
 

平成29年度 第5回 八千浦区地域協議会 

 

 次 第 

 

日時：平成29年12月5日（火）午後6時～ 

会場：八千浦交流館はまぐみ 多目的室 

 

 

 １ 開  会                       

 

 

 

 

 ２ 会長あいさつ                     

 

 

 

 

 ３ 議  題 

   【協議事項】 

   平成30年度地域活動支援事業について 

 

 

 

４ そ の 他 

      

               

 

 

 

 

 ５ 閉   会                       



参考資料① 

地域協議会会長会議 次第 

 

と き 平成 29年 11月 21日（火） 

午後 3時 30分～ 

       ところ 上越文化会館 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 連絡事項 

・平成 30年度地域活動支援事業について 

 

４ 自主的審議の活性化に向けた意見交換 

 ・制度及び各区の取組状況についての説明 

  

 

・会長間の意見交換 

（1）テーマ設定・審議開始まで 

 

 

 

 

（2）審議開始後から課題解決まで 

 

 

 

 

５ 閉会 

 

［資料］ 

 ・次第 

 ・資料１ 自主的審議の概要 

 ・資料２ 自主的審議事項の取組状況 

 ・資料３ 平成 28年度意見交換会実施状況 



 

 

（２）自主的審議 

○自主的審議とは 

地域協議会は、自主的な判断で地域自治区の区域における課題等について審議する

ことができます。自主的審議事項として話し合った結果については、市長に意見書を

提出し、市政での実現を求めていくことができます。 

ただし、地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映するための仕組みであること

から、地域自治区に住む住民としての観点からの議論となり、市長に提出される意見

書についても、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題への気付き

地域活動団体との意見交換

町内会長との意見交換

地域住民との意見交換

地域協議会委員が把握した情報

地域住民からの情報

市からの情報

委員からの提案

・地域協議会として自主的審議のテーマに取り上げるかどうかを協議

・地域関係者や市の担当課からの情報収集

・必要に応じた地域との意見交換

・課題の解決策の協議

意見書の提出

地域内での解決に向けた活動
地域を元気にするために

必要な提案事業の活用

地域活動支援事業の活用

② 地域協議会での協議

③ 自主的審議

審議せず

市と地域が連携

するときに、市

の予算が必要

市の補助を受け

て地域で解決
地域の中で

対応すべきもの

市で対応

すべきもの

図 6：自主的審議の流れ 

これまで自主

的審議でどん

な意見が出さ

れたのかな？ 

生ごみの指定

袋が大きすぎ

て使いにくい

という意見書

が出されて、５

リットルの袋

が作られたこ

とがあるよ。 

小学校や保

育園の統合

を進めてほ

しいという

意見書もあ

ったよ。 

上越市地域協議会 

委員手引きから抜粋 
資料 １ 



審議テーマ

高田区
①雁木整備事業補助金制度の充実を求めることについて
②上越地域医療センター病院の改築について
③高田公園周辺の雨水排水対策について

新道区 検討中

金谷区 ①金谷地区公民館について

春日区
①あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策について
②春日山城跡の観光振興策について
③安全・安心に暮らせる春日区とする方策について

諏訪区 ①諏訪区内への移住促進策について

津有区 検討中

三郷区 ①三郷区における高齢者支援の取組について

和田区
①雪を生かした地域づくりの推進について
②住民組織の充実と地域活性化について

高士区 検討中

直江津区

①直江津まちづくり構想について
②消防団のあり方について
③直江津地区海岸線の環境保全について
④中央保育園の移転について
⑤防犯灯の設置や維持管理のあり方について

有田区 ①新設小学校開校後の小猿屋小学校跡地の有効活用について

八千浦区
①跨線橋の草刈りについて
②海岸線の道路及び海岸のごみ問題について

保倉区 検討中

北諏訪区
①消防団及び自主防災組織のあり方と連携について
②地域支え合い事業について

谷浜・桑取区 ①谷浜・桑取区の子育て支援について

安塚区 検討中

浦川原区
①浦川原区の若者の暮らしにおける交通機関の利便性と安全性の向上につい
て

大島区 ①少子化対策について

牧区 検討中

柿崎区 ①柿崎区保育園にかかる課題と今後について

大潟区 ①大潟区の魅力発見・発信について

頸城区 ①大池・小池の観光資源としての利活用について（平成29年11月29日審議開始）

吉川区
①地域消防団への支援活動及び今後について
②防災無線を含む情報伝達の確保について

中郷区
①「勝馬投票券」の特定財源について
②経塚斎場の使用について

板倉区
①板倉区観光振興の明確な方向付けについて
②板倉区における小学校の在り方について

清里区 ①中山間地域の振興について

三和区 ①三和区小学校のあるべき姿について

名立区 検討中

各区の自主的審議事項の取組状況（平成29年11月15日時点） 資料 ２



平成 28年度 意見交換会実施状況 

 

・23の区で地域住民や各種団体等と地域課題に係る意見交換を実施（計 76回） 

（単位：回）  

地域協議会名 回数 主な内容 

高田区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域住民と意見交換 

新道区 2 ・町内会長協議会と地域課題について情報交換 

金谷区 6 
・出張地域協議会参加者と地域課題について意見交換 

・小学校保護者と地域課題について意見交換 

春日区 2 ・町内会長連絡協議会と地域課題について情報交換 

諏訪区 2 ・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

津有区 3 
・区内各団体と地域の現状や課題等について意見交換 

・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

三郷区 1 ・町内会長連絡協議会と委員研修会の感想等について意見交換 

和田区 1 ・小学校ＰＴＡ役員と和田区のこれからについて意見交換 

高士区 3 
・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

・地域住民と区の未来予想図や課題等について意見交換 

直江津区 5 
・地域住民との直江津のまちづくりについての意見交換 

・福島城を愛する会との意見交換 

有田区 2 
・小猿屋小学校跡地の有効活用について小猿屋小学校関係者と意見

交換 

八千浦区 1 
・町内会長や地域活動支援事業採択団体と地域活動支援事業につい

て意見交換 

保倉区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

北諏訪区 2 ・消防団関係者と消防団活動の現状と課題について意見交換 

谷浜・桑取区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

浦川原区 6 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・浦川原中 2年生と地域課題や将来の在り方について意見交換 

大島区 4 
・まちづくり懇談会や事業所等との情報交換会で区内各団体と意見

交換 

柿崎区 4 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・まちづくりフォーラムと併せて区内各団体と意見交換 

大潟区 2 ・区内各団体と地域の現状や課題等を意見交換 

吉川区 5 
・地域住民、区内各団体と地域課題、問題点等を意見交換 

・区内各団体と頸北斎場に係る諸課題を意見交換 

中郷区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域課題について意見交換 

板倉区 5 ・地域住民と小学校の在り方の検討結果について意見交換 

三和区 14 ・地域住民や関係者と三和区小学校のあるべき姿を意見交換 

計 76  
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【 平成 29年度地域活動支援事業 八千浦区の採択方針等について 】 

 

※平成29年2月2日開催 第7回地域協議会にて決定 

 
◆平成28年度 八千浦区の採択方針 

 八千浦区 地域活動支援事業 採択方針  

・区内住民の創意工夫により自主的に取り組み、区の活性化及び区内住民の連携・交流に寄
与することができる次の項目に沿って優先的に採択する。 

１ 提案される事業は、従来の事業を発展させたものか、新たに取り組む事業とする。 
２ 事業を実施することにより、区内住民の活性化と生活環境等の向上を図ることが期待
できるものとする。 

・なお、提案された事業前記項目にそわない場合の事業については、提案された趣旨が区内
で実施されている事業の地域バランスや地域要望等を考慮し採択することができる。 

 優先的に採択する事業の分野  

○地域の振興 
（例）地域資産の有効活用や広報、地域活性化事業、コミュニティの基盤強化に関する事業 

○交通安全・防犯・環境の整備 
（例）交通安全・防災など住民の安心安全の強化につながる事業や、住環境の向上に関する 

事業 等 
○教育文化・健康・福祉の充実・振興 等 

（例）生涯学習、青少年健全育成活動、伝統文化継承、健康づくり、高齢者・子育て支援など 
住民の福祉向上に繋がる事業 等 

○その他 
上記に属さないが、八千浦区の活性化につながる事業 

◆基本審査・共通審査基準（全区共通） 
・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。 

・共通審査基準は、審査において考慮すべき項目と具体的な視点。 

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。 
・助成事業等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。 

 

項目 平成28年度の状況 平成29年度（案） 

採 択 方 針 右欄上段のとおり ・平成28年度と同様 

募 集 期 間 ・4/1（水）から 5/9（月）まで ・4/3（月）から 5/8（月）まで 

周 知 方 法 

■全市的な取り組み 

・4/1広報上越、市HPへの掲載 

・主要施設への募集要項などの配置 

・報道機関への情報提供 など 

■全市的な取り組み 

・平成28年度と同様 

 

 

■八千浦区での取り組み 

・3/1たよりを全戸配布（事前相談受付） 

・3/3(木) 説明会開催（センター主催） 

・4/1募集要項を全戸配布 

 

■八千浦区での取り組み 

・3/1たよりを全戸配布（事前相談受付） 

・3/13(月)午後 7時～説明会開催 

・4/1募集要項を全戸配布 

 

補 助 率 等 

・事業費の上限・下限：なし 

・傾斜配分：なし 

・補助率：10/10以内 

・平成28年度と同様 

審 査 方 法 

・全事業提案者説明、質疑を実施 

・点数化せず、右欄下段の基本審査・共通 

審査基準に基づき挙手により採否を決定 

（会長を除く出席委員の過半数で採択） 

・平成28年度と同様 

そ の 他 
・委員が提案団体の代表者や役員で 

あった場合の審査への関わりについて 
→ 全ての審査に参加する 

・平成28年度と同様 

参考資料② 



助成事業 市の執行事業 助成事業 市の執行事業

1 海まつり 海まつり実行委員会 ○ 1,927

地域住民と小・中学生親子が、日本海に面する地域の特色を体験的
に学ぶことによって、将来の地域を担う世代の郷土愛を醸成すること
を目的に、①砂浜でのゲーム②炊飯③音楽、舞踊の発表、鑑賞④地
域住民による砂浜愛護活動の講話等を実施する。

2
夷浜少年消防隊夏季訓
練事業

夷浜消防部 ○ 450
体力の向上を図り、団体行動の大切さや規律の厳しさを体験させるこ
とを目的に、消防夏季訓練を実施する。

3
西ヶ窪浜少年消防隊夏
季訓練事業

西ヶ窪浜少年消防隊 ○ 206
隊員の団結を深め、親睦を図ることを目的に、夏季研修等を実施す
る。

4
八千浦交流館「はまぐ
み」環境整備

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

○ 567
地域活動の充実を目指し、快適な環境整備を図ることを目的に、①
ワイヤレスアンプ②プリンター③ポータブルスクリーン④スタンダード
パネルを整備する。

5 海岸線環境美化
八千浦地区明るい町づ
くり協議会

○ 331
海岸において、不特定者の不法投棄防止を促進し、海岸地域の環境
保全を図ることを目的に、美化啓蒙看板を設置する。

6
八千浦海岸にハマグミ
を植える事業

八千浦海岸にハマグミ
を植える会

○ 1,178

地域住民と小・中学校の児童・生徒が簀立て作業やハマグミの植栽
の体験を通して、環境の厳しさと先祖の偉業を知り、結果として地域
を愛する心を育成することを目的に、八千浦海岸にハマグミを植栽す
る。

7 ニュースポーツ普及
八千浦地区明るい町づ
くり協議会

○ 744
ニュースポーツを通じて世代間の交流と、健康の増進を目指し、新規
事業の普及を図ることを目的に、①グラウンドゴルフセット②カローリ
ングセットの備品を購入する。

追加
1

八千浦地区教育ハンド
ブック作成事業

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

○ 790
地域・家庭・学校が連携し、次代を担う青少年育成に資する教育ハン
ドブックを作成することにより、地区の教育機能の向上を図る。また
小・中学生の副読本としての活用も図る。

7 1 5,626 567

助成事業 市の執行事業 助成事業 市の執行事業

八千浦区 1
八千浦地区青少年育成
事業「地域連携あいさつ
運動」

八千浦地区明るい町づ
くり協議会　あいさつ運
動推進委員会

○ 698
小・中学生と地域住民とが挨拶を交わせる地域づくりを推進するた
め、地域を挙げてあいさつ運動を行う。

（配分額）
6,852千円 2

八千浦海岸にハマグミ
（アキグミ）を植える事業

八千浦海岸にハマグミ
を植える会

○ 750
海岸へのハマグミの植栽を通じ、小・中学生の郷土愛を養い地域住
民との連携・交流及び住環境の向上を図る。

3
八千浦地区の古民具を
整理する事業

八千浦地区の古民具を
整理する会

○ 1,126
地区の文化遺産である古民具を蒐集・整理し、成果品として「八千浦
地区の古民具」を製本、地区の全戸に配布することで郷土に対する
愛着心を育てる。

4
バレーボールを通じた
地域活性化・青少年の
健全育成事業

八千浦スマイリーズ ○ 241
バレーボールを通じ地域の活性化と子どもたちの健全育成を図るた
め、初心者教室の開催、他団体との交流を行うとともに必要な用品を
整備し、活動の一層の活性化を図る。

5
夷浜少年消防隊夏期訓
練

夷浜消防部 ○ 460
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、夏期訓練（体力づくり、規律訓練、体験学習など）を実施する。

6
西ヶ窪浜少年消防隊夏
季訓練

西ヶ窪浜少年消防隊 ○ 184
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、夏期訓練（体力づくり、規律訓練、体験学習など）を実施する。

7
下荒浜消防部少年消防
隊夏季研修

下荒浜消防部　少年消
防隊

○ 525
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、夏期訓練（体力づくり、規律訓練、体験学習など）を実施する。

8
スポーツを通じた交流促
進・健康増進事業

八千浦地区明るい町づ
くり協議会

○ 690
地区住民の交流促進、健康増進を図るため通年で体育行事を実施
し、必要な備品類を整備することで活動の充実を図る。

9
八千浦地区青少年育成
事業「第２回　八千浦地
区海まつり」

海まつり実行委員会 ○ 1,342
小・中学生や地域住民が、海岸清掃や海まつりへの参加を通じて海
に面する地域の特色を体験的に学ぶことにより、郷土愛の醸成を図
る。

追加
1

八千浦地区（西ヶ窪浜）
の防災組織を充実させ
る事業

西ヶ窪浜自主防災組織 ○ 296
災害発生時における避難場所での照明確保のため発電機を購入・
整備するとともに、避難訓練に活用する。

追加
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

○ 530
幼年野球を通じて地域内外の交流促進、活性化を図るとともに、活
動に必要な用品を整備する。

11 0 6,842 0

八千浦区

（配分額）
6,200千円

小計

平成22年度　地域活動支援事業採択事業一覧表

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
事業区分の別 決定額（単位:千円）

事業内容

小計
11 6,842

平成23年度　地域活動支援事業採択事業一覧表

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
事業区分の別 採択額（単位:千円）

事業内容

参考資料③



《　順不同　》　

助成事業 市が行う事業

八千浦区 1
バスケットボールを通じての
地域活性化及び青少年の健
全育成事業

マリンドリームズやちほ 213
ミニバスケットボールを通じて児童の健全育成を図るとともに、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、子どもたちの地域を愛する心を育む。

（配分額）
7,223千円 2

スポーツを通じた交流促進・
健康増進事業

八千浦地区明るい町づくり協
議会

248
これまでも健康増進部として実施している各種スポーツ大会に加え、地域住民がより気軽に参加できる
ニュースポーツを新たに取り入れることにより、参加者のすそ野を広げ交流の促進を図るとともに、ス
ポーツの普及による地域全体の健康増進と健康意識の高揚を図る。

3
西ヶ窪浜少年消防隊夏季訓
練事業

西ヶ窪浜少年消防隊 121
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。

4
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 294
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、同じ地域に住む同世代の仲間や青
年世代との交流と次代の地域を担う人材の育成を目的に、夏季研修を実施する。

5
夷浜少年消防隊夏期訓練事
業

夷浜少年消防隊 564
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、夏期訓練（体力づくり、規律
訓練、体験学習など）を実施する。

6
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 393
幼年野球を通じて地域の子供達の健全な育成を図るとともに、子供達が活躍することで地域に明るい
話題と活力を提供し、地域の活性化につなげることを目的とする。（備品整備のほか、遠征による強化
試合、国際交流試合、野球教室を実施）

7
八千浦海岸にハマグミ（アキ
グミ）を植える事業

八千浦海岸にハマグミを植え
る会

435
海岸にハマグミの植栽を行うことで、忘れられた防風林の役目とそれを育てた先祖の苦労と叡智を気付
かせるとともに、生活環境の向上を図る。今年度は未植栽箇所への植栽、枯れた箇所への補植ととも
に支援事業にて植えたことを後世に伝えるための看板2枚を設置する。

8
八千浦地区青少年育成事業
「第３回　八千浦地区海まつ
り」

海まつり実行委員会 1,216
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。

追加
1

八千浦スマイリーズ活性化
事業

八千浦スマイリーズ 463
強化試合の実施と長袖ユニフォームの整備を通じて、クラブ活動の活性化・環境向上を図るとともに、
地域貢献活動の実施と併せて地域に明るい話題を提供する。

追加
2

八千浦フリーマーケット事業
八千浦商工振興会フリー
マーケット実行委員会

1,383
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
マーケットを開催する。

追加
3

黒井公園の環境を整備する
事業

黒井町内会 1,707
黒井公園に新たな遊具を設置し、子どもたちの心身の発育・発達や社会性を身につけるためのよりよい
環境を整える。

３次
1

八千浦地区自主防災倉庫設
置事業

八千浦地区自主防災組織連
絡協議会

186
自主防災組織の連絡協調を図り、防災機器材の保管庫を設置し一括管理することにより、災害時にお
けるこれらの使用を円滑にし、もって安全・安心な地域づくりの推進に寄与する。

7,223 0

《　順不同　》　

助成事業 市が行う事業

八千浦区 1
AED(自動体外式除細動器）
設置事業

八千浦地区自主防災組織連
絡協議会

1,995
地域の安全・安心の強化のため、AEDを5基設置し（各自主防災組織担当者宅に設置）、休日や夜間の
災害、急病人発生等の緊急時に備える。また、防災意識の向上を図るため、AED講習会を開催する。

（配分額）
6,200千円 2

ニュースポーツを通じた交流
促進・健康増進事業

八千浦地区明るい町づくり協
議会

376
これまで実施している各種スポーツ大会に加え、地域住民がより気軽に参加できるニュースポーツ（スマ
イルボウリング）を新たに取り入れることにより、参加者のすそ野を広げ交流の促進を図るとともに、ス
ポーツの普及による地域全体の健康増進と健康意識の高揚を図る。

3
バレーボールを通じた地域活
性化・青少年健全育成事業

八千浦スマイリーズ 355
強化試合の実施と用具・備品整備を通じて、クラブ活動の活性化・環境向上を図るとともに、地域貢献
活動の実施と併せて地域に明るい話題を提供する。

4
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

279
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、同じ地域に住む同世代の仲間や青
年世代との交流と次代の地域を担う人材の育成を目的に、夏季研修を実施する。

5
夷浜少年消防隊夏季訓練事
業

夷浜少年消防隊育成会 746
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、夏期訓練（体力づくり、規律
訓練、体験学習など）を実施する。

6
西ヶ窪浜少年消防隊育成会
事業

西ヶ窪浜少年消防隊育成会 143
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。

7
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第４回　八千浦地
区海まつり」

海まつり実行委員会 830
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。

8
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 164
幼年野球を通じて地域の子供達の健全な育成を図るとともに、子供達が活躍することで地域に明るい
話題と活力を提供し、地域の活性化につなげることを目的とする。（野球教室、備品整備を実施）

9
バスケットボールを通じての
地域活性化及び青少年の健
全育成事業

マリンドリームズやちほ 207
ミニバスケットボールを通じて児童の健全育成を図るとともに、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、子どもたちの地域を愛する心を育む。

追加
1

八千浦フリーマーケット事業
八千浦商工振興会　フリー
マーケット実行委員会

997
昨年に引き続き、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を開催する。

追加
2

ニュースポーツ（トランポビク
ス）を通じた交流促進・健康
増進事業

八千浦地区明るい町づくり協
議会

108
地域住民の交流促進や健康増進を図る目的で、昨年度新たに取り入れた、トランポビクスの参加者が
増えたため用具を追加購入する。

6,200 0
小計

6,200

小計
7,223

平成25年度　地域活動支援事業採択事業一覧

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

平成24年度　地域活動支援事業採択事業一覧

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



《　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

八千浦区 1
西ヶ窪浜少年消防隊育成
会事業

西ヶ窪浜少年消防隊育
成会 139

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。

（配分額）
5,600千円 2

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 355
ミニバスケットボールを通じて児童の健全育成を図るとともに、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、子どもたちの地域を愛する心を育む。（備品
整備、交流試合の実施）

3
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 385

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と次代の地域を担う人材の育成を目的に、夏季研修
を実施する。

4
夷浜少年消防隊夏季訓練
事業

夷浜少年消防隊育成会 880
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。

5
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第５回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 792
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。

6
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 590

幼年野球を通じて地域の子供達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。

7
文化、創作活動を通じた交
流促進、八千浦文化展事
業

八千浦地区明るい町づく
り協議会 615

創作活動の発表の場と地域文化の再発見を目的に八千浦文化展を開催するために
必要な備品を購入し、地域住民の交流促進、地域文化の向上を図る。

8
バレーボールを通じた地域
活性化・青少年健全育成事
業

八千浦スマイリーズ 291
強化試合の実施と備品整備を通じて、クラブ活動の活性化・環境向上を図るととも
に、地域貢献活動の実施と併せて地域に明るい話題を提供する。

9
ニュースポーツを通じた交
流促進・健康増進事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会 814

地域住民の交流促進や健康増進を図る目的で、平成22年度に取り入れたカローリン
グを、より多くの地域住民に利用してもらうために追加購入し、地域全体の健康意識
の高揚を図る。

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 432

一昨年、昨年に引き続き、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

ファミリー綱引大会を通じた
交流促進事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会 307

郷土に対する愛着心の向上や幅広い世代間の交流促進を目的に、綱引大会へ参加
するためのユニフォーム・のぼり旗等を整備する。

5,600

《　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
西ヶ窪浜少年消防隊育成
会事業

西ヶ窪浜少年消防隊育
成会

162

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。あわせて、消防活動に必要な備品を
整備し、安全安心な地域づくりに寄与する。

2
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 394

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目的に、次代の地域を担う人材を育成するために
夏季研修を実施する。

3
夷浜少年消防隊夏季訓練
事業

夷浜少年消防隊育成会 982
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。

4
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第６回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 868
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。

5
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 570

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。

6
文化、創作活動を通じた地
域活性化交流促進事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会 602

創作活動の発表の場と地域文化の再発見を目的に八千浦文化展を開催するために
必要な備品を購入し、地域住民の交流促進、地域文化の向上を図る。

追加
1

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

1,200

八千浦地区の先人たちにより伝承されてきた伝統芸能「夷浜米大舟」及び「黒井米
大舟」を録音・録画して保存するとともに、お披露目用の台車を製作する。また、地域
のイベントなどに積極的に参加して伝承活動を行い、地域の融和や地域の文化の活
性化を図る。

追加
2

文化、創作活動を通じた地
域活性化交流促進事業（追
加事業）

八千浦地区明るい町づく
り協議会 187

創作活動の発表と地域文化の再発見を目的に「やちほ文化展」を開催するため、必
要な備品を追加購入し、地域住民の交流促進、地域文化の向上をより一層図る。

追加
3

伝統文化の鑑賞及び創作
活動を通じた地域活性化交
流促進事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会 140

地域の伝統芸能文化を知る機会を持つために「やちほ文化講演会」を開催する。あ
わせて、瞽女と八千浦地区との関わりについて紹介した冊子を作成し配布することに
より、更なる創作活動の促進を図る。

追加
4

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 495

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。

5,600小計

平成26年度　地域活動支援事業採択事業一覧

小計

平成27年度　地域活動支援事業採択事業一覧

八千浦区

（配分額）
5,600千円



《　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

八千浦区 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。

（配分額）
5,600千円 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。

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

《　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
夷浜少年消防隊夏季訓練
事業

夷浜少年消隊育成会 855
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。

2
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

494
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。

3
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 270
バスケットボールを通じ、子供の健全育成及び団体生活の重要性を子供に伝えると
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。

4
上越市八千浦地区音楽活
動交流事業

八千浦地区学校後援会 1,835

八千浦小学校児童及び八千浦中学校生徒による金管演奏及び吹奏楽演奏の活動
充実のため、楽器を補充し、児童の活動意欲を高める。あわせて、地域の行事や特
別養護老人ホームで演奏発表をし、地域住民と交流することにより、地域全体で子
供を育てるという機運の醸成を図る。

5
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第8回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 1,111
地域住民と小・中学生、保護者が、砂浜及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。

6
八千浦区小・中学生育成事
業

八千浦小学校ＰＴＡ 107
学校が主催する交通安全教室及び運動会の運営補助、自主事業の街頭指導、下校
指導及び海まつりへの出店など、各種ＰＴＡ活動を通じて、地域との交流や児童の健
全育成を図る。

7
下荒浜消防部少年消防隊
夏季研修事業

下荒浜少年消防隊後援
会

417
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とともに、地域に住む
同世代の仲間や青年世代との交流を目的に、次代の地域を担う人材を育成するた
めに夏季研修を実施する。

8
西ヶ窪浜少年消防隊育成
会事業

西ヶ窪浜少年消防隊育
成会

225
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供た
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。

9
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

286
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に、チーム備品を整備し、地域住民との交流、地域貢献活動を行
う。

5,600小計

平成28年度　地域活動支援事業採択事業一覧

小計

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

八千浦区

（配分額）
5,600千円
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