利用している活動団体
・新道地区町内会長
・新道区地域協議会委員

・新道区公の施設の利用状況
・新道区公の施設の在り方に係る意見交換

11月27日
第7回金谷区地域協
議会（飯公民館での出
張地域協議会）

一般住民（主に飯町内会
周辺の地域住民）

・正善寺線（バス路線）の再編に関して、疑問や不
安に思っていることを聞取り
・正善寺線の再編以外のことで、地域の課題につ
いて意見交換

2月26日
金谷区地域協議会活
動報告会

一般住民

・金谷区地域協議会の第3期（4年間）の取組につ
いて
・令和2年度地域活動支援事業の概要について
・地域協議会委員改選のお知らせ

12月4日
春日地区町内会長と
春日区地域協議会委
員との情報交換会

・春日地区町内会長
・自主的審議事項「福祉」、「観光」、「安全安心」を
主軸とした意見交換

2月28日
地域活動支援事業事
前説明会及び地域協
議会活動報告会

一般住民
・令和2年度地域活動支援事業の概要について
・地域協議会の活動報告
・地域協議会委員改選のお知らせ

津有区 12月7日
津有地区町内会長と
津有区地域協議会委
員との意見交換会

・津有地区町内会長
　協議会
・津有区地域協議会

・自主的審議事項の報告と意見書の提出について
・地域アンケートの結果と今後のまちづくりについ
て

三郷区 2月27日
三郷区地域協議会活
動報告会

一般住民

・三郷区地域協議会の第3期（4年間）の取組につ
いて
・令和2年度地域活動支援事業の概要について
・地域協議会委員改選のお知らせ

直江津区 2月22日
直江津区地域協議会
活動報告会

直江津区内町内会長
地域活動支援事業採択
団体

・地域協議会の活動報告
・地域協議会委員の公募説明
・地域活動支援事業の活動事例報告
・地域活動支援事業に係る意見交換

有田区 2月20日
有田区地域協議会
活動報告会

有田区内町内会長
地域活動支援事業採択
団体

・地域協議会の活動報告
・地域協議会委員の公募説明
・地域活動支援事業の活動事例報告
・地域活動支援事業に係る意見交換

保倉区 2月28日
保倉区地域協議会
活動報告会

保倉区内町内会長
保倉地区振興協議会代
議員
地域活動支援事業採択
団体

・地域協議会の活動報告
・地域協議会委員の公募説明
・地域活動支援事業の活動事例報告
・地域活動支援事業に係る意見交換

北諏訪区 2月26日
北諏訪区地域協議会
活動報告会

北諏訪区内町内会長
地域活動支援事業採択
団体

・地域協議会の活動報告
・地域協議会委員の公募説明
・地域活動支援事業の活動事例報告
・地域活動支援事業に係る意見交換

11月15日
町内会長・自治会長と
安塚区地域協議会と
の意見交換会

安塚区町内会長及び自
治会長
安塚区地域協議会
発表団体

○地域活動における人員不足について
　・地域の課題解決に向けて取り組んでいる
    団体の事例発表
　・全体での意見交換

1月28日
安塚区地域協議会活
動報告会・委員公募
説明会

安塚区町内会長及び自
治会長
安塚区住民
安塚区地域協議会

・地域協議会活動報告について
・地域協議会委員公募案内について
・上越市地域活動支援事業について
・安塚区の地域振興の取組について

令和元年度　地域協議会と地域等との意見交換会の実施状況（大島区以外）

金谷区

春日区

安塚区



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

安塚区 2月29日
上越市地域活動支援
事業活動報告会

令和元年度地域活動支
援事業採択団体
安塚区地域協議会
一般住民

・活動報告
・令和2年度上越市地域活動支援事業について

11月26日
中学生との意見交換
会

浦川原区地域協議会
浦川原中学校1年生

区内の地域資源を情報発信する「魅力マップ」の
作成を行うため、現地視察後に意見交換を実施

2月8日
地域活動支援事業報
告会兼地域協議会活
動報告会

浦川原区地域協議会
令和元年度地域活動支
援事業採択団体
一般住民

・地域活動支援事業採択団体からの実施内容及
び今後の活動報告
・地域協議会の活動内容報告

2月8日
地域協議会活動報告
会

浦川原区地域協議会
一般住民

・地域協議会の取組について

牧区 2月29日
牧区地域協議会活動
報告会

牧区町内会長
牧区地区協議会長
令和元年度支援事業実
施団体
牧商工会

(1)地域協議会活動報告
(2)地域活動支援事業実績報告
(3)地域協議会委員からの報告
(4)地域活動支援事業事例発表
(5)意見交換（質疑応答）
(6)令和2年度地域活動支援事業について

柿崎区 2月24日 まちづくりフォーラム 一般住民

・講演　講師：久比岐高校校長
・令和元年度地域活動支援事業の成果発表
・令和2年度地域活動支援事業の概要説明
・次期地域協議会委員公募の概要説明

9月27日 意見交換会 大潟商工会 鵜の浜温泉関係団体との意見交換会

9月30日 意見交換会 大潟観光協会 鵜の浜温泉関係団体との意見交換会


11月11日
意見交換会 鵜の浜温泉観光組合 鵜の浜温泉関係団体との意見交換会


11月14日
意見交換会
鵜の浜温泉旅館組合・温
泉開発

鵜の浜温泉関係団体との意見交換会

11月25日 大潟区連絡会議
大潟区町内会長協議会
まちづくり大潟

・鵜の浜温泉の活性化について
・町内会事務委託料の見直し(案)について
・令和２年大潟区新年祝賀会について 　　　ほか


12月11日
意見交換会 鵜の浜ニューホテル 鵜の浜温泉関係団体との意見交換会

 
12月13日 意見交換会 割烹明治庵 鵜の浜温泉関係団体との意見交換会

2月29日
地域活動支援事業成
果報告会

地域住民、区内各種団
体、令和元年度地域活動
支援事業実施団体、地域
協議会

・令和元年度地域活動支援事業活動報告
・令和2年度地域活動支援事業概要説明について
・大潟区地域協議会活動報告
・次期委員公募説明

頸城区 2月28日
地域活動支援事業活
動報告会及び地域協
議会活動報告会

地域協議会委員、住民、
地域活動支援事業実施
団体

・令和元年度地域活動支援事業取組内容の発表
・令和2年度地域活動支援事業概要報告

中郷区 8月29日
学校関係者との意見
交換会

小中学校
小中学校ＰＴＡ
小中学校後援会

・自主的審議「未来の子ども達がいつまでも住み
続けたいまちづくり」についての意見交換

大潟区

浦川原区



区名 開催日 会議名 参加団体名等 内容

板倉区 2月24日
地域協議会活動報告
会

町内会長、各種団体、地
域住民

・地域協議会の4年間の活動報告
・令和元年度事業実施団体による活動報告
・令和2年度事業の採択方針等の説明
・次期地域協議会委員の募集について

清里区 3月6日
地域協議会活動報告
会

・清里区地域協議会
・令和元年度地域活動支
援事業採択団体
・一般住民

・地域協議会の活動報告
・令和元年度の地域活動支援事業の事例発表
・令和2年度地域活動支援事業の説明
・地域協議会委員の公募についての説明

三和区 2月27日
地域協議会活動報告
会

地域住民
区内各種団体
R元年度地域活動支援事
業実施団体
地域協議会

・地域協議会活動報告
・令和元年度地域活動支援事業活動報告
・令和2年度地域活動支援事業採択方針について
・次期委員公募説明

4月18日
地域活動支援事業
事例発表

町内会長、地区総代 H30年度の取組事例の発表

2月2日
まちづくり研修会内
「活動報告」

名立まちづくり協議会
北部地区振興会
下名立地区振興協議会
上名立地区振興協議会
不動を創る会
不動森あげ米かい　ほか

・現任期での活動内容についての報告
・質疑応答
・公募説明

名立区



年度 期日 視察先 内　　　　　　　　　容

十日町市松之山東川 地域おこし協力隊

十日町市赤倉集落 集落での地域活動が盛んな集落

柏崎市高柳町岡野町 シャッターアートで観光客を呼び込む

平成23年度 10.26(水） 長野県下水内郡栄村
NPO法人　栄村ネットワーク（栄村のむらづくりと発展のた
めの団体）

長野県下水内郡栄村役場
独自事業田直し・道直し・げたばきヘルパー・雪害対策救
助員・道踏み支援・デマンド交通

中魚沼郡津南町役場 自立計画・地域おこし協力隊

長岡市山古志
やまこし復興交流館おらたる（地域と来訪者をつなぐ交流
スペース）
木篭（こごも）メモリアルパーク（震災の記録）

長岡市菅畑 農家レストラン・農産物直売所すがばたけ

十日町市池谷集落
十日町市地域おこし実行委員会（震災復興と集落の存続
を目指して、都市住民ボランティアとの協力・協働）

大地の芸術祭

長野県上水内郡小川村
役場：地域振興の取組状況
信州　小川の庄　おやき村

長野県長野市松代町 松代城跡・真田宝物館見学

十日町市南鐙坂
㈱Ａファーム　雪の十日町（第6次産業への取組、農家レ
ストラン）

南魚沼市清水集落
特定非営利法人　ＥＣＯＰＬＵＳ（”本当の豊かさを求めて”
活動する法人）

平成30年度 9.10(月） 名立区瀬戸 不動森あげ米かい（ひまわり農園、蛍のビオトープ）

柿崎区水野集落

柿崎区中山間地域農業振興会（中山間地域等直接支払
交付金に係る集落協定締結の12集落で構成）
各集落が抱える課題に対する支援策の一つとして地域お
こし協力隊を導入

十日町市室野集落 室野集落安全づくりの会（除雪支援）

令和2年度 － － 新型コロナウイルスの影響により、実施せず。

令和元年度 8.30(金）

平成29年度 9.1(金）

平成28年度 9.1(木）

平成22年度 10.27(水）

　　　　大島区地域協議会　視察研修先一覧

平成27年度 9.1(火)

平成26年度 9.4(木)

平成25年度 9.2(月)

資料№２



令和２年度　地域協議会視察研修実施状況（大島区以外）

高田区地域協議会 11月26日

・稲田橋付近河川敷
・水戸の川排水機場
・本城町排水区雨水整備工事
現場
・関川河川掘削工事現場

「稲田橋付近の河川敷の土砂撤去」及び「高田区における内水
ハザードマップ作成及び住民への周知」に関する自主的審議を
行うことから、現状を把握し審議に生かすため、稲田橋付近の河
川敷、関川への雨水排水施設等を視察する。

直江津区地域協議会 10月26日

・五智公園
・三の輪台いこいの広場
・直江津屋台会館
・市民いこいの家

地域活動支援事業の採択方針や「直江津まちづくり構想につい
て」を審議する際の参考とするなど、地域協議会委員活動の一
助とするため委員研修を実施する。

谷浜・桑取区地域協議会 11月8日

谷浜・桑取区内
・高住多目的研修センター
・西山寺バス停
・白山神社
・くわどり市民の森管理棟
・たにはま公園

地域活動支援事業を活用して事業を実施した場所等や自主的
審議の参考とするため、谷浜・桑取区内の施設等を視察する。

安塚区地域協議会 11月30日

安塚区内
・朴の木地内
（棚田カフェ会場）
・キューピットバレイスキー場
・安塚多目的交流施設

地域活動支援事業（H30、R元実施事業分）を活用して事業を実
施した現場や備品の購入場所等を視察し、担当者の説明を聞き
ながら検証を行う。

牧区地域協議会 9月6日

牧区内
⑴地域活動支援事業実施箇
所
⑵危険箇所及び公の施設

⑴地域活動支援事業を活用して事業実施した現場を視察し、担当
者の説明等を聞きながら検証を行う。併せて、本事業における今
後の審査方法や制度の在り方について学ぶ。
⑵改めて区内の危険箇所及び公の施設を視察することで委員各
自の見識を広める。また、牧区を客観的に見つめることで豊かな
知識の向上を図る。

柿崎区地域協議会 10月20日

最終処分場「エコパークいずも
ざき」（出雲崎町）
デマンド交通「てまりん」（出雲
崎町）

県設置の「広域最終処分場候補地検討委員会」で上越地域の候
補地検討が行われている中、柿崎区も候補地として選定されて
いることから、出雲崎町の最終処分場を見学する。また、出雲崎
町で運行を開始したデマンド交通「てまりん」について、その取組
状況を学び、今後の柿崎区内の公共交通の在り方の参考とす
る。

柿崎区地域協議会 1月28日
入広瀬コミュニティ協議会（魚
沼市入広瀬地域）

柿崎区内でバス路線の廃止が検討されている地域がある。今後
の公共交通の仕組みについて早急に検討する必要があるため、
先進地に視察に出向き、その仕組みについて学ぶ。

柿崎区地域協議会 2月5日
NPO法人いきいき長沢（妙高
市長沢地域）
NPO三和区振興会（三和区）

柿崎区内でバス路線の廃止が検討されている地域がある。今後
の公共交通の仕組みについて早急に検討する必要があるため、
先進地に視察に出向き、その仕組みについて学ぶ。

吉川区地域協議会 1月25日 ㈱よしかわ杜氏の郷の経営状況

中郷区地域協議会 11月24日 中郷区内
改めて区内の企業や新たな取組を行っている組織について視察
することにより、委員相互の見識を広める。

板倉区地域協議会 10月28日 板倉区内

今年度の地域協議会委員の改選で10名が新たに任命されたこ
とから、改めて板倉区内の主要施設及び地域活動支援事業の
現場を確認し、今後の板倉区の自主的審議や地域協議会委員
の見識の向上に役立てる。
・公の施設再配置計画関係、区内主要施設、地域活動支援事業
関係

清里区地域協議会 10月15日 清里区内

地域協議会委員の改選に伴い、半数以上の委員が交代された
ことから、改めて地域を知っていただく機会にするということで、
身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民
の自発的・主体的な地域活動として、近年に取り組まれた地域
活動支援事業の実施箇所の現状を視察した。

地域協議会名 実施日 研修先 研修内容

参考資料



令和元年度　地域協議会視察研修実施状況（大島区以外）

津有区地域協議会 8月6日
えんじょるの（長野県佐久市）
坂城町役場（長野県坂城町）

・買い物代行サービス「えんじょるの」の取組内容
 について
・坂城町の交通支援について

安塚区地域協議会 10月4日
①貸民家みらい
②HATAGO井仙
③うしだ屋

①貸民家みらいについて、宿見学
②地元の食材を使用した料理について
③うしだ屋の取組について、地域おこし協力隊の活動に
ついて

牧区地域協議会 10月29日
①陸上自衛隊高田駐屯地
②直江津ＬＮＧ基地

・災害発生時の対応について　等
・施設の見学を通して見識を広める。また、牧区を客観
的に見つめることで豊かな知識の向上を図る。

柿崎区地域協議会 10月31日
柿崎区下牧
・再生古民家

・地域の活性化のため取り組む再生古民家の内覧
・これまでの取組み経過と今後の展望などについての
 講話
・その他

大潟区地域協議会 12月6日
①新潟県立武道館
②上越体操場
③大潟体操アリーナ

①②施設見学とともに、施設概要、利用計画、予約状況
などについて話を伺う。
③現在の利用状況や、主に利用している体操クラブのク
ラブ員の活動状況を伺う。

中郷区地域協議会 10月31日

中郷区内
・中郷小学校
・中郷中学校
・台風19号に伴う災害現場

・自主審議事項の検討に伴う現地視察（基金活用含む）
・台風19号の災害現場確認

板倉区地域協議会 11月14日 三条市ものづくり学校 ・小学校統合後の廃校の利活用について

清里区地域協議会 7月26日 長野県木島平村

・地域おこし協力隊の受入れ体制、業務内容、任期後の
状況について
・村営バスの運営について
・移住支援・空き家の利活用について

名立区地域協議会 11月18日
十日町市池谷集落（NPO地
域おこし他）

移住者による地域の再生や農業生産活動を通した新た
な生き方・住み方・起業の状況などの視察により、同じ中
山間地域である当区における今後のまちづくりや地域振
興の進め方について参考とする。

地域協議会名 実施日 研修先 研修内容



令和３年度 地域協議会だよりについて 

 

 

１ 目 的 

  地域協議会で話し合っていることや活動の様子について、広く住民に周知

する。 

 

２ 発行時期及び担当する編集グループ 

号 発行時期 編集グループ （例）主な内容 

第 36号 ７月下旬 １班 
・地域活動支援事業の採択に

ついて 

第 37号 １２月下旬 ２班 

・視察研修について 

・出張地域協議会について 

・地域協議会長会議について 

第 38号 ３月下旬 １班 
・地域活動支援事業の成果発

表会について 

 ※内容については、編集会議で決めることとする。 

 

３ 規 格 

 Ａ４両面 １枚 

 

 

４ 配布数 

 ５２４部 

（大島区内全戸配布） 

 

 

資料№３ 


