
令和４年度 第７回 津有区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 4年 10月 31日(月) 午後 6時 30分～ 

                    会場：津有地区公民館 大会議室 
 

                                   延べ 1時間 15分 
 

１ 開  会                                   
                                【2分】 

 

 

 

 

２ 議  題                                   
⑴ 自主的審議事項                             【70分】 

・津有区の特長を生かした地域活性化策について 

①町内会長との情報交換会および地区アンケートについて      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②津有区データの分析について                  

 

 

 

 

 

 

 

３ そ の 他                                   
⑴  次回開催日の確認等                                                     【3分】 

【町内会長との情報交換会】 

 日時 ：11月 16日（水） 午後 6時 30分～ 

 会場 ：津有地区公民館 大会議室 

 

【第8回地域協議会】 

 日時 ：  月  日（ ） 午後 6時 30分～ 

 会場 ：津有地区公民館 大会議室 

 

⑵ その他 

                         

４ 閉  会                                   



津有地区地域づくり協議会との打合せ結果について（報告） 

 

○日 時 令和 4年 9月 30日（金）午後 4時 30分～ 

○出席者 津有地区地域づくり協議会 丸山会長、坪井事務局長 

     津有区地域協議会 藤本会長、中部まちづくりセンター 小林センター長、山﨑主事 

○議題 

①津有区パンフレットについて 

②町内会長との情報交換会について 

③地区アンケートの実施について 

 

○打合せ結果 

議題 地域協議会【提案】 地域づくり協議会【回答】 備考 

①津有区パ

ンフレット

について 

・パンフレット作成やウォーキング

イベント等における、実行組織とし

ての協力を依頼。 

・予算要求について説明。 

・了承  

②町内会長

との情報交

換会につい

て 

・11月中旬の実施を提案。 ・了承 

11/16(水)開催 

案内発出済み 

 

→資料 2 へ 

③地区アン

ケートの実

施について 

・12月頃の実施を提案。 

（あるいは情報交換会前に実施し

て検討材料とする？） 

・情報交換会において町

内会長へ説明し、その後

に実施してほしい。 

12月頃実施予定 

 

→資料 3 へ 

 

資料 1 



（案） 

津有地区町内会長と津有区地域協議会委員との情報交換会 

次  第 

                          日時：令和 4年 11月 16日(水)  

                             午後 6時 30分から 

                          会場：津有地区公民館 大会議室 

                                 延べ 1時間半程度 

１ 開  会                                  
（進行：市 中部まちづくりセンター） 

⑴ あいさつ 

  ・ 津有区地域協議会    会長 藤本 孝昭                    

  ・ 津有地区町内会長協議会 会長 丸山 彰 様 
 

 

 ⑵ 参加者紹介                                   

 

 

２ 議  題                                  
（進行：津有区地域協議会長） 

 ⑴ 津有区地域協議会の活動報告                   （20分） 

   ・説明（パンフレット関係）…これまでの審議経過やパンフレット事業の概要を説明

し、我々の活動についてご理解いただく 

   ・意見交換（全体）    …これに対する意見や要望などを伺う 

 

 
 

 ⑵ 地区アンケートの実施について                  （15分） 

   ・説明（協力依頼）    …実施計画を説明し、町内会長へ回収の協力を依頼する 

   ・意見交換（全体）    …実施方法や実施時期等について支障があれば伺う 

 

 

                          ※状況に応じて延長（15分） 
 

 ⑶ フリートーク（地域で話題になっていること、地域協議会で取り上げてほしい議題等） 

                …今後の審議の参考にするため、地域協議会で取り上げ

てほしい議題等があれば伺う 

 
 

 ⑷ まとめ 

  ・ 中部まちづくりセンター センター長 小林 勲                

 

 

３ 閉  会                                  
（進行：市 中部まちづくりセンター） 

 ⑴ あいさつ 

  ・ 津有区地域協議会 副会長                   

 

 

 

資料 2 

※青字は町内会長配布用では

表示しない 

 



（案） 

 津有区地域協議会 津有区住民アンケート 

あなたの声を聴かせてください 
～いつまでも住み続けたいまちづくり～ 

 

日頃、津有区地域協議会の活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

津有区地域協議会では、「津有区の特長を生かした地域活性化」を目指し、現状における

課題や地域活性化の方向性を探るため、津有区にお住いのみなさんから日頃感じていること

や将来についてのご意見などをお聴きするアンケートを実施いたします。 

私たちの思いをぜひご理解いただき、アンケートへのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート対象者】 津有区にお住まいの皆様（全世帯） 

【アンケート回答期限】○月○日（○） 

【アンケート回答方法】（次のいずれか） 

（1）ウェブ回答（インターネット上での回答） 

スマートフォンのカメラで、二次元コードを読み込んでください→ 

（2）アンケート用紙への回答 

回収は各町内会で行います。 

ご家族の方からも回答いただける場合は、用紙をコピーしていただくか、 

（1）ウェブ回答をご利用ください。 

 

※本アンケート結果は、集計でき次第、地域協議会だより等でお知らせします。 

※アンケートの回答から個人を特定することはありません。 

資料 3 

【問い合わせ先】上越市役所 中部まちづくりセンター 

  〒943-8601 上越市木田1-1-3 第2庁舎3階 

  電話：025-526-1690 FAX：025-520-5853 

 



 

はじめに、あなた自身のことについて、当てはまる記号に〇をつけてください 

【あなたの年代を教えてください】 

ア．１０代 イ．２０代 ウ．３０代 エ．４０代 オ．５０代 

カ．６０代 キ．７０代 ク．８０代以上 

 

ここからアンケートになります。当てはまる番号に〇をつけてください 

問１ 津有区は好きですか？ 

１．大好き ２．まあまあ好き ３．どちらかと言えば好き 

４．あまり好きではない ５．嫌い 

 

問２ 津有区の生活で満足していることは何ですか？（５つまで） 

１．気候がよい ２．自然が豊かで景色がよい ３．買い物が便利 

４．車での移動が便利 ５．病院や銀行が近い ６．自然災害が少ない 

７．子育てしやすい ８．地域のまとまりがある ９．イベントなど地域活動が盛ん 

 1０．スポーツが盛ん 1１．文化活動が盛ん 1２．ご近所の助け合い 

1３．その他（             ） 

 



 

問３ 津有区をＰＲできる魅力や自慢は何ですか？（５つまで） 

１.豊かな自然 ２．歴史や文化 ３．景色 ４．雪が多い ５．地域のイベント  

６．地域の一体感や人柄のよさ 7．保阪邸 8．雁木通りの街並み  

9．前島密、前島記念館 10．謙信公武道館 11．おいしい飲食店 

12．交通インフラ １3．お米 14．子どもが地域で活躍 15．海も山も近い 

 16．有名な企業 17．その他（              ） 

 

問４ 津有区の生活で困っていることや心配なことは何ですか？（３つまで） 

１．雪 ２．移動手段 ３．買い物 4．働く場 5．子どもの塾や習い事  

6．子育て 7．インターネット環境 8．空き家 9．地域の交流が少ない  

10．一人暮らし高齢者の生活 11．頼れる人がいない、少ない  

12．担い手がいない、少ない 13．その他（              ） 

 

問５ 観光・産業の取組で重要だと思われることは何ですか？（３つまで） 

１．観光ＰＲ ２．商店への支援 ３．農業の活性化 ４．特産品づくり  

５．移住者の受入れ ６．雪を活かす取組、イベント 

７．空き家、空き地活用 ８．前島記念館周辺の活性化 

９．公共交通の充実 10．生活インフラ（道路・用水路・消雪パイプなど）の整備 

11．その他（             ） 



 

問６ 教育・文化の取組で重要だと思われることは何ですか？（３つまで） 

１．子ども向けの講座やイベントの開催 ２．大人向けの講座やイベントの開催 

３．子どもの居場所づくり ４．登下校の安全対策 ５．歴史や文化の継承 

６．地域間交流 ７．世代間交流 8．郷土愛の育成 9．食育 

10．スポーツ・文化団体の支援 11．その他（             ） 

 

問７ 地域福祉の取組で重要だと思われることは何ですか？（３つまで） 

１．自然災害への備え ２．空き家対策 ３．子育て支援 

４．町内会での助け合い ５．ボランティア育成 ６．障がい者支援 

７．寝たきり予防 ８．高齢者の交通安全対策 ９．高齢者の居場所づくり 

10．買い物や通院などの生活支援 11．デジタル化社会に向けた支援 

12．その他（             ） 

 

問８ 問５から問７までで選んだ回答の内、最も優先すべき取組は何ですか？ 

＜記入例＞「問7の2．空き家対策」を優先する場合・・・問（7）の（２） 

最も優先すべき取組は、問（   ）の（   ） 

 

【その他（自由記述）】 

津有区のまちづくりに要望などがありましたらお書きください。 

（地域でこんなイベントがあったら参加してみたい、地域でこんな取組があったら助かる、など） 

 

ご協力ありがとうございました。今後の津有区地域協議会の活動に役立てさせていただきます。 


