
上越地域合併協議会だより　第３号　潺�

祝辞等の点検�
電報、メッセージ等の作成�
月間行事予定表の作成�
週間予定表の作成�
日程調整�
庁議の運営�
叙位・叙勲その他の表彰事務�
市長会事務�
�
�
選挙常時啓発（選挙時・明るい選挙推進協議会）�
選挙常時啓発（常時・新成人への啓発）�
選挙常時啓発（常時・啓発ポスターの募集）�
選挙常時啓発（常時・選挙物品の貸し出し）�
選挙常時啓発（常時・総会、研修会への参加）�
選挙人名簿調製のための調査�
新潟海区漁業調整委員会委員選挙人名�
簿の調製のための調査�
検察審査員候補者名簿調製のための調査�
農業委員会委員選挙人名簿調製のための調査�
全国市区選挙管理委員会連合会分担金�
全国市区選挙管理委員会連合会北信越�
支部負担金�
全国市区選挙管理委員会連合会北信越�
支部総会特別負担金�
県内市選挙管理委員会連合会分担金�
上越市町村選挙管理委員会協議会負担金�
選挙管理委員会�
�
�
危機管理事務�
上越市総合防災訓練�
小・中学校、福祉施設、老人クラブ等�
に対する交通安全教室�
春季幼児交通安全教室（５歳児対象）�
秋季幼児交通安全教室（全幼・保育園�
53園巡回教室）�
高齢者世帯（70歳以上）交通安全訪問指導�
罹災証明に関すること�
県公償組合事務費負担金�
県公償組合公務災害負担金�
県公償組合消防賞じゅつ金負担金�
県公償組合退職報償金負担金�
団員福祉共済負担金�
県消防協会市町村負担金�
県消防協会上越地区支会負担金�
消火栓新設工事等負担金�
直江津地区石油コンビナート防災対策負担金�
上越・大潟・頸城石油化学工業地帯防�
災対策負担金�
自治体通信衛星機構負担金�

事 務 事 業 名 �

行政関係（つづき）�

選挙関係（15件）�

防災・交通安全・危機管理関係（61件）�

解放運動団体補助金�
上越人権擁護委員協議会補助金�
法律扶助協会補助金�
事故処理委員会（交通事故等損害賠償金）�
上越市公平委員会�
上越市情報公開・個人情報保護制度審議会�
上越市情報公開・個人情報保護審査会�
上越市同和対策等審議会�
平和記念公園展示館運営�
住宅新築資金等貸付金償還事務�
議会事務�
姉妹都市上田市の子どもたちへの夏の贈り物�
町内会表示板の設置�
他の課に属さない陳情書に関する事務�
住民情報の提供事務�
町内会データの管理�
借上げ自動車のチケット発行及び管理�
レタックス使用周知業務�
後援・共催承認事務�
市民コピー機の管理�
事務費振替作業�
自衛隊行事�
庁用自動車運転日誌・月報作成業務�
庁用自動車経費統計資料作成�
有料道路使用料振替作業�
審議会等の会議公開�
上越市長の資産等の公開に関する事務�
郵便局関連事務（郵便物関連業務除く）�
印刷事務�
文書の収受・発送事務�
情報公開制度�
個人情報保護制度�
告示及び掲示受託�
事務用紙の管理�
公印管理�
例規審査･例規集編さん事業�
顧問弁護士法律相談業務�
運搬料の支払業務�
上越南地区交通安全事業主会�
庁用自転車�
新聞購読事務�
無過失事故見舞金交付�
排雪作業委託契約�
上越地方市町村連絡協議会�
あしたの新潟県を創る運動協会�
北方領土返還に関すること�
防犯協会�
行政相談委員�
皇室に関すること�
上越市表彰式�
上越市新年祝賀会�

事 務 事 業 名 �

行政関係（つづき）�
じょうえつ市議会だより�
ホームページの管理�
上越市議会政務調査費�
上越市議会定例会�
叙勲申請事務�
死亡叙勲（叙位）申請事務�
高齢者叙勲申請事務�
各会派の事務�
議員クラブ�
野球クラブ�
議員報酬事務�
議員の費用弁償事務�
市議会議員共済会関係事務�
議会図書室の管理�
行政視察�
行政視察の受け入れ�
決算審査�
現金出納例月検査�
定期監査�
行政監査�
工事技術調査委託�
�
�
映画鑑賞会�
広島平和記念式典参加事業�
研究集会等への参加�
研修会、学習会の開催�
自衛官募集事務�
自衛隊特別訓練周知事務�
街頭啓発事業�
結婚相談業務�
結婚サポート事業交付金�
市の境界に関する証明�
住民要望に基づく字の変更�
認可地縁団体印鑑登録証明書�
認可地縁団体登録証明書�
平成14年就業構造基本統計調査�
商業統計調査�
全国物価統計調査�
工業統計調査�
新潟県消費者物価調査�
住宅・土地統計調査単位区設定�
学校基本調査費�
統計調査総務費�
町内会集会場便所水洗化補助金�
町内会集会場冷房設備整備費補助金�
平和の担い手養成講座�
平和学習活動補助金�
安全運転管理者事務�
自動車整備管理者事務�
上越市自衛隊協力会会費納入事務�

事 務 事 業 名 �

議会関係（21件）�

行政関係（87件）�

第4回協議会までに取扱いが決定された事務事業をお知らせします�
（事務事業の調整方法については、協議会だより第２号の「合併Ｑ&Ａ」をご覧ください）�

○調整対象事務事業総数（第４回協議会（12/24）現在）　　  ２，８０７件�
○第４回協議会までに取扱いが決定された事務事業の数　１，４６１件�

○今後、協議会に提案される事務事業の数　　　　　　　１，３４６件�

蘆各種事務事業の取扱い（その1）：第3回協議会で決定�
　　　　　　　「合併時から上越市の制度に統一」する事務事業＝1,294件�

蘆各種事務事業の取扱い（その１）　「合併時から上越市の制度に統一」　１,２９４件�
蘆各種事務事業の取扱い（その２）　「合併時から上越市の制度に統一」　　 １６３件�
蘆各種事務事業の取扱い（その２）　「合併後、段階的に上越市の制度に統一」　   ４件�



潸　上越地域合併協議会だより　第３号�

上越市ＰＲビデオ配布事業�
男女共同参画推進情報紙（カスタネット）�
女性相談事業�
住民満足度調査�
男女共同参画活動研究補助金�
（第５次）総合計画策定事業�
雁木保存・整備検討事業�
スポーツ・健康都市宣言検討事業�
男女共同参画審議会�
男女共同参画行政推進会議�
男女共同参画推進センター企画運営委員会�
政策検討会議�
政策調整官会議�
大学誘致促進�
ニュースレター発行事業�
調査研究事業�
上越市創造行政研究所企画運営委員会�
上越市創造行政研究所維持�
�
�
（財）地方自治研究機構負担金�
防衛施設周辺整備全国協議会�
新潟県防衛施設周辺整備促進協議会�
新潟県発電関係市町村協議会�
新潟県県営発電所所在市町村協議会�
上越地域広域行政組合負担金�
地方の拠点まちづくり協議会�
新潟県並行在来線対策協議会�
上越新幹線直行特急早期実現期成同盟会�
上越市並行在来線対策市民懇談会�
上越市内官公長連絡協議会�
ＮＰＯ育成支援委託料�
上越地方振興促進協議会�
ＲＯＵＴＥ日本海・太平洋シンポジウム�
信越本線・しなの鉄道利用促進沿線地域�
活性化協議会�
北陸新幹線建設促進期成同盟会�
北陸新幹線長野・糸魚川間フル規格整備�
推進上越広域協議会�
北陸新幹線関係都市連絡協議会�
上越モデル定住圏計画管理委員会�
上越地域空港整備研究・調査会�
山麓新都心整備土地利用促進協議会�
まちづくりコーディネート事業�
自前のまちづくり基金事業�
土地利用対策�
上越市主要事業・関連プロジェクト�
市単独要望�
国・県予算情報収集・分析�
�
�
日韓フレンドシップコンサート�
友好都市写真展�
外国人相談事業�
国際交流センター運営事業�
地域安全活動上越地区国際交流企業連�
絡協議会に関すること�
国際交流員活動�
中高生海外留学支援事業�
北東アジア留学生受入れ事業�
青年海外協力隊等国際協力に関すること�
上越市研修生受入れ事業�
日ロ沿岸市長会議�
国際化推進アドバイザー�
（新）オーストラリア・カウラ市との友�
好交流提携事業�
�
�
じょうえつＩＣカード事業�
テレトピア推進事業（Ｓ61、テレトピア構想指定地域）�

事 務 事 業 名 �

企画関係（つづき）�

地域づくり関係（27件）�

国際交流関係（13件）�

電算関係（２件）�

県広報協議会�
庁内週報�
報道機関との連絡調整�
市民要望等データベースシステム開発�
パブリックコメントの運用�
�
�
備品カードの作成及び整理�
普通交付税算定�
予算編成・決算調整業務�
財政課全般�
設計書審査事務�
工事検査事務�
公共工事コスト縮減推進委員会�
優良工事等表彰�
物品検査事務�
委託業務評価委員会（平成15年度新規�
事業：委員会設置準備中）�
市民プラザ全体運営委員会�
市民プラザ緑化推進事業�
市民プラザ視察対応�
レインボーセンター維持（委託業務）�
雁木通りプラザ業務委託�
公共施設状況調査業務�
公有財産統括業務（異動・集計整理）�
建物、自動車損害共済加入請求業務�
上越市高陽会館維持�
上越市厚生南会館維持�
公有財産管理システム管理�
国有財産の用途廃止業務�
財産に関する手続き業務�
市有財産に関する照会・回答業務�
施設定期点検業務�
春秋会館維持�
大字財産に関する業務�
普通財産維持管理業務�
普通財産貸付�
普通財産売払い�
用地取得事務�
土地開発基金の運用�
リージョンプラザ上越誘客活動�
施設運営業務�
施設整備業務（科学館含む）�
�
�
固定資産税納税通知書発行事業�
相続税法58条関係処理�
高田地区納税貯蓄組合連合会補助金�
土地地価鑑定業務�
入力、台帳作成業務�
固定資産現況調査等業務（土地）�
家屋調査及び賦課業務（家屋）�
家屋固定資産評価替え業務�
家屋台帳の異動処理�
軽自動車税賦課業務�
法人住民税賦課業務�
市民税関係賦課業務�
口座振替事務作業�
市税等徴収業務�
市町村たばこ税賦課業務�
入湯税賦課業務�
高田地区農業所得協議会�
上越市租税教育推進協議会�
�
�
男女共同参画フォーラム・映画祭実行委員会交付金事業�
男女共同参画地域推進員�
女性人材バンク�
男女共同参画啓発情報紙ニュースレター�
男女共同参画推進センター講座�

事 務 事 業 名 �

広報・公聴関係（つづき）�

財政関係（35件）�

税務関係（18件）�

企画関係（23件）�

県防災行政無線維持管理費負担金�
県ヘリコプター航空隊連絡協議会負担金�
上越市防災委員会補助金�
少年消防隊育成補助金�
自主防災組織資機材整備費補助金�
防災街区整備事業補助金�
水難救済会補助金�
上越市交通安全計画�
「全国交通安全運動」「交通事故防止�
運動」計画の策定�
上越市交通安全対策会議�
交通モニター制度�
自転車駐輪場管理�
道路照明灯・防犯灯維持�
新潟県交通遺児基金�
自動車事故対策センター�
防災委員会に関すること�
冬期集落保安要員に関すること�
常備消防に関すること�
消防団員現況調査に関すること�
消防団員等公償組合に関すること�
消防団員の任免に関すること�
女性消防団員に関すること�
市役所消防隊に関すること�
消防団員の表彰に関すること�
日本消防協会・県協会・上越地区支会に�
関すること�
開発行為による消防水利の設置に関すること�
消防施設等の整備計画及び事業に関すること�
火災報告の整理及び火災統計に関すること�
水難救助及び漂流物件の処理に関すること�
水害に関すること�
水防訓練に関すること�
災害救助物資の備蓄に関すること�
自主防災組織に関すること�
女性救急隊に関すること�
直江津地区石油コンビナート防災対策�
に関すること�
防災計画に関すること�
防災行政無線に関すること（県防災行政無線）�
一斉除排雪対策に関すること�
ＦＭ緊急割込装置に関すること�
一斉順次通報装置に関すること�
行方不明者捜索に関すること�
震度計に関すること�
水防計画に関すること�
�
�
広報じょうえつ�
こども広報じょうえつ�
コミュニティＦＭ放送�
ホームページ�
テレビ広報�
市勢要覧�
テレホンガイド�
新潟日報市政ガイド�
声の広報�
ＬＥＤディスプレイ�
有線放送市政の窓�
屋外広告掲示板�
記者会見�
報道機関への情報提供�
市民対話コーナー事業�
市民相談室（日常生活にかかる弁護士�
・司法書士相談）�
市民相談室（日常生活にかかる一般相談）�
市政モニター事業�
市民の声を聴くポスト事業�
対話集会事業（現場でトーク）�
記録写真データベース化�

事 務 事 業 名 �

防災・交通安全・危機管理関係（つづき）�

広報公聴関係（26件）�



上越地域合併協議会だより　第３号　澁�

市道京田儀明線・市道塩荷谷線合併施�
行協定に関すること�
全国地下水利用対策団体連合会に関すること�
地下水実態調査に関すること�
準用河川改修事業（前川）�
八千浦地区周回道路整備事業�
電源立地等初期対策交付金業務�
電源立地対策費（地元対策）�
海岸事業の促進�
準用河川の管理�
砂防関連業務�
治水事業の促進�
関川等災害復旧事業�
保倉川・戸野目川激特事業�
関川直轄河川改修事業�
保倉川放水路事業�
冠水被害軽減対策事業�
水辺環境プラザ整備事業�
桜づつみモデル事業�
青田川河川再生事業�
その他河川環境整備事業�
正善寺ダム再開発事業に関すること�
�
�
排水設備設置等工事費助成補助事業（共同管）�
下水道計画策定事業�
下水道センター運転管理�
排水設備設置資金貸付�
下水道使用料賦課徴収�
日本下水道事業団補助金�
都市下水路管理事業�
公共下水道事業�
排水設備等計画（変更）確認申請の審�
査及び完了検査�
農業集落排水処理場放流水水質検査�
農業集落排水施設管理�
農業集落排水事業�
�
�
ポートセールス�
アイディアコンテスト�
上越産業フェア�
中小企業永年勤続表彰（市長表彰）�
上越人材ハイスクール模範卒業生市長表彰�
ひらめき発明実践教室�
情報ネットワーク技術習得推進講座�
伝統的産業等支援事業（マイスター認定）�
消費者啓発事業漓�
消費者啓発事業滷�
消費者啓発事業澆�
立入検査�
消費生活相談事業�
景気動向調査�
中心市街地に関する県民意識・消費動向調査�
中小企業振興資金利子補給補助金�
小企業等経営改善資金利子補給補助金�
企業立地資金利子補給補助金�
中小企業関連倒産防止対策利子補給補助事業�
ＩＳＯ14001認証取得支援事業�
ＴＭＯ調査研究事業補助金�
イベント支援事業補助金�
テナントミックス推進事業補助金�
なおえつ茶屋活用事業補助金�
上越卸商連盟事業補助金�
中心市街地創業者支援モデル事業補助金�
新産業創造支援事業補助金�
地域産業等支援事業補助金�
勤労者福祉事業各種負担金（新規学校�
卒業就職者教育講座負担金）�
勤労者福祉事業各種負担金（勤労者美術展負担金）�

事 務 事 業 名 �

河川関係（つづき）�

下水道関係（12件）�

産業振興関係（75件）�

建築物に関する完了検査に関すること�
住宅金融公庫資金貸付住宅等の工事審�
査に関すること�
建築許可申請�
道路位置の指定�
道路相談・調査に関すること�
建築認定申請�
優良住宅認定に関すること�
違反建築に関すること�
特殊建築物の定期報告に関すること�
高齢者、身体障害者等に係る特定建築�
物の建築に関する法律�
新潟県福祉のまちづくり条例に関すること�
建設工事に係る資材の再資源化に関す�
る法律に関すること�
中高層建築に関する指導�
�
�
市道〇〇線道路改良工事�
市道〇〇線道路改良工事（補助事業）�
土木工事施工要望（工事の箇所付け・予�
算計上まで）�
都市計画道路　事業決定申請（補助事業）�
都市計画道路　設計・施行・監督（補助事業）�
県への事業要望�
市道、法定外公共物の管理瑕疵賠償業務�
市道境界確定業務�
市道区域確定業務�
道路台帳修正業務�
法定外公共物境界確定業務�
国・県事業の地元調整�
国･県からの調査依頼�
除雪車点検整備～除雪業者引渡し～回収業務�
豊かで快適な雪国づくり推進事業�
河川水加温消雪パイプ点検管理業務�
消雪パイプ点検管理業務�
道路監理員の任命及び身分証明書交付業務�
�
�
直江津港交流促進事業�
港湾改修事業負担金�
全国市長会港湾都市協議会負担金�
県港湾協会負担金�
ウォーターフロント開発協会負担金�
友好港湾都市交流事業負担金�
日本港湾協会負担金�
海上保安協会上越支部負担金�
日本海にぎわい交流海道ネットワーク負担金�
ガントリークレーン導入事業負担金�
直江津港湾協会・直江津港清港会補助金�
マリーナ上越クラブハウス補助金�
関川及び戸野目川改修事業土地等取得�
金利子補給事業�
河川維持保全業務�
関川及び戸野目川改修事業土地等取得�
資金利子補給補助事業�
直江津港看板及びモニュメント維持管理業務�
排水樋管の維持管理�
河川公園・緑地等の維持管理�
地すべり巡視業務�
地すべり感知器の設置�
直江津港湾協会�
儀明川ダム連絡協議会事務局�
儀明川美化協議会事務局�
上越水資源開発利用協議会事務局�
桑曽根川改修促進期成同盟会�
飯田川改修促進期成同盟会�
重川改修期成同盟会�
戸野目川改修期成同盟会�
関川水系河川改修促進期成同盟会�

事 務 事 業 名 �

建築住宅関係（つづき）�

道路関係（18件）�

河川関係（50件）�

景観デザイン賞�
上越市みどりの日フェスティバル�
景観セミナー�
景観情報誌作成�
景観アドバイザー制度（景観相談窓口）�
優良宅地の認定�
優良田園住宅建設計画の認定�
開発行為の許可�
建築等の制限�
市街化区域・調整区域の決定、変更�
地区計画の届出�
都市計画決定・変更�
都市計画図書の縦覧�
公共施設緑化に関する調査�
21世紀に残したい大切なみどり�
景観形成活動助成�
都市計画基礎調査�
新潟県花いっぱい連盟負担金�
上越市みどりの基金事業補助金�
上越市景観審議会�
都市計画審議会�
ドライバーの森づくり事業�
五智キャンプ場運営�
こどもプール運営�
市有空閑地・市有花壇植栽管理�
五智交通公園運営�
公園維持（都市公園）�
開発登録簿の調製、閲覧�
パーク・パートナーシップ�
都市公園の使用許可�
上越市花と緑のまちづくり協議会�
土地区画整理事業（公共団体施行）（補助）漓�
土地区画整理事業（公共団体施行）（補助）滷�
（仮）新幹線駅西口線ほか道路改良工事（補助工事）�
○○○○線道路改良工事（補助工事）�
土地区画整理事業（組合施行）（補助）�
○○○○線道路改良工事（組合施行土�
地区画整理事業）（補助工事）�
信越本線移設事業�
都市公園整備工事（統合補助金に係る�
都市公園）（補助）�
都市公園整備工事（単独）�
マイミニパーク事業�
都市公園の指定�
公園の事業決定申請�
公園の調査、計画決定�
新幹線建設対策事業（地元対策）�
グリーンキーパー制度�
�
�
建築相談に関すること�
車庫証明交付事業�
持家住宅低利建築資金貸付金�
克雪住宅協調整備事業補助金�
克雪住宅低利建築資金貸付金�
上越市建築審査会�
市営住宅管理�
公営住宅修繕（定期的な修繕）�
市営住宅運営�
建替に伴う移転補償に関すること�
公営住宅管理データベース�
公営住宅の建替計画等に関すること�
県営住宅運営�
県営住宅管理�
にいがた価値ある住まいづくり推進協�
議会に関すること�
子安住宅整備事業�
公共建築物に関る建築工事設計及び工事監理�
公共建築物に関る設備工事設計及び工事監理�
建築物の建築等に関する申請及び確認に関すること�

事 務 事 業 名 �

都市計画関係（46件）�

建築住宅関係（32件）�
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和解の仲裁�
農地転用事実確認証明�
非農地証明�
耕作証明�
課税特例証明�
農業及び農村振興計画及び農業生産等�
に関する調査研究�
農業及び農民に関する事項の啓発宣伝�
農業者年金�
標準小作料の設定、公示�
農業者年金受給者連絡協議会�
農地部会�
農業生産法人�
農作業料金・農業機械利用料金に関すること�
農事連絡員�
農業経営基盤強化促進事業�
農業委員会委員に関すること�
意見の公表・建議答申�
�
�
農村公園維持�
農業用施設等維持管理費�
里のこどもの国整備事業�
アーバンビレッジ推進事業（アーバン�
ビレッジ新規地区の推進）�
農業用施設等維持管理費�
土地改良事業�
土地改良事業�
�
�
緑の募金�
市町村森林整備計画策定業務�
地域材利用システム促進事業�
特用林産物の振興、調査業務�
山のこどもの国�
間伐材の利用促進に関すること�
森林施業計画の認定�
市民の森整備事業�
南葉高原キャンプ場管理運営�
市営分収林の維持管理�
広域基幹林道南葉高原線建設期成同盟�
会の指導�
松くい虫防除事業�
作業路開設工事委託�
林道難波線改築事業�
流域森林総合整備事業�
森林パトロール�
伐採届出の審査�
森林整備地域活動支援事業補助金�
�
�
有間川漁港放置艇収容施設（フィッシ�
ャリーナ）管理運営�
海洋フィッシングセンター管理運営�
栽培漁業試験研究�
水産施設災害関係�
さけふ化場整備�
漁港漁村活性化対策事業�
�
�
環境保全推進事業�
環境市民の集い�
地球環境学校推進事業�
こども環境生活冊子発行事業�
環境保全設備整備促進事業�
上越市地球環境大賞�
市民版ＩＳＯ事業�
環境保全啓発誌販売事業�
環境啓発誌発行事業�
環境啓発誌発行事業�

事 務 事 業 名 �

農政関係（つづき）�

農村整備関係（７件）�

林政関係（18件）�

水産関係（６件）�

環境関係（67件）�

居多まつり武道大会交付金�
うるおい観光ロード整備事業負担金�
越後くびき観光協議会負担金�
ほくほく線沿線地域振興連絡協議会負担金�
金谷山スキー場安全対策連絡協議会�
県国際観光テーマ地区推進協議会負担金�
高田駅振興会負担金�
新潟県観光協会負担金�
北陸信越地方索道協会負担金（旧　新�
潟地方索道協会）�
北陸信越地方索道協会信越地区部会負担金�
直江津鉄道振興会負担金�
南越後観光協議会負担金�
上越コンベンション協会補助金�
上越ホタルの会養殖研究整備事業補助金�
上越観光案内協会補助金�
観光案内所基盤強化事業補助金�
菊花展事業補助金�
上越市観光充実検討委員会�
上越市バイシクルモトクロス�
その他公園等維持�
海水浴場維持�
上越観光物産センター運営�
金谷山公園維持�
各公衆トイレ維持�
索道事業（金谷山スーパーボブスレー＆スキー）�
心のふるさと道維持�
駐輪場維持�
直江津屋台会館管理運営�
上越市職員民謡協賛会�
上越地域観光連絡協議会（事務局）�
特産品開発推進事業�
�
�
園芸産地整備事業（園芸機器、施設整備事業）�
野菜価格安定対策事業�
契約栽培促進事業�
園芸生産拡大対策事業（園芸産地活性�
化支援事業）�
園芸生産拡大対策事業（学校給食用野�
菜産地育成事業）�
園芸生産拡大対策事業（花き生産拡大事業）�
畜産振興事業（補助金）�
中ノ俣牧場関係事業�
中山間地域等活性化対策事業�
農村資源活用農業構造改善事業�
農業農村活性化農業構造改善事業�
新規就農�
主要食糧の需給および価格安定に関す�
る法律の施行に関すること�
農作物病害虫の防除�
農薬の使用規制�
農林水産業振興協議会�
農作物の被害に関すること�
農都市地域計画�
上越農業振興地域整備促進協議会�
芙蓉荘管理運営�
ファームセンター管理運営�
ラーバンセンター管理運営�
多目的研修センター管理運営費（高士）�
多目的研修センター管理運営費（桑取・�
谷浜・新道・和田）�
多目的研修センター管理運営費（中の�
俣・下馬場・四辻・岩木）�
農村地域定住促進対策事業�
米穀流通消費改善対策事業�
農業・農村ネットワーク事業�
リフレ上越山里振興譁に関すること�
農林水産統計に関すること�
高齢者等肉牛飼育モデル事業�

事 務 事 業 名 �

観光関係（つづき）�

農政関係（48件）�

勤労者福祉事業各種負担金（（財）21世�
紀職業財団賛助会員負担金）�
勤労者福祉事業補助金�
新潟県労働者信用基金協会無利子貸付�
技能五輪等出場選手強化訓練補助金�
職業訓練事業補助金�
上越地域職業訓練センター運営費補助金�
上越産業フェア実行委員会交付金�
中小企業特許取得支援補助金�
上越市中小企業研究開発等支援資金融�
資委員会（ベンチャー審査会）�
雇用対策プロジェクト（仮称）会議の設置�
企業団地管理運営費�
勤労者野外活動施設運営（本体業務）�
勤労者野外活動施設運営（維持業務）�
上越勤労者総合福祉センター運営�
上越市勤労青少年ホーム運営�
新しい社会人を励ますつどい開催事業�
雇用対策相談センター管理・運営�
内職あっせんセンター管理・運営�
地方産業育成資金預託金�
中小企業振興資金預託金�
中小企業活性化資金預託金�
中小小売業活性化支援資金預託金�
商店街近代化資金預託金�
工場移転特別資金預託金�
景気対策特別資金預託金�
中小企業融資（融資申請～申込決定ま�
で・景気を除く全資金）�
中小企業融資（融資申請～申込決定ま�
で・景気対策特別資金）�
景気対策特別資金損失補償事務�
「上越市の通商産業」作成事業�
中小企業研究開発等支援資金�
工場等設置資金�
勤労者住宅建築資金低利貸付�
家庭用計量器検査業務�
大規模小売店舗立地法業務�
特定計量器定期検査業務�
上越市ビジネスガイダンス（説明会）�
企業誘致促進事業�
中国経済ミッション派遣事業�
北東アジア友好都市地域経済交流研究事業�
直江津・室蘭港情報交換会議�
産業クラスター形成事業�
ものづくり企業ネットワーク化事業�
中心商店街創業者独立支援モデル事業補助金�
女性サポートセンター事業�
女性サポートセンター運営�
�
�
ＢＭＸ大会�
観桜会物産展�
岩内町の観光と物産展�
上越市の観光と物産展（室蘭市）�
上越市の観光と物産展（清水市）�
姉妹都市・友好港湾都市交流�
上越はすまつり�
ビーチスポーツフットボール大会�
マリンフェスティバル�
レルヒ祭－日本スキー発祥92周年－�
観桜会�
謙信公祭�
上越まつり�
久比岐県立自然公園�
観光ボランティア育成事業（観光宣伝計画）�
姉妹都市等物産展（観光宣伝計画）�
観光ホームページの作成事業（観光宣伝計画）�
観光資料の収集、刊行物の作成�
観光入込動向�

事 務 事 業 名 �

産業振興関係（つづき）�

観光関係（50件）�
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シニアセンター運営�
フラワーセンター花卉栽培事業�
高齢者住宅整備資金貸付事業�
グループハウス管理運営事業�
成年後見制度利用助成事業�
訪問理美容サービス�
老人福祉電話事業�
老人短期入所事業（緊急ショートステイ）�
公衆浴場無料入浴助成事業�
シニアパスポート事業�
コミュニティケア活動促進事業�
のびやかデイサービス（直営：中ノ俣、桑取）�
シルバーハウジング生活援助員派遣事業�
おはようコール事業�
ボランティア活動支援事業�
地域ケア会議�
養護老人ホーム運営（五智養護老人ホ�
ーム）�
シニアサポートセンター運営�
老人憩の家運営�
�
�
ケアマネージャ研修の実施�
介護情報ホームページの管理�
介護保険サービスに関する苦情相談処理�
上越市介護保険サービス評価会議�
上越市介護保険運営協議会�
要介護認定審査�
食事の標準負担額減額事務�
介護保険サービス給付実績管理�
被保険者の資格管理�
�
�
歯の健診及び相談事業�
マタニティカレッジ及びパパママ教室�
妊婦健診�
妊産婦医療費助成事業�
わんぱくキッチン�
離乳食指導会�
母子栄養強化食品給付事業�
こども文庫管理運営事業�
保育園建設費補助事業�
私立保育園児通園バス購入費等補助事業�
私立保育園保育士等研究費補助金�
私立母子生活支援施設給与改善費補助金�
保育園士雇用補助金�
助産師会地域活動交付金�
助産師電話相談�
子育て支援利子補給補助事業�
上越養護所　若竹寮への負担金にかかる事務�
上越地域予防接種健康被害調査委員会�
こどもの家維持�
こどもの家運営�
南三世代交流プラザ維持�
南三世代交流プラザ運営�
大手福祉館維持＝たんぽぽ園維持�
たんぽぽ園運営�
ファミリーヘルプ保育園運営�
公立母子生活支援施設運営費�
児童館運営費�
上越市地域子育て支援事業（子育てひろば）�
乳幼児健康支援事業�
ひまわり荘維持�
ファミリーヘルプ保育園維持�
幼児言語治療室（大町小学校内）維持�
母子及び父子福祉金�
ひとり親家庭等医療費助成事業�
児童手当給付�
児童扶養手当給付�
一時保育事業（実施）�

事 務 事 業 名 �

高齢者福祉関係（つづき）�

介護保険関係（９件）�

児童福祉関係（50件）�

南さくら工房及び北さくら工房建設費�
借入償還金補助金�
かなやの里更生園増築建設費負担金�
精神障害者通所授産施設運営費補助金�
精神障害者社会復帰施設建設費負担金�
上越つくし作業所補助金�
上越地区保護司会負担金�
更生保護婦人会補助金�
くるみ家族園管理運営�
日本赤十字関係業務�
障害者住宅整備資金貸付�
行旅人旅費支給�
行旅病人等援護�
行旅死亡人取扱い�
生活保護の実施�
更生医療給付�
身体障害者自動車改造・免許取得費助成事業�
介護者用自動車改造費助成事業�
障害者住宅リフォーム助成事業�
特別障害者手当等支給�
心身障害者扶養共済�
日常生活用具給付事業（身体障害者）�
特別児童扶養手当�
在宅重度重複障害者介護見舞金�
情報バリアフリー化支援事業�
施設等通所交通費助成�
有料道路割引証発行�
駐車禁止除外指定車標章交付�
保護事務費�
身体障害者福祉電話貸与事業�
身体障害者訪問入浴サービス事業�
点図くん配備�
手話奉仕員派遣養成等事業（委託事業）�
重度心身障害者移動支援事業（委託事業）�
障害者生活支援事業（委託事業）�
ＮＨＫ受信料減免�
保護観察費�
社会福祉総務管理費�
福祉業務管理システム開発・運営費�
上越市障害児（者）福祉ネットワーク�
構築事業�
人にやさしいまちづくり推進事業�
居宅生活支援費支給事務�
施設訓練等支援費支給事務�
（仮称）かなやの里ワークス建設費借入�
金償還補助金�
精神障害者グループホーム補助金�
市民いこいの家運営管理�
総合福祉センター運営管理�
精神障害者居宅介護事業�
�
�
シニアスポーツ大会�
シニアフリーマーケット開催�
花いっぱい運動�
健康相談業務�
男性のいきいき生活塾�
老人趣味の家趣味講座運営�
地域趣味の家、高齢者講座運営�
フラワーセンター花卉園芸講座�
老人相談員事業�
訪問指導事業�
ボランティア調整業務委託�
高齢者向け住宅リフォーム補助事業�
高齢者手すり設置助成事業�
ゲートボール場整備費補助金交付�
ゲートボールハウス維持�
ゲートボールハウス運営�
老人憩の家維持�
老人趣味の家維持�

事 務 事 業 名 �

福祉関係（つづき）�

高齢者福祉関係（37件）�

道路交通振動の測定�
ダイオキシン類調査�
河川の水質測定�
環境ホルモン調査�
魚類調査�
工場排水の監視�
地下水の水質測定�
農業用水の水質測定�
油流出事故調査�
環境騒音の測定�
工場・事業場の監視�
特定建設作業の監視�
届出書の受理�
環境大気の測定�
協定締結工事の重油中硫黄含有調査�
地下水位・地層収縮量の観測�
水準測量の実施�
節水の啓発（研修会）�
揚水設備設置の立会�
改善勧告及び改善命令�
届出書の受理�
協定に基づく協議申し出に関する事務�
協定に基づく定期報告に関する事務�
緊急時対策�
揚水設備の設置等の届出�
揚水量報告�
こどもエコクラブ活動支援事業�
雨水利用促進事業�
環境保全設備整備促進事業�
地球環境大使団体活動補助事業�
どんぐりの森整備モデル事業�
地球温暖化対策事業�
環境影響評価会議�
環境審議会�
環境情報センター運営事業�
風力発電事業�
全国アメニティ推進協議会�
有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲許可�
意見書の作成�
苦情処理�
リサイクル施設見学会�
地区衛生活動補助金�
ごみ処理手数料�
一般廃棄物処理計画策定�
県廃棄物処理施設整備構想（一廃）に関�
すること�
廃棄物減量等推進審議会�
清掃センター管理�
県地区衛生組織連合会（上越市事務局）�
フロンガス回収事業�
廃食用油再生燃料化事業�
ごみ処理量統計資料整理�
生ごみの資源化計画策定�
ごみ集積所巡回・資源化促進業務事業�
リサイクルの推進�
全市クリーン活動�
側溝土砂収集運搬�
薬師山処分場適正管理事業�
�
�
障害者スポーツ教室開催事業�
声の広報発行事業�
補装具給付事業�
福祉相談業務（福祉総合窓口センター）�
精神障害者保健福祉手帳申請・交付事務�
精神障害者通院医療費公費負担申請・�
交付事務�
身体障害者手帳交付�
療育手帳交付�
メモリアルホームみずほ建設費負担金�

事 務 事 業 名 �

環境関係（つづき）�

福祉関係（56件）�



潛　上越地域合併協議会だより　第３号�

保険給付事業（入院時食事療養費）（出張所）�
保険給付事業（葬祭費）（出張所）�
保険給付事業（出産育児一時金）（出張所）�
保険給付事業（高額療養費）（出張所）�
老人医療給付事務（出張所）�
老齢福祉年金関係用務（出張所）�
国民年金保険料免除申請書受付（出張所）�
被保険者（第３号被保険者を除く）の�
異動に伴う届出の受付（出張所）�
国民年金未支給請求の受付・報告（出張所）�
国民年金保険料学生納付特例申請書受�
付（出張所）�
20歳到達国民年金適用者受付（出張所）�
資格異動処理（出張所）�
補装具交付修理申請書の受付（出張所）�
保護変更申請書（傷病届）の受付（出張所）�
身体障害者手帳交付等申請書及び返還�
届の受付（出張所）�
県障医療費助成申請書の受付（出張所）�
有価物集団回収奨励金交付申請書の受�
付（出張所）�
住民基本台帳業務（出張所）�
住居表示符定事務（出張所）�
市民対話コーナーの開設（出張所）�
市民の声ポストの管理（出張所）�
市営・県営住宅使用料の納付に関する�
こと（出張所）�
公営住宅入居者収入申告書の受付（出張所）�
公営住宅家賃の減免及び徴収猶予申請�
書の受付（出張所）�
犬の死亡届・登録事項変更届の受付（出張所）�
下水道受益者負担金の収納に関するこ�
と（出張所）�
ひとり親医療費助成申請書の受付（出張所）�
児童手当認定・額改定・変更・消滅申�
請書の受付（出張所）�
乳・幼児医療費受給資格証交付・変更�
・再交付・喪失届の受付（出張所）�
乳・幼児医療費助成申請書の受付（出張所）�
保育料の収納（出張所）�
介護認定申請書の受付（出張所）�
介護被保険者証の再交付申請の受付（出張所）�
介護保険受給資格証明書の交付（出張所）�
介護保険料減免申請の受付（出張所）�
生ごみ処理機補助金申請書の受付（出張所）�
市史研究・叢書などの販売（出張所）�
自動交付機証明書交付暗証番号登録業�
務（出張所）�
戸籍届の届出受付業務（出張所）�
告示及び掲示受託（出張所）�
�
�
私立高等学校運営費補助金�
上越市小・中学校校長会補助事業�
上越市学校教育研究会補助事業�
上越市教育委員会定例会�
小中学校・幼稚園施設営繕工事・修繕�
上越セミナーハウス運営�
謙信公アカデミー推進事業�
やる気・元気・総合的学習支援事業（小・中学校）�
コンピュータ整備事業（小・中学校）�
学校教育実践上の重点策定に関すること�
学校要覧の編集�
教科書採択協議会の業務�
上越市教育課程研究集会�
長欠・いじめ調査に関すること�
幼稚園児募集業務�
統計業務（学校基本調査）�
私立幼稚園運営費補助金�
就園奨励費補助金�

事 務 事 業 名 �

窓口・戸籍関係（つづき）�

学校教育関係（54件）�

ダイエット通信講座�
上越市食の安全を考える市民会議�
職域こころの健康講座�
痴呆予防事業�
病院運営協力交付金�
病院事業会計繰出金�
上越市病院事業会計�
関係団体との連絡・調整�
�
�
納税相談�
事務費交付金に関すること�
谷浜診療所運営（本来業務）�
谷浜診療所運営（維持的業務）�
上越市国民年金委員協議会�
一般・退職被保険者療養給付�
一般・退職被保険者高額療養費�
一般・退職被保険者食事療養負担額減額�
認定�
一般・退職被保険者療養費給付�
保険給付事業（出産育児一時金）�
保険給付事業（葬祭費）�
老人医療費助成事業（県老）�
老人医療給付事務�
資格異動処理�
医療費適正化特別対策事業�
老齢福祉年金関係用務�
20歳到達国民年金適用者受付・報告�
国民年金保険料学生納付特例申請書受�
付・報告�
国民年金裁定請求、国民年金未支給請�
求の受付・報告�
国民年金保険料免除申請書受付・報告�
障害基礎年金関係用務�
被保険者（第３号被保険者を除く）の異�
動に伴う届出の受付・報告�
�
�
死体埋火葬許可証の発行業務�
母子手帳への出生証明業務�
身上調査照会業務�
犯歴事務�
戸籍記載事務業務�
戸籍届の受理業務�
戸籍届出入力及び戸籍附票入力業務�
成年後見制度事務業務�
臨時運行業務�
住居表示証明事務�
上越地区戸籍住基外国人登録事務協議�
会負担金�
住民基本台帳事務に係る本人確認情報�
保護及び苦情処理委員会�
上越市住居表示審議会�
住民基本台帳業務�
在外選挙人名簿業務�
産声・おくやみ業務�
住民票写し・印鑑登録証明書自動交付業務�
自動交付機証明書交付暗証番号登録業務�
実態調査業務�
住民基本台帳ネットワークシステム業務�
人口動態業務�
世帯数・人口集計等業務（月刊等集計事務）�
土地の名称・地番変更業務�
住居表示符定事務�
街区表示板整備事業�
母子手帳の交付（出張所）�
死体埋火葬許可証の発行業務（出張所）�
住居表示証明事務（出張所）�
母子手帳への出生証明業務（出張所）�
保険給付事業（療養費）（出張所）�

事 務 事 業 名 �

保健関係（つづき）�

保険・年金関係（22件）�

窓口・戸籍関係（70件）�

私立母子生活支援施設運営費�
障害児一時保育事業�
妊産婦新生児訪問指導事業�
ブックスタート事業�
保育園給食業務�
保育所職員研修業務�
子育て支援漓�
子育て支援滷�
子育て支援澆�
こどもセンター事業�
保育士等の産前産後休暇、育児休暇に�
関すること�
保育所、児童館、母子生活支援施設の法�
人設立業務�
上越市産後ヘルパー派遣事業�
�
�
歯と歯ぐきの健康相談会（成人分野）�
増田明美運動講演会�
地区活動健康講座�
健康づくり活動チーム研修会�
妊婦の喫煙防止活動�
健康だより作成（広報じょうえつ）�
未成年者の喫煙防止事業�
脳卒中情報システム事務�
難病患者居宅生活支援事業�
一般相談、訪問業務�
健康に関する統計�
病院群輪番制運営事業負担金�
休日歯科診療センター運営事業負担金�
公衆浴場設備改善補助金�
上越歯科医師会高田・直江津支部連合�
会交付金�
上越医師会交付金�
上越地域総合健康管理センター建設費�
補助金�
歯科保健打合せ会議�
上越市健康づくり推進協議会�
休日急患診療所維持�
休日急患診療所運営�
小規模水道維持�
中ノ俣診療所維持�
中ノ俣診療所運営�
墓地、埋葬等に関する法律に関すること�
上越斎場運営�
上越斎場維持�
保健センター運営�
保健センター維持�
上越市運動普及推進員協議会�
高齢者予防接種事業�
大気汚染医療費助成事業�
中ノ俣簡易水道事業繰出金�
上越地域水道用水供給企業団繰出金�
患者輸送事業�
畜犬管理事業�
医療通訳ボランティア�
老人保健法に基づく補助金関係事務�
保健師に関する報告業務�
精神保健促進事業精神障害者訪問・相�
談事業�
精神保健促進事業精神障害者ケアマネ�
ジメント�
精神保健促進事業精神障害者当事者の�
会（南交流会）�
精神保健促進事業�
老人保健・地域保健事業報告�
寝たきり者の喀痰検査�
肝炎ウィルス検診事業�
個別健康相談事業保健・福祉関係実習�
受け入れ窓口事務�

事 務 事 業 名 �

児童福祉関係（つづき）�

保健関係（55件）�



上越地域合併協議会だより　第３号　濳�

市民アートギャラリーロビー展示�
資料の整理保管�
資料収集事業�
美術品取得基金事業�
プラネタリウムの投影�
青少年文化センター維持�
青少年文化センター運営�
国民体育大会開催準備費�
オールシーズンプール維持�
市民アートギャラリー維持・運営�
総合博物館維持・管理・運営�
�
�
坂口謹一郎顕彰事業�
心を潤す俳句との出会い�
童話が開く心の扉�
小川未明童話創作入門講座�
夏休みこども俳句教室�
小林古径邸茶会�
小林古径邸美術講座、建築講座�
小川未明文学館（仮称）整備�
直江兼続公をＮＨＫ大河ドラマに推進�
する会�
小川未明顕彰委員会交付金�
高田ごぜ顕彰事業�
文化振興アドバイザー�
人材育成事業�
ふるさと市史トーク�
市史講座�
連続講座「上越市史」をよむ�
「上越市史叢書」「上越市史研究」の発刊�
美術展覧会事業�
文化講演会事業�
県委託発掘調査事業�
市内遺跡発掘調査事業�
各種協議会及び諸会議出席負担金�
春日山城史跡広場春日山城ものがたり�
館（維持）�
埋蔵文化財センター（運営）�
埋蔵文化財センター（維持）�
銃砲刀剣類登録�
旧師団長官舎維持�
旧師団長官舎運営�
高田城三重櫓維持�
高田城三重櫓運営�
小林古径邸維持�
小林古径邸運営�
日本スキー発祥記念館維持�
日本スキー発祥記念館運営�
上越文化会館管理運営�
�
�
ガス供給計画策定�
書面保安監査（特命事項）�
所管施設の報告�
原料ガスの確保�
ガス本支管及び供給管の漏えい検査�
防食状況の調査�
地震計及びその附属設備の維持管理�
ガス供給所の施設及び設備の整備計画�
設計及び工事設計�
ガス供給所維持管理業務�
ガス供給整圧器室維持管理業務�
地区整圧器の巡視点検、分解点検その�
他の維持管理�
ガスの熱量試験、成分試験及び燃焼性�
の管理�
供給所の施設及び設備の保守�
供給所施設及び設備の修繕工事の設計、�
施工監理�

事 務 事 業 名 �

社会教育関係（つづき）�

芸術・文化関係（35件）�

ガス関係（24件）�

上越市立図書館協議会�
上越市立高田図書館運営�
研究及び利用の相談（レファレンス）�
自動車文庫「みゆき号」運行�
障害者サービス（録音図書・対面朗読）�
図書館見学案内�
資料整理�
寄贈資料の受け入れ�
上越市立図書館・社会教育館維持管理�
ＡＶコーナー運営�
おはなし会�
「上越こども読書の日」関連事業�
「子ども読書の日」に関する取組�
社会教育館運営�
夏期特別展�
春季特別展�
水族博物館写生会�
「障害者の日」特別展示�
お正月企画�
水族館クイズラリー�
「飼育係の一日」体験学習�
舞台裏ウオッチング�
「夜の水族館」探検隊�
「桑取川のサケ」観察・体験学習�
水族館飼育教室�
なぎさ探検隊�
自由研究のお手伝い�
実習生の受け入れ�
学校との連携�
水族博物館広告宣伝事業�
壁新聞�
来館者向け印刷物の作成�
館内アンケート調査�
社団法人日本動物園水族館協会�
上越市博物館協議会�
水族博物館運営（開館業務）�
水族博物館運営（入館状況集計）�
水族博物館運営（財産管理、教育財産�
の使用許可）�
水族博物館運営（クーポン請求）�
水族博物館維持（施設、設備の維持管�
理）�
職員・臨時職員の勤務日割振り�
臨時職員の雇用�
飼育展示業務－トロピカランド等（ブ�
ロックⅠ－漓）�
飼育展示業務－熱帯クラスター（ブロ�
ックⅠ－滷）�
飼育展示業務－温帯クラスター（ブロ�
ックⅡ－漓）�
飼育展示業務－寒帯クラスター（ブロ�
ックⅡ－滷）�
飼育展示業務－アザラシ・ペンギン等�
（ブロックⅢ）�
飼育展示全体業務�
展示計画に基づく生物購入に関すること�
飼料購入に関すること�
医薬品購入に関すること�
飼育に係る物品購入に関すること�
市民アートギャラリー企画展開催事業�
特別展開催事業�
企画展開催事業�
教育普及事業�
小林古径記念美術館名誉館長講演会開�
催事業�
博物館実習の受け入れ�
年報作成業務�
レファレンス（照会・回答）�
調査研究�
上越市美術資料収集委員会�

事 務 事 業 名 �

社会教育関係（つづき）�
教育支援費補助金�
園児検診料補助金�
入学支度金支給事業（小・中学校）�
環境教育推進事業�
学校・地域ネットワーク事業�
上越市就学指導委員会�
生徒指導緊急業務（小・中学校）�
上越市同和教育指定研究校（小・中学校）�
学校医師会交付金（協力費）�
上越市学校保健会補助金�
保健室備品整備�
交通安全帽交付事業�
市立幼稚園使用料�
寄宿舎（霜台寮）運営関係�
英会話クラブ外部講師派遣事業�
外国人児童生徒支援謝礼�
フッ素洗口推進事業�
教職員健康診断�
日本体育・学校健康センター共済掛金�
負担金�
全国市長会学校災害賠償補償保険金�
児童生徒定期健康診断・就学時健康診断�
教職員の叙勲、表彰関連�
児童生徒の就学に関すること（区域外・�
校区外就学）�
児童生徒の就学に関すること（入学・�
卒業）�
環境衛生検査�
伝染病発生報告�
教職員のコンピュータ等研修�
不登校児童生徒適応指導教室�
カウンセリング研修会�
教育センター発行事業�
学校訪問カウンセラーによる教育相談�
「子どもほっとライン」による電話相談�
業務（教育相談）�
教育センター企画・運営委員会�
環境教育研究推進委員会�
コンピュータ研修推進委員会�
上越市立教育センター維持�
�
�
各種スポーツ教室�
リージョン自主事業　�
リージョンその他自主事業　�
子育て学習の全国展開�
上越市青少年問題協議会�
白山会館管理�
青少年健全育成センター管理�
市民親善ゴルフ大会�
幼年・少年・青年野球大会�
県縦断郡市対抗駅伝競走大会�
謙信公祭奉納武道大会�
上越レガッタ�
Ｊカップファミリー綱引大会�
スポーツ交流事業�
エクササイズ作成とニュースポーツの�
教室の開催�
上越市小学校・中学校体育連盟補助金�
上越市スポーツ振興審議会�
学校体育スポーツ連絡会�
上越市立オールシーズンプール水泳競�
技大会�
図書館こども祭�
絵本原画展�
図書館映写会�
歴史講座�
図書館だより「パピルス」発行�
自動車文庫だより「みゆき号つうしん」�
発行�

事 務 事 業 名 �

学校教育関係（つづき）�

社会教育関係（98件）�
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本支管工事の施行管理に関すること�
本支管布設工事の請負業者への技術指�
導に関すること�
本支管布設工事に係る道路等占用に関�
すること�
ガス水道本支管工事費の調定�
じょうえつの水源めぐり�
ガス水道フェア�
給水鉛管対策�
納入証明書発行業務�
他工事関連工事の立会�
検定満期ガス・水道メーター交換業務�
道路占用に関する業務�
宅地内修繕費の取扱い�

事 務 事 業 名 �

上水道関係（つづき）�
水源地域のパトロール（水道水源保護�
関係）�
水道（用水供給）事業計画策定�
上越市水道水源保護審議会�
水利使用に係る報告�
水道管の漏水検査�
他工事関連工事の立会�
水道水源の整備計画（後谷ダム浚渫工�
事への対応）�
水道水源の整備計画（企業団第３水源）�
所管施設の管理�
洗管に関すること�
貯蔵品のうち導管原材料の管理に関する事業�
宅地造成工事に係る工事負担金の算定�
本支管工事の構造・材質・施行基準に関�
すること�

事 務 事 業 名 �

上水道関係（つづき）�
供給所の設備の運転�
ＮＧ受入量、送出量、電力量等諸機器�
運転上の記録�
ガス供給量の確保�
冬期圧力調査事業�
その他供給所に関すること�
安心ガスライフ21運動�
定期保安検査�
専用整圧器等の維持管理�
白ガス内管対策�
都市ガス営業�
�
�
ガス水道事業概要作成（業務全般の統計）�
ホームページ維持管理・更新（事業の�
総合的企画）�

事 務 事 業 名 �

ガス関係（つづき）�

上水道関係（27件）�

上越市食料・農業・農村基本計画�
農業農村公社の設立�
上越市農林水産業振興資金�
水田農業経営確立対策推進事業�
認定農業者確保育成�
生産組織の育成�
�
�
農地保全管理支援原材料�
土地改良事業（国・県営）�
農村総合整備事業�
農地、農業用施設災害復旧費�
�
�
上越市緑の少年団育成会�
林業関係団体の補助金、負担金及び連絡調整�
治山事業及び保安林指定�
林道維持管理�
松くい虫被害対策促進事業�
林道整備事業�
�
�
環境中ダイオキシン類調査�
生活環境協議会�
アメシロ駆除対策事業補助金�
環境衛生薬剤散布機購入費補助金�
有価物集団回収奨励事業�
衛生券の売りさばき�
廃棄物処理券の売りさばき�
資源物常時回収ステーションの管理運営�
資源物分別収集事業�
シュレッダーダスト最終処分�
衛生害虫の駆除等�
環境パトロール員�
不法投棄防止事業�
�
�
心身障害者扶養共済制度掛金助成事業�
上越市タクシー利用料金等助成事業�
心身障害者福祉団体助成�
上越市家族会�
�
�
日常生活用具助成事業（高齢者）�
ボランティア利用助成事業「美助っ人さん」�

事 務 事 業 名 �

農政関係（つづき）�

農村整備関係（４件）�

環境関係（13件）�

林政関係（６件）�

福祉関係（４件）�

高齢者福祉関係（10件）�

ふるさと上越ネットワーク事務局�
�
�
ＯＡシステム費�
�
�
私道整備事業補助金�
建設期成同盟会�
道路の災害復旧工事�
施設管理運営（道路維持）道路側溝及び�
排水路の清掃�
施設管理運営（道路維持）�
その他（道路修繕工事）�
市道占用許可・協議、道路工事承認業務�
法定外公共物管理（占用・承認工事）�
業務�
ハンドガイド付小型除雪機械維持修繕�
から貸与まで�
市道の除雪�
流雪溝の建設及び管理業務�
�
�
農業集落排水処理場管理（地元管理）�
排水設備設置資金融資�
�
�
地方産業育成資金利子補給補助金�
中小企業人材育成支援事業�
企業設置等奨励金�
勤労者住宅建築資金低利貸付利子補給�
補助金�
上越市企業振興審議会�
�
�
露店市場運営事業�
�
�
施設園芸産地育成補助事業�
園芸産地特産化事業（ベンチャー作物�
支援事業）�
園芸生産拡大対策事業（果樹生産拡大事業）�
稲作振興事業（経営構造対策事業補助�
金・農業生産総合対策事業補助金）�
経営構造対策事業�
自然循環型農業推進事業�

事 務 事 業 名 �

地域づくり関係（つづき）�

電算関係（１件）�

道路関係（11件）�

下水道関係（２件）�

産業振興関係（５件）�

観光関係（１件）�

農政関係（12件）�

町内会長に感謝の集い�
自衛隊訓練（上湯谷射撃場、関山演習�
場）周知事務�
地方バス路線運行対策費�
町内会長連絡協議会�
町内会長連絡用ファックスの移設、修�
繕等の手配等�
お茶券管理･受払い事務�
庁内放送�
庁用自動車運転・整備�
庁用消耗品等の一括購入及び管理・受�
払い事務�
�
�
上越市消防出初式�
上越市消防点検�
ＦＭ上越、有線上越等を媒体とした交�
通安全運動広報�
団本部運営交付金�
消防分団運営交付金�
消防部運営交付金�
ラッパ隊運営交付金�
カーブミラー・道路標識維持�
道路区画線標識維持�
上越市直江津地区交通安全母の会連合会�
新潟県交通災害共済組合事務�
気象情報収集、整理に関すること�
降積雪調査に関すること�
災害時相互応援協定に関すること�
防災行政無線に関すること（一斉同報�
無線）�
防災行政無線に関すること（消防団無�
線）�
�
�
バランスシート、行政コスト計算書の�
作成�
本庁舎施設維持管理�
�
�
固定資産税宛名データ管理事業�
固定資産税賦課業務（土地）�
�
�
地域別まちづくり実践事業�

事 務 事 業 名 �

行政関係（９件）�

防災・交通安全・危機管理関係（16件）�

財政関係（２件）�

税務関係（２件）�

地域づくり関係（２件）�

蘆各種事務事業の取扱い（その2）：第4回協議会で決定�
　　　　　　　  「合併時から上越市の制度に統一」する事務事業＝163件�
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〈 お問い合わせ、ご意見・ご要望・ご提言は・・・�
　　　　　　　　　　　　　　　　上越地域合併協議会事務局へ 〉�

【事務事業調整・新市建設計画に関すること】�
　〒943－0806�
　　新潟県上越市木田新田１－１－10�
　　TEL：025-524-9102�
　　FAX：025-524-9120

【協議会全般・会議の開催に関すること】�
　〒943－8601�
　　新潟県上越市木田１－１－３（合併推進課内）�
　　TEL：025-526-5111�
　　FAX：025-526-8363

会議開催のお知らせ�
会議は、どなたでも傍聴することができますので、希望される方は会場にお越しください。�

《第６回合併協議会の予定》�
　・日時：１月２９日（木）　午後２時から�
　・会場：上越市厚生南会館　大ホール�

《第７回合併協議会の予定》�
　・日時：２月１２日（木）　午後２時から�
　・会場：上越市厚生南会館　大ホール�

［E-Mai l］：info@joetsu-gappei . jp

各学校上部団体負担金�
小学校中学校幼稚園施設管理・事務管�
理・教材費�
外国語指導助手による語学指導事業�
心の教室相談員活用調査研究委託事業�
上越市児童生徒科学研究発表会�
教職員対象の理科学習研修会�
�
�
高田城ロードレース大会�
スポーツ活動サポート事業�
水泳教室�
図書購入�
図書館ホームページ管理・維持�
�
�
上越文化会館企画委員会�
自主事業（招聘公演）�
公文書以外の歴史資料の収集・整理事業�
廃棄公文書の歴史資料としての収集・�
整理�
歴史的資料の保存･活用（公文書館の�
設置）�
文化・スポーツ振興基金�
市民芸能祭事業�
文化財指定�
�
�
所管事務に係る用地の取得及び借用�

事 務 事 業 名 �

学校教育関係（６件）�

社会教育関係（５件）�

芸術・文化関係（８件）�

上水道関係（１件）�

保育所維持�
�
�
個別健康教育（糖尿病）�
親子歯みがき教室における情報提供�
禁煙支援事業「禁煙チャレンジ通信講座」�
食品衛生協会補助金・調理師会補助金�
健康シティ上越２０１０計画�
個別健康相談事業健診結果ハイリスク�
者相談事業�
�
�
戸籍謄抄本等の交付業務�
受理証明の交付業務�
届書の記載事項証明の交付業務�
外国人登録業務（登録）�
外国人登録業務（変更）�
外国人登録事務（閉鎖）�
納税証明交付事業（出張所）�
印鑑登録証明書交付業務（出張所）�
外国人登録原票記載事項証明書交付業�
務（出張所）�
戸籍証明の交付事務（出張所）�
戸籍謄抄本等の交付事務（出張所）�
戸籍の附票の写し交付業務（出張所）�
受理証明の交付業務（出張所）�
住民票の写し・記載事項証明交付業務�
（出張所）�
身分証明書の交付業務（出張所）�
届書の記載事項証明の交付業務（出張所）�
固定資産証明交付事業（出張所）�
所得証明交付事業（出張所）�

事 務 事 業 名 �

児童福祉関係（つづき）�

保健関係（６件）�

窓口・戸籍関係（18件）�

要援護世帯除雪費助成事業�
老人短期入所事業（五智養護老人ホー�
ム）�
コミュニティデイホーム事業�
のびやかデイサービス（委託分）�
在宅介護支援センター運営事業�
経費老人ホーム運営（ケアハウス、千�
寿園）�
地区敬老会委託事業�
100歳祝賀事業�
�
�
ケアハウス建設費補助金�
特別養護老人ホーム建設費補助金�
老人デイサービスセンター整備費補助金�
老人保健施設建設費補助金�
�
�
母子福祉会運営費補助金�
一時保育事業補助金�
私立保育園給与改善費補助金�
幼児言語治療室運営�
ファミリーサポートセンター運営事業�
放課後児童クラブ�
母子保健推進員協議会�
不妊治療費助成事業�
障害児保育事業�
保育園新年度入園決定業務�
保育料賦課徴収業務�
こども発達相談室�
フッ素塗布事業�
乳幼児健診事業�

事 務 事 業 名 �

高齢者福祉関係（つづき）�

介護保健関係（４件）�

児童福祉関係（15件）�

文化財保存事業補助金�

事 務 事 業 名 �

芸術・文化関係（１件）�
上越市食生活改善推進員協議会�
機能訓練事業�
�

事 務 事 業 名 �

保健関係（２件）�
上越国際交流協会運営費補助�

事 務 事 業 名 �

国際交流関係（１件）�

蘆各種事務事業の取扱い（その2）：第4回協議会で決定�
　　　　　　 「合併後、段階的に上越市の制度に統一」する事務事業＝4件�


