
令和４年度 第２回金谷区地域協議会 
 

次 第 
 

日時：令和4年5月25日(水)午後5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 議題 

（１）令和４年度地域活動支援事業について           

 

 

 

 

 

 

４ 事務連絡                                                 

 

 

５ 閉 会 



事業説明予定表
5月25日（水）

事業
整理№ 提案事業名 提案団体

17時40分 ～ 17時57分 1
滝寺自然公園整備と環境保全・保護活動事
業

滝寺まちづくり協議会

17時57分 ～ 18時14分 2
正善寺ダム周辺の紫陽花の維持管理及び水
質保全と環境美化事業

正善寺紫陽花会

18時14分 ～ 18時31分 5
毘沙門天案内看板及び滝寺砦周辺の整備並
びに古道の整備事業

滝寺歴史保存会

18時31分 ～ 18時48分 6
ミニ新聞「まめでやったけぇ」発行継続及
び冊子増刷・活用によるきずな拡大事業

「まめ」新聞　有志会

18時48分 ～ 19時05分 7
金谷区（灰塚駐在所管内）の交通安全確保
事業

上越交通安全協会灰塚支部

19時05分 ～ 19時22分 8 平山で花＆夢いっぱい咲かせよう運動事業 平山町内会　環境整備部

19時22分 19時32分 ―　　休　憩　（10分）　　―

19時32分 ～ 19時49分 9
「金谷山とレルヒ」～レルヒ少佐と心かよ
わせた仲間たち～事業

金谷山の歴史を発信する会

19時49分 ～ 20時06分 10
バレーボール文化の普及及び青少年健全育
成事業

上越クラブ

20時06分 ～ 20時23分 12 金谷区飯支部の交通安全確保事業 上越交通安全協会飯支部

20時23分 ～ 20時40分 13 金谷若者まちづくり参画事業 上越若者みらい会議

20時40分 ～ 20時57分 14 親子の「いきるチカラ」向上事業 いきるチカラ上越

5月26日（木）

事業
整理№ 提案事業名 提案団体

18時35分 ～ 18時52分 3 安全安心見守り防犯活動事業 灰塚地区防犯協会

18時52分 ～ 19時09分 4 第3回キャンプ体験教室　地域観光事業 金谷地区振興協議会

19時09分 ～ 19時26分 11 大貫4町内合同避難訓練・防災体験事業 大貫消防部後援会

予定時間
（説明・質疑等）

予定時間
（説明・質疑等）



令和４年度 金谷区地域活動支援事業　提案概要一覧（確定版） 南部まちづくりセンター　　

新規 総事業費 補助金希望額 補助率

市関係課 A（円） B（円） B/A（％）

1 滝寺まちづくり協議会
滝寺自然公園整備と環境保
全・保護活動事業

地域の自然環境や歴史文化の維持管理・保全活
動を目的に、町内会や農家組合等と連携しながら
ミズバショウ自生地の保護・育成、毘沙門堂周辺
及び参道の整備等を行う。
また、町内外に滝寺の魅力を発信するとともに、
会員と住民との意思の疎通を図るため、定期的に
活動内容を掲載した会報を発行する。

【まちづくり啓発】
【中山間地対策】

【施設経営管理室】
課題なし

373,000 273,000 73.19%

2 正善寺紫陽花会
正善寺ダム周辺の紫陽花の
維持管理及び水質保全と環
境美化事業

地域住民のまちづくり活動の意識の高揚と観光振
興を目的に、正善寺ダム及び県道沿線の紫陽花
の維持管理とライトアップを実施する。

【観光振興】
【施設の利用促進】
【中山間地対策】

－ 110,330 110,000 99.70%

3 灰塚地区防犯協会
安全安心見守り防犯活動事
業

児童の登下校の安全確保や、あいさつの交流等
による地域住民の健全育成のため、児童の見守り
活動を行うほか、防犯用品のベストを更新する。

【安全安心】 － 281,050 281,000 99.98%

4 金谷地区振興協議会
第3回キャンプ体験教室　地
域観光事業

地域の観光資源を理解し、地域の施設利用を促
進するとともに、その魅力を発信するため、南葉
高原キャンプ場での体験教室を行う。
また、テントの張り方や野外での食事の煮炊きを
学ぶことで、災害時に生かす。

【観光振興】
【中山間地対策】
【安全・安心】
【施設の利用促進】
【教育文化】

【農林水産整備課】
課題なし

85,400 67,000 78.45%

5 滝寺歴史保存会
毘沙門天案内看板及び滝
寺砦周辺の整備並びに古
道の整備事業

滝寺地域の歴史的史跡を整備し、観光振興と住
みよいまちづくりを推進するため、毘沙門堂の案
内看板を設置する。
また、滝寺砦周辺の木の伐採や砦までの古道を
整備し、多くの人から足を運んでもらう。

【観光振興】
【まちづくり啓発】

－ 283,962 283,000 99.66%

6 「まめ」新聞　有志会
ミニ新聞「まめでやったけぇ」
発行継続及び冊子増刷・活
用によるきずな拡大事業

中ノ俣地域において、楽しく元気にすごし、生きが
いの創出につなげることを目的に、自らの思いや
情報を共有する新聞を作成するとともに、これまで
に作成した冊子を増刷し、頒布する。

【少子高齢化対策】
【中山間地対策】
【安全・安心】
【まちづくり啓発】
【教育文化】

【共生まちづくり課人権・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、ミニ新聞及
び現在までの冊子のまとめを編集・発行
する際は、昨年度同様、内容に配慮して
取り組んでください。

223,660 223,000 99.70%

7 上越交通安全協会灰塚支部
金谷区（灰塚駐在所管内）
の交通安全確保事業

地域の交通安全の確保と交通事故の未然防止を
図るため、カーブミラーや一時止まれ足型マーク
を整備し、安全パトロールを実施する。

【安全安心】

【道路課】
課題なし
・市道にカーブミラーやのぼり旗等を設
置する場合は、道路占用の許可が必要と
なりますので、事前にご相談ください。
・市道の路面にマーキングを行う場合
は、事前にご相談ください。
・道路で作業等を行う場合に必要な道路
使用許可については、警察と相談してく
ださい。
【市民安全課】
市民安全課と別途協議が必要
・増設される既存カーブミラー（中田原地
内）は市所有物件です。既存支柱が増設
に必要な規格を満たしていない場合があ
るため、事前に市民安全課と協議してく
ださい。
・設置したカーブミラーには設置者名を
明記し、適切に管理してください。

121,550 120,000 98.72%

所見整
理
№

提案団体名 事業名 事業概要
提案団体が考える
優先採択事業項目



令和４年度 金谷区地域活動支援事業　提案概要一覧（確定版） 南部まちづくりセンター　　

新規 総事業費 補助金希望額 補助率

市関係課 A（円） B（円） B/A（％）

所見整
理
№

提案団体名 事業名 事業概要
提案団体が考える
優先採択事業項目

8 平山町内会　環境整備部
平山で花＆夢いっぱい咲か
せよう運動事業

（通称）山麓線大貫交差点十字路脇花壇におい
て、町内会の高齢者や子どもたちによる、花壇の
整備を行い、地域交流を深める。

【安心安全】
【まちづくり啓発】

－ 154,000 94,000 61.04%

9 金谷山の歴史を発信する会
「金谷山とレルヒ」～レルヒ少
佐と心かよわせた仲間たち
～事業

金谷山のスキー発祥の地としての歴史・文化を発
信し、観光振興につなげるため、レルヒ少佐と関
わり、心をかよわせた仲間たちを紹介する冊子を
編集、作成し、市内公的機関、金谷区町内会、他
市町村等に寄贈する。

【観光振興】
【教育文化】
【まちづくり啓発】

【共生まちづくり課人権・同和対策室】
課題なし

○ 860,000 860,000 100.00%

10 上越クラブ
バレーボール文化の普及及
び青少年健全育成事業

バレーボールを通じて青少年の健全育成を図る
ために、クラブのユニフォームやボール杯等を整
備し、練習や試合を行うほか、高田西小学校のク
ラブとの交流会や地域の環境美化活動を行う。

【施設の利用促進】
【教育文化】

－ 1,550,736 560,000 36.11%

11 大貫消防部後援会
大貫4町内合同避難訓練・
防災体験事業

大貫4町内の防災力強化、地域住民の防災への
関心、意識向上のため、合同避難訓練、起震車
体験会、狼煙体験、段ボールベッド組立て体験等
を行う。

【安全安心】

【危機管理課】
課題なし
【市民安全課】
課題なし

○ 412,492 360,000 87.27%

12 上越交通安全協会飯支部
金谷区飯支部の交通安全
確保事業

交通事故の発生を防止するとともに、道路を利用
する一人ひとりが正しい交通ルールの遵守とマ
ナーを身につけてもらうことを目的に、道路の「止
まれ」表示や停止線、クロスマークの整備、注意
喚起看板の設置等を行う。

【安全・安心】

【道路課】
課題なし
・市道に看板を設置する場合は、道路占
用の許可が必要となりますので、事前に
ご相談ください。
【市民安全課】
課題あり
・停止指導線を除く一時停止や横断歩道
の標識が設置された箇所の停止線、止ま
れ文字、横断歩道の路面標示は、本来
警察で行うべき事業です。上越警察署と
実施の可否及び仕様について確実に事
前協議をしてください。
・設置した注意喚起看板には設置者名を
明記し、適切に管理してください。

284,900 284,000 99.68%

13 上越若者みらい会議
金谷若者まちづくり参画事
業

金谷山公園、南葉高原キャンプ場を中心に金谷
区の若い世代によるイベントやスポーツ交流会を
開催し、金谷地域の活性化に寄与する。

【観光振興】
【まちづくり啓発】

【農林水産整備課】
課題なし
【施設経営管理室】
課題なし
・金谷山公園敷地内をご使用される際
は、事前に行政財産目的外使用許可手
続きが必要ですので、ご注意ください。
・また、イベント当日の駐車場整理の対応
をいただき、路上駐車しないように声掛け
をお願いします。

772,860 682,000 88.24%

14 いきるチカラ上越
親子の「いきるチカラ」向上
事業

金谷山や正善寺地域を拠点としてお話し会や調
理実習、講演会、親子が外で遊ぶ会等を実施し、
子どもの健やかな発育を促し、金谷区の魅力発
信を行う。

【少子高齢化対策】
【観光振興】
【安全・安心】

－ ○ 127,310 107,000 84.05%

5,641,250 4,304,000 76.30%

予算額 8,500,000

差引額 4,196,000


