
 

令和４年度 第１回高田区地域協議会 

次 第 
 

（会  議）日時：令和４年４月１８日（月）午後６時３０分 

会場：福祉交流プラザ 第 1会議室 

 

 

１ 開会                                  

                                    

  

２ 議題等の確認                              

 

 

 ３ 報告 

（１）令和３年度地域活動支援事業の実績報告について 

 

（２）分科会の協議内容について 

 

 

 ４ 議題 

（１）令和４年度地域協議会の活動計画について 

       

 

５ 事務連絡                               

 

 

６ 閉会                                  

 

 

 

【次回全体会   ５月２３日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 

【次々回全体会  ６月２０日（月）午後６時３０分～：福祉交流プラザ】 



高田地域協議会　第一分科会第八回会議　議事要旨 2022年4月11日（月）

●開催日時　令和4年（2022年）4月4日(月）　18時30分～19時40分

●参加メンバー（敬称略）

浦壁、小川、高野、本城、村田、冨田(文責）、欠席：小嶋、宮崎、松倉

●協議内容

　　１）これまでの活動結果（若者の地域参画）

・昨年の9月以降、「高田の活性化」という課題を設定し、更に「若者の地域参画」というテーマに

　焦点を絞り、活動を進めてきた。

・「若者の地域参画」に関係する各分野の人たちにヒヤリングしてきた。

　そのヒヤリング結果を別紙の一覧表にまとめ、その概要を報告した。

・現段階では、今回ヒヤリングした若者達は主体的に活動を行っており、更に行政もサポートを行い、

　「若者の地域参画」は、特に問題ないと判断する。

・しかしながら、「高田の活性化」は2016年に第三期地域協議会メンバーにより討議し出された意見

　（別紙参照）でもあり、継続的な課題とも言える。

・その意味において、10年先を見据えて、継続的に取り組んでいく必要があると考える。

　SDGs（持続可能な開発目標）として捉えて進めていければ幸いである。

　　 　（17の目標の中で、１１．住み続けられる街づくり、８．働き甲斐も経済成長も、が該当する。）

　　２）冨田からの提言事項（案）について

・地域協議会が主体的に、継続的に活動できるものとして以下の事を提言する。

　①住民一人一人が問題意識（市街地の空洞化、高齢化対策等）を持って、街を支える「サポーター」

　という意識を醸成し、「若者の地域参画」をはじめ、現状を知っていただくような仕組み作りを提言する。

　②高田区内では、若者を含め、行政、各種民間団体（NPOや地域活動支援事業のプロジェクト等）が

　主体的に活動を行っている。しかしながら、お互いの情報や課題点を共有化するという場面が乏しい。

　その手始めとして、今回、ヒヤリングに協力してくださった皆さんに定期的（1年間隔）に参加してもらい、

　その時点での各人の活動状況を報告し、課題点を明確化し改善していく事を提言する。

　　３）本城委員から提案事項

・行政の方からの取組みを説明してもらう機会を設け、話し合ってまとめていくのがいいのではないか。

　　４）村田委員より

・本活動を新たな発展のきっかけとしたい。

　　５）浦壁委員より

・視点が広がり過ぎている感じがする。地域協議会としてどのように纏めるかを考えて欲しい。

　　６）高野委員より

・介護の若者たちが、実態を知って欲しいと訴えてきている。

　かれらを招いて、ぜひ勉強会を開催して欲しい。地域協議会として支援できることはぜひ

　したい。

　　７）冨田より

・次の第九回分科会（5月9日）に、安楽さんと寺尾さんをお招きして、介護の勉強会を開催する

　ことを提案し、了承をいただいた。

・4月18日の全体会議にて、説明し、了解をいただく予定。

　　８）本城委員より

・方向性を見据えて、行政の力を借りていくのが良いと思う。

　若者の地域参画の芽をどう伸ばしていくか。

・提言事項は、自主審議事項という形を取らなくとも、これまでの現状をまとめて、都市整備課

　や産業振興課の課長クラスに報告するということがいいのではないか。

　（前例として、前回の第二分科会が、雪害対策で上越市に提言した例がある）

裏面につづく



●次回の第九回分科会について

・開催日時は、5月9日（月）18時30分～

・内容は、以下の2本立てて行う。

①研修会

　・介護に携わっている若者を招いて、その実態を知り、意見交換会を行う。

　・若者は、ディサービスで高齢者を介護している安楽氏と０歳～17歳の児童障害児を介護して

　　いる寺尾氏の二人。

　・時間は、1時間程度（発表：各20分、意見交換：２０分）

②分科会

　・第一分科会のまとめについて

以上



令和４年度第１回高田区地域協議会分科会（第２分科会）協議の要旨 

 

日時：令和４年４月４日（月）午後６時３０分～ 

記入委員：西山 

出席委員：杉本、飯塚、澁市、西山、廣川 

 

今までの分科会(雪害対策)についての議論をもとに、分科会委員の意見をまとめて簡単な報

告書を杉本座長より作成してもらう。 

今回はこのまとめ・今後の進め方や内容についての意見交換を実施する。 

 

ａ、内容についての主な意見について 

・車や歩道が数日以上ふさがった状況が発生した場合は雪害として認識してもらえるように

対応してもらいたい。 

 

・防災ラジオの利用活用のＰＲを日常より行っていくとともに、雪害時のより有効な利用方

法を検討してもらう。 

 

・物品備蓄の期間(３日間)や備蓄品の内容(食料・飲料水・燃料等)の内容をもう少し検討し

てもらいたい。 

合わせて、各家庭の備蓄とは別に町内会関係の備蓄についても検討してもらいたい。 

 

・降雪時の細い道路についての通行止め等の対策を検討してもらいたい（条件・実施方法等） 

 

・防災士に対してお願いしたい点を検討し、はっきりさせてもらいたい。 

 全体もあるが、町内会と各防災士の連携を進め、災害時にリ－ダ－シップがとれるような

体制構築を働きかけてもらいたい。 

 

・雪害対策のチラシ・文章等は回覧ではなく。全戸配布の形をとってもらいたい。 

 

ｂ、今後の進め方について 

・今回いただいた意見を再度検討し、４月１８日までに報告書に取り入れてまとめを作成す

る。 

 

・５月９日の分科会にて最終的な見直しを実施し、その内容を確定する。その際には、この

まとめをどのように活用していくかの方法も合わせて協議する。 

（どうしても自主審議にするよりも、提言書として市・市議会等に提出し、それを基に意

見交換等を実施するなど検討していく） 

 

・５月２３日の全体会に、まとめと今後の方針を提案し、全体意見として承認してもらう。 

 

・今後については、６月より水害関係の議論を開始していきたい。その進め方については、

５月９日の分科会にて話し合いを実施していく。 



 

   令和３年度 高田区 地域活動支援事業【実績報告】 

整理
№ 

提案団体名 事業名 

1 
南本町小学校区 

まちづくり協議会 
地域の町しらべ冊子と竹灯篭事業 

2 
上越水墨画フェスティ

バル実行委員会 

水墨アートで高田区の文化を創出！上越エリア最大の公

募展「上越水墨画フェスティバル」事業 

3 青田川を愛する会 青田川桜木整備と環境啓発事業 

6 
南三世代交流プラザ 

運営協議会 
三世代交流のまちづくりを発信する事業 

7 
特定非営利活動法人 

街なみ Focus 
地域資源を活かした高田まちづくり事業 

8 ＣＡＰ・じょうえつ 地域で「あんしん」子どもへの暴力防止事業 

10 お馬出しプロジェクト お馬出しプロジェクト事業 

12 上越美術協会 上越美術協会の上越地域における美術文化振興事業 

13 
NPO 法人 高田瞽女の文

化を保存・発信する会 
高田瞽女の文化の保存・発信事業 

16 
高田城復元ネットワー

ク 

高田城復元模型完成展示会と植木宏先生による「高田城

を語る」記録撮影ビデオ作製事業 

17 
NPO 法人 街なか映画館

再生委員会 
高田世界館周辺散策マップリニューアル事業 

18 
越後高田・雁木ねっとわ

ーく 
風鈴街道 in雁木 2021事業 

20 高田区北部振興会 北部地域の文化・賑わいを創出する事業 

※整理№4、№5、№9、№11、№14、№15、№19は、審査により「不採択」となったため、 

実績報告はありません。 

当日配布資料№１ 



（単位：円）

総事業費
補助金

交付決定額
総事業費

補助金
交付確定額

1
南本町小学校区まちづ
くり協議会

地域の町しらべ冊子と竹灯篭事業

南本町小学校区における住民交流を促進
し、地域活性化を図るため、小学校児童が
調べた資料を中心に町内会の協力を得て
「私たちの地域の町しらべ」冊子を作成す
るとともに、子ども達による竹灯籠・ペッ
トボトルづくりで灯りの夕べを実施する。

770,600 720,000 815,015 720,000

2
上越水墨画フェスティ
バル実行委員会

水墨アートで高田区の文化を創出！
上越エリア最大の公募展「上越水墨
画フェスティバル」事業

水墨画の展示を通じた高田区の賑わいの創
出や観光振興を図るため、ミュゼ雪小町に
おいて一般公募作品、水墨作家の作品、小
学生の作品による「上越水墨画フェスティ
バル」を開催する。

870,000 400,000 870,000 400,000

3 青田川を愛する会 青田川桜木整備と環境啓発事業

青田川の愛護を通じた地域活性化や景観整
備を図るため、青田川沿いに植栽された桜
並木の枝払い等を行うとともに、環境啓発
ポスターや学習パンフレットを作成する。

890,800 799,000 890,800 799,000

6
南三世代交流プラザ運
営協議会

三世代交流のまちづくりを発信する
事業

世代間交流を通じた地域活性化を目的に、
地元小中学校、消防団等と連携して「三世
代ふれあい広場」を行うとともに、地域住
民が参加して健康づくりの知識や実技など
を学ぶ「健康づくり・軽体操」の催しを行
う。

526,430 494,000 275,476 258,000 三世代ふれあい広場を中止

7
特定非営利活動法人街
なみFocus

地域資源を活かした高田まちづくり
事業

地域の活性化を図り、交流人口の増加と歴
史文化の保全を目的に、朝市の活性化事
業、地域住民の参加による街なみの保全活
動を行うとともに、「歴史・景観フォーラ
ム」を開催する。

627,330 532,000 575,750 488,000
朝市の活性化事業及び歴史・景観
フォーラムを中止

8 CAP・じょうえつ
地域で「あんしん」子どもへの暴力
防止事業

子どもへの暴力防止を図り、全ての子ども
達が安心して過ごせる社会の実現に向け、
市民参加によるワークショップの開催、朝
市やイベント会場等における人権啓発活動
を行う。

189,240 175,000 195,896 175,000

10 お馬出しプロジェクト お馬出しプロジェクト事業

城下町高田に残る歴史ある地名や行事等を
大切にし、次世代に伝え、賑わいの創出と
まちの活性化に繋げることを目的に、学び
と交流の場となる「お馬出し塾」、ふる里
の唄と童謡のコンサート、「忠輝公といろ
は姫の城下町散歩in花ロード（仮名）」を
開催する。

320,800 272,000 110,780 93,000
お馬出し塾及びふる里の唄と中山晋
平童謡集コンサートを中止

令和３年度 高田区 地域活動支援事業一覧【実績報告】

整理
№

提案団体名 事業名

当初計画 実績 　　　　　　　備考
（新型コロナウイルス感染防止の観
点から、中止となった主な項目）

事業概要
（採択時）

1



（単位：円）

総事業費
補助金

交付決定額
総事業費

補助金
交付確定額

整理
№

提案団体名 事業名

当初計画 実績 　　　　　　　備考
（新型コロナウイルス感染防止の観
点から、中止となった主な項目）

事業概要
（採択時）

12 上越美術協会
上越美術協会の上越地域における美
術文化振興事業

上越地域の美術文化の振興及び高田市街地
の活性化を目的に、ミュゼ雪小町において
上越美術協会展を開催するとともに、本町
通り商店街を中心に、作品を無料で貸し出
し、周辺地域の賑わいに寄与する。

220,000 90,000 212,112 90,000

13
NPO法人高田瞽女の文化
を保存・発信する会

高田瞽女の文化の保存・発信事業

高田瞽女の文化を全国に発信し、高田区の
交流人口の増加、観光振興、歴史・文化の
保存・活用を図るため、瞽女ミュージアム
高田を拠点に企画展、講演会、瞽女唄演奏
会、門付け再現などを実施するとともに、
ＰＲ活動を行う。

934,760 722,000 846,594 652,000
高田瞽女の門付け再現と瞽女唄演奏
会（2月）を中止

16
高田城復元ネットワー
ク

高田城復元模型完成展示会と植木宏
先生による「高田城を語る」記録撮
影ビデオ作製事業

高田城の素晴らしさを市民が再認識し、高
田城や高田城址公園が更に多くの人から愛
され、高田区の活性化に繋がることを目的
に、高田城復元模型完成展示会を開催する
とともに、郷土史家の植木宏先生による
「高田城を語る」記録ビデオを作成し、動
画配信する。

958,360 900,000 958,360 900,000

17
NPO法人街なか映画館再
生委員会

高田世界館周辺散策マップリニュー
アル事業

高田世界館前の高田小町交流広場を中心に
地域の魅力を高め、まちなか回遊型観光を
推進するため、令和元年度に地域活動支援
事業を活用して作成した高田小町界隈散策
のマップ及び看板をリニューアルする。

308,000 300,000 308,000 300,000

18
越後高田・雁木ねっと
わーく

風鈴街道in雁木2021事業

雁木を歴史的文化遺産として認識してもら
い、歴史景観を後世に残していくための機
運の醸成を図るとともに、観光振興に役立
てるため、雁木の軒先への風鈴の飾りつ
け、雁木の維持や活用に関する懇談会、写
真コンテスト、雁木を紹介する冊子の作成
などを行う。

998,860 882,000 930,184 821,000 雁木に関する懇談会を中止

20 高田区北部振興会
北部地域の文化・賑わいを創出する
事業

世代間・団体間の交流を深め、地域活性化
を図るため、紅葉のライトアップによる景
観の創出や野外演奏会を実施する。また、
地元出身の童話作家である小川未明生誕の
地の看板を設置し、地域住民に功績を知ら
しめ、芸術文化活動の機運を高める。

1,464,538 935,000 1,331,941 925,000

9,079,718 7,221,000 8,320,908 6,621,000計

2


