
平成２９年度 第１回 谷浜・桑取区地域協議会 

 次 第 

 

日時：平成２９年４月２４日（月）午後７時～ 

会場：谷浜・桑取地区公民館 大会議室 

 

 １ 開 会 

 

 

 ２ 会長あいさつ 

 

 

 ３ 議 題 

【協議事項】 

  ・平成２９年度地域活動支援事業について 

 

 

４ その他 
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私たちの地域をもっとよくする 
「まちづくり活動」の提案を募集します!! 

 

★ 市では身近な地域自治を推進するため、地域活動支援事業を実施しています。 

★ 地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、市民

の皆さんが自発的・主体的に行う地域活動に対して支援を行います。 

★ 私たちの地域を、もっと住みよく、もっと元気にするために、この事業を活用

し、まちづくり活動に取り組んでみませんか。 

 

★ 平成２９年度に実施する事業の 

提案を、以下のとおり募集します。 

奮ってご応募ください。 

 
  
■募集期間 

平成２９年４月３日(月)から４月２８日(金)まで 

※業務時間外に受付を希望される方は、予めご相談ください。 

■実施方法 
 

～事業の内容～ 

・団体等が主体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付します。 
 

～事業を提案できる方～ 

・５人以上で構成し、市内で活動する法人又は団体（政治や宗教活動を目的とす

る法人等及び営利法人を除く。） 
 

「身近な地域での課題の解決や活力の向上」のために行う事業であれば、種類

や分野は問わず対象となります。 

※ ただし、次のような事業は対象とはなりません。 

・物品の購入や施設等の整備・修繕のみを目的とした、活動を伴わない事業 

・政治・宗教活動を目的とする事業 

・公序良俗に反する事業 

・国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業 

・市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業（事業計画の策定や推進

のための会議など） 

・行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業 

 

[上越市地域活動支援事業 平成２９年度実施分 募集要項] 谷浜・桑取区版 

上越を彩る２８色のまちづくり 
地域自治区制度 
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■支援内容 
  

・ 事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助します。 

≪ポイント！≫ 

・事業に要する経費のうち、次に掲げる経費は補助の対象外となります。 
 

① 応募や実績報告などに要する事務的な経費（提出資料のコピー代や郵送代等） 
 

② 応募団体等の運営（人件費、事務所の家賃、振込手数料等）に要する経費 
 

③ 応募団体の人が飲食を行う経費（弁当代やイベント終了後に行う懇談会の食事代等。た

だし、作業に参加した人へのお茶代・菓子代は対象とします。） 
 

④ 会議の時のお茶代・菓子代 
 

⑤ 金券（商品券、サービス券等）などの発行に係る経費（個人の私的な資産形成に当たる

ものと捉えられるため、対象外とします。） 
 

⑥ その他対象とすることが適当でないと市長が認めた経費 
 

・平成 30年 3月 31日までに事業を完了（経費の支払いを含む。）するとともに、北部まちづく

りセンターに実績報告書を提出してください。 
 

■補助金額 

 

≪谷浜･桑取区の予算（配分額）500 万円≫ 
 

補助率 10/10（100％以内）、上限は、谷浜・桑取区の予算の範囲内です。 
 

≪ポイント！≫ 

・補助金の額は 1,000 円単位（1,000円未満の端数は切り捨て）とします。 
 

・事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や、補助金希望額どおりと

ならない場合があります。 
 

■応募方法 
 

・ 所定の事業提案書に必要事項を記入し、説明資料（団体の規約、見積書、図面など）

と合わせ、北部まちづくりセンターに持参してください。（郵送不可） 

≪ポイント！≫ 

・補助金の交付決定前であっても、事業提案書の提出日以降に着手する事業であれば対象としま

す。ただし、審査の結果、事業が不採択となる場合や補助金希望額どおりとならない場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。 
 

・市有地・市の施設を利用する事業を提案するときは、北部まちづくりセンターへ事前にご相談

ください。 
 

・自己所有以外の土地等を利用する事業を提案するときは、土地所有者等と事前の相談を行って

ください。（採択後は、所有者の承諾書等を提出していただく必要があります。） 
 

・事業提案書、補助金交付申請書等の用紙及びＱ＆Ａは、北部まちづくりセンターの窓口で配布

します。 

また、市のホームページ（http://www.city.joetsu.niigata.jp 「地域活動支援事業」で   

検索）から様式の電子データをダウンロードすることができます。 
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■提案事業の審査と決定 
 

・谷浜･桑取区地域協議会で審査を行い、採択等を決定します。 

・審査では、提出された提案書についての書類審査（次の採択方針、基本審査、共通審査基

準に基づき実施されます）のほか、ヒアリングを実施したうえで、委員協議により総合的

に判断が行われます。 
 
⑴谷浜・桑取区の採択方針  

谷浜･桑取区 地域活動支援事業 採択方針 

・谷浜･桑取区住民の生活環境の向上を期待する事業のほか、少子化・高齢化に対応
する区の活性化につながる事業、谷浜・桑取区の観光資源を活かす事業、地域住民
が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先的に採択する。 

・優先的に採択する以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランス、地域の要
望等を考慮し採択する。 

優先的に採択する事業の分野 

○地域振興事業 
（例）谷浜･桑取区（まち）の活性化、既存組織との連携、海岸と温泉を活かした事業、 

耕作放棄地復元モデル事業、観光広報･案内事業、中山間地における再開発、 
自然保護（河川、農業、森林、海岸） 等 

○生活環境の向上 
（例）たにはま公園整備事業、公共交通機関の維持確保･利用促進事業 等 

○安心安全な地域づくり 
（例）防犯マップの作成･配布事業、広域自主防災訓練実施事業、高齢者の見守り、 

子どもたちの安全確保、海岸整備事業 等 
○少子･高齢化に対応する事業 
（例）世代交流事業、高齢者健康講座、子育て支援事業 等 

○教育文化 
（例）青少年健全育成の推進、伝統文化･技術の継承、地元ボランティアへの支援、 

歴史遺産や観光資源を活用した事業 等 
○その他   

上記に属さないが、谷浜･桑取区の活性化につながる事業 
 
⑵基本審査・共通審査 

・基本審査は、提案事業が「地域活動支援事業の目的と合致しているか」を確認するもの  

です。また、共通審査は次の審査項目と視点により審査を行います。 

≪共通審査の項目と視点≫ 

 

審査項目 審査の視点 

①公益性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 

・提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。 

②必要性 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか。 

・緊急性の高い提案事業であるか。 

・ほかの方法で代替できないものであるか。 

③実現性 

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 

・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

④参加性 
・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できる

ものか。 

⑤発展性 

・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

・提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか。 

・事業の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できるか。 
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■事業の紹介・公表 

・提案事業や採択事業は、市民の皆さんにその内容を広くお知らせするため、報道機関に

情報提供を行うほか、市のホームページなどで紹介します。 

・また、実施した事業について、事例集の作成や、成果発表会を予定していますので、応募

される場合は、あらかじめご了承ください。 

■フロー図（事業実施の流れ） 

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

谷浜・桑取区の担当事務所 

北部まちづくりセンター 

〒942-0001 中央 1-16-1 
（レインボーセンター2 階） 

TEL 025-531-1337 
FAX 025-531-1338 

メール hokubu-machi@city.joetsu. l
エル

g.jp 

 

【事業全体のお問い合わせ先】 

 上 越 市 

自治・市民環境部 自治・地域振興課  
TEL 025-526-5111（内線 1429、1584） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.joetsu.niigata.jp  

 

まずは、北部まちづくりセンターに電話でご相談ください！ 

申請する場合は、「地域活動支援事業に関するＱ＆Ａ」を必ずお読みいた

だき、詳細についてご確認ください！ 

【提出いただく書類】 

 ・補助事業実績報告書  

 ・その他必要書類 

【提出いただく書類】 

 ・補助金交付申請書  

 ・その他必要書類 

【提出いただく書類】 

 ・事業提案書  

 ・その他必要書類 

※変更があった場合 

【提出いただく書類】 
 ・変更承認申請書  
 ・その他必要書類 

【６
月
中
旬
～
】 

【５
月
下
旬
～
】 

【５
月
中
旬
～
】 

【
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成
果
報
告
会
の
開
催 

■水族博物館 

 

 

■直江津駅 

■直江津南小 

■直江津小 

荒川橋 

直江津橋 



項　目 月 日（曜日） 作業内容（作業する人） 備　　考

募集開始 ４月３日（月） 提案書の受付（事務局） ―

【第１回】
地域協議会 ４月２４日（月）

今年度のスケジュール確認、提案
の受付状況報告（委員・事務局）

　■時間：午後７時００分～
　■会場：谷浜・桑取地区公民館

募集締切 ４月２８日（金） 提案事業の取りまとめ（事務局） ―

提案書送付
【自己採点票を

添付】
５月１５日（月）頃

提案書を委員へ発送（事務局）
提案書で事業内容を確認（委員）

―

【第２回】
地域協議会

（ヒアリング
・採択審査）

５月２６日（金） 提案のあった事業についてヒアリ
ング（委員）後、委員協議をし、採
択審査（委員）

　■時間：午後７時００分～
　■会場：谷浜・桑取地区公民館

予備日 ６月５日（月）
第２回で採択審査が終了しなかっ
た場合の予備日

【谷浜・桑取区】 平成２９年度 地域活動支援事業
　　　　 採択決定までのスケジュール

資料№１



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

1 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト 780
城下町に残る歴史ある地名等を大切に保存し次世代に伝えること等を目的に、
お馬出しを中心に七夕縁日、お馬出し塾、歴史発信事業、まちなか回遊イベン
ト等を行う。

2
雁木通りまつり 音楽・仮装
大会事業

南三世代交流プラザ運営
協議会

920
雁木の景観保全等と世代間交流を活発にすることを目的に、地域住民や小中
学生等、商店街等と連携し、雁木通りまつり、音楽祭等を開催し、雁木のまちに
にぎわいを作るほか、南三世代交流プラザ開館15周年記念事業を実施する。

3
青田川学習ガイドブックと桜
保存事業

青田川を愛する会 1,370
高田市街地のシンボル河川の意識高揚と、青田川の景観啓発等を目的に、青
田川学習用のガイドブックを作成、児童生徒の作品展、桜木の整備、ポスター
作成、青田川市民茶会を行う。

4
歩行者ふれあい広場・まち
づくり掲示板事業

南本町三丁目まちづくり
協議会

900
雁木保存と景観づくり、市街地の元気を発信することを目的に、歩行者ふれあ
い広場の開催、まちづくり活動を知らせる掲示板の設置を行う。

5
高田区のみなさんと共に
「ハガキを使った地域観光
のPR活動」事業

ちりつも観光プロジェクト 799
前島密を通しハガキのやり取りやコミュニケーション方法を学ぶ事業である「ハ
ガキを使った観光ＰＲ活動」の理解を目的に、ハガキの配布のほか、前島密を
紹介する「前島密物語」をデザインしたチラシを作成し区内全域に配布する。

6 北城四ケ町合同夏祭り事業
北城四ケ町合同夏祭り実
行委員会

116
活力ある地域づくりと地域全体で健全な子どもを育てる機運の醸成を図ること
を目的に、北城町1～4丁目合同で夏祭りを開催する。

7
あそびからつなげるまちお
こし事業

上越おやこ劇場 850

高田市街地のにぎわい創出と、子どもや子育て中の人が住みやすい人にやさ
しいまちづくりを目的に、花ロードであそびのパフォーマンス集団による公演と
遊びの場をつくるほか、幼児から高齢者まで幅広い世代を対象とした居場所づ
くりを行う。

8
浄興寺大門通り「花の小
径」事業

浄興寺大門通りまちづくり
協議会

100
「祈りの道」にふさわしい歩行者空間の創出と、住民にとって快適なまちなみ空
間の形成に向けた意識付けの機会とすることを目的に、高田の秋のイベント開
催時期に合わせ、浄興寺大門通りにプランタを並べ、花の小径を創出する。

9
第５回寺町まちづくりフェス
タを中心としたまちづくり事
業

寺町まちづくり協議会 1,300

寺町の良さを地元及び広域の方に認識、再発見してもらうことを目的に、寺町
まちづくりフェスティバルを開催し、講演会、寺院神社の一般公開、茶会や児童
園児の寺町絵画展示、各種体験講座等を実施するほか、各種学習体験会を行
う。

10 本町６丁目振興活性事業 本町６丁目町内会 302
高田世界館を中心とした本町６丁目町内の景観づくりにより地域活性化を図る
ため、季節ごとに雁木に花飾りを施したり、高田小町にプランタ設置したりする
ほか、高田世界館のガーデンづくりを行う。

11
地域資源を活かした高田ま
ちづくり事業

特定非営利活動法人 街
なみFocus

992

地域の活性化を図り、交流人口の増加と歴史文化の保全の先進事例とするこ
と目的として、雁木下側溝への木製ふた設置、景観に調和した外壁塗装等の景
観保全等を行うほか、街なみ保全啓発のための「歴史・景観フォーラム」を開催
する。

12 高田瞽女の文化普及事業
NPO法人高田瞽女の文
化を保存・発信する会

850

高田の歴史文化資産の一つである「高田瞽女」を伝え、その文化を発信するこ
とを目的として、瞽女ゆかりの画家斉藤真一にまつわる朗読会、ギャラリートー
クを行う。また瞽女の門付け再現や瞽女に関する講演会「放浪の系譜」を行う。
ほかにも、「瞽女ミュージアム高田」の案内看板の設置、記録冊子の作成を行
う。

13 浄興寺手づくり市事業
浄興寺手づくり市実行委
員会

900
寺町地域全体の活性化と、住民の交流を図ることを目的に、浄興寺で手づくり
市を春と秋に開催し、花や植木、ハンドクラフト等の販売や、ミニライブを行う。

14
映像を通じた街なか活性プ
ロジェクト事業

特定非営利活動法人街
なか映画館再生委員会

438

映画に馴染みがない人に多様な映像の楽しみ方を提示し、新たな地域文化を
創造することを目的に、地域に眠る8mmフィルムの上映会を開催し、古い上越
の風情やまち並みを記録として次世代に残すとともに、地域への愛着や理解を
広げていく。

15
“日本風鈴街道in雁木
2016”事業

越後高田・雁木ねっと
わーく

1,190
雁木の価値を広く認識してもらうとともに、歴史景観を残していく機運醸成を図
ること等を目的に、雁木軒先へ風鈴や行灯を飾る取組、風鈴のある雁木コン
クールの実施、お休み処の開設、雁木絵画コンクールの実施等を行う。

16
北部地域の文化・賑わい創
出する事業

高田区北部振興会 600
世代間・団体間の交流を深め、地域の活性化等を図ることを目的に、子ども大
相撲の大会を実施するほか、紅葉のライトアップによる景観の創出、ギャラリー
における絵画作品展等を行う。

12,407

1
新道地区高齢者いきいき支
援事業

子安新田「福寿会」 63
高齢者の加齢に伴う筋力低下や生活機能低下を予防し、要介護状態になるこ
とをできるだけ防ぎ、地域で高齢者を支え合う機運を醸成するため、ウォーキン
グや健康講演会を開催する。

2 夏祭りの充実を図る事業 子安新田町内会 186 地域の世代を超えた交流を図るため、夏祭りを行う際の備品を補充整備する。

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧

小計

高田区

（配分額）
12,500千円

新道区

（配分額）
7,000千円

別 紙 ２

1 

309287
長方形

309287
タイプライターテキスト
資料№２



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

3
イーストユニティーズ幼年野
球活性化事業

イーストユニティーズ 233
幼年野球を通じて地域のスポーツ振興、子どもの健全育成を図るために、野球
用具をそろえる。また、地域の方たちと稲田小学校グラウンドの土を整地し、練
習環境の改善を行う。

4
新道村の歴史を調査し継承
する事業

新道地区町内会長協議
会

4,013
新道地区の歴史を詳らかにし、地域住民へ伝承することで地域住民としての意
識を醸成するため、収集した資料の分析と集約を行い、冊子として発刊する。

5
稲田3丁目子供会子供神輿
渡御活性化事業

稲田3丁目子供会 421
地域の伝統行事である諏訪神社春季例大祭や稲田祇園祭を次代に引き継い
でいくため、重い神輿を担ぐことができない未就学児や低学年も祭りに参加し、
神輿を引けるように曳き車を購入し活用する。

6
清徳館（稲田剣道スポーツ
少年団）による剣道を通じた
青少年育成事業

清徳館（稲田剣道スポー
ツ少年団）

500
剣道を通じて地域の青少年を育成することを目的として、道具を更新し、参加し
やすい環境を整えて活動を推進する。

7 高齢者の活動活性化事業 お茶の間倶楽部 170
高齢者のふれあいの場を提供し、引きこもり・孤独化を防ぐことで生きがいを
持って生活できるように、稲田公民館にカラオケを設置し、カラオケサロンなど
を開催する。

8
鴨島2丁目自主防災組織・
災害時に即応した環境整備
事業

鴨島2丁目町内会 313
災害、特に水害時に備えて地域住民の安全安心を確保するために、自主防災
訓練を行うとともに、必要な防災水防倉庫を設置し、簡易土嚢を配備する。

9
富岡若宮八幡宮の夏祭り
活性化事業

富岡町内会 511
地域の伝統の伝承や世代間交流を目的に、新道区北部の富岡町内会が先頭
に立ってにぎわいの創出に貢献すべく、夏祭り、子ども神輿を実施し、それに必
要な袢纏等をそろえる。

10
お諏訪さんの大ケヤキと周
辺環境整備事業

お諏訪さんの大ケヤキ保
存会

590
諏訪神社と宮の下公園周辺の環境整備を図ることを目的に、ケヤキの枝伐採
と周辺の除草清掃作業を行う。

7,000

1
写真集「人と自然・中ノ俣の
暮らし」製作事業

はだしの会 2,285
山里の暮らしと自然をより深く知ってもらい中ノ俣集落の活性化につなげるた
め、暮らし・行事・周囲の自然を記録した写真集を発行する。また、写真集出版
に合わせて、山里の暮らしをテーマにした講演会を開催する。

2
春日山散策道への標柱設
置事業

正善寺地区まちづくり協
議会

1,555
訪れた方に正善寺周辺の観光資源をPRし、当地区へ訪れてもらう回数を増や
すため、正善寺側散策路に標柱を設置する。

3
「南葉高原キャンプ場・第20
回なんばまつり」事業

南葉高原キャンプ場管理
運営協議会

120
金谷地域の森林観光資源である「南葉高原キャンプ場」を活用し、市内外の来
場者を対象にレクリエーションや体験学習等の場を提供するため、「第20回な
んばまつり」を開催する。

4
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 194
地域の自然環境を活かした住民参加の活動を通し、地域住民の交流を図るこ
とを目的に、ミズバショウ自生地の保全や毘沙門堂周辺の整備等を行う。

5
金谷区全域の防犯灯のＬＥ
Ｄ化による住民の安全安心
事業

金谷地区振興協議会 4,346
地域の防犯意識の高揚と安全・安心なまちづくりの推進を目的に、地域防犯パ
トロール活動を強化するとともに防犯灯のＬＥＤ化を行う。

8,500

1
高齢者の健康づくり活動（まち
づくり）と地域交流事業

いきいき春日野 270
高齢者による世代間交流を推進し、かつ各種団体と連携し、地域づくりに広が
る活動を目指す。

2 謙信公みこし支援事業 謙信公みこし春日山毘龍会 838
謙信公祭を象徴するみこしを修復し、まつりに参加することで地域住民のつな
がりを強めるとともに、担ぎ手の友好と親睦を深め、さらに観光振興に役立て
る。

3 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 81
高齢者の集いの場を提供することで、ふれあいを深め、いきいきとした生活環
境を実現させる。また、サロンを通じて高齢者の生活をサポートし、元気な老人
が多いまちにしていく。

4
バレーボールの底辺づくり及
び青少年健全育成事業

謙信ジュニアバレーボール
クラブ

440
バレーボールを通じて青少年の健全育成を図るため、大会参加費に係る負担
軽減により参加しやすい環境をつくることで児童のモチベーションを高め、技術
の向上、協調性につなげていく。

5
春日山城跡松林の保全支援
事業

春日山城跡保存整備促進
協議会

561
春日山城跡周辺の松林について、松の伐採を行い、地元の小中学生により松
の補植や松葉清掃活動を行うことで松林の保全を通じた観光振興や地域小中
学生の健全育成を図る。

6
高齢者の生きがいづくりと地
域交流事業

わくわく歌声クラブ 475
高齢者が歌を通じて交流を深め、生きがいをつくることを目的に、上越教育大
学生とのコンサートやえちごトキめき鉄道を活用した歌声列車を運行する。

7
安全に安心して暮らせるまち
づくり事業（防犯パトロール実
施事業）

春日山町3丁目町内会 884
地域の安全安心を確保し、防犯対策の一環として、春日山町1.2.3丁目町内会
が協力して防犯パトロールを実施する

小計

小計

金谷区

（配分額）
8,500千円

春日区

（配分額）
10,100千円

2 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

8
御館リバーサイド環境美化事
業

大豆町内会 161
地域住民が花卉植栽を中心に、道路側溝の汚泥処理を行い、環境美化を図
る。

9
春日山城跡観光整備事業(御
屋敷跡～黒金門跡～蓮池公
園の古道整備）

春日山城跡保存整備促進
協議会

1,728
春日山城跡周辺の環境と観光基盤の整備を目的として、御屋敷跡～黒金門跡
～蓮池公園の古道を整備し、周辺の草刈などの環境整備を行う。

10
高志小学校区南西部地域防
犯パトロール事業

大学前町内会 136
児童の安全・安心な登下校を確保するため、防犯ベスト、キャップをそろえ、地
域住民によるが防犯パトロールの実施や防犯講話を開催する。

11
春日山モルツミニバスケット
ボールクラブ事業

春日山モルツ 409
ミニバスケットボールを通じて青少年の健全育成を行うため、参加者の遠征費
の負担を軽減し、練習しやすい環境を整える。

12
春日区の交通安全のための
交差点関連路面標示修繕並
びに交通安全推進事業

一般社団法人　上越交通安
全協会春日支部

666
交通安全と交通マナー向上を図るために、交差点路面表示を修繕し、かつ交通
安全教室等を実施する。

13

「青苧織」と「青苧和紙」の創
作を更に進展させ、春日山城
址を中心にした地域活性化事
業

ＮＰＯ法人　越後青苧の会 123
春日山城、謙信公の魅力アップを図るため、青苧を通じた各種事業を地域住民
と協働する。

14
中門前1丁目弱者災害支援活
動事業

中門前1丁目災害活動支援
隊

478
地域の安心・安全を充実させるために、防災訓練や要援護者の情報確認を行
う。また、必要な防災資機材をそろえる。

15
春日野デュークス幼年野球活
動事業

春日野デュークス 444
幼年野球を通じて地域の活性化に資することを目的として、各種大会や練習試
合に参加するとともに、必要な野球用具をそろえる。

16
上杉謙信公から学ぶこどもの
健全育成事業

上越後群龍隊 429
謙信公祭を通じて祭りや郷土愛を醸成することを目的に、子ども用の甲冑をそ
ろえ、試着や展示を行う。また着用して様々なイベントに活用する。

17 地域ふれあい交流事業
一般社団法人　上越をわく
わく楽しみ隊

259
助け合い、支え合う地域づくりを推進するために、介護サロン、ふれあい講座な
どを定期的に開催する。

18
「コミュニティガーデン」整備活
用事業

一般社団法人　上越をわく
わく楽しみ隊

415
地域住民の絆を深め、地域の活性化・地域力の向上を図るために、不耕作地
を共に耕し、コミュニティガーデンとして整備・耕作等を行う。

19
大学前仲間づくりと生きがい
づくり交流サロン事業

大学前交流サロン 270
地域住民が心身ともに健康で、かつ融和を図る目的で、町内会館をお茶のみ
の場（サロン）として活用し、講演会や外出の機会を設ける。

20
賑わいを創出し春日山の歴史
文化を発見し触れあう仕掛け
づくり事業

春日商工会振興会 929
春日山観光への誘客を目的に、春日謙信交流館にてパフォーマンスイベント、
モーターイベントなどを開催する。

9,996

1
諏訪幼年野球活動推進整
備事業

諏訪幼年野球 284
野球用具の更新により練習や試合の効率化を図る。また、老朽化した野球用
具保管庫の更新により備品管理の安全性の向上と子どもたちの活動意欲の向
上を図る。

2 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 169
歌を通じた地域交流と高齢者の生きがいづくりを目的に、仲間と歌を歌う場を設
けるとともに、練習の成果を発表する機会や研修視察などを実施する。

3
自家製野菜の料理教室事
業

自家製野菜の会 61
地域や世代を超えて交流し、諏訪住民としての一体感を高め連携を深めるため
に、地元野菜を使用した料理教室や料理講習会を開催する。

4 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 361
地元出身の外交官である芳澤謙吉翁を学ぶことにより住民が地域への誇りと
愛着が持てるように、研修会の開催やゆかりのある公園の湛水の軽減を図り、
植栽等の整備を行う。

5 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 1,548
地域住民の融和と連帯感の醸成を図ることを目的に、健康ウォーク、夏祭り、
地域資料を学ぶ学習会、体育大会等を開催する。

6
中学生ワークショップ「きれ
いなまちづくり」活動支援事
業

雄志中学校区青少年育
成会議

172
雄志中学校生徒によるワークショップで検討した「きれいなまちづくり」を推進す
るために、環境美化啓発看板の設置とクリーン作戦などを実施する。

7
「地域に元気を！」雄志太
鼓活動支援事業

雄志中学校区青少年育
成会議

294
雄志中学校生徒から構成される雄志太鼓を通じて生徒が地域でさらに活躍で
きる環境を整備するために、太鼓を新調するとともに、岩の原葡萄園収穫祭な
どの地域行事にて演奏する。

8
くびき野諏訪ホームページ
運営委員会事業

くびき野諏訪ホームペー
ジ運営委員会

374
諏訪地区の魅力を発信するためにホームページを継続して運用するとともに、
パソコン教室を開催する。また、ドローンによる空撮を行いホームページに掲載
する。

諏訪区

（配分額）
4,800千円

小計

3 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

9 諏訪区防災士会事業 諏訪区防災士会 907
地域住民の生命を地域住民により守るために、町内会館にAEDを配備し、さら
に講習会を開催する。

10 すわっ子サマークラブ事業
諏訪地区夏休み児童クラ
ブ

463
諏訪地区児童の健全育成を図るために、夏季休暇中にキャンプやパーティーな
どを保護者や地域ボランティアの手で開催する。

追加1
芳澤謙吉翁顕彰資料作成
事業

芳澤謙吉翁顕彰会 167
研究者及びアジア史に関心の高い人の来訪者が増加し、より詳しい資料の提
供が必要となってきたため、それらに応える小冊子を作成する。またこれを用い
て地域住民等を対象に顕彰会を開催し理解を深める。

4,800

1
子ども及び地域住民の安
全・安心事業

藤塚子ども会 207
子どもたちが安全に安心して生活できる環境を整備することを目的に、通学路
の交差点等の危険箇所及び戸野目川周辺に注意喚起の看板を設置し、夏休
み期間前に子どもを対象とした交通安全教室を開催する。

2
戸野目スポーツ少年団　団
員の健全育成と安全安心を
サポートする活動支援事業

戸野目スポーツ少年団 317
子どもたちが安全に安心してスポーツ活動に取組める環境を整備することを目
的に、長期使用に伴い老朽化した用具等を更新し、より活発的な活動を行う。

3
公共花壇による高齢者の健
康増進と環境保全・まちづく
り事業

平成町松翠会 392
高齢者の健康増進を図る事や生きがいづくりを目的とした、公共花壇の花苗・
球根等の定植、水まき等の活動を行う。また、作業に伴い必要な用具の購入を
行う。

4
ゲートボールによる高齢者
の健康増進と公園美化まち
づくり事業

戸野目公園芝ゲートボー
ル場運営委員会

158
ゲートボール場を利用する住民が安心して安全に活動できる環境を整備するた
め、老朽化が進んだベンチの更新及びテーブルを新規購入する。

5
吉岡東市野口子ども健全育
成事業

吉岡東市野口町内会 364
子どもたちをはじめ、地域の住民が様々な地域活動をする際の拠点となる公園
をより安全安心に使用できる環境を整えるため、老朽化した遊具の更新等を行
い、活発的な地域イベントを開催する。

6
平成28年度上雲寺小学校
区民体育大会事業

上雲寺小学校最寄会 100
津有南部住民の団結、体力の維持向上、ボランティア精神の醸成を図ることを
目的とした体育大会を開催する。

7
上雲寺小学校区子ども健全
育成事業

上雲寺小学校最寄会 149
上雲寺小学校の児童が年間を通して地域活動を行った様子をまとめた地域連
携カレンダーを作成することで、地域全体で子どもを育てる姿勢を醸成する。

8
安全安心な地域防犯力の
向上活動事業

津有地区町内会長協議
会

1,922
津有地区住民の安全安心を確保するため、各町内会管理の防犯灯をＬＥＤ灯
に交換するとともに、防犯パトロールの強化及び危険箇所の点検等を行い、地
域の防犯をより良くする。

9
津有北部地区スポーツクラ
ブ活動支援事業

津有北部地区スポーツク
ラブ

689
年間を通じて、子どもから高齢者までが楽しみながら健康の維持増進を図るイ
ベントを開催するために必要な用具を適切に管理するための格納庫を設置す
る。

10
四辻町の活性化と健康作り
事業

四辻町町内会 136
年間を通じて、町内の子どもから高齢者が集い、地域活動を行う拠点となって
いる四辻町多目的研修センターの安心安全を確保することを目的に、ブライン
ドを設置し、より活発な地域活動を行う。

11
中学生ワークショップ「きれ
いなまちづくり」活動支援事
業

雄志中学校区青少年育
成会議

172
雄志中学校生徒によるワークショップで検討した「きれいなまちづくり」を推進す
るために、環境美化啓発看板の設置とクリーン作戦などを実施する。

12
「地域に元気を！」雄志太
鼓活動支援事業

雄志中学校区青少年育
成会議

294
雄志中学校生徒から構成される雄志太鼓を通じて生徒が地域でさらに活躍で
きる環境を整備するために、太鼓を新調するとともに、岩の原葡萄園収穫祭な
どの地域行事にて演奏する。

13 津有地区地域づくり事業
津有地区地域づくり協議
会

400
地区住民全体を対象とした諸活動を通じて、地域住民の一体感の醸成を図るこ
とを目的に、文化祭・健康ウォーク・生活環境改善学習会・広報誌の発行等を
実施する。

14
池町内会憩いのひろば整
備事業

池町内会 600
近年、子どもの人数が増加し利用頻度が高くなっている町内広場を子どもたち
が安全に安心して利用できる環境を整備するため、老朽化した遊具を更新する
とともに、子どもから高齢者までが集まるイベントを開催する。

5,900

1
三郷地区の歴史・史跡を研
究する事業

三郷地区の歴史・史跡を
研究する会

580

「ふるさと三郷」の歴史・史跡を学ぶ機会をつくり、郷土愛を育むと共に歴史資
源をいかした地域づくりにつなげることを目的に、国分寺の礎石の一部と伝えら
れる切石の出所の解明のほか、公図への地名書き込み作業や、講演会や先進
地視察を実施する。

2
小学生通学路の安全整備
事業

西松野木町内会 1,323
西松野木町内を通学する三郷小学校区の子どもたちが安全・安心して登下校
できる環境の整備を目的に、見守り隊を編成して交通安全指導を行うほか、通
学路の歩道にグリーンラインを施す。

3 さんごう防災DAY事業
三郷地区次世代活性化
委員会

346
次世代を中心に地区の防災力を高めることを目的に、避難施設となる三郷小学
校及び体育館を舞台に防災訓練を実施し、防災に対する興味関心を高め、災
害に強い地域をつくる。

津有区

（配分額）
5,900千円

三郷区

（配分額）
4,900千円

小計

小計

4 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

4 布施長者伝説継承事業
三郷地区次世代活性化
委員会

210
地域の「布施長者伝説」を次世代に伝え、地区に対する理解や郷土愛を醸成す
ることを目的に、伝説に登場する「馬」との触れ合いや、伝説の源泉となる「酒・
味噌・米」を使用したおやきを調理するイベントを実施する。

5
三郷小学校課外活動支援
事業

三郷小学校後援会 366
児童の課外活動に対する意欲向上や地域の活性化を目的に、三郷小学校金
管バンドの活動を支援し、金管バンドの衣装を新調する。

6 さんごう夏っ子クラブ事業 ENJOY35（さんごう） 203
夏休み期間中の子どもたちの健全育成を目的に、保護者や地域住民ボラン
ティアによるキャンプや夏休み活動を実施し、調理体験や子どもたちが集団で
遊ぶ場を提供する。

7 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35（さんごう） 179
地域の活性化及び地域住民の交流を図ることを目的に、フリーマーケットやス
ポーツ体験、絵手紙講座の他、三郷の戦争体験話を簡単な冊子にまとめ子ど
もたちに伝えるなど、様々なイベントを実施する。

8
下四ツ屋町内防犯灯設置
により安全防犯を図る事業

下四ツ屋町内会 64
町内住民や通行人の安全を確保することを目的に、夕暮れ時などに安全パト
ロールを実施するとともに、LED仕様の防犯灯2基を新設する。

9
下四ツ屋町内会安全・安心
事業

下四ツ屋町内会自主防
災組織

27
災害時に町内住民の安全と安心を確保することを目的に、防災訓練や防災に
関する研修会を実施するほか、火災時に町内住民に周知するための「半鐘」を
設置する。

10 三郷地区大運動会事業 三郷体育振興会 445
運動不足の解消や体力の向上、世代間交流、地域の活性化、青少年の健全育
成を目的に、地区をあげての運動会を実施する。

11 いきいき健康ウォーク事業 三郷体育振興会 214
運動不足の解消や体力の向上、世代間交流、地域の活性化、青少年の健全育
成を目的に、春は久比岐自転車道コース、秋は信越トレイルを歩く健康ウォー
クを実施する。

12
ウィンターフェスティバル事
業

三郷体育振興会 317
冬季間の運動不足の解消と地域の親睦、活性化を目的に、雪上徒競走などの
競技の他、餅つきやスノーキャンドル作りなどを行う、ウインターフェスティバル
を実施する。

13
三郷の熱い夏をみんなで楽
しもう事業

三郷夏祭り実行委員会 626
三郷小学校区内住民の世代間交流を目的に、子どもから高齢者までが参加で
きる夏祭りを実施する。

4,900

1
和田地区防犯パトロール安
全安心確保事業

和田地区町内会長会 3,078
夕暮れ・夜間の安心安全を確保することを目的に、特に夕暮れ時等に児童生
徒が安全に下校等できるよう地域の防犯パトロールを実施するとともに、必要
な防犯灯のLED化を行う。

2
上越妙高駅及び駅周辺に
賑わいを創り出す事業

大和二丁目・上越妙高駅
と共に歩む会

1,103
上越妙高駅及び周辺が活気あふれるような場所になることを目的に、駅前広場
で樹木LEDイルミネーションをするほか、JR改札前と町内会館で「おひなさまめ
ぐり」を開催する。

3

「行ってみ！来てみ！ココが
地域の玄関口」
上越妙高駅おもてなしプロ
ジェクト事業

脇野田ゆかりの会 1,579
新幹線駅周辺の地域の未来へかける意気込み等を市内外に広めることや、農
業の地域振興と活性化を目的に、毎月一回もてなしカフェを開くほか、全国おに
ぎり大合戦を秋と開業記念月に実施する。

4
音楽文化による地元ランド
マークの賑わい創出事業

J-MEchoes（ジェイエムエ
コーズ）

340

上越妙高駅のにぎわい創出や音楽芸術を通した地域住民の交流等と目的とし
て、上越妙高駅もてなしドームで、市内の音楽愛好家の他、地域の園児や児童
生徒、高校生や大学生等の出演による音楽ミニライブを定期的に5回開催す
る。

6,100

1
高齢者の見守り安否の確
認・座談会・会食会事業

ひとふさの会 95
高齢者の孤独感の解消、健康維持、社会参加の推進を図るため、ひとり暮らし
高齢者の安否確認や、高齢者が集まる座談会や会食会を実施する。

2
『地元野菜の魅力発見』旬
の野菜クッキング事業

旬の野菜クッキング 93
高士地区の旬の野菜を使った料理教室を開催し、料理を通して幅広い地域や
世代に「高士の魅力」を発信する。また、子どもたちも参加する料理教室とする
ことで、地域の世代間交流の場を創出する。

3
高士地区の交通安全の立
哨で使用するベスト等備品
事業

上越交通安全協会高士
支部

112
地域住民の安全安心を確保することを目的とした交通安全運動を実施する際
に必要なベスト等を整備し、より活発的な活動を行う。

4 「男の料理教室」開催事業 高新会 71
普段は仕事が忙しく、地域の人と関わる機会が少ない男性を対象とした料理教
室を開催し、地域の幅広い世代の男性が集まる場を提供することで、地域の活
性化を図る。

5
高士地区の安全安心対策
事業

高士地区防災防犯協会 820
避難所への集団避難を要する様な重大災害発生時に備え、高士区の全住民を
対象とした避難訓練及び講習会を開催するとともに、避難の初期段階で必要と
なる防災備品を整備する。

6 ふるさと高士まつり事業 高士地区振興協議会 444
地域の一体感の醸成と地域活性化を図ることを目的に、高士区全域の住民が
参加する「高士まつり」を開催し、地域を盛り上げる。

7
高士地区お買い物ツアー事
業

高士地区婦人会 71
更に高齢化が進む近い将来も、安心して生活が続けられる高士区を実現する
ことを目的とした「お買い物ツアー」を実施し、住民同士の交流の場を創出す
る。

和田区

（配分額）
6,100千円

高士区

（配分額）
4,900千円

小計

小計
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区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

8
中学生ワークショップ「きれ
いなまちづくり」活動支援事
業

雄志中学校区青少年育
成会議

172
雄志中学校生徒によるワークショップで検討した「きれいなまちづくり」を推進す
るために、環境美化啓発看板の設置とクリーン作戦などを実施する。

9
「地域に元気を！」雄志太
鼓活動支援事業

雄志中学校区青少年育
成会議

294
雄志中学校生徒から構成される雄志太鼓を通じて生徒が地域でさらに活躍で
きる環境を整備するために、太鼓を新調するとともに、岩の原葡萄園収穫祭な
どの地域行事にて演奏する。

10
「雪まつり」開催による地域
交流事業

高士地区雪まつり実行委
員会

1,265
高士区の若い世代が中心となり「雪まつり」を企画し、住民の協力を得てキャン
ドルロードの製作やおもてなしブースの開設等の各種イベントを実施すること
で、地域交流を図るとともに、地域内外へ高士区の魅力を発信する。

11
平成28年度高士地区・高士
小学校体育大会事業

総合型スポーツクラブ
高士地区体育協会

231
住民の団結、体力の向上、ボランティア精神の醸成を図ることを目的とした体育
大会を開催し、高士区の子どもから高齢者までが交流する機会を創出する。

12
津有地区・諏訪地区・高士地
区合同グランドゴルフ大会事
業

総合型スポーツクラブ
高士地区体育協会

42
雄志中学校区の子どもから高齢者まで、多くの人が楽しめるグランドゴルフ大
会を開催し、地区を超えた地域交流の場を創出する。

13
健康づくりを通した地域活
性化事業

元屋敷町内会 22
誰もが健康で、安心して生活できる地域をつくることを目的に、元屋敷町内及び
近隣の町内の子どもから高齢者まで幅広い世代を対象としたスポーツレク及び
健康体操教室を開催する。

14
高士幼年野球活動支援事
業

高士小学校幼年野球保
護者会

240
子どもたちが安全に安心して野球に取組めるよう、グラウンド整備に必要な備
品を購入する。また、野球を通して地域交流の場を創出することで、地域への
愛着を育む。

15
高士地域の歴史調査・集積
事業

高士歴史研究会 928
地域の歴史や文化を継承するために、高士地域の歴史的文書等を集積すると
ともに子どもたちを対象とした歴史講座を開催する。また、これまでに集積した
資料を基に冊子を発行する。

4,900

1
クリーンナップ上越in五智事
業

ひまわり會 713
海岸線（市道五智居多ヶ浜シーサイドライン）における環境美化のため、小学
校、近隣町内会、各種団体の協力を得て、ひまわり、スイセンなどの花苗を植
え育て、草刈り、清掃などを実施する。

2
直江津駅前環境美化推進
事業

我がまちを愛する会 87
直江津駅北側に、プランターに植えた季節の花を設置し、管理するとともに、環
境美化活動を実施することにより、直江津を訪れた人に明るさと癒しを提供す
る。

3
鉄道の町「直江津」発信事
業

直江津鉄道振興会 400
鉄道の町「直江津」の伝統を踏まえ、新時代の上越地方の鉄道の整備・振興を
促進し、併せて上越経済の振興に寄与する。昨年以上に鉄道に特化したポス
ターを作製し、鉄道の町を再認識し、郷土愛を育てる。

4 『米作り体験』事業
新光町３丁目町内会米作
り体験実行委員会

140
休耕田を活用し、地域の子供たちを募り、米作り体験を実施する。収穫した米を
使った「餅つき」、藁を使った「賽の神」を実施し、世代間交流を図る。

5
五智公園の整備、有効活用
支援事業

五智公園を育てる会 316
五智公園の価値や魅力を一層高めるとともに、利用しやすさを高めるために、
植物の保護・育成、植物紹介パネルの作成、遊歩道の整備等を行う。

6
港町１・２丁目町内会　津波
防災対策事業

港町１・２丁目町内会　港
町防災対策委員会

673
津波発生時において避難困難区域である港町にライフジャケットを整備するこ
とで、要援護者をはじめ地域住民の安全を確保する。

7 『なおえつ物語』発信事業
三八朝市周辺まちづくり
協議会

878

「旅情あふれる物語のまち・直江津」を紙芝居で紹介するフォーラムの開催や小
学校での地域学習を実施することにより、地域住民に地域の魅力を理解し誇り
に感じてもらい、それを地域内外に発信することで、まちなかへの来訪者の増
加を図る。

8
えちご・くびき野100㎞マラソ
ン直江津おもてなしプロジェ
クト2016事業

えちご・くびき野100㎞マラ
ソン直江津おもてなしプロ
ジェクト2016実行委員会
準備会

2,212
えちご・くびき野100㎞マラソンの60㎞の部において直江津区内がコースとなっ
ていることから、全国から集まるランナーに対するおもてなしと今後に向けた直
江津のＰＲ活動をオール直江津の住民で行い、地域の活性化を図る。

9 直江津ものがたり事業 まちおこし直江津 491
「安寿と厨子王」の物語である説経浄瑠璃「さんせう太夫」の公演会を開催し、
地域の学術・文化・芸術の振興とまちづくりの推進を図る。

10 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 1,485
多くの住民から福島城の歴史と文化に興味を持ってもらえるよう、仮設資料館
の運営及びパンフレットの増刷によるＰＲ活動、文化講演会等を行う。

11
旅情のまち日本海・直江津
まちあるきガイドマップ改定
増刷事業

ライオン像の建物をまち
づくりに活かす会

405
まちあるきガイドマップを最新情報に更新し、増刷することで、地域の魅力発信
の向上を図り、来訪者のまち歩きの機会が増えることを期待する。

12 佐渡寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協
議会

1,200
冬季の直江津港の活性化を図るため、「佐渡寒ブリ祭り」を開催する。祭りで
は、寒ブリ三枚下ろし実演販売、ブリを使った料理の販売などを行う。

追加
1

《直江津港から元気発信》
事業

直江津港周辺活性化協
議会

256
直江津港の釣り場解放に伴い、釣り客に対し安全な場所での釣りとゴミの持ち
帰りを啓発するための看板を設置する。また、大型の直江津ＰＲ看板設置場所
の周りに花を植栽し環境整備を行うことで来訪客のおもてなしを行う。

直江津区

（配分額）
9,600千円

小計

6 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

追加
2

直江津水族館ロード（仮称）
アート修景整備事業

ライオン像の建物をまち
づくりに活かす会

144
日本海や水族博物館と直江津駅、中心市街地をつなぐ楽しい散歩コース途中
の壁面に、海のまち・直江津にちなんだ絵を住民参加で描くことで、市街地への
回遊性を向上させ、観光客の導入と交流人口の拡大を図る。

9,400

1
有田地区高齢者いきいき支
援事業

有田地区老人クラブ連合
会

296
高齢者の生きがいと地域で子どもを育てる観点から、ゲートボールを通して高
齢者と子どもたちとの交流会を行う。

2
有田地区の史跡散歩地図
作成に関する事業

有田地区の史跡散歩地
図を作成する会

573
散歩しながら有田地区の歩みを学び、郷土愛を育成するため、「史跡散歩地
図」を作成し、学校、町内会、老人会等に配布することで、散策のツールとす
る。

3 有田わくわくフェスタ事業
有田こどもフェスタ実行委
員会

235
世代間の交流を図り、地域全体で子どもたちを育てていくきっかけづくりのた
め、講師の補助は中学生ボランティアが担い、大人も子どもも一緒に楽しめる
「有田わくわくフェスタ」を開催する。

4
有田区防災士会活動装備
品整備事業

有田地区町内会長協議
会

179
災害時に備え、有田区防災士会の装備品を充実させると共に、各町内会毎に
被災時における対処方法の確認と防災意識の啓発を図るため防災訓練を実施
する。

5
有田地区運動普及推進事
業

有田地区運動普及推進
協議会

129
地域住民の体力の維持向上と運動習慣の定着で健康づくりをさらに推進し、地
域内での交流促進を図るため、健康ウォークや体力測定等の活動に必要な器
具を整備する。

6
直江津東地域学校教育・家
庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

450
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の充実を図るため、「教育
要覧」、「教育ハンドブック」を発行し、各家庭等に配布する。

7
有田地区体育・レクリエー
ション協会事業

有田地区体育・レクリエー
ション協会

800
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、輪投げ大会、自然散策、親善ソ
フトバレーボール大会、体育祭などを実施する。

8
第７回マリンロード３５０プチ
花壇コンテスト事業

３５０同友会 898
国道350号線周辺地域の活性化を図るため、昨年に引き続きプチ花壇コンテス
トを開催する。

9
直江津東中学校区小・中学
生キャリア教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

2,706
小・中学生の自立支援、若手リーダーの育成等を地域全体で支え合う機運の
醸成を図るため、地域の企業や中学校の卒業生、地域住民の協力を得て、仲
間づくり活動や講演会の開催、職場体験成果発表会、立志式等を実施する。

追加
1

交通安全活動装備品整備
事業

一般財団法人上越交通
安全協会有田支部

703
有田区内の子どもたちを始めとする住民の交通安全のため、街頭指導の際に
着用する装備品を整備し、交通安全運動を行う。

追加
2

有田区防災士会活動装備
品整備事業（追加事業）

有田地区町内会長協議
会

108
災害時に備え、有田区防災士会の装備品をさらに充実させると共に、各町内会
毎に被災時における対処方法の確認と防災意識の啓発を図るため防災訓練を
実施する。

追加
3

有田地区小学校区集会用
簡易ステージ配置活用事業

有田地区町内会長協議
会

1,416
指定避難所である小学校に、集会用簡易ステージを配置することで、災害時の
住民への各種伝達時の本部位置や指示・指令場所が明確となり、混乱なく対
応できると共に、地域行事にも有効活用する。

8,493

1
バスケットボールを通じての
地域活性及び青少年の健
全育成事業

マリンドリームズやちほ 450
バスケットボールを通じ、子どもの健全育成及び団体生活の重要性を子どもに
伝えるとともに、クラブ活動の一環として地域貢献活動に取り組むことにより、地
域を愛する心を育む。

2
幼年野球を通じた地域活性
化・青少年の健全育成事業

幼年野球八千浦スピリッ
ツ

200
幼年野球を通じて地域の子どもたちの健全な育成を図るとともに、地域の活性
化につなげることを目的とし、チーム備品の整備と、併せて地域住民との交流、
地域貢献活動を行う。

3 防犯灯を整備する事業
八千浦地区明るい町づく
り協議会

880
地域の交通安全・犯罪防止のため、市道黒井貨物線、黒井5号線、南荒浜1号
線に防犯灯を設置し、住民及び通勤者・通学者の安全を確保する。

4
西ケ窪浜少年消防隊育成
会事業

西ケ窪浜少年消防隊育
成会

180
夏季訓練にて規律訓練、体力づくりを実施することにより、隊員である地域の子
どもたちの健全育成を図るとともに、幼少期から消防・防災活動への意識付け
を行うことを通じて将来の地域防災の担い手育成を図る。

5
下荒浜消防部少年消防隊
夏季研修事業

下荒浜消防部少年消防
隊後援会

445
規律正しい集団生活を通じ責任感のある人間形成に寄与すること、地域に住む
同世代の仲間や青年世代との交流を図ること、次代の地域を担う人材を育成
することを目的に夏季研修を実施する。

6
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第7回　八千浦地
区海まつり」

海まつり実行委員会 1,083
地域住民と小・中学生、保護者が、砂浜および隣接の特設会場での様々な活
動を通して触れ合い、海に面した地域の特色を体験的に学ぶことによって、地
域住民の融和や将来の地域を担う世代の郷土愛を醸成する。

7
夷浜少年消防隊夏季訓練
事業

夷浜少年消防隊育成会 922
地域の次代を担う人材の育成及び将来的な消防団への加入促進のため、夏季
訓練（体力づくり、規律訓練、体験学習など）を実施する。

有田区

（配分額）
8,500千円

八千浦区

（配分額）
5,600千円

小計

小計
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区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

追加
1

やちほ文化展はまぐみ市事
業

やちほ文化展はまぐみ市
実行委員会

461
地域の活性化と住民の交流促進・八千浦地区のPRのため、スポーツハウスは
まぐみを会場にフリーマーケット（はまぐみ市）を開催する。

追加
2

八千浦地区米大舟保存・伝
承事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会

979
地域の融和や地域の文化の活性化を図るために、八千浦地区の先人たちによ
り伝承されてきた「夷浜米大舟」の保存・伝承を行う。

5,600

1
青野池周辺整備（遊歩道復
元工事）事業

大字青野 959
平成22年、農林水産省の「ため池百選」にも選定された青野池は、「弁天島」に
通じる中道（遊歩道）が長年の風水波により浸食されてきており、幽玄な景観・
環境を市民に提供するため、歩道の盛り土・整形復元する。

2 かみよしの池浸食防止事業
かみよしの池自然環境を
守る会

1,026
白鳥の飛来地であり、地区住民の憩いの場である上吉野池の環境保全のた
め、浸食防止工事を行う。

3
保倉地区安全・安心対策事
業

保倉地区町内会長連絡
協議会

262
地域の交通安全・犯罪防止のため、老朽化し照度の落ちた防犯灯をLED化し、
併せて地区住民に対し省エネ、エコライフの推進を働きかける。

4
保倉小学校入口バス停庇
補修事業

保倉地区町内会長連絡
協議会

70
保倉小学校入口のバス停の庇が劣化しているため更新する。併せて周辺の草
刈・ごみ拾いなどの美化活動を実施する。

5
上江用水路世界かんがい
施設遺産登録記念事業

関川水系土地改良区 235

「上江用水」が世界かんがい施設世界遺産に登録されたことを記念し、記念碑
及び説明案内看板を設置することにより、先人たちの努力を将来にわたり称え
るとともに、児童の学習の場として活用するほか、市民の農業施設への理解醸
成図る。

6
保倉地区早朝ラジオ体操事
業

保倉地区振興協議会 37
地域住民の健康増進を図り、子どもたちの健やかな体力づくりのため、夏休み
に早朝ラジオ体操を行う。

7 保倉地区球技大会事業 保倉地区振興協議会 136
スポーツを通じて、地域住民の健康増進や世代間交流を図るため、ソフトバ
レーボール大会を開催する。

8 保倉地区体育大会事業 保倉地区振興協議会 323
地域住民の融和と親睦を図り、健康で明るい地域づくりのため、住民総参加の
体育大会を開催する。

9
「ファミリー綱引き大会及び
大縄跳び大会」参加事業

保倉地区振興協議会 69
綱引、大縄跳びを通じて、地域住民の体力づくりと地域の協調と融和を図り、連
帯感を醸成する。

10 保倉環境美化事業 保倉地区振興協議会 306
花苗を地区町内会に配布し、花壇等に植栽することを通じて花に親しむととも
に、住環境の向上を図る。

11
直江津東地域学校教育・家
庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

25
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の充実を図るため、「教育
要覧」、「教育ハンドブック」を発行し、各家庭等に配布する。

12
直江津東中学校区小・中学
生キャリア教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

275
小・中学生の自立支援、若手リーダーの育成等を地域全体で支え合う機運の
醸成を図るため、地域の企業や中学校の卒業生、地域住民の協力を得て、仲
間づくり活動や講演会の開催、職場体験成果発表会、立志式等を実施する。

13
保倉地区安全・安心な地域
づくり事業

保倉地区防犯連絡協議
会

641
地震等災害時に停電などの事態に対応するため、手動式充電機能のある多機
能防災ラジオを保倉区17町内に整備する。

追加
1

保倉地区防災テント整備事
業

保倉地区防犯連絡協議
会

213
昨年、整備した防災テントを使用したところ、強風により転倒する恐れがあること
が判明したことから、安全を確保するためにテントウェイトを購入する。

追加
2

保倉地区安全・安心な地域
づくり事業（2）

保倉地区防犯連絡協議
会

121
地震等災害時に停電などの事態に対応するため、手動式充電機能のある多機
能防災ラジオを整備し、保倉区17町内の各班長に配布したが、さらに災害時に
スムーズに対応できるよう、各町内会長分を追加整備する。

追加
3

保倉地区スポーツ振興事業 保倉地区振興協議会 194
聖火台を用い、子どもたちや地域住民の士気を高め、小学校の各種競技大会
や地域の体育大会を盛り上げることにより、地域住民の参加を促し、一層のス
ポーツ振興と健全育成を図る。

追加
4

保倉地区「子どものびのび
育成」事業

保倉小学校後援会 191
年間を通じた動物飼育の親子活動を通じて、児童の健全育成や教育環境の整
備を図り、親子や学校のみならず、地域との交流や様々な体験を通じて、児童
の創造力豊かな心の働きや、道徳的な意識、価値観を養う。

5,083

1
地域コミュニティー活性化事
業

TMTクラブきたすわ 550
「地域みんなで楽しく」をモットーに活動しているが、今年は「まつりっちin北諏
訪」20回記念事業として、劇団を招き、演劇鑑賞を通し、地域住民の親睦を図り
人とのつながりを深める。

2
北諏訪地区の子ども達に伝
統文化の茶道を教える事業

子どもに茶道を教える会 298
茶道を通して礼儀正しい人間性を身につけることで、子どもの健全育成を図る
ため、北諏訪小学校児童を対象に茶道教室を開催する。今年はお茶室で一番
大事な「床の間」に掛かる「軸」を整備し、お茶会の質を高める。

3
直江津東地域学校教育・家
庭教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

25
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の充実を図るため、「教育
要覧」、「教育ハンドブック」を発行し、各家庭等に配布する。

保倉区

（配分額）
5,100千円

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

小計

小計
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区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

4
直江津東中学校区小・中学
生キャリア教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

160
小・中学生の自立支援、若手リーダーの育成等を地域全体で支え合う機運の
醸成を図るため、地域の企業や中学校の卒業生、地域住民の協力を得て、仲
間づくり活動や講演会の開催、職場体験成果発表会、立志式等を実施する。

5
北諏訪小学校区体育大会
事業

北諏訪地区学校後援会 218
地域住民の親睦及び交流と地域活動の活性化を図るため、地区の体育大会を
開催する。

6
安全・安心防災意識の向上
に資する事業

北諏訪地区町内会長協
議会

201
防災非常用持ち出し袋を区内世帯に配布することにより、地域住民の安全・安
心と更なる防災意識の向上を図る。

追加
1

北諏訪っ子のびのび育成
事業

北諏訪小学校ＰＴＡ 873
北諏訪小学校児童の健全育成や健康増進、教育環境の整備を図るため、金管
発表やさくらの学校PR事業、親子クリーン活動事業など、年間を通した各種の
親子ＰＴＡ活動を行う。

追加
2

北諏訪小学校通学路安全
整備事業

北諏訪地区学校後援会 1,317
地域の交通安全に対する意識を高め、北諏訪小学校の子ども達が、安心して
安全に通学できるよう、小学校周辺の通学路の歩道部分にグリーンラインを整
備する。

追加
3

北諏訪地区内防災備品整
備活用事業

北諏訪地区消防後援会 450
火災や水害、地震など災害発生時において、指示や伝達等が行える場所を明
確にし、各町内会長や消防団等が連携して避難時の安否確認を行うなどの災
害対応業務を混乱なく進められるよう、災害対策本部用のテントを整備する。

追加
4

安全・安心児童の見守り活
動に資する事業

北諏訪地区町内会長協
議会

279
小学生の登下校時等の見守り活動に必要な装備品を整備し着用することで、
視認を容易にし、防犯効果の向上を図るとともに、地域住民の安全・安心、更な
る防犯意識の向上を図る。

追加
5

北諏訪っ子すくすく育成事
業

北諏訪保育園保護者会 500
親子美化活動や親子思い出上映会、親子レクリエーション会を実施し、年間を
通した各種の親子活動を通じて、子どもの健全育成や健康増進を図る。

4,871

1 城ヶ峰砦周辺整備事業 谷浜地域づくり協議会 893
地域住民や地域外の方から城ヶ峰砦に来訪いただき、地域の歴史遺産に触れ
ていただくため、城ヶ峰砦周辺の作業道を整備する。

2
谷浜・桑取地区高齢者いき
いき支援事業

桑取ゲートボール連盟 224
ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を整
える。

3
加賀街道の保全管理のた
めの整備事業

茶屋ケ原町内会 860
歴史的文化価値のある乳母嶽神社への来訪者を増やし、観光資源として活用
するため、加賀街道の草刈りや雑木の伐採などを実施し、保全管理に努める。

4
五ヶ浦地域町内会防災支
援事業

五ヶ浦振興協議会 233
地理的条件を同じくする五ヶ浦地域の一体的な防災・生活環境の向上を図るた
め、簡易無線機を配備し、防災訓練を実施する。

5 「くわどり収穫祭」事業
「くわどり収穫祭」実行委
員会

103
桑取農産物のＰＲ及び地域の情報発信を通じた地域活性化を図ることを目的と
して、地元有志出店による「くわどり収穫祭」を開催する。

追加
1

谷浜・桑取地区高齢者いき
いき支援事業(２)

桑取ゲートボール連盟 21
ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、備品等を整備することによって、より活動をしやすい環境を整
える。

追加
2

西戸野バス停留所補修事
業

谷浜・桑取地域振興協議
会

630

谷浜・桑取区の公共施設等が周辺にあり、小・中学生をはじめ、多くの谷浜・桑
取区住民に利用されている西戸野バス停留所が老朽化したため、補修する。併
せて、小・中学生の描いた絵を飾れるよう整備し、子どもたちの作品を地域住民
が鑑賞する機会を設けることで、地域全体で子どもを育てる機運の醸成を図
る。

追加
3

上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業

谷浜小学校PTA 399
トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲を高め、活動の充実につ
なげる。併せて、地域の行事やイベントで演奏発表をし、地域住民と交流するこ
とにより、地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

追加
4

地域小中合同体育祭事業
上越市立潮陵中学校
PTA

802

地域小中合同体育祭を通じて、地域住民と保護者、子どもが交流を深め、高齢
者の健康増進や生きがいの創出を図るとともに、高齢者を中心とした地域住民
の健康・安全面に配慮した備品等を整備することで、より参加しやすい環境を
整える。

4,165

1
横尾義智記念館保全管理
事業

行野自治会 950
全国唯一のろうあ村長横尾義智氏の遺品が展示されている横尾義智記念館を
改修し、今後も展示品の保管に努め、地域とろうあ者の交流を図っていく。

2 沼木の里づくり推進事業 朴の木自治会 170
集落内の不耕作地を活用して柳葉ひまわりを植栽し、景観整備に取り組む。ま
た、柳葉ひまわりのイベントに合わせ、一服茶屋を設ける。景観づくりと人々が
集う地域を目指す。

3
細野未来づくり交流推進事
業

細野町内会 270
耕作放棄地を活用し、ボランティアや地域住民で野菜を育て、市内及び県外の
方を対象に野菜収穫イベントを開催する。また細野町内会を広範囲にＰＲする
ため町内会のパンフレットを作成する。

4
クロスカントリースキー選手
育成のための環境整備事
業

安塚ジュニアクロスカント
リースキークラブ

590
ローラースキー及び貸出用のスキーを購入し貸し出すことにより、選手の負担
軽減を図る。また、練習時に使用するポール及びテントを購入し、練習時の環
境整備を行う。

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

安塚区

（配分額）
5,200千円

小計

小計
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区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

5
坊金の大杉の案内看板整
備事業

坊金の大杉を守る会 250
坊金の大杉の案内看板の補修を行い、これを機に坊金の大杉を守り育てるた
め、子どもや集落を対象に講習会を開催し、坊金の大杉の歴史等を学び、知識
と愛着を育む。

6
牧野地区　災害に負けない
活力ある地域づくり事業

牧野町内会 760
牧野地区では指定避難所が、小黒川の対岸に位置していることから、住民の安
全を確保するため緊急時の避難及び防災に必要な備品等の整備を行い、災害
に負けない活力ある地域づくりを目指す。

7
安塚リバーサイドロード魅
力アップ事業

直峰町内会 800
現在リバーサイドの桜にちょうちんを取り付けている。今回さらにＬＥＤ投光器を
整備し、ライトアップにより、魅力ある夜桜を演出する。投光器は観桜会以外
は、地域のイベント等にも活用していく。

8
安塚ｊｒアルペンスキークラブ
育成事業

安塚スキークラブ 360
定期練習会の開催、各種大会への参加を促進するとともに、選手のサポート
コーチングを実施する。また休憩用ハウスを設置し、旗門ポール、スタートワッ
クスを購入し練習環境を整える。

9
「やすづか歩行天まつり」運
営に係る補助事業

安塚商工会 510
安塚区の夏の一大イベント「やすづか歩行天まつり」を開催するに当たり、テン
ト、テーブル、椅子等をリースしイベントを盛り上げる。

10
安塚中学校後援会　安塚中
学校創立４０周年記念事業

安塚中学校後援会 540
創立４０周年を記念し、記念誌の発行や生徒による記念作品の制作、記念式典
や記念演劇祭を開催する。また、式典や演劇祭等で使用するスポットライトを更
新する。

5,200

1 第8回浦川原和太鼓祭
特定非営利活動法人保
倉川太鼓

279
少子高齢化、人の流動化により、人と人、人と地域のつながりが希薄化してき
ている昨今、和太鼓に関する事業を積極的に展開し、我々が住むこのまちを
「人と地域が元気なまち」にしていく。

2 地域活性化モデル事業
ＮＰＯ法人桜づつみ公園
を守る会

802
浦川原区長走地内の地域資源である桜づつみ公園の維持管理を通じて、地域
住民の連帯感の醸成や、桜づつみを活用したイベントを開催することで、近隣
地域の住民との交流による地域活力の向上を図っていく。

3 浦川原小学校支援事業
浦川原小学校後援会設
立準備委員会

1,986
新たに開校する浦川原小学校の陸上用のユニフォーム並びに金管楽器等を購
入することで、新たな学校をアピールし児童活動の振興を支援し保護者並びに
地域住民の活性化につなげる。

4 うらがわら雪あかりフェスタ
うらがわら雪あかりフェス
タ実行委員会

253
うらがわら雪あかりフェスタ開催を通じて、区内における交流と区外からの誘客
を進めるとともに、雪と親しみながら地域活力の向上につなげることを目的に、
PR用看板・のぼり旗を購入・設置し、さらなるイベントの拡大を図る。

5
浦川原中学校吹奏楽部支
援事業

浦川原中学校同窓会 1,435
浦川原中学校吹奏楽部は老朽化した楽器で日々練習に励んでいる中、昨年、
本事業の支援を受け早急に必要な楽器5台を補充した。それに加え、より吹奏
楽部の活動環境の充実と技術向上が図られるよう楽器を購入する。

6
青少年の地域での育成に
かかわるレクレーションス
ポーツ事業

うらがわらジュニアスポー
ツ団体連絡協議会

194
浦川原区の自然や風土を生かした野外スポーツ活動（カヌー体験）を通じて、ア
ウトドアスポーツの普及につなげるとともに、川辺や周辺地域との交流・活性化
を図り、また、青少年の地域学習につなげる。

7 第5回うらスポマラソン大会
特定非営利活動法人うら
がわらスポーツクラブ

551
地域住民並びに区外からの参加者を募り、誰にでも気軽に参加できるスポーツ
環境の整備を図るため、マラソン大会に必要なエアアーチ及びスポーツタイ
マー等の備品を購入し、豊かな地域社会の創造に寄与する。

5,500

1
大島ほたるコンサートの
２５周年記念事業

大島地区振興協議会 780
25周年を迎えた大島ほたるコンサートに世界的にも有名なソプラノ歌手を招くと
ともに、小・中学生を対象としたミニコンサートを開催することを目的とする。

2 仁上駐車場整備事業 仁上町内会 950
「ほたる公園」の駐車場舗装整備を行い、ほたるまつりに訪れる人の利便性と
安全性の向上を図ることを目的とする。

3
大島小学校創立２０周年
記念事業

大島小・中学校後援会 430
本年は4校あった小学校が1校に統合した後、20年を迎えた節目の年であり、10
周年でできなかった航空写真の撮影、20周年記念事業、記念講演会等を開催
することを目的とする。

4
菖蒲発電所記念碑移転
及び関係資料等収集事業

菖蒲地区振興協議会 950
飯田家の祖先「飯田茂勝氏」が取り組んだ「保倉川電気株式会社」の記念碑が
閉校となった旧菖蒲小学校付近にあることから、飯田邸敷地内に移設するとと
もに、関係資料を収集し、広く市民に周知することを目的とする。

5
雪原棚田アートとＬＥＤ
雪蛍事業

藤尾町内会 330
冬期の交流が少ない時期にイベントを行うことで、集落内・外の住民との交流を
図り、地域の活性化を図ることを目的とする。

6
生きる力を学ぶ・考える
「防災教室 in 石巻市」

大島っ子を育む会 860

新潟県教育委員会では、子どもたちの将来を見据えて、津波に対応する避難
訓練や防災教育を実施するよう通知しており、本事業を通じて、大島の子ども
たちが東日本大震災の被災の状況を実際に見て肌で感じ、地震災害を生き抜
く方法を考えることを目的とする

浦川原区

（配分額）
5,500千円

大島区

（配分額）
5,000千円

小計

小計
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区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

7
地域でかがやく
「ほたるのこおどり」事業

大島まちづくり振興会 700
地域の素材を生かした踊りを制作し、大島区の魅力をＰＲするとともに、一流の
芸能者と直接触れ合うことで子どもたちに貴重な経験をさせることを目的とす
る。

5,000

1 牧区活性化事業 フューチャー牧 106
市内外から参加者を募り、昨年に続き山菜採り体験と山菜料理を開催し、稲刈
り体験を活用することで地域交流を図る。

2
川上集会所ステージ側土台
及び土台束置換床沈下修
繕対策事業

川上地区協議会 450
川上地区の活動拠点施設、指定緊急避難場所、さらに国の登録有形文化財で
ある川上集会場の土台が、湿気により腐食し深刻な被害状況であることから、
早急に修繕を行い、施設の安全性の確保と長寿命化を図る。

3
屋号を活かし、地域を活性
化させる事業

屋号を残す会 342
限界集落の「屋号」を調査し、表札を作成することで、日本が誇るべき文化を後
世に伝えるとともに、集落全体の活動を通し、牧区定住者の育成と生活環境の
維持向上につなげる。

4 「夢まつり」事業 牧文化協会 164
「夢まつり」の開催により、生涯学び続けることの楽しさを伝え、健やかな暮らし
を応援するとともに、高齢化など類似の課題を有する近隣団体等との人材交流
による学習分野の広がりを目指す。

5 危険看板設置事業 柳島町内会 136
地域の危険箇所に看板を設置し、注意喚起の促進と危険箇所の判断が容易と
なることで、子どもたちの安心・安全指導に役立てる。

6
地域文化交流と10周年記
念事業

大輪の会 397
地域住民の高齢化、人口減少等により文化の継承が危ぶまれる中、民謡の踊
りを学び推進することを目標とし、地域に出向くことにより、区の活性化を図る。

7
原地区集落ネットワーク圏
活性化プラン作成事業

原地区協議会 450

原地区における将来的な集落のあり方等を示す「原地区集落ネットワーク圏活
性化プラン」の策定に向け、地区住民、関係団体によるワークショップを重ね、
住民の生活実態、地域ニーズ、地域課題等を把握するなど、本格的な計画策
定に資するための予備的調査を行う。

8 岩神城址　遊歩道整備事業 岩神町内会 400
岩神城址までの遊歩道の急傾斜地に擬木の階段を設置することで、現地まで
の遊歩道の安全を確保し、地域の活性化を目指す。

9 泉　棚田の稲ほたる祭事業 泉町内会 450
山村の魅力の情報発信と協働、自然の恵みへの感謝、集落の連帯感の創出、
次世代への継承を目的に、棚田に1,300個のキャンドルを灯し、コンサート等の
イベントを実施する。

10 地域づくり事業
特定非営利法人牧振興
会

360
地域づくり啓発活動、東京牧村会との交流、冬季スポーツ講座の開催により、
元気のある地域を目指し、すこやかに暮らせるまちづくりに取り組む。

11
盆おどりの伝統を継続する
事業

高尾夏祭り実行委員会 450
地区に伝わる盆踊りを継承しながら、帰省者にそろいのゆかたを着ていただ
き、交流と意見交換をすることで地域活性化を図る。

12
クロスカントリースキー夏期
トレーニング環境増強事業

牧クロスカントリー
スキークラブ

406

小中学生のクラブ員が年間を通し活動中であるが、新規加入者があったことと
既存のローラースキーの老朽化により安全が確保できないことから、夏期ト
レーニング用に新たにローラースキーを購入・配備し、冬期シーズンに向けて成
果を上げる。

13
塩の道上牧古代詞の保存
と観光地域交流事業

上牧町内会 400
上牧町内会では、塩の道、上牧古代詞の保存に努めており、案内看板等を作
製することで、保存、周知を行い、上牧に観光に訪れる方の増加を図る。

14 牧剣友会健全児童事業 牧剣友会 400
子どもたちの体力の向上及び礼儀作法の習得などを目的とし30年以上活動を
続けている。新たな指導者用の防具を購入し、子どもたちの士気を高め、効果
的な指導を図る。

追加
1

牧愛好会活動活性化事業 牧愛好会 46
ママさんバレーチームのユニフォームを新調することによりチーム団結を強め、
大会での好成績につなげるとともに、仲間の親睦を深め、健康増進を図る。

追加
2

牧フレッシュガールズ夢☆
感動事業

牧フレッシュガールズ 40
小学生バレーボールチームの技術向上と仲間づくりを図り、大会での上位入賞
を「夢」とし、チーム一丸となって練習に励むため、ボール及びかごを購入し練
習環境を整える。

追加
3

地域の交通安全対策事業
牧区地区協議会連絡会
議

103
LEDセーフティベスト及びLED合図灯を購入し、地域の防災や各種イベント等
で、交通整理や参加者誘導に役立て、安心・安全を守る。

5,100

1
柿崎まちづくりカレンダー作
製事業

柿崎まちづくり振興会 485
柿崎区内における各行事の参加意欲を高め、一体化した地域の醸成を図るた
め、行政や関係機関の主な行事、地区及び町内会の主な行事を記載したカレ
ンダーを作製する。

2

かきざき湖八重桜広場(愛
称)(柿崎川ダム第三土捨
場)の八重桜の植樹作業及
び管理用道路整備事業

ガンバ米山 695
かきざき湖八重桜広場（柿崎川ダム第三土捨場）を観光の名所とすべく、八重
桜を植樹し整備する。

柿崎区

（配分額）
7,300千円

牧区

（配分額）
5,100千円

小計

小計

11 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

3
柿崎夕日フェスティバル事
業

柿崎夕日フェスティバル
実行委員会

642
柿崎区の観光資源を生かし、住民に本格的なフラダンスなどを提供し楽しんで
もらうことにより、地域の活性化を図る。

4 ドーム周辺花いっぱい事業 花うえの会 280
かきざきドーム周辺の花壇に花を植えてきれいにし、訪れる人たちの心のオア
シスとなる施設にするとともに、他の花うえグループとの交流を通じて植栽技術
を高める。

5
黒川・黒岩分館協議会
広報・文化活動促進事業

黒川・黒岩分館協議会 368

柿崎地区公民館黒岩分館にノートパソコンやプロジェクター、デジタルカメラ等
の備品を購入し、それらを用いて各種講座の開催や黒川分館協議会だよりの
発行等の活動を行うことにより、地域の活性化や黒岩分館協議会の活動内容
を地域に周知する。

6 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 1,000
地域のよりどころであった黒岩小学校の閉校を機に、地域に交流の場と活力を
生み出すため、黒岩小学校のグラウンド整備、黒川・黒岩ふれあい祭り、そば
打ちなど、地域の方々が参加できるイベントを開催する。

7
密蔵院周辺の整備および
米山登山道古道整備事業

米山と密蔵院を結ぶ
ふれあいパークの会

135
米山登山道古道及び密蔵院周辺の草刈りや倒木排除、道標設置等の整備を
行うことにより、地域住民の憩いの場を作るとともに、県内外からより多くの観
光客の来訪を図る。

8

ご当地「ゆるキャラ」景家く
ん花ちゃんの振付募集とア
ピールによる地域活性化事
業

柿崎商工会 347

柿崎区のイメージキャラクター「景家くんと花ちゃん」のイメージソングに合わせ
た振付を募集し、決定した振付をイベント等で活用することによりキャラクターの
イメージアップを図り、更なる柿崎区のアピールにつなげ、誘客、交流観光の拡
大等地域活性化を目指す。

9 親子教養講座事業
上越市立柿崎中学校ＰＴ
Ａ

496
地元新潟県の太鼓芸能集団である「鼓童」の豊かな音楽経験に触れる機会と
し、以後の音楽活動への興味・関心を培う。また、質の高い演奏に触れ、地域
の方や保護者と感動を共有する。

10
柿崎区交通安全協会　活動
促進事業

上越市交通安全協会
柿崎支部

854
柿崎区内の交通安全協会統一のジャンパーや帽子を購入し、協会員が着用し
て活動することにより交通安全や防犯体制の強化を図る。また、交通安全や防
犯意識を啓発するのぼり旗を作成・設置し、安全意識の高揚を図る。

11
柿崎わいわい学び愛・・地
域づくりコンシェルジュ事業

柿崎わいわいしゃべろう
会

1,000
柿崎の元気づくりと、安心安全な住まいにするための取組を通じて、コミュニティ
づくり（人のつながりを円滑にする）と地域力アップを目的とした「東北視察研修
交流会」「かきざき映画祭2016」を実施し、その後、活動記録集を作成する。

追加
1

上下浜小学校金管バンドの
継続・発展事業

上下浜小学校金管バンド
を育む会

549
金管バンドの継続のため、老朽化が進んでいる楽器や衣装の買い替え等を行
い、活動を継続することで、児童の音楽活動への興味や関心を養う。また、地
域イベントへの参加によって地域活性化に寄与する。

追加
2

柿崎区ゲートボール協会活
動促進事業

柿崎区ゲートボール協会 125
放送器具を整備して活用することで、競技や研修の場をよりよいものとし、競技
者相互の交流の活性化や健康増進を目的とする。

追加
3

柿崎小学校創立40周年記
念講演会事業

柿崎小学校創立40周年
記念事業実行委員会

324
記念事業として、講演会を児童、保護者、地域の方々を対象に行うことで、講演
の内容を参加者で共有し、地域、家庭、学校間で児童の健全育成のための連
携を今まで以上に推進する。

7,300

1
「大潟区をフラダンスで笑顔
に」事業

マカリカフラ大潟 382
日頃の活動内容を地域住民に周知するとともに、フラダンスを楽しんでもらう事
で、世代間の交流や地域の活性化につなげるためフラダンス体験講座を開催
する。

2
子どものネットトラブル防止
事業

大潟の子どもを育てる会 55
大潟区の子どもたちの保護者を対象に、ネットトラブルやモバイルツールが子ど
もに与える影響などを題材とした講演会を開催し、保護者の認識度を向上させ
ることにより子どもたちのネットトラブル防止につなげる。

3
健康づくり、仲間づくり（ス
カットボール購入）事業

大潟区老人クラブ連合会 218
競技を通じて健康づくりや仲間づくりを推進するため、スカットボールの用具を
購入し、各老人クラブに配置する。各クラブで競技を行うほか、毎年開催してい
る大潟区老人スポーツ大会でも競技を行う.

4 生活改善申し合わせ事業 まちづくり大潟 145
大潟区では日常生活の改善を基盤とする「まちぐるみ運動」の一つとして見舞
いや葬式のお返しは、心をお返しして、物品のお返しをしない運動を推進してい
るが、現在葬儀で使用している案内看板が老朽化したため、更新を行う。

5
小山作之助の功績を称える
事業

まちづくり大潟 399
大潟区出身の小山作之助の功績を称える資料室の整備と展示する資料等の
収集を行う。併せてパンフレットを作成し、広く市内外に作之助の功績を周知す
る。

6
地域における大潟町小学校
金管部の演奏支援事業

大潟町小学校後援会 1,000

大潟町小学校金管部は楽器不足のため入部制限を行っているが、入部を希望
する全ての児童の夢をかなえるため、老朽化している楽器を更新する等不足の
解消を図る。今後も児童が、学校行事や地域のイベントに参加し演奏すること
で、芸術・文化の振興につなげる。

大潟区

（配分額）
7,100千円

小計

12 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

7
かっぱ祭りで地域交流を活
発にし、皆を元気にする事
業

海音鼓 481
かっぱに由来した緑を基調とした法被を作製し、区内外のイベントで着用するこ
とにより、かっぱ祭りのPRを行う。また、介護施設等での演奏時にも着用し、利
用者からかっぱ祭りの雰囲気を体験、生きる活力としてもらう。

8
犀潟町内「三等三角点・雪
穴跡」案内看板の設置と周
辺整備事業

だいばま会 610
犀潟町内の保安林内の「三等三角点」「雪穴跡」の経緯や意義を紹介し後世に
語り継ぎ、地域資産を生かすために案内看板を制作しそれぞれ設置し、管理を
行っていく。

9 海岸浸食目印石碑事業 潟町町内会 97
昨年海岸浸食目印石碑を設置したが、今後も海岸浸食問題の重要性を認識
し、取り組みを後世に伝えるため、石碑の説明看板及び案内看板を設置し管理
を行っていく。

追加
1

町内会館トイレ改善事業 雁子浜町内会 650
雁子浜町内会館トイレ便器３台を和式から洋式に改修し、高齢者や障がい者を
はじめ利用者が快適に施設を利用できるようにする。

追加
2

大潟地区盆栽水石、さつき
同好者研さん向上、親睦交
流事業

大潟盆栽水石愛好会 343
盆栽やさつきの展示会、講習会で使用するテーブル20台を購入し、今後の活動
で活用することで、緑による地域の振興を図る。

追加
3

大潟読書普及活動事業 大潟の子どもを育てる会 200
コミプラ１階インフォメーションコーナーに本棚３台を設置し、寄贈本を配置する
ことで、子どもや保護者が気軽に読書できる環境を整備する。

追加
4

早寝・早起き・朝ごはん運動
の推進事業

大潟町小学校後援会 240

昨年度、大潟町小学校でを作成し保護者に配布したところ、大変好評であった
「朝ごはんレシピ集」を3,000部増刷し、園児や中学生の保護者へも配布を行う
とともに、区内の保健指導や料理教室に活用することで、子どもはもとより地域
住民の健康増進につなげていく。

追加
5

「火防地蔵尊とその伝説を
後世に伝え防火意識の普
及啓発を行う」事業

火防地蔵尊保存会 1,006
地域の伝承文化である火防地蔵尊を後世に伝え守るため、傷みの激しいお堂
を修理する。なお修繕は3か年計画で実施する。

追加
6

潟町町内会環境整備事業 潟町町内会 246
自走式草刈り機を1台購入し、町内会館周辺や赤道沿道、空き家の草刈りを行
い、地域の環境整備の改善を図る。

追加
7

「鵜ノ池のかっぱ伝説」の看
板設置事業

まちづくり大潟 681
県立大潟水と森公園内に 「大潟かっぱ祭り」の基でもあり、地域で語り伝えられ
ている「鵜ノ池かっぱ伝説」の看板を設置し、大潟区を訪れる人々に伝説を感じ
てもらい、地域活性化につなげる。

追加
8

地域を支援する活動 まちづくり大潟 187
まちづくり大潟の法被やジャンバーを作成し、スタッフが活動する際に着用する
ことで、団体の活動をアピールし、地域の理解を得ることで地域の活性化、活力
向上につなげていく。

6,940

1
頸城区のまちづくり情報発
信力向上事業

特定非営利活動法人　く
びき振興会

1,000
高速デジタル印刷機のリース継続・一般開放により、まちづくり情報発信力の大
幅な向上を図る。

2
頸城区を吹奏楽の演奏で
活気づける事業

頸城中学校後援会 980
頸城中学校の吹奏楽部への支援（個人所有や他校からの借用で対応している
楽器を購入して、頸城中学校に貸し付け）により、子どもの健全育成及び世代
を超えた活動活発化と地域で子どもを育てる機運の醸成を図る。

3
健康増進事業（ファミリー
ウォーキングとレクレーショ
ン）

ＮＰＯ法人　ユートピアく
びきスポーツクラブ

140
家族で参加するウォーキングを開催し、心身の健康増進及び世代間交流を図
る。また県立自然公園周辺の散策を通した、地域の環境に対する認識の深化と
郷土愛の醸成を図る。

4
冬期区民スポーツ大会開催
事業

頸城体育協会 140
冬期間にインドアスポーツ大会を開催することにより、冬期の運動不足解消・健
康増進と地域間・世代間交流を図る。

5
レールパーク施設安全対策
事業

特定非営利活動法人くび
きのお宝のこす会

1,466
レールパーク内の損傷した防護柵塗装修繕及び劣化した枕木の交換により、
軽便車両公開・体験乗車の来客の安全強化を図る。

6
沖縄教育文化親善交流事
業

沖縄めんそーれの会 310
50年間頸城区と交流のある沖縄から舞踊団を招へいして記念公演を開催し、
頸城区と違った風土や文化に触れる、文化交流の機会を提供する。

7
頸城区観光協会の写真コン
テスト事業

頸城区観光協会 120
頸城区の自然・歴史・文化遺産を対象に写真コンテストを開催し、頸城区の魅
力を区内外に発信して来訪客の増につなげる。

8 頸城区の環境整備事業 頸城中学校後援会 600
グラウンドや公園の除草のための乗用草刈機を購入し、区内の小中学校に貸
出しすることで、子どもから高齢者までが世代を超えた交流ができる場として整
備し、生活環境の向上を図る。

頸城区

（配分額）
7,100千円

小計

13 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

9
雁金城跡及び周辺の史跡
保存、整備、併せ会員の知
識の向上の事業

雁金城跡保存会 1,030
雁金城跡と周辺の史跡を整備、保存し会員の親睦と知識の高揚を図り、多くの
市民が参画することで地域振興に貢献する。

10 青少年育成事業 頸城大瀁少年剣道部 518
子どもたちの剣道の防具（胴）を購入し、試合や稽古に使用することで、技術の
向上のみならず、礼節をわきまえた心身の成長が見込まれる。

追加
1

頸城区民のための文化振
興事業

くびき文化協会 600
区内全世代を対象とした、日本伝統楽器の生演奏会を開催し、芸能文化の再
認識と心の豊かさの育成を図る。

6,904

吉川区

（配分額）
5,700千円

1
吉川三大枝垂れ桜を維持
管理事業

吉川三大枝垂れ桜を守る
会

853

　吉川区源地域の三大枝垂れ桜は、樹齢300年以上で、毎年県内外から多くの
見物客が訪れている。昨年実施した樹木医による診断結果に基づき、３本の枝
垂れ桜のうち１本について、樹木医による治療を行うとともに、三大枝垂れ桜の
周囲の環境整備を行うことで、地域の財産であることを再認識し、末永く桜を守
り育て、観光入込による地域の活性化に寄与する。また、美しいものを愛でる夢
を未来につなげていくことを目指す。

2 吉川区みんなの安心事業
吉川区町内会長連絡協
議会

1,294

　近年は大規模な自然災害が頻繁に発生している。また、柏崎刈羽原子力発
電所で原子力災害が発生した場合に、区内全域が避難準備区域に含まれてお
り、常日頃から避難に備える必要がある。しかし、高齢化率が35％を超え、中山
間地域では人口減少も著しいことから、区町内会長連絡協議会が中心となり、
災害発生時に素早く避難できるように非常用持出袋を全戸に備え、日常的に防
災意識の向上を図るとともに安心感を醸成する。

3
三夜まつりグレードアップ事
業

吉川観光協会 432

　吉川観光協会では、お盆の一大イベントとして、帰省客や観光客等も含めた
にぎわいの場を創出する事業として、平成23年から「吉川三夜まつり」を実施し
てきている。５年を経過した今日、内容等を検証し一層のにぎわいを創出できる
ようグレードアップを図るため、まつり関係用品の購入、地元出身演歌歌手など
によるイベントを企画し、今後も継続的に発展させ、伝統・文化の伝承を図り、
地域活性化や地域経済の伸展等への貢献を行う。

4
上越文化会館と連携した文
化活動による地域活性化事
業

夢をかなえる会 95

　上越文化会館の自主事業と連携し、吉川区だけではなかなか実現できない、
レベルの高い演劇公演について観劇ツアーを実施し、バス送迎をすることによ
り、交通弱者と言われる高齢者の方々に参加しやすい環境を提供することで、
地域の活性化に大きく寄与する。

5 長峰城４００年記念事業 越後長峰城址保存会 980

　長峰城本丸遺構の特色部分の樹木伐採を行い、土塁と空堀等の「見せる化」
により、城の成り立ち等が具体的に理解できるようにする。また、長峰城・長峰
藩関係資料とともに、大胡城と長岡城関係資料等もパンフレットに掲載する。さ
らに、城主・牧野忠成の前居城である大胡城跡探訪ツアーを実施する。これら
の事業により、長峰城址と周辺地域への来訪者や施設利用者が増加し、地域
の活性化につなげる。

6
パラグライダー記念大会賑
わい創出事業

尾神岳スカイスポーツエ
リア運営委員会

980

　本年6月4・5日に、尾神岳スカイスポーツ大会実行委員会の主催で、新潟県
知事杯パラグライダー大会30回記念大会が開催される予定である。特に今回
は記念大会として泉田県知事や招待選手等を招くなど、地元をはじめ全国から
多くのフライヤーに呼びかけ、大きな大会を目指している。この機会を逃すこと
なく、吉川区や上越市民から尾神岳を訪れてもらい、にぎわいを創出することに
より、スカイスポーツの振興に寄与し、吉川区・上越市のPR効果等を図る。

7 各種体験拡充事業
越後田舎体験よしかわ里
山倶楽部

398
　各種体験事業のニーズが高まる中、その受入れに欠かすことができない指導
者等の人材養成や、体験に必要な農具、指導マニュアル等を整備することによ
り、事業の拡充を図り、地域の活性化や経済活動の活性化につなげる。

8 れんげ祭りコンサート
下町れんげ祭り実行委員
会

90
　れんげ畑の一角を会場に「れんげ祭りコンサート」を開催することにより、この
地に住んでいる豊かさを実感し、れんげの特性を学習し地球環境保全について
考えるとともに、地域の活力を創出する。

9 吉川酒づくり伝説歴訪事業 まちづくり吉川 578

　吉川が誇る、先人が築き上げた酒造りの伝統文化を継続するため、冊子「吉
川の酒伝説（仮称）」を作成し、尾神トンネルや酒造りの匠８人の石碑のパネル
作成をする。さらに酒にまつわるツアーを実施し、同時に開催される「酒まつり」
の集客強化を図る。

5,700

1
みんなの集う二本木駅の活
用と憩いの場・地域力発信
拠点整備事業

中郷観光協会 1,300

昨年度地域活動支援事業で改修を行った二本木駅旧待合室の喫茶コーナーを
活用するため、テーブルや椅子、中郷区のPR映像を映すためのモニターなどを
整備する。また、二本木駅で行うイベントの為に簡易テントを整備する。さらに、
二本木駅への来場者のための案内看板作成・設置を行う。

2 「縄文の郷」具現化事業 縄文の学校 241
縄文時代を学ぶための講演会や、縄文土器づくり、縄文食づくりなどの体験講
座を実施する。また、県内の歴史研究団体との交流を行う。

3
自主自立を目指す地域づく
りサポート事業

特定非営利活動法人
中郷区まちづくり振興会

900

地域資源開発事業として、二本木駅に北国街道ウォーキングや昨年度改修し
た「なかごうさとまるーむ」を活用したイベントを行う。次世代育成、青年会事業
としてベスト・及びテントを購入し、勧誘イベントを実施するとともに、区内の各種
イベントに参画する。高齢者ふれあい事業として、なかごう四季の会のユニ
フォーム・テントを購入し、おもてなしイベント・ツアーイベントを開催するととも
に、各種イベントに参画する。また、高齢者のひきこもり防止を兼ねた区内行事
を掲載したカレンダーを配布する。

中郷区

（配分額）
5,600千円

小計

小計

14 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

4
「地域に感謝」子供達が思
いを体で伝えるワークショッ
プ開催事業

中郷の子どもを育てる会 150

中郷中学校では、地域参画事業として学年ごとに各事業に参画している。３年
生になると集大成として夏まつりのダンスを披露するが、少し個性の希薄さ等が
表れている。体で表現する喜びや地域に対する思いを体や声に出すことで、具
現化できる事を再確認するとともに、意識を向上させ、その楽しさを学ぶことを
目的とする。

5
みんなで作るきれいな中郷
事業

特定非営利活動法人
中郷区まちづくり振興会
生活環境部

80
中郷小・中学校各学年の生徒たちから自然環境を守るポスターを描いてもら
い、区内に設置する。

6
クロスカントリースキーを通
じた子どもの健全育成事業

中郷ジュニアXCスキー育
成会

318
スキー大会時のワックス選定に使用するテストスキー及び、ワックステントで作
業するスタッフの手を止めることなく情報の発信や受信が可能になるよう無線機
用タイピンマイクを整備する。

7
芸能活動による地域活性化
事業

アロハ中郷 122
フラダンスを通じて地域活動の活性化と福祉施設慰問活動を通して、ボランティ
ア精神の向上を図る。

8
地域美化と地域資源を生か
したまちづくり事業

中郷商工会　青年部 995

二本木駅を中心とした地域の活性化のために、看板及びのぼり旗を整備する。
また、イベント時に使用するテントの整備、地域住民や中郷区に来訪する観光
客に対して、ゴミのポイ捨てを禁止する看板を設置することで、区内の環境美化
を図る。

9
今も名残がのこる二本木・
松崎宿を未来へつなごう事
業

二本木・松崎宿保存研究
会

360

宿場のPRとしてのぼり旗を整備すると共に、過去に作成した中郷区史跡案内
図を増刷する。また、北国街道史跡巡りツアー、講演会・学習会を開催する。冬
季には、雪灯篭で灯りの宿場を実施する。あわせて史跡文献等の調査を学術
機関等の監修を得ながら研究を進める。また史跡への案内看板を設置する。

10
環境保全に取り組む子ども
の育成事業

中郷小学校PTA 500
子どもたちが、楽しく科学実験や環境パフォーマンスを見ることで、環境問題や
自然環境の大切さについて興味をもってもらえるよう、講演会を開催する。

11 みんなのフラワーガーデン 江端町内会 185
これまで整備してきたフラワーガーデンに、現在移植してある草花と新たに四季
彩豊かな花を移植する。

12
西部地区高齢者支援お楽し
み買い物ツアー事業

岡沢老人クラブ松寿会 230
高齢者に買い物の楽しみを提供し、高齢者が社会から孤立することを防ぎ、生
き生きとした生活を送るために、買い物ツアーを実施する。

追加
1

中郷区チャレンジウィーク
（あいさつ運動）事業

中郷区立さとまる学校 119
昨年度実施した事業を拡充するため、新たに小旗を作成し、区内に配布するこ
とで、中郷区全体でチャレンジウィークに取り組む機運を醸成する。

追加
2

子供・地域住民の安全と、
健全な育成を図る事業

稲荷山町内会
子供育成会

100
稲荷山地区を拠点として安全標語看板を作成・設置し、子どもたちの防犯意識
の向上を図るとともに、稲荷山地区を通行する方の安全運転をサポートする。
また、プランターに花を植え、地域美化活動を実施する。

5,600

1
山寺薬師本堂屋根改修事
業

東山寺自治区 1,500

新潟県指定文化財の山寺薬師三尊像を蔵する山寺薬師本堂の屋根を改修し
て、来客に安心・安全・おもてなしの心を提供し、この地の伝統・文化を継承して
地域発展に寄与する。また、改修後には、パンフレットを作成して宣伝・アピー
ルをする。

2
絆の森づくり事業（地すべり
災害跡地復興事業）

国川自治区 966
地すべり災害跡地の再生に向け、樹木などを植栽する。植栽活動にあたって
は、地域住民のほか、幅広くボランティアを募ることにより、世代や地域を越え
た交流と絆を深める。

3
箕冠城址（公園）の利活用
及び４４０年祭事業

山部地区連絡協議会 309
箕冠城址公園の利活用と保存を図るため、パンフレットによる広報活動を行う。
また、箕冠城址公園祭りを実施し、広く交流を深めることにより、地域の活性化
を図る。

4
玄藤寺池あやめの里創出
事業

あやめを愛する会 256
玄藤寺池あやめの里を安全・安心に観光できるよう、ベンチとパイプハウスを設
置し、安全柵設置場所に芝の種まきを行う。また、経済交流人口の拡大を図る
ため、あやめ祭りなどを行う。

5
板倉地域小学生バレー
ボール振興事業

グリーンファイターズ 359
バレーボールの器具・備品などを更新して活動環境を整備し、バレーボールを
通じて子どもの健全育成及びスポーツ振興を図る。また、板倉ふれあいまつり
にＰＲブースを出展したり、チラシを配布してクラブ活動のＰＲを図る。

6 みよしの里美化整備事業 みどりやすらぎグループ 500

ゑしんの里やすらぎ荘周辺の河川の法面に芝桜を植栽し、観光地としての確立
を目指す。植栽作業は、地元の中学校の生徒にも参加してもらい、子どもたちと
地域住民との交流を図るとともに、子どもたちの自然・植物・景観に対する関心
を深める。

7
地域の観光案内看板設置
個所の舗装事業

寺野地区活性化推進委
員会

408

観光案内看板前の整地と乗り入れ部の舗装をして車の駐車等を可能にするこ
とで、観光案内看板や自然豊かな寺野地区の景観を安全に楽しんでいただけ
るようにする。また、看板の前にパンフレット収納ボックスを設置して、より一層
寺野地区のＰＲ活動を進める。

8
針観音堂３３年御開帳関連
整備事業

針町内会 354
平成３０年に予定されている観音堂３３年御開帳に向け、観音堂外部周りの補
修、灯籠揃えのミニ灯籠を用いた復元を行い、準備を進め、貴重な伝統文化を
継承する。

板倉区

（配分額）
6,400千円

小計

15 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

9
高齢者健康寿命向上地域
活動事業

板倉区カラオケ達者会 380
板倉区内の高齢者の健康寿命を伸ばすことを目的に、板倉区内の町内会館、
公民館等を会場に「健康講座・健康体操・腹式呼吸による名曲全員合唱会」を
実施する。

10 聖の岩窟線整備事業 栗沢町内会 568
聖の岩窟へ通じる道路を、砂利の飛び散り防止や路面の保護のため、部分的
にコンクリート舗装し、安全に通行できるようにする。また、来訪者を案内し交流
を行う。

11 上筒方集落絆の継承事業 上筒方親睦会 800
上筒方集落の絆を次世代またその次の世代へと継承するきっかけと、集落出
身者の元気と活力を生み出すため、記念碑の建立を行う。また、集落の散策を
通して、上筒方集落の境界や山林などの財産を語り継ぐ。

6,400

1
地域防犯力・環境意識向上
活動事業

平成町内会 468
地域住民の防犯意識及び環境への意識向上を図るため、定期的な防犯パト
ロールの実施、防犯教室等の開催を行うとともに、地域内の防犯灯のＬＥＤ化を
図る。

2
グランドゴルフ体験支援事
業

ＮＰＯ法人清里まちづくり
振興会

91
グランドゴルフ用具を整備し、子どもから高齢者までの幅広い世代間の交流促
進と地域住民の健康増進を図る。

3
白看板城址山道舗装工事
事業

荒牧狼煙を上げる会 970
白看板城址への急勾配の山道を整備し、見学者及び狼煙上げイベント時の利
便性を高めるとともに、歴史遺産の保全を行う。

4
高齢者の仲間づくりと交流
促進事業

ＮＰＯ法人清里まちづくり
振興会

240
高齢者の介護予防や認知予防の取組として、各地区においてふれあいサロン
を開催するほか、地区交流会、高齢者の健康増進に向けた講演会を開催す
る。

5
地域活動応援演奏振興事
業

清里中学校後援会 496
老朽楽器チューバを更新し、区内各種イベントでの演奏を継続的かつ積極的に
行い、イベント参加者と中学生との交流拡大を図る。

6
ペルセウス座流星群を楽し
む清里スターフェスティバル
事業

天文指導協力員会 760
星空観測会、星空コンサート、親子での天体観測等を開催し、星のふるさと清
里区を広くＰＲするとともに、青少年の健全育成に寄与する。

7
清里区観光振興・施設活用
事業

きよさと観光交流協会 860
坊ヶ池観光施設再生に向けた調査・検討を行い、今後の有効活用の方策を探
るとともに、各種イベントの開催、観光情報を多方面に発信し観光による地域振
興を図る。

追加
1

古民家で生の演奏を楽しむ
事業

稲文字の里棚田実行委
員会

89
古民家においてヴァイオリンとギターの演奏会を開催し、古民家の利活用によ
る地区住民の生きがいづくりの創出と交流（ふれあい）の場を確保する。

追加
2

龍神太鼓後継者育成支援
事業

きよさと龍神太鼓の会 686
清里区内外で活躍している「きよさと龍神太鼓の会」で使用している太鼓の両面
張替、同太鼓台座の整備を行うとともに、中学生用の半纏をそろえ、後継者の
増加を図り、伝統芸能の伝承を図る。

追加
3

清里中学校生徒による清里
ＰＲ事業

清里区青少年育成会議 120
清里中学校生徒が主体となり、ドローンを用いて清里区内10か所の名所旧跡、
イベント等の撮影を行い、撮影された動画を講師の指導により編集し、インター
ネット等を利用して清里区のＰＲを行う。

4,780

1
～桜による里山保全と地域
交流促進～里山”桜”植樹
プロジェクト事業

桑曽根自治会 245
里山の景観保全及び学びや地域の交流の場を創設することを目的に、桜を地
域住民総参加により植樹し管理を行っていく。

2
夏祭り（八朔祭り）における
伝統芸能の伝承を図る地域
活性化事業

井ノ口町内会 357
老朽化した音響設備や衣装を更新し、伝統芸能である「三丈古代詞」などを伝
承する機運を高め、住民が自主的に夏祭りの運営に参画し、町内の活性化を
図る。

3 昔話読み聞かせⅡ事業 三和お話クラブ 129
CATV「お話あったてんがの」の昔話24話をパワーポイントで画像付台本を製作
し、新しい読み聞かせを行う。また、絵本タイプの永久保存版を作成し、小学校
へ寄贈して身近な昔話を伝承する。

4
越後さんわ音頭継承普及
事業

越後さんわ音頭継承普及
会

210
地域の住民や三和区出身者から親しまれてきた「越後さんわ音頭」の踊り方
を、わかりやすく解説・説明を加えたDVDを作成し継承普及を図る。

5 続三和の名所を学ぶ事業 三和まなびの会 297
会員研修や講師を招いての現地研修会を開催するとともに、三和区の名所マッ
プを作成し市民にアピールする。

6
大型ワンタッチテントの充足
事業

NPO法人三和区振興会 1,490
大型ワンタッチテントを充足することにより、町内会等の各種団体の無償利用を
拡充し、経費や管理業務の節減を図る。

小計

小計

清里区

（配分額）
5,300千円

三和区

（配分額）
6,100千円

16 



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
採択額

（単位:千円）
事業内容

7
スポーツ備品整備によるス
ポーツ普及と人材育成事業

NPO法人さんわスポーツ
クラブ

686
住民からの要望が強いニュースポーツの備品を整備し普及に努めるとともに、
指導者の育成を図る。

8
”越柳雨乞い地蔵”看板設
置事業

越柳自治会 310
市の登録文化財である雨乞い地蔵をより多くの市民に知ってもらえるよう、案内
看板と説明看板を設置し、地域の歴史的文化遺産を守るとともに地域の発展に
寄与する。

9
上江用水路世界かんがい
施設遺産登録記念事業

上江十二ケ村用水組合 541

「上江用水」が世界かんがい施設世界遺産に登録されたことを記念し、記念碑
及び説明案内看板を設置することにより、先人たちの努力を将来にわたり称え
るとともに、児童の学習の場として活用するほか、市民の農業施設への理解醸
成図る。

10 さんわ夏祭り事業 NPO法人三和区振興会 1,041
三和区の一体感の醸成と活性化を図るため、昨年開催し好評だった夏祭りを継
続開催する。

3次
1

指定文化財保全事業 番町自治会 450
市の指定文化財である「川浦代官所跡」の石碑台座や案内看板等が老朽化し
ているため修繕し安全性を確保するとともに、歴史的文化遺産を守り地域の活
性化に資する。

3次
2

三和婚活支援事業 地域を大切にする会 135
男女の出会いのきっかけを創出するため婚活パーティーを開催・支援し、定住
人口の増加を図る。

5,891

1
名立区いきいきサロン運営
事業

名立区いきいきサロン運
営協議会

470
名立区内9地区において、地域の高齢者の閉じこもり防止、健康維持や介護予
防を目的に、運動や茶話会などを行う、いきいきサロンを実施する。

2 ２０１６名立篠笛講座事業 名立篠笛同好会 119
名立区に伝承される芸術や文化を後世に伝え、また施設利用者の福祉の増
進、地域の活性化に寄与するため、講座の開催、区内の福祉施設や名立駅等
でのボランティア演奏を実施する。

3
2016名立駅マイ・ステーショ
ン作戦～トキ鉄2年目のマイ
ステーション名立駅！～

名立駅マイ・ステーション
作戦実行委員会

331
名立駅の利用促進と名立駅を拠点とした地域活性化に向けた取組みを進めて
いくため、名立駅の環境整備と情報発信、名立を知る場としての活用、たよりの
発刊、イベント等を実施する。

4
名立区赤野俣町内会地域
活性化事業～赤野俣イルミ
ネーションロード～

赤野俣町内会 305
区外からの人の呼び込みや、地域の活性化を目的に、昨年度から町内会各戸
にイルミネーションを飾り、イベントを実施しており、今年度はイルミネーションを
増やし、継続実施する。

5
日本海夕日ライン～久比岐
里神楽共演会事業

久比岐里神楽共演会実
行委員会

702
伝統芸能である神楽を伝承し、地域内外に広く伝えることを目的に、名立里神
楽保存会と桑谷神楽伝承会、能生森本舞楽会の共同による、里神楽共演会を
実施する。

6 2016年　ふるさと交流事業 不動森あげ米かい 314
市内をはじめ近隣市町村、都市住民の方々から不動地域に訪れていいただ
き、交流を深めることを目的に、「観賞そばの育成」や「不動ミニキャンドルロー
ド」を実施する。

7 名立区住民福祉会事業 名立区住民福祉会 435
住民主体による地域福祉の促進・充実を目的に、福祉フェスタの開催や、福祉
ガイドブックの作成を行う。

8
名立区老人クラブ創設５０
周年記念事業

名立区老人クラブ創設５
０周年記念事業実行委員
会

254

名立区にある、4地区の老人クラブの内の1つが、創設から50周年を迎えるにあ
たり、老人クラブの活性化による地域活性化や地域への貢献を目的とし、名立
区の老人クラブ全体で記念輪投げ大会や、記念の集いを行う。
また、老人クラブの活動周知と会員の増加を目的に50周年の記念誌を作成す
る。

9
ふるさと不動地区・水源の
森創造事業

不動を創る会 600
地域の活性化等を目的とし、不動地区の水源地の森林地帯について、新たな
活用方法を創造するため、講師を招き、学習会やワークショップを開催する。

追加
1

名立谷浜IC周辺に水仙を
いっぱい咲かせて、上越市
にお越しになる皆様をお迎
えする事業

NPO法人　名立の100年
後を創造する会

368
名立区を訪れた人にまた来たいと思ってもらえるよう、上越市の西の玄関口「名
立（名立谷浜IC）」周辺に水仙を植樹し景観を整えることで、交流人口の増加を
図る。

追加
2

名立機雷爆発事件記録に
よる平和を願う学習推進事
業

「名立・平和を願う日」実
行委員会

669
63名の尊い命が一瞬にして失われた、1949年の名立機雷爆発事件について、
次の世代である子どもたちに伝承することを目的に、体験者の証言をまとめた
証言記録の冊子を作成する。

3次
1

名立区サッカー/フットサル
普及推進事業　～家族みん
なでフットサルを楽しもう！
～

FCしょんだにUtd 485

同じスポーツを親子で共に行うことで家族とのふれあいと絆を深める。
また、区内の子どもたちが気軽にサッカーやフットサル競技ができる環境を整え
ることで、将来の名立区のサッカー・フットサル人口の増加とレベルの向上を目
指す。

5,052

177,482合計

小計

小計

名立区

（配分額）
5,200千円
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項目 詳細 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

谷浜・桑取区の
子育て支援につい

て
今後の進め方を確認 審議 －

住民との
意見交換会

意見交換会の準
備

地域の女性との意
見交換会を実施

意見交換会の結果
を受け、課題整理・
まとめ

－

研修
研修内容、講師の
候補を協議

研修会の実施 －

平成２９年度 課題等の洗い出し －

平成３０年度
募集要項・採択
方針等の協議

募集開始

その他 諮問・報告事項 － 　※市からの諮問・報告事項等が随時入ります

【メモ】

平成２９年度　谷浜・桑取区地域協議会　スケジュール（案）

自主的審議

自主的審議のまとめ 地
域
活
動
支
援
事
業
募
集
説
明
会
の
開
催

地域活動
支援事業

地域活動支援事業の審査・採択 －

－

・自主的審議の

中で見えてきた

課題等を次年度

の活動に活かす

資料№３



　　　　　　　　区　　　分

№
2

町
内
会

№
5

交
通

№
6

そ
の
他

人
口
減
少
の
影
響

№
7

学
校

№
8

観
光

地域課題に関する意見集約表

谷浜・桑取区の自主的審議事項「子育て支援について」で委員から出された意見と「谷浜・桑取地区町内会長連絡協議会との意見交換会」で出された意見を一覧として集約。

■地域課題の現状認識
内              容

子
育
て
支
援

人
口
減
少
の
理
由

№
1

地
域
内
の
雰
囲
気

地域の住民のつながりが少ない。

地区内で住めない、住みたくない理由がある。

子育てをしようと思っても、乳母車を押していられない雰囲気が集落内にある。

地域的な歴史からも物事の考え方が閉鎖的なことが多く見受けられる地域であると思う。そのために、生活
観や世代間の大きな価値観の相違などあり、都市部等に比べると他のものに関する過剰な干渉や独断的な批
判等が多く見受けられ、若者が自由に住みにくい地域となっていることが多い。それに関連する、嫁姑、小
姑問題も未だに根強いと感じられる。

各世代で暮らすと精神的負担が多くなる・・・町場育ちの人との意識の差が大きい。

魅力ある地域づくりがなされていない。

集落維持のための義務仕事が負担。（町内の行事等）

過疎化の要因としては、昭和40年代まではこの地区の大半の人が農業で生計を立てていたが、昭和60年代以
降は生活にかかる諸費用の上昇に農業による収入だけでは追いつかず、若い人たちは転業して土地を離れた
ことによる。農業離れはまだ終点ではなく途上です。

№
4

住
居

市街化調整区域等の関係で、住宅が自由に建てられないところが多い。

水洗トイレでない（リフォームは困難）。

借地が多く、若者は自分の土地に家を建てたいため、地域外へ出て行く。

№
3

雇
用

地域近郊に若者たちが働きたいと思う職場が殆どない。若者たちが働く場づくりがなければ、若者たちは住
みづらく、また家庭を築きにくいと思う。

親世代の仕事がない（近隣、市内に）。

交代勤務などで自宅から通いづらい。

公共の交通機関が十分に発達していない。
（子どもたちの通学、老人の通院等にかなりの支障をきたしており、保護者などかなりの負担となってい
る）

少子化の原因は生活環境の変化、人々の価値観の変化等によるもので、ここ数十年で数百年分の生活様式が
変化しました。それに対応していくべきです。

少子化で学校の児童数が少なく、複式学級や放課後の対応等問題点が多い。
（少人数のために子どもたちの教育に偏りが生じている。人間関係も少人数の中で固定されてしまい、十分
な人間関係性を育てる環境が作りづらくなっている。）

子
育
て
支
援
以
外
の
課
題

海水浴客は減少傾向であり、地域内でも海水浴に来る人が少ない。

№
9

自
然
・
農
地

桑取川の水量が不足し、漁業や農業に影響を及ぼしている。

農地が荒れた状態になっている。

参考資料



内              容

上越市全体で子どもたちと地域交流できる場所を作っていく。

世代間交流をもっと深め、構想していく。

地域が元気でなければ、子育て支援もできない。お年寄りが活発に、元気に暮らせるような取組が必要
である。（老人会の活動等）

定年退職者を対象にし、「第２の人生を楽しむ」場所として、移住を促す。

市街地、区外への通勤も苦にならない立地であることをＰＲする必要がある。

№
2

町
内
会

若い世代の意見を聞き、負担を軽減しながら町内行事が継続できる取組を行う。

№
3

雇
用

雇用の促進と安定化がまず第一である。

№
4

住
居

◎地区内の空家を見つけ、「低所得者層」に住んでもらう。（富裕層は無理）

イ、地区に人が住み付けば地区のにぎわい（活気）が出る。
　　子どもも増える→子育ても必要となる

ロ、空家を見つける人は専門職の不動産会社社員にお願いすれば出来そうだが、
　　利益団体なので、利益の出そうな所しか動かない。

ハ、地区の住民が行うと「個人のプライバシー」が守れるか問題あり。空家を
　　見つけるには「個人のプライバシー」が守れる人、又守らないといけない
　　人が必要です。

二、空家が見つかれば、インターネット等でＰＲできる。
　　（特別な人を除く対策は必要）

◎家を持ちたい、探している人へ空き家の情報を提供し、地域外への人口流出を防ぐ。

№
5

交
通

意見なし

№
6

そ
の
他

意見なし

№
7

学
校

上越市全体で学区を超えて児童が入学できるようになればと思う。

まずは地域住民から海水浴に来てもらえるようPRし、県内外へ発信していく。

人口が集中している都会にいる子どもたちに、上越地域の里山の美しいことをもっとＰＲしていく。

№
9

自
然
・
農
地

地域協議会、町内会長連絡協議会で連携を取り、桑取川の水量が減っている理由や現地確認を行い、今
後の方策を検討する。

各協議会（青少年健全育成会、谷浜・桑取地域振興協議会、谷浜町内会長協議会、南部協和会等）が数
多くあるがもっと一般住民と話合いが大事だと思う。

地域内で元気に暮らしている人たちの姿・期待されている事柄などを知ることや、どのような応援が必
要かなどに目を向けることが大切である。

例えば、農作業を請け負っている組織、農作物をつくり、販売している団体、蕎麦を栽培している団
体、老人クラブで楽しんでいる人たち、公民館を中心にカルチャーで楽しんでいる人たち、ＮＰＯ山里
ファン倶楽部、株式会社東京農大、くわどり湯ったり村の存在、地域の食生活推進員、運動普及推進員
などの活動、青少年健全育成会などの団体、町内会行事等で楽しく交流している集落、少人数学級での
メリット、いずれは実家に住みたいと思っている人たち、この地域を選んで住んでいる人たち　など。

子育てとは、人の人生そのものです。子育てに関係する色々な事項については、政治・経済・人の情
（心）が関係してきます。我々、委員で解決出来るレベルを超えている様に思うが、しかし、何もしな
い、何も出来ないでは、すまされない所もある。出来る所、出来そうな所からやって行くしかない。

各委員、出来そうな「具体案」を出し合い、それを土台に話し合う必要がある。

活性化させるものは何かをもっと検討するべきであると思う。

学校区の見直し

■課題解決に向けての方策等

区分

№
1

地
域
内
の
雰
囲
気

地域内外への交流

高齢者への支援

転入者 の歓迎

イメージの回復

負担軽減の
ための改革

雇用の安定・促進

空き家対策

￣

￣

№
8

観
光

観光のPR

自然や農地の
現状確認と方策

の
検討

№
10

全
体

各団体との連携・
協議

検討方法




