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⑴　事業の目的

○

⑵　各区への配分方法

○

⑶　対象事業

○

⑷　実施方法

○

○

○

⑸　事業の流れ

事業の内容・提案者
・ 内　容：団体等が主体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付する。
・ 提案者：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又は営利法人を除く。）

事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助する。

ただし、「応募や実績報告などに要する事務的な経費」「応募団体等の運営に要する経費」「応
募団体の人が飲食を行う経費（作業に参加した人へのお茶代・菓子代は除く）」「会議の時のお
茶代・菓子代」「金券（商品券、サービス券等）などの発行に係る経費」「その他対象経費にふ
さわしくないと認める経費」は対象外とする。

・ 政治活動又は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

平成２９年度地域活動支援事業の概要

地域の課題解決や活力向上に向け、総額1億8千万円の地域活動資金を28の地域自治区に配分
し、住民の自発的・主体的な地域活動を推進する。

「身近な地域における課題の解決を図り、またはそれぞれの地域の活力を向上するため、市民の
発意により実施する事業」を対象とする。ただし、以下のものは対象外とする。

各地域自治区に対し、地域課題の解決のための基礎的財源として450万円を配分するととも
に、地域の活力向上に向け、区の人口割合に応じた額を配分する（1区あたり30万円～800万
円）。



提案件数
補助希望額
（単位：千円）

採択件数
採択額

（単位：千円）

高田区 12,500 22 12,854 21 12,301 199

新道区 7,100 16 9,931 13 7,100 0

金谷区 8,500 15 13,538 12 8,500 0

春日区 10,100 20 13,831 20 10,100 0

諏訪区 4,800 14 4,800 14 4,800 0

津有区 5,900 16 7,608 14 5,899 1

三郷区 4,900 14 4,997 13 4,787 113

和田区 6,100 11 6,095 11 6,095 5

高士区 4,900 14 6,016 13 4,900 0

直江津区 9,700 20 10,249 17 7,965 1,735

有田区 8,600 12 8,742 12 8,600 0

八千浦区 5,600 9 6,475 9 5,600 0

保倉区 5,100 13 5,096 13 5,096 4

北諏訪区 4,900 9 4,898 9 4,898 2

谷浜・桑取区 5,000 14 4,925 14 4,925 75

安塚区 5,200 10 5,590 10 5,190 10

浦川原区 5,500 10 5,675 10 5,500 0

大島区 4,900 7 4,901 7 4,900 0

牧区 5,000 11 6,606 10 4,994 6

柿崎区 7,200 15 7,902 14 7,196 4

大潟区 7,100 14 8,053 13 7,100 0

頸城区 7,100 16 8,528 15 7,100 0

吉川区 5,700 13 7,654 10 5,700 0

中郷区 5,600 14 5,749 14 5,600 0

板倉区 6,400 13 7,651 13 6,400 0

清里区 5,300 12 5,300 12 5,300 0

三和区 6,100 14 7,355 13 6,025 75

名立区 5,200 14 4,473 13 4,321 879

合計 180,000 382 205,492 359 176,892 3,108

平成29年度　地域活動支援事業提案・採択総括表

区　名
配分額

（単位：千円）

提　　　　案 採　　　　択
配分額との差
（単位：千円）

【採択内容の内訳】

①健康・福祉の向上 ２４件

②文化・スポーツの振興 ７７件

③まちづくりの推進 ８８件

④環境保全・景観形成 ３７件

⑤地域の安全・安心 ３７件

⑥子どもの健全育成 ７０件

⑦観光振興 １４件

⑧地域活動の拠点整備 １０ 件

⑨その他 ２件

計３５９件

【提案内容の内訳】

①健康・福祉の向上 ２４件

②文化・スポーツの振興 ８１件

③まちづくりの推進 ９４件

④環境保全・景観形成 ４２件

⑤地域の安全・安心 ４０件

⑥子どもの健全育成 ７０件

⑦観光振興 １７件

⑧地域活動の拠点整備 １２件

⑨その他 ２件

計３８２件



高田区 ・・・・・・ 1 ページ

新道区 ・・・・・・ 8 ページ

金谷区 ・・・・・・ 13 ページ

春日区 ・・・・・・ 17 ページ

諏訪区 ・・・・・・ 24 ページ
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保倉区 ・・・・・・ 61 ページ
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柿崎区 ・・・・・・ 89 ページ

大潟区 ・・・・・・ 94 ページ

頸城区 ・・・・・・ 99 ページ

吉川区 ・・・・・・ 104 ページ

中郷区 ・・・・・・ 108 ページ

板倉区 ・・・・・・ 113 ページ

清里区 ・・・・・・ 118 ページ

三和区 ・・・・・・ 122 ページ

名立区 ・・・・・・ 127 ページ

平成２９年度地域活動支援事業　助成事業一覧

○提案団体名の記載について
「特定非営利活動法人」と「NPO法人」について、提案団体ごとに表記が分かれていたため、読者の
方の利便性を考慮して、「NPO法人」という表記に統一しています。ご了承ください。



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

1 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト まちづくりの推進 ・・・ 1

2
高田世界館・高田小町美化・緑化
運動事業

本町6丁目町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 1

3
ふれあい広場・雁木の町並み飾り
事業

南本町三丁目まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 1

4
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 まちづくりの推進 ・・・ 2

5 青田川環境マップと桜保存事業 青田川を愛する会 環境保全・景観形成 ・・・ 2

6
第35回上越美術協会展の開催事
業（於：ミュゼ雪小町）

上越美術協会 まちづくりの推進 ・・・ 2

7 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

まちづくりの推進 ・・・ 3

8
北部地域の文化・賑わい創出する
事業

高田区北部振興会 まちづくりの推進 ・・・ 3

9
NEO浄興寺プロジェクト（旧浄興寺
手づくり市）事業

NEO浄興寺プロジェクト（旧浄興
寺手づくり市実行委員会）

まちづくりの推進 ・・・ 3

10 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 環境保全・景観形成 ・・・ 4

11
松平忠輝公ヒーロープロジェクト
（郷土の英雄化事業）

郷土の誇り継承委員会 まちづくりの推進 ・・・ 4

12
第6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 まちづくりの推進 ・・・ 4

13 あそびからつなげるまちおこし事業 上越おやこ劇場 まちづくりの推進 ・・・ 5

14
上越市高田から賑わいを発信する
「上越写真フェア」事業

上越写真連盟 まちづくりの推進 ・・・ 5

15 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

まちづくりの推進 ・・・ 5

16
映像を通じた街なか活性プロジェク
ト事業

NPO法人　街なか映画館再生委
員会

まちづくりの推進 ・・・ 6

17
地域資源を活かした高田まちづくり
事業

NPO法人 街なみFocus 環境保全・景観形成 ・・・ 6

18
高田の文化・芸術・文芸を継承す
る事業

高田文化協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 6

19
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 観光振興 ・・・ 7

20 松平忠輝公と五郎八姫活動事業 松平忠輝公と五郎八姫の会 まちづくりの推進 ・・・ 7

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧

高田区

（配分額）
12,500千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

21 “日本風鈴街道in雁木2017”事業 越後高田・雁木ねっとわーく 環境保全・景観形成 ・・・ 7

1 新道北部地区防犯活動支援事業 富岡小学校区防犯組合 地域の安全・安心 ・・・ 8

2
幼年野球による富岡小学校区のス
ポーツ振興及び青少年育成事業

富岡小学校区スポーツ振興会
富岡レッドファイヤーズ

子どもの健全育成 ・・・ 8

3 ひだまり清流コーラス事業 ひだまり清流コーラス まちづくりの推進 ・・・ 8

4
町内の夏祭り、運動会、節分を宮
太鼓で盛り上げる事業

子安新田ｾｲﾈﾝ★改 まちづくりの推進 ・・・ 9

5
市道の防犯灯新設による安全・安
心な地域力向上活動事業

子安町内会 地域の安全・安心 ・・・ 9

6
公園整備による地域交流の促進
事業

稲田二丁目町内会 地域活動の拠点整備 ・・・ 9

7
多目的広場整備による地域交流
促進事業

鴨島3丁目町内会 地域活動の拠点整備 ・・・ 10

8
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 子どもの健全育成 ・・・ 10

9
危険箇所の看板設置、掲示板等の
整備で地域の安全を図る事業

鴨島二丁目町内会 地域の安全・安心 ・・・ 10

10
「アクティブスポーツで遊びのプロ
になろう！」事業

上越アクティブスポーツ協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 11

11
稲田小学校区通学路の安全整備
事業

新道中部地区町内会長協議会 地域の安全・安心 ・・・ 11

12
新道地区町内災害時等避難訓練
と一時避難場所・海抜表示板設置
事業

新道地区町内会長協議会 地域の安全・安心 ・・・ 11

13
上島・中々村新田自主防災組織に
よる安全・安心対策事業

上島自主防災組織 地域の安全・安心 ・・・ 12

1
滝寺自然公園整備と環境保全・保
護活動事業

滝寺まちづくり協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 13

2 里道（旧後谷線）の整備事業 後谷・名水桜清水の会 環境保全・景観形成 ・・・ 13

3 金谷山太鼓継承・振興事業 高田西小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 13

4
金谷区全域の防犯灯のLED化によ
る住民の安全安心事業

金谷地区振興協議会 地域の安全・安心 ・・・ 14

5
正善寺ダム周辺の紫陽花の維持
管理及び水質保全と環境美化事
業

正善寺紫陽花会 環境保全・景観形成 ・・・ 14

6 幼年野球活性化事業 南スナイパーズ 子どもの健全育成 ・・・ 14

7
金谷山ホタルの里環境・教育・福
祉・PR活動事業

上越ホタルの会 観光振興 ・・・ 15

8
黒田小学校区地域いきいき活動事
業

黒田小学校後援会 まちづくりの推進 ・・・ 15

金谷区

（配分額）
8,500千円

新道区

（配分額）
7,000千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

9
金谷区飯支部の交通安全確保事
業

上越交通安全協会飯支部 地域の安全・安心 ・・・ 15

10
金谷地区児童のスポーツ振興及び
子どもの健全育成を図る事業

上越南ミニバス教室 子どもの健全育成 ・・・ 16

11
金谷区（灰塚駐在所管内）の交通
安全のための「カーブミラー・のぼ
り旗・ポール」設置事業

上越交通安全協会灰塚支部 地域の安全・安心 ・・・ 16

12 金谷区子ども育成事業 ウエスト・スラッガーズ 子どもの健全育成 ・・・ 16

1
小学生の音楽による地域の絆づく
り支援事業

高志小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 17

2
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 健康・福祉の向上 ・・・ 17

3 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 健康・福祉の向上 ・・・ 17

4 木田新田町内活性化事業 木田新田町内会 まちづくりの推進 ・・・ 18

5
春日山城跡松林の保全等支援事
業

春日山城跡保存整備促進協議会 観光振興 ・・・ 18

6
中門前3丁目　助っ人隊　高齢者・
障害者等の災害支援活動事業

中門前3丁目　助っ人隊 地域の安全・安心 ・・・ 18

7
未来のバレーボール選手の育成
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 子どもの健全育成 ・・・ 19

8
春日区の交通安全のための交通
安全推進活動並びに交差点関連
路面標示修繕事業

上越交通安全協会春日支部 地域の安全・安心 ・・・ 19

9
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 地域の安全・安心 ・・・ 19

10
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 健康・福祉の向上 ・・・ 20

11
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 健康・福祉の向上 ・・・ 20

12
春日山城跡監物堀（総構部分）遊
歩道整備等の事業

春日山城跡保存整備促進協議会 観光振興 ・・・ 20

13
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 子どもの健全育成 ・・・ 21

14 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 21

15
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 まちづくりの推進 ・・・ 21

16
「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

まちづくりの推進 ・・・ 22

17
春日野デュークス幼年野球活動事
業

春日野デュークス 子どもの健全育成 ・・・ 22

18
中門前2丁目自主防災サポーター
ズ事業

中門前2丁目自主防災サポー
ターズ

地域の安全・安心 ・・・ 22

春日区

（配分額）
10,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

19
にぎわいのあるまちづくり（春日地
区の歴史文化に触れ合う）事業

春日商工振興会 まちづくりの推進 ・・・ 23

1 諏訪地区交通安全・防犯事業 諏訪地区防犯協会 地域の安全・安心 ・・・ 24

2 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 文化・スポーツの振興 ・・・ 24

3 諏訪幼年野球活動推進整備事業 諏訪幼年野球 子どもの健全育成 ・・・ 24

4 自家製野菜の料理教室事業 自家製野菜の会 まちづくりの推進 ・・・ 25

5 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 観光振興 ・・・ 25

6 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 子どもの健全育成 ・・・ 25

7 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 子どもの健全育成 ・・・ 26

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

まちづくりの推進 ・・・ 26

9 諏訪区防災士会事業 諏訪区防災士会 地域の安全・安心 ・・・ 26

10 雄志中学校グラウンド整備事業 雄志中学校野球部保護者会 子どもの健全育成 ・・・ 27

11
「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 子どもの健全育成 ・・・ 27

12
雄志中学校区をセパタクローで活
性化させる事業

上越セパタクロークラブ 文化・スポーツの振興 ・・・ 27

13 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 地域活動の拠点整備 ・・・ 28

14 移住促進諏訪の会活動事業 移住促進諏訪の会 まちづくりの推進 ・・・ 28

1
市道四辻町下池部線の防犯灯設
置事業

下池部町内会 地域の安全・安心 ・・・ 29

2 小中学生通学路の安全整備事業 上雲寺小学校最寄会 地域の安全・安心 ・・・ 29

3
上雲寺小学校児童・地域住民ふれ
あい事業

上雲寺小学校最寄会 まちづくりの推進 ・・・ 29

4
「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 子どもの健全育成 ・・・ 30

5
公共花壇の合同管理による世代
間交流及び社会貢献活動支援事
業

戸野目長寿会 環境保全・景観形成 ・・・ 30

6
戸野目スポーツ少年団設立33周
年、今年も継続青少年健全育成事
業

戸野目スポーツ少年団 子どもの健全育成 ・・・ 30

7 稲地区周辺の歴史誌発行事業 稲町内会 文化・スポーツの振興 ・・・ 31

津有区

（配分額）
5,900千円

諏訪区

（配分額）
4,800千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

8 夏休み自然体験学習事業 平成町子ども会 子どもの健全育成 ・・・ 31

9
桐原地区地域社会ネットワーク事
業

桐原町内会 地域活動の拠点整備 ・・・ 31

10 本新保町内会子供遊具設置事業 本新保町内会 地域活動の拠点整備 ・・・ 32

11 津有地区地域づくり事業 津有地区地域づくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 32

12
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

地域活動の拠点整備 ・・・ 32

13
公共花壇による高齢者の健康増
進と環境保全のまちづくり事業

平成町松翠会 環境保全・景観形成 ・・・ 33

14 雄志中学校グラウンド整備事業 雄志中学校野球部保護者会 文化・スポーツの振興 ・・・ 33

1 今池町内安全対策事業 今池町内会 地域の安全・安心 ・・・ 34

2 小学生通学路の安全整備事業 西松野木町内会 地域の安全・安心 ・・・ 34

3
天野原新田町内会安全・安心対策
事業

天野原新田町内会自主防災組織 地域の安全・安心 ・・・ 34

4
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 まちづくりの推進 ・・・ 35

5 三郷地区大運動会事業 三郷体育振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 35

6 いきいき健康ウォーク事業 三郷体育振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 35

7 ウィンターフェスティバル事業 三郷体育振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 36

8
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

文化・スポーツの振興 ・・・ 36

9 さんごう防災DAY事業 三郷地区次世代活性化委員会 地域の安全・安心 ・・・ 36

10 さんごう夏っ子クラブ事業 ENJOY35 子どもの健全育成 ・・・ 37

11 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 まちづくりの推進 ・・・ 37

12 三郷小学校課外活動支援事業 三郷小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 37

13
小学生通学路の安全整備事業（追
加募集分）

西松野木町内会 地域の安全・安心 ・・・ 38

1 大和幼年野球活動支援事業 大和ツインズ 子どもの健全育成 ・・・ 39

2
伝統の子育て地蔵尊を保存・継承
する事業

大和1丁目七ケ所新田区 まちづくりの推進 ・・・ 39

三郷区

（配分額）
4,900千円

和田区

（配分額）
6,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

3
上箱井町内防犯パトロール安全安
心確保事業

上箱井町内会 地域の安全・安心 ・・・ 39

4
和田地区（島田駐在所管内）の交
通安全のための「のぼり旗・ポー
ル」の設置事業

上越交通安全協会和田東部支部 地域の安全・安心 ・・・ 40

5 和田の歴史を作る会事業 和田の歴史を作る会編集委員会 まちづくりの推進 ・・・ 40

6 上越妙高駅でひなまつり事業 上越妙高駅と共に歩む会 まちづくりの推進 ・・・ 40

7
今泉城跡の大ケヤキ保護活用事
業

上越妙高駅と共に歩む会 環境保全・景観形成 ・・・ 41

8
和田地区（大和小学校区）交通安
全推進事業

上越交通安全協会和田西部支部 地域の安全・安心 ・・・ 41

9 町内会自主防災事業 大和2丁目町内会 地域の安全・安心 ・・・ 41

10
町内子供達の安全と健全育成事
業

大和2丁目町内会 地域の安全・安心 ・・・ 42

11
音楽文化による上越妙高駅とその
周辺地域の賑わい創出事業

J-Mエコーズ まちづくりの推進 ・・・ 42

1 高士地域の歴史研究・集積事業 高士歴史研究会 文化・スポーツの振興 ・・・ 43

2 高士地区の安全安心対策事業 高士地区防災防犯協会 地域の安全・安心 ・・・ 43

3 高士地区お買い物ツアー事業 高士地区婦人会 健康・福祉の向上 ・・・ 43

4 ふるさと高士まつり事業 高士地区振興協議会 まちづくりの推進 ・・・ 44

5
つないでひろげたい岩の原小唄・
八社五社事業

高士地区婦人会 文化・スポーツの振興 ・・・ 44

6
「雪まつり（ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ）」開催に
よる地域交流・地域活性化事業

高士地区雪まつり実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 44

7
「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 まちづくりの推進 ・・・ 45

8 「男の料理教室」開催事業 高新会 まちづくりの推進 ・・・ 45

9
高齢者見守り安否の確認・座談
会・会食会事業

ひとふさの会 健康・福祉の向上 ・・・ 45

10 雄志中学校グラウンド整備事業 雄志中学校野球部保護者会 文化・スポーツの振興 ・・・ 46

11
「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 子どもの健全育成 ・・・ 46

12
平成29年度　高士地区高士小学校
体育大会事業

総合型地域スポーツクラブ　高士
地区体育協会

文化・スポーツの振興 ・・・ 46

13
ニュースポーツ（スマイルゲート
ボーリング）普及事業

総合型地域スポーツクラブ　高士
地区体育協会

文化・スポーツの振興 ・・・ 47

高士区

（配分額）
4,900千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

1 クリーンナップ上越in五智事業 ひまわり會 環境保全・景観形成 ・・・ 48

2 『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

子どもの健全育成 ・・・ 48

3 直江津駅前環境美化推進事業 我がまちを愛する会 環境保全・景観形成 ・・・ 48

4
五智公園の整備、有効活用支援事
業

五智公園を育てる会 環境保全・景観形成 ・・・ 49

5
昭和・平成の直江津の自然災害等
の検証と今後を見据え伝える事業

昭和・平成の直江津を愛する会 文化・スポーツの振興 ・・・ 49

6 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 文化・スポーツの振興 ・・・ 49

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 まちづくりの推進 ・・・ 50

8 船見公園夕日コンサート事業 三八朝市周辺まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 50

9 《直江津港から元気発信》事業 直江津港周辺活性化協議会 まちづくりの推進 ・・・ 50

10
ビーチフェスティバルinなおえつ事
業

公益社団法人　上越青年会議所 まちづくりの推進 ・・・ 51

11
子どもたちのための「なおえつもの
がたり」〈地域食編〉事業

まちおこし直江津 文化・スポーツの振興 ・・・ 51

12 佐渡寒ブリ祭り事業 直江津港周辺活性化協議会 観光振興 ・・・ 51

13 福島城の顕彰事業（追加事業） 福島城を愛する会 文化・スポーツの振興 ・・・ 52

14 私の街の防災力向上を図る事業 上越市防災士会・直江津支部 地域の安全・安心 ・・・ 52

15 直江津地域児童の健全育成事業 汐なり子ども育成会 子どもの健全育成 ・・・ 52

16 直江津まちしるべ修繕事業
ライオン像の建物をまちづくりに
活かす会

まちづくりの推進 ・・・ 53

17 直江津まちしるべマップ作成事業
ライオン像の建物をまちづくりに
活かす会

まちづくりの推進 ・・・ 53

1
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

まちづくりの推進 ・・・ 54

2 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 子どもの健全育成 ・・・ 54

3 交通安全活動の推進事業
一般財団法人　上越交通安全協
会有田支部

地域の安全・安心 ・・・ 54

4 地域防犯の普及啓発事業 有田地区防犯組合 地域の安全・安心 ・・・ 55

5
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 子どもの健全育成 ・・・ 55

直江津区

（配分額）
9,600千円

有田区

（配分額）
8,500千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

6
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 子どもの健全育成 ・・・ 55

7
有田地区小学校音楽演奏活動支
援事業

有田地区小学校後援会 文化・スポーツの振興 ・・・ 56

8
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

健康・福祉の向上 ・・・ 56

9
第8回マリンロード350プチ花壇コン
テスト事業

350同友会 まちづくりの推進 ・・・ 56

10 有田地区高齢者いきいき支援事業 有田福祉の会 健康・福祉の向上 ・・・ 57

11
交通安全活動の推進事業（追加事
業）

一般財団法人　上越交通安全協
会有田支部

地域の安全・安心 ・・・ 57

12
有田地区小学校地域連携活動支
援事業

有田地区小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 57

1 夷浜少年消防隊夏季訓練事業 夷浜少年消防隊育成会 子どもの健全育成 ・・・ 58

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

まちづくりの推進 ・・・ 58

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 文化・スポーツの振興 ・・・ 58

4
上越市八千浦地区音楽活動交流
事業

八千浦小・中学校後援会 文化・スポーツの振興 ・・・ 59

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 まちづくりの推進 ・・・ 59

6 八千浦区小・中学生育成事業 八千浦小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 59

7
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 子どもの健全育成 ・・・ 60

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 子どもの健全育成 ・・・ 60

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 文化・スポーツの振興 ・・・ 60

1 保倉地区体育大会事業 保倉地区振興協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 61

2 保倉地区早朝ラジオ体操事業 保倉地区振興協議会 健康・福祉の向上 ・・・ 61

3 保倉地区球技大会事業 保倉地区振興協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 61

4
「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 文化・スポーツの振興 ・・・ 62

5 かみよしの池堰堤保全活動事業 かみよしの池自然環境を守る会 環境保全・景観形成 ・・・ 62

6 保倉環境美化事業 保倉地区振興協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 62

八千浦区

（配分額）
5,600千円

保倉区

（配分額）
5,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

7
白鳥の池保全活動事業（青野地
内）

白鳥を守る保倉の会 環境保全・景観形成 ・・・ 63

8
保倉地区安全・安心な地域づくり
事業

保倉地区町内会長連絡協議会 地域の安全・安心 ・・・ 63

9
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 子どもの健全育成 ・・・ 63

10
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 子どもの健全育成 ・・・ 64

11
保倉地区「子どものびのび育成」事
業

保倉小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 64

12 保倉地区活性化事業 つどいの会ほくら まちづくりの推進 ・・・ 64

13 青野「剣の舞」復活事業 青野芸能保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 65

1 北諏訪区スポーツ振興事業 TMTクラブきたすわ 文化・スポーツの振興 ・・・ 66

2
北諏訪地区の小学生女子健全育
成事業

北諏訪ファイターズ 文化・スポーツの振興 ・・・ 66

3
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 子どもの健全育成 ・・・ 66

4
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 子どもの健全育成 ・・・ 67

5
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 子どもの健全育成 ・・・ 67

6 北諏訪小学校区体育大会事業
北諏訪小学校区体育大会実行委
員会

文化・スポーツの振興 ・・・ 67

7 仲間づくりと生きがいづくり事業 地域交流応援隊 健康・福祉の向上 ・・・ 68

8
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 まちづくりの推進 ・・・ 68

9 地域の歴史・文化学習事業 北諏訪小学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 68

1 下綱子保育園跡地有効活用事業 谷浜地区南部協和会 地域活動の拠点整備 ・・・ 69

2
城ヶ峰砦・長浜砦山頂の景観保全
事業

谷浜地域づくり協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 69

3 地域小中合同体育祭事業 上越市立潮陵中学校PTA 健康・福祉の向上 ・・・ 69

4 桑取地区レクリエーション大会事業 桑取会 まちづくりの推進 ・・・ 70

5
上越市谷浜・桑取区音楽活動交流
事業

谷浜小学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 70

6
上越市谷浜・桑取区文化交流活動
活性化事業

谷浜小学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 70

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

北諏訪区

（配分額）
4,900千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

7
谷浜・桑取地区高齢者いきいき支
援事業

老人クラブ・第一和泉会 健康・福祉の向上 ・・・ 71

8 川と遊ぶニジマス釣り体験事業 谷浜・桑取青少年健全育成会 まちづくりの推進 ・・・ 71

9 地域環境保全事業 谷浜農家組合協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 71

10
谷浜・桑取区内花壇整備及び住民
交流事業

谷浜・桑取区内花壇整備及び住
民交流事業実行委員会

環境保全・景観形成 ・・・ 72

11
上越市谷浜・桑取区音楽活動交流
事業（2）

谷浜小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 72

12 たにはま公園で気球に乗ろう事業 たにはま公園管理組合 観光振興 ・・・ 72

13
谷浜小学校・潮陵中学校記念植樹
の剪定事業

谷浜小学校・潮陵中学校後援会 その他 ・・・ 73

14
「くわどり謙信公トレイル大会」を通
じた地域活性化事業

くわどり謙信公トレイル大会実行
委員会

観光振興 ・・・ 73

1
ウォーキングと郷土の自然・史跡
探訪推進事業

安塚自然友の会 文化・スポーツの振興 ・・・ 74

2
安塚区高齢者いきいき活動推進事
業

安塚区老人クラブ連合会 健康・福祉の向上 ・・・ 74

3 自主防災資材の整備事業 安塚町内会 地域の安全・安心 ・・・ 74

4 横尾義智記念公園管理事業 行野自治会 文化・スポーツの振興 ・・・ 75

5
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 文化・スポーツの振興 ・・・ 75

6
健康・仲間づくりのスポーツサロン
事業

やすづかスポーツクラブ 文化・スポーツの振興 ・・・ 75

7
安塚リバーサイドロード魅力アップ
事業

直峰町内会 観光振興 ・・・ 76

8
直峰城跡登山道木製階段補修事
業

直峰城跡保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 76

9 沼木の里づくり推進事業 朴の木自治会 環境保全・景観形成 ・・・ 76

10
安塚商工会青年部地域活性化事
業

安塚商工会青年部 まちづくりの推進 ・・・ 77

1 ふるさと公園「モミジまつり」事業 ふるさと公園の桜を楽しむ会 環境保全・景観形成 ・・・ 78

2 第9回浦川原和太鼓祭 NPO法人　保倉川太鼓 文化・スポーツの振興 ・・・ 78

3 地域活性化モデル事業
NPO法人　浦川原桜づつみ公園
を守る会

観光振興 ・・・ 78

4 浦川原中学校吹奏楽部支援事業 浦川原中学校同窓会 子どもの健全育成 ・・・ 79

安塚区

（配分額）
5,200千円

浦川原区

（配分額）
5,500千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

5
「俵みこし」の補修による盆行事事
業

中猪子田盆行事実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 79

6 和太鼓購入事業 NPO法人　保倉川太鼓 文化・スポーツの振興 ・・・ 79

7 うらがわらファミリーコンサート事業 浦川原音楽協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 80

8 第5回うらスポマラソン大会
NPO法人　うらがわらスポーツク
ラブ

文化・スポーツの振興 ・・・ 80

9
青少年少女サッカー・フットサル普
及整備事業

浦川原イレブンボーイズ 文化・スポーツの振興 ・・・ 80

10 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

まちづくりの推進 ・・・ 81

1 旧旭小学校跡地整備事業 旭地区協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 82

2
「ほたるのこおどり」未来への継承
事業

大島まちづくり振興会 子どもの健全育成 ・・・ 82

3
あぜ道アート・夢あかりinほたるの
里

大島地区振興協議会 まちづくりの推進 ・・・ 82

4 雪原棚田アートとLED雪蛍事業 藤尾町内会 まちづくりの推進 ・・・ 83

5 菖蒲地区高齢者たまり場開設事業 菖蒲地区振興協議会 地域活動の拠点整備 ・・・ 83

6
私たちの未来の働き方・役立つ金
融教育

大島っ子を育む会 子どもの健全育成 ・・・ 83

7 菖蒲「秋まつり」活性化事業 菖蒲西町内会 まちづくりの推進 ・・・ 84

1
サマーナイトイルミネーション・サ
マーナイトマーケット開催事業

牧商工会 観光振興 ・・・ 85

2
屋号を活かし、地域を活性化させ
る事業

屋号を残す会 まちづくりの推進 ・・・ 85

3 地域情報発信支援事業 NPO法人　牧振興会 まちづくりの推進 ・・・ 85

4 岩神城跡　遊歩道整備事業 岩神町内会 文化・スポーツの振興 ・・・ 86

5 剣道指導拡大事業 牧剣友会 子どもの健全育成 ・・・ 86

6
クロスカントリースキートレーニング
及び大会環境増強事業

牧クロスカントリースキークラブ 子どもの健全育成 ・・・ 86

7
「うたって・おどって・みて」楽しい暮
らしを応援事業

牧文化協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 87

8 泉　棚田の稲ほたる祭事業 泉町内会 まちづくりの推進 ・・・ 87

9 地域の活性化促進事業 牧区地区協議会連絡会議 地域の安全・安心 ・・・ 87

大島区

（配分額）
5,000千円

牧区

（配分額）
5,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

10
原地区集落ネットワーク圏活性化
プラン策定事業

原地区集落ネットワーク圏協議会 まちづくりの推進 ・・・ 88

1 柿崎写真コンテスト事業 柿崎写真コンテスト実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 89

2 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 子どもの健全育成 ・・・ 89

3
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

文化・スポーツの振興 ・・・ 89

4
健康づくり、仲間づくり(輪投げ用具
購入）事業

柿崎区老人クラブ連合会 健康・福祉の向上 ・・・ 90

5
年末おたのしみ会並びに関連イン
リーダー・ジュニアリーダー・シニア
リーダー養成事業

柿崎子ども会連合会 子どもの健全育成 ・・・ 90

6 キンボール競技普及活動事業 かきざきスポーツクラブ 子どもの健全育成 ・・・ 90

7
地域の古い映像発掘と地域のPR
映像を作成し発信する事業

柿崎シネマ倶楽部 文化・スポーツの振興 ・・・ 91

8 ドーム周辺花いっぱい事業 花うえの会 環境保全・景観形成 ・・・ 91

9
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
樹及び電気柵設置事業

ガンバ米山 環境保全・景観形成 ・・・ 91

10 親子教養講座事業 上越市立柿崎中学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 92

11 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

まちづくりの推進 ・・・ 92

12
柿崎区青少年育成会議「柿崎総ぐ
るみあいさつ1,000人大運動」事業

柿崎区青少年育成会議 子どもの健全育成 ・・・ 92

13 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 まちづくりの推進 ・・・ 93

14
柿崎の地域食材を用いた商品開
発と食育推進事業

柿崎恵方巻実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 93

1
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 文化・スポーツの振興 ・・・ 94

2
情報の発信力向上による地域活
動を支援する事業

まちづくり大潟 まちづくりの推進 ・・・ 94

3 大潟ふれあい七夕まつり事業 まちづくり大潟 まちづくりの推進 ・・・ 94

4
老若男女によるゲートボールを通
じたいきいき活動支援事業

大潟ゲートボール協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 95

5
区民いきいき健康増進推進（富士
登山）事業

NPO法人　おおがたスポーツクラ
ブ

健康・福祉の向上 ・・・ 95

6
中学生まちづくりワークショップ「観
光PR大作戦」事業

大潟の子どもを育てる会 子どもの健全育成 ・・・ 95

7 大潟読書普及活動事業 大潟の子どもを育てる会 子どもの健全育成 ・・・ 96

大潟区

（配分額）
7,100千円

柿崎区

（配分額）
7,300千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

8 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 子どもの健全育成 ・・・ 96

9 大潟区地域行事等活性化事業 大潟町中学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 96

10
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 子どもの健全育成 ・・・ 97

11
電車でGO・GO・GO！！　「おおが
たっ子号」でえほんを楽しもう事業

えほんのひろば 子どもの健全育成 ・・・ 97

12
幼年野球を通じた地域活性化・青
少年の健全育成事業

大潟フェニックス 子どもの健全育成 ・・・ 97

13
犀潟町内「新堀川開鑿（さく）由来
記碑」案内標識（立て札型）設置事
業

だいばま会 文化・スポーツの振興 ・・・ 98

1
頸城区のまちづくり情報発信力向
上事業

NPO法人　くびき振興会 まちづくりの推進 ・・・ 99

2 冬期区民スポーツ大会開催事業 頸城体育協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 99

3
健康増進普及事業（ファミリー
ウォーキングとレクリエーション）

NPO法人　ユートピアくびきス
ポーツクラブ

文化・スポーツの振興 ・・・ 99

4
地域の健康づくりと働き盛り世代の
スポーツによる生活改善推進事業

NPO法人　ユートピアくびきス
ポーツクラブ

文化・スポーツの振興 ・・・ 100

5
雁金城跡及び周辺の史跡保存、整
備、併せ会員の知識向上事業

雁金城跡保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 100

6
くびき野レールパーク10周年記念
公開及び施設整備事業

NPO法人　くびきのお宝のこす会 地域活動の拠点整備 ・・・ 100

7 中部農道等景観整備事業 くびき　花の会 環境保全・景観形成 ・・・ 101

8
「大池いこいの森駅」周辺美化事
業

大蒲生田町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 101

9 沖縄教育文化親善交流事業 めんそーれの会 文化・スポーツの振興 ・・・ 101

10 頸城区民のための文化振興事業 くびき文化協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 102

11
坂口記念館を拠点とした「くびきの
地力（ちぢから）」活性化推進事業
第3弾（継続事業）

NPO法人　くびき来夢ネット 文化・スポーツの振興 ・・・ 102

12
坂口謹一郎博士生誕120年記念事
業

頸城区観光協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 102

13 頸城区のまちづくり活性化事業 頸城中学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 103

14
頸城区の若者の繋がりを強化し、
地域の活力とする事業

頸城活性化プロジェクト まちづくりの推進 ・・・ 103

15 白田邸環境整備事業 白田邸世話人会 観光振興 ・・・ 103

頸城区

（配分額）
7,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

吉川区 1
吉川タイムズ創刊5周年記念読者
交流会事業

吉川タイムズ まちづくりの推進 ・・・ 104

2 花いっぱい運動事業 吉川区青少年育成会議 環境保全・景観形成 ・・・ 104

3
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 文化・スポーツの振興 ・・・ 104

4
原之町町内会伝承・伝統事業継承
の活動と推進事業

原之町町内会 文化・スポーツの振興 ・・・ 105

5 吉川民謡の定着化推進事業 吉川おどり隊 文化・スポーツの振興 ・・・ 105

6
上越市長杯・新潟県知事杯パラグ
ライダー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

観光振興 ・・・ 105

7 長峰城址保存活用事業 越後長峰城址保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 106

8
入河沢城を中心とした歴史と里山
文化のまちづくり事業

上吉川歴史と里山文化のまちづ
くり研究会

文化・スポーツの振興 106

9 吉川酒づくり伝説歴訪事業 まちづくり吉川 文化・スポーツの振興 ・・・ 106

10 鼓舞衆太鼓購入支援事業 鼓舞衆（こぶし） 文化・スポーツの振興 ・・・ 107

1 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 文化・スポーツの振興 ・・・ 108

2
中郷区住民の心を音楽で豊かにす
る事業

中郷小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 108

3 芸能活動による地域活性化事業 アロハ中郷 健康・福祉の向上 ・・・ 108

4
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 健康・福祉の向上 ・・・ 109

5
地域と感動と共鳴を！はーとぴあ
中郷文化公演「華響」開催事業

中郷の子どもを育てる会 子どもの健全育成 ・・・ 109

6
地区行事参加・介護施設慰問によ
り民踊でいきいき支援事業

さくらの会 健康・福祉の向上 ・・・ 109

7
中郷区電話番号・地図帳づくり事
業

NPO法人　中郷区まちづくり振興
会

まちづくりの推進 ・・・ 110

8
夏まつりはドミノ・積み木タワー・倒
し事業

中郷区建築連合会 まちづくりの推進 ・・・ 110

9
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 地域活動の拠点整備 ・・・ 110

10
中郷区老人クラブ連合会設立50周
年記念事業

中郷区老人クラブ連合会 健康・福祉の向上 ・・・ 111

11 みんなで作るきれいな中郷事業
NPO法人　中郷区まちづくり振興
会　生活環境部

環境保全・景観形成 ・・・ 111

12 みんなのフラワーガーデン事業 江端町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 111

中郷区

（配分額）
5,600千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

13
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 文化・スポーツの振興 ・・・ 112

14
音楽にふれ、ゆたかな心をはぐくむ
事業

中郷小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 112

1
吹奏楽部の活動を通して地域と触
れ合う事業

板倉中学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 113

2 地域の活力向上事業 板倉まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 113

3 みよしの里美化整備事業 みどりやすらぎグループ まちづくりの推進 ・・・ 113

4
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 まちづくりの推進 ・・・ 114

5
寺野地域観光案内看板の有効活
用事業

寺野地区活性化推進委員会 まちづくりの推進 ・・・ 114

6
県道上越飯山線改良促進に向け
た光ヶ原高原の活用支援事業

光ヶ原夏まつり実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 114

7 箕冠城址公園観光・美化事業 山部地区連絡協議会 まちづくりの推進 ・・・ 115

8 栗沢桜の里づくり事業 栗沢桜の里をつくる会 環境保全・景観形成 ・・・ 115

9
高齢者健康寿命向上地域活動事
業

板倉いきいき達者会 健康・福祉の向上 ・・・ 115

10 市民参加による演劇公演事業
寺野の自然と暮らそうサポートセ
ンター

まちづくりの推進 ・・・ 116

11
板倉区光ヶ原高原にぎわい創出事
業

板倉区光ヶ原高原にぎわい創出
実行委員会

まちづくりの推進 ・・・ 116

12
針観音堂33年御開帳関連整備事
業

針町内会 まちづくりの推進 ・・・ 116

13
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 子どもの健全育成 ・・・ 117

1 白看板城址山道舗装工事事業 荒牧狼煙を上げる会 文化・スポーツの振興 ・・・ 118

2
ふれ愛加美芝居（ふれあいかみし
ばい）事業

星ふる清里会 文化・スポーツの振興 ・・・ 118

3 地域活動応援演奏振興事業 清里中学校後援会 文化・スポーツの振興 ・・・ 118

4
清里地域振興・坊ヶ池交流施設活
用事業

きよさと観光交流協会 観光振興 ・・・ 119

5 地域ふれあいサロン交流事業 NPO法人　清里まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 119

6 グランドゴルフ体験交流事業 NPO法人　清里まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 119

7 スターフェスティバル2017事業 天文指導協力員会 文化・スポーツの振興 ・・・ 120

板倉区

（配分額）
6,400千円

清里区

（配分額）
5,300千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

8 白看板城址遺跡標柱設置事業 荒牧狼煙を上げる会 文化・スポーツの振興 ・・・ 120

9 高齢者健やか文化交流事業 清里区老人クラブ連合会 文化・スポーツの振興 ・・・ 120

10 清里区住民交流促進事業 NPO法人　清里まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 121

11
清里小学校音楽部金管楽器整備
事業

清里小学校後援会 文化・スポーツの振興 ・・・ 121

12 清里交通安全啓発事業 上越交通安全協会清里支部 地域の安全・安心 ・・・ 121

1
小・中学生が「三和を愛する心を育
む」ための事業

三和の子どもを「共に」育てる会 子どもの健全育成 ・・・ 122

2 鼓笛を通して地域とふれあう事業 上杉小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 122

3
島倉獅子舞神楽保存伝承活動備
品整備活用事業

島倉獅子舞神楽保存クラブ 文化・スポーツの振興 ・・・ 122

4
里公小学校区マーチング　DE　み
んな元気！事業

里公小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 123

5 三和のまなびを深める事業 三和まなびの会 文化・スポーツの振興 ・・・ 123

6
新潟県指定文化財等の「歴史的文
化遺産」の保存・伝承事業

所山田町内会 文化・スポーツの振興 ・・・ 123

7 婚活支援事業 地域を大切にする会 まちづくりの推進 ・・・ 124

8
子どもの健全育成を図り、地域住
民のスポーツへの関心を高める事
業

美守小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 124

9
コピー機更新によりスポーツ環境
整備に役だつ事業

NPO法人　さんわスポーツクラブ その他 ・・・ 124

10
三和の子どもたちの健康で健やか
な成長を支援するための事業

NPO法人　さんわスポーツクラブ 子どもの健全育成 ・・・ 125

11
OneUp⤴　さんわ音頭でさんわ祭り
を盛り上げる事業

三和区青少年育成会議 まちづくりの推進 ・・・ 125

12
里公小学校陸上　DE　地域に元気
を発信！事業

里公小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 125

13 三和ジュニア野球活性化事業 三和ジュニア野球 子どもの健全育成 ・・・ 126

三和区

（配分額）
6,100千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

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

健康・福祉の向上 ・・・ 127

2 2017名立篠笛講座事業 名立篠笛同好会 文化・スポーツの振興 ・・・ 127

3 2017年　ふるさと交流事業 不動森あげ米かい まちづくりの推進 ・・・ 127

4 ポニーふれあいパークin名立事業 名立商工会青年部 子どもの健全育成 ・・・ 128

5
無線機を使用した避難訓練の実施
事業

折居自主防災組織 地域の安全・安心 ・・・ 128

6 2017名立駅マイ・ステーション作戦
名立駅マイ・ステーション作戦実
行委員会

まちづくりの推進 ・・・ 128

7
名立区フットサル普及推進事業～
家族みんなでフットサル！～

FCしょんだにUtd. 文化・スポーツの振興 ・・・ 129

8
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

環境保全・景観形成 ・・・ 129

9
「宇山櫻」観賞と宇山散策で宇山の
魅力を楽しんでいただく事業

NPO法人　名立の100年後を創造
する会

環境保全・景観形成 ・・・ 129

10
ふるさと不動地区・水源の森活動
計画事業

不動を創る会 環境保全・景観形成 ・・・ 130

11 横町セントラルパークづくり 横町山町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 130

12
名五美（なごみ）ちゃんで名立区を
元気に！事業～みんなが乗ってる
バスでPR～

宝田小及び名立中学校PTA まちづくりの推進 ・・・ 130

13
名五美（なごみ）ちゃんで名立区を
元気に！事業

宝田小及び名立中学校PTA まちづくりの推進 ・・・ 131

名立区

（配分額）
5,200千円


