
令和２年度 第１回三和区地域協議会次第 
 

 

                                                日時：令和 2年 4月 14日（火） 

午後 5時 30分から 

場所：三和コミュニティプラザ 

３階 多目的ホール 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 諮問事項 

（１）三和米と酒の謎蔵及び三和味の謎蔵の廃止について      資料№１ 

 

 

 

４ そ の 他 

・令和元年度地域活動支援事業アフターフォローの結果について  資料№２ 

・地域協議会委員届出結果について               資料№３ 

  ・令和２年度三和区における主な事業について          資料№４ 

  ・令和２年度三和区の各種団体主要事業カレンダーについて    資料№５ 

 

 

５ 閉  会 





別紙 1 

 

現況 諮問内容 

三和米と酒の謎蔵 

１ 目的 

米及び酒を通じた地域の観光産業の振興を図るとともに、市

民の教育、学術及び文化の向上を図るため、米及び酒に関する

資料館を設置する。 

２ 名称及び位置 

  三和米と酒の謎蔵（上越市三和区大 867番地 1） 

３ 施設 

資料館 

 

４ 管理形態 

  平成 28年度から休止 

 

１ 廃止予定日 

  令和２年６月３０日 

補足資料及び平面図、位置図は別紙のとおり 



別紙 2 

 

現況 諮問内容 

三和味の謎蔵 

１ 目的 

食文化を体験学習する場を提供するとともに、地域の特産物

を紹介し、その販路拡大に寄与するため、食文化体験学習施設

を設置する。 

２ 名称及び位置 

  三和味の謎蔵（上越市三和区大 867番地 1） 

 

３ 施設 

（1）食堂 

（2）その他付属施設 

 

４ 管理形態 

  平成 28年度から休止 

 

１ 廃止予定日 

  令和２年６月３０日 

補足資料及び平面図、位置図は別紙のとおり 



補足資料 

休止中の「三和米と酒の謎蔵」、「三和味の謎蔵」の利活用について 

 

１ 概要 

 平成 27 年 11 月から休止している「三和米と酒の謎蔵」及び「三和味の謎蔵」について、

令和元年度に実施したサウンディング型市場調査（民間事業者との対話）において、民間

事業者から両施設を診療所として利活用したい旨の申し出があった。 

 これを受け、市では、将来的な財政負担（維持管理経費や取壊し費用）の軽減及び市民生

活に有用な活用策であると判断し、両施設を譲渡するため、6月の市議会に施設条例の廃止

の議案を提出する予定である。 

２ 対象施設 

三和米と酒の謎蔵 

（平成 4年建築） 

構 造 木造一部 2階建（地下 1階） 

延床面積 1,374.54㎡ 

三和味の謎蔵 

（平成 5年建築） 

構 造 木造 2階建 

延床面積 451.2㎡ 

  ※詳細は別紙 1のとおり 

３ 譲渡予定相手方 

医療法人ＡＧＲＩＥ（茨城県つくばみらい市伊奈東 37-2） 

 理事長 伊藤 俊一郎 

※ 実績：ＭＥＤ ＡＧＲＩ ＣＬＩＮＩＣとして、「つくばみらい」、「かすみがうら」、「な

りた」、「いばらき」、「いといがわ」、「かとり」を開院 

４ 民間譲渡後の展開 

 市内一円（妙高市の一部を含む）を営業範囲とする訪問診療及び入院機能も備えた医療サー

ビスの提供拠点とする。 

※ 詳細は別紙 2のとおり 

５ 今後のスケジュール（概要） 

時期 内容 

令和 2年 6月 
 市議会に「三和米と酒の謎蔵」及び「三和味の謎蔵」の施設条例の廃止の

議案を提出 

  7月 

 三和ネイチャーリングホテル米本陣のログハウス 1 棟を仮事務所とし、

訪問診療を先行開始 

 「三和米と酒の謎蔵」及び「三和味の謎蔵」、敷地となる土地の譲渡契約

の締結（以後、改修工事を実施） 

令和3年 4月 

以降 

 「三和米と酒の謎蔵」及び「三和味の謎蔵」の改修後の施設で、訪問診療

と有床診療を開始（ログハウスの仮事務所は閉鎖） 

  ※6月以降については、市議会にて、施設の用途廃止の議案が議決された場合の予定です。 

  ●合意形成中の情報であることから、取り扱いに注意してください。 











参考資料 
 

三和米と酒の謎蔵内の物品について 

 

【物品の保管について】 

① 文化財と認められる土器や石器等の展示物は市が保管する。 

② 文化財ではないが、旧三和村に関する展示物は、市で保管し、今後、活

用方法等を検討する。 

 

【① 保管する物品】 

・土器、石器、説明パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【② 活用方法等を検討する物品】 

・旧三和村の模型                ・大釜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業費
補助金交
付決定額

事業費
補助金
確定額

調査日時 総合評価

1 三和区スポーツ活
動振興事業

三和クラブ（青年野球クラブ） 893 892

幅広い年代が活動するクラブの劣化したユニフォー
ム（Tシャツ）を新調し、選手の野球に対する機運を更
に醸成させる。また、継続して三和ジュニアへの技術
指導等の支援を行うことで、子どもたちの健康増進を
図り、選手の育成に取り組む。

893 892 渡邊委員 飯田委員 令和2年1月19日
15:30～16:00

・ユニフォームの更新及び備品の購入により上越市野球大会への参戦に向けた士気高揚
が図られている。
・同クラブが技術指導している「三和ジュニア」の子どもたちにも野球に対する姿勢や行動
規範が更に健やかに醸成している。
ユニフォームや備品の収納管理も適正で、丁寧に使用していて継続的に活用していく姿勢
を確認した。

2 三和ウォッチング事
業

三和まなびの会 80 80
地域の文化財等について講師を招いて現地研修や
セミナーを開催し、現状を知り知識を深めるとともに、
若い人の興味・関心の喚起につなげる。

81 80 森　委員 江口一秋委員
令和元年11月14日

9:00～9:50

・セミナーと現地見学会ともに計画通り実施されている。また、参加者からの質問も多く、関
心をもたれたことは評価できる。
・今後も活動を継続され多くの人に地域を知ってもらえることを期待する。

3
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

861 861

「同和教育」などの講演会の開催や、さんわ祭りの取
組等を通じ、児童・生徒の豊かな心を育み、地域との
つながりを深めることにより、将来の地域社会を担う
人材育成に寄与する。

861 861 髙橋委員 小林委員 令和2年3月24日
14:00～14:30

・社会教育事業で豊かな心を育み、人づくりとなり、地域の活性化になっている。
・財源を確保しつつ今後も継続されることを願っている。

4 三和婚活支援事業
地域を大切にする
会

151 120
男女の出会いのきっかけを作るため、婚活パー
ティーを開催・支援し定住人口の増加を図る。

139 120 丸山委員 江口晃委員
令和元年12月23日

18:30～19:15

・11月27日婚活パーティーを米本陣ログハウスにて開催（男性7名、女性5名）
・今年で7回目の活動となり、実績も少しずつではあるが確実に上がってきている。定住人
口の増加に結び付く重要な活動であり、参加者募集のご苦労もあるが次年度以降も継続し
た活動の実施を望む。

5
輝く三和の食材「箸
やすめ」事業

地域を大切にする
会

217 176

三和区の食材を使用した調理実習を開催し、専門家
からアドバイスを受けながら、三和区の特産品を作成
する。また、三和区の食について、次世代に伝承す
る。

199 176 松井隆夫委員 髙橋委員 令和2年3月18日
9:00～9:30

・地元食材にチャレンジすることは高く評価できる。
・参加者を多く集める努力も必要である。
・広報の方法やレシピ集を広く配布することも大切である。
・企画の段階でより多様なアドバイスを受け、それらを取り入れて実施できれば尚一層定着
した活動となっていく。
・学校をはじめ他団体との連携をより深め、三和自慢のメニュー実現に向け努力願いたい。

6 屋外イベント出演者
の暑さ対策事業

NPO法人三和区
振興会

599 590

イベント用大型テントを購入することにより、出演者の
防暑対策を行う。また、他のイベントや町内会等の各
団体への無償利用が拡充され、地域の活性化に資
する。

600 590 星野委員 田辺委員 令和元年11月12日
15:00～16:00

・出演者の暑さ対策には一定の効果があったと思われる。
・テントの記録写真により購入物品を確認した。
・毎回のまつりイベントに使用して、出演者の健康管理に気を配り、さんわ祭りを盛り上げ
てほしい。

7 さんわ祭り周年記念
事業

さんわ祭り実行委
員会

1,918 719 さんわ祭り5周年の記念事業の一つとして、歌謡
ショーを開催し、地域住民の一体感を醸成する。

2,189 719 田辺委員 松井会長 令和元年11月12日
15:00～16:00

・実行委員の皆さんに感謝します。次回の開催に期待します。

8
伝統芸能の維持・継
承と子供の健全育
成事業

岡田町内会まちづ
くり協議会

50 49

岡田地区の伝統芸能「春駒」、「手踊り」を次世代に継
承・維持するため、練習用の駒頭とササラを整備し、
地域の活性化を図るとともに子どもを地域全体で育
てようとする機運を高め、健全育成に寄与する。

50 49 髙橋委員 星野委員
令和元年11月27日

17:00～18:00

・備品については適切に管理されている。
・地元に留まらず近隣に出向き、他団体との協演など積極的な取り組みが行われている。
・小中学生への指導など若手育成に力を入れ、三和区を代表する伝統芸能団体としての
自覚が感じられた。
・多くの地域芸能が先細りしていく中で、確かな取り組み、まちづくりを行っていることをうれ
しく思う。新たな発表の場でより多くの人々に披露していただくことを期待する。

9
高齢者いきがい支
援事業（ときめき広
場）

三和区老人クラブ
連合会

362 362 講演会を開催し、高齢者の生きがいづくり、絆づくり、
健康増進を図る。

364 362 江口　晃委員 松井隆夫委員
令和2年1月21日

14:30～16:00

・計画時の目標150名が180名の参加があった。120％の増の参加で1人平均2千円の費用
である。案内チラシのみではなく、単位老人クラブの責任者等に会長が参加の呼びかけを
行ったことは評価できる。
・事業の実施に対して関係者及び事務局の無駄のない資金利用の工夫を評価する。
・次年度は老若を問わず全区民対象として、見る・聞く・笑うのイベント企画を要望する。

10
三和で採れた米と
野菜で食育活動事
業

三和食育の会 149 128

三和の食材や無添加で伝統的な調味料を使用した
料理教室等を開催し、三和の食材の良さや食の大切
さを知ってもらい、郷土料理を広めることで、地域活
性化、健康維持を図る。

151 128 小林委員 丸山委員 令和2年2月28日
18:00～18:40

・食育については大切な分野であり、今後も継続されることを望む。
・備品については、支援事業で購入したことを明記することを依頼した。

11
三和の子どもたちの
健やかな成長を支
援する事業

NPO法人　さんわ
スポーツクラブ

1,317 1,043

運動部で活動する中学生に対して効果的な運動や栄
養などの専門的な学びの機会を提供するとともに、
休日等の部活動に地域の指導者を派遣することに
よって部活動を支援し、地域とのかかわりを深め、教
職員の負担軽減を図る。

1,060
770

（273返還）
江口一秋委員 松井隆夫委員 令和2年4月1日

13:30～14:30

・インフルエンザ等により一部実施できなかったが、概ねの事業実施ができていた。部活動
からクラブ化への検討もされていること、スポーツを通じて中学生の体作りに貢献されてい
ることは評価できる。
・次年度以降もスポーツを通じ中学生の健全育成が図れることを期待します。

12 スポーツ競技力アッ
プと人材育成事業

NPO法人　さんわ
スポーツクラブ

323 322
プロジェクターの購入により、講習会やプレゼン、競
技力のスキルアップが図られるとともに、地域活性化
や人材育成に寄与する。

323 322 飯田委員 森　委員 令和元年11月27日
19:00～21:00

・高額な機材のそれに見合う効果と利便性を確認できた。
・十分な光量と至近距離での投影、パソコンに接続することで、動画やマーカー（色分け）な
ど多彩な機能を用いて、可視化による指導や作戦（フォーメーション）、プレゼンテーション
など積極的、継続的に利用できる理解した。

13
三和ジュニア野球
活性化事業

三和ジュニア野球 99 98

野球用具を更新することで、地域のスポーツ振興及
び子どもたちの健全育成を図り、子どもたちの活動を
通して地域の活性化に繋げる。
また、地域に支えられていることを学び感謝する気持
ちを育み、地域を誇れる人間形成に資する。

99 98 金井副会長 渡邊委員
令和2年2月2日
16:00～16:30

・多くの試合、練習試合などで事業評価を上げることが出来ていた。
・現在の部員数は10名で今後は新部員の確保に努めていくとのこと。
・購入備品は、適切に管理され、今後10年位は使用できる。
・子どもたちがのびのびと楽しく活動することを期待したい。

配分額
（単位：
千円）

6,100 差引 7,019 5,440 7,009 5,167

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ －

○ ○ ○

○ ○ －

○ ○ ○

○ ○ －

○ ○ －

○ ○ －

－

○

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称

採択額（単位:千円）

事業内容の概要

○ ○

令和元年度　三和区地域活動支援事業実施概要

　　◎令和元年度三和区配分額：６，１００千円　　採択額：１３事業　５，４４０千円　　配分残額：６６０千円

　 　　○当初募集　提案：１４事業　　採択：１３事業　　採択額：５，４４０千円
　 　　○追加募集　 提案：　０事業

実績額（単位:千円） 三和区地域協議会委員による「アフターフォロー」結果

アフターフォロー担当者
事業実施結果
または成果

○ ○ ○

事業終了後に
おける事業継
続性、自立性
及び発展性

備品購入

○ ○ ○

○ ○

資料№2



 

 

 

地域協議会委員届出結果 

 

 

                 （単位：人） 

区名 定数 届出者数  区名 定数 届出者数 

高田区 20 19  安塚区 12 12 

新道区 14 4  浦川原区 12 10 

金谷区 16 10  大島区 12 12 

春日区 20 11  牧区 12 10 

諏訪区 12 10  柿崎区 14 8 

津有区 12 12  大潟区 14 14 

三郷区 12 8  頸城区 14 13 

和田区 14 5  吉川区 12 11 

高士区 12 12  中郷区 12 8 

直江津区 18 18  板倉区 14 16 

有田区 18 18  清里区 12 12 

八千浦区 12 12  三和区 14 15 

保倉区 12 12  名立区 12 5 

北諏訪区 12 12  
28区合計 382 321 

谷浜・桑取区 12 12  

 

 

 

※届出者の年齢別・男女別構成                     （単位：人、％） 

 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 合計 割合 

男性 0 2 20 30 133 81 4 270 84.1 

女性 0 0 8 17 18 8 0 51 15.9 

合計 0 2 28 47 151 89 4 321 100.0 

  

 

 

 

 

 

資料№3 



　 （単位：千円）

課　名　等
令和2年度
予 算 額

1 町内会関係費集会場整備費補助 共生まちづくり課 15,102

2 地域公共交通運行対策事業 交通政策課 27,625

3 地域活動支援事業 自治・地域振興課 6,000

4 一般介護予防事業 高齢者支援課 3,427

5 自然循環型農業推進事業 農政課 12,839

6 農業用施設等維持管理費(多面的機能支払補助金) 農林水産整備課 77,649

7 土地改良事業 農林水産整備課 17,950

8 観光施設等管理事業 観光振興課 5,463

○化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域慣行基準より5割以上低減し、地球温暖化防止や生物多様性保全
に効果の高い営農活動を行う農業者組織を支援する。
　・環境保全型農業直接支払交付金　11,695千円
 　 取組組織数   3組織　面積　354ha(見込み）
　　取組：5割低減栽培+カバークロップの作付け又は堆肥の施用

○農業者等が共同で取り組む農地、農業用水等の資源の保全管理活動と、水路、農道等の農業用施設を長寿
命化させる活動を支援することにより、農業、農村が有する多面的機能の発揮と優良農地の保全を図るとと
もに、担い手への農地集積を促進する。
　・取組組織数31組織　 A=1,382.6ha

事　　　業（事業概要）

○高齢者が気軽に集い交流を行うことにより、閉じこもりや心身の機能低下を予防し、介護予防につなげ
る。
　・高齢者の介護予防・健康保持等の支援を行い、地域における高齢者の支え合いの体制を構築するため、
　　高齢者サロン、介護予防教室、認知症カフェ等の事業を実施する。

〇地域住民の自発的・主体的な取り組みを推進し、地域の課題解決や活力向上を図る。
　総額　180,000千円を28自治区に配分
　（配分方法：均等割4,500千円＋人口割）

〇大西町内会・浮島町内会・山高津町内会・窪町内会集会場の改築・修繕工事に補助する。

〇バス運行対策費補助金
  ・高田・浦川原線　　17,148千円
　・真砂・岡田線　　　 3,282千円
　・水科・今保線　　　 5,477千円
〇三和区振興会が運行する「みんなの足」へ補助を行い、三和区内の地域内交通を確保する。
　　　　　　　　　　　1,718千円

※令和2年度予算額は、令和元年度からの繰越を含む。

令和２年度　三和区における主な事業

〇県営経営体育成基盤整備事業負担金
　・三和中部第1地区　事業費83,000千円、市負担金10,800千円
〇県営ため池等整備事業（耐震対策型）負担金
　・令和2年度令和事業費　65,000千円　市負担金　7,150千円
　　受益面積419.2ha　　耐震対策4か所(H30～R5)
　　末野：白山溜　　北代：阿弥陀寺池　　大東：多能ダム　水吉：新溜（下）

〇三和ネイチャーリングホテル米本陣管理運営費、東部緑地公園等管理費
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課　名　等
令和2年度
予 算 額

事　　　業（事業概要）

9 道路維持費 道路課 22,778

10 道路整備事業 道路課 21,860

11 河川管理費 河川海岸砂防課 68,548

12 小学校市単独事業 教育総務課 4,758

13 中学校市単独事業 教育総務課 2,486

14 圃場整備等遺跡発掘調査事業 文化行政課 140,486

15 上水道事業 ガス水道局 66,247

16 復旧治山事業(三和区) 新潟県 70,000

〇里公小学校校舎屋上防水工事
〇上杉小学校外壁改修工事

〇市道を適正に管理し、市民生活の安全・安心を確保する。
　・道路維持管理、交通安全対策、装修繕、外側線修繕等

〇市道の整備促進を図る。
　・里五十公野線(上田地内)、歩道整備工事L=180m

〇林道社寺山線沿い（保安林区域内）において、山腹崩壊対策工事を実施する。
　・土留工N=1箇所、ボーリング暗渠工N=2箇所、　水路工N=1式

○市管理河川等の維持・改修工事を促進するほか、関係機関及び関係団体と連携し、河川事業の促進や環境
保全に向けた施策を実施する。準用河川の機能保全を図り、適正な維持管理を行う。
　・錦川、代官免川（維持工事）
〇令和元年度に国において災害の発生予防、拡大予防を目的とし新設された市債事業
　・布目池周辺災害対策防止工事（溢水対策）　上広田地内　N=1式
〇令和2年度に国において河川の浚渫による災害防止を目的とし新設された市債事業
　・江象川浚渫工事　島倉ほか地内　L=150ｍ

○老朽化した配水施設の修繕を行い、安全で安定した給水を図る。その他建設改良に伴う本支管等の工事を
行う。
　・法花寺配水池防水工事
　・本支管等工事
　　野地内（県道改良関連）φ100㎜　L=40ｍ
　　今保地内（〃）φ150～50㎜　L=370ｍ
　　田地内（里五十公野線）φ100㎜　L=10ｍ

○県営ほ場整備事業等の開発事業から埋蔵文化財を保護するため、当該地の発掘調査を行い、埋蔵文化財の
記録を保存する。
　・RI本発掘調査の整理
　・高規格道路建設に伴う本発掘調査   135,111千円

○学習形態の多様化に対応した教育施設を整備するとともに、経年劣化した施設及び設備を改善し、生徒の
安全・安心の確保及び快適な教育環境の整備を図る。
　・三和中学校ﾌﾟｰﾙろ過ﾀﾝｸ入替工事



令和２年度　三和区の各種団体主要事業カレンダー

月 日 曜日 行　事　内　容 主催団体等

1 水 春季火災予防運動（～7日） 消防庁

6 月 春の全国交通安全運動（～15日）　※交通安全立哨 新潟県　※NPO法人三和区振興会

6 月 さんわ保育園入園式（午前） さんわ保育園

6 月 上杉小・美守小学校新任式・始業式 上杉小・美守小学校

7 火
里公小学校新任式・始業式
上杉小・美守小学校入学式
三和中学校　午前：新任式・始業式　午後：入学式

３小学校、三和中学校

8 水 里公小学校入学式 里公小学校

12 日 上越市消防団三和方面隊ポンプ操法講習会       <中止> 上越市消防団三和方面隊

12 日 さんわ桜の陣2020（会場：西部スポーツハウス）  　　 <中止> 三和商工会

12 日 春の全市クリーン活動　※町内会により異なる（４月～５月の間） 実施組織

13 月 狂犬病予防注射 上越市

17 金 里公小・上杉小学校ＰＴＡ総会 里公小・上杉小学校

18 土 三和中学校ＰＴＡ総会 三和中学校

中旬 ＪＡ農家組合長会議 JAえちご上越

23 木 美守小学校ＰＴＡ総会 美守小学校

26 日 上越市議会議員一般選挙投票日 上越市

24 金 三和区合同学校運営協議会 各小中学校

29 水・祝 ＮＰＯ法人さんわスポーツクラブ定期総会 NPO法人さんわスポーツクラブ

15 金 三和商工会通常総会 三和商工会

16・17 土・日 林富永邸春の一般公開 林富永邸保存会

23 土 ３小学校体育大会 ３小学校

27 水 ＪＡ第19回通常総代会 JAえちご上越

30 土 三和中学校がんばり遠足 三和中学校

30 土 ＮＰＯ法人さんわスポーツクラブ15周年アニバーサリーフェス NPO法人さんわスポーツクラブ

下旬 ＮＰＯ法人さんわスポーツクラブ15周年祝賀会 NPO法人さんわスポーツクラブ

下旬 三和区青少年育成会議総会 三和区青少年育成会議

下旬 ＮＰО法人三和区振興会通常総会 NPO法人三和区振興会

6 土 三和区いきいき輪投げ大会 上越市・三和区老人クラブ連合会

7 日 上越市消防団三和方面隊連合演習 上越市消防団三和方面隊

18.19 木・金 特定健康診査・市民健診・がん検診 上越市

20 土 バスケットクリニック NPO法人さんわスポーツクラブ

21 日 ソフトバレー大会 NPO法人さんわスポーツクラブ

中旬 ＪＡ年金友の会総会 JAえちご上越

中旬 健康づくり推進活動チーム研修会 上越市

中旬 三和区戦没者追悼法要 三和区遺族会

中旬 さんわ保育園花植え 三和区青少年育成会議

下旬 桑曽根川・錦川改修促進期成同盟会総会 期成同盟会

上旬 飯田川環境整備協議会総会・現地視察 飯田川環境整備協議会

10 金 レディース検診（子宮頸がん・乳がん） 上越市

12 日 夏の全市クリーン活動　※町内会により異なる（６月～８月の間） 実施組織

17 金 上江北辰神社例大祭 関川水系土地改良区

18 土 さんわ保育園夏まつり さんわ保育園

19 日 三和区町内会長協議会視察研修 （視察先：未定） 三和区町内会長協議会

21 火 ３小学校１学期終業式 ３小学校

22 水 三和中学校１学期終業式 三和中学校

22 水 7ブロック小学校水泳大会 ３小学校

22 水 夏の交通事故防止運動（～31日） 新潟県

1 土 さんわ祭り さんわ祭り実行委員会

8 土 三和愛宕の園納涼祭 (社福)上越あたご福祉会

上旬 アウトドア体験 NPO法人さんわスポーツクラブ・三和
地区公民館・三和区青少年育成会議

上旬 三和区国･県道及び桑曽根川・錦川期成同盟会合同要望 期成同盟会

上旬 いきいき交流会 三和区老人クラブ連合会

上旬 関川水系土地改良区臨時総代会 関川水系土地改良区

24 月 三和中学校２学期始業式 三和中学校

27 木 上杉小・美守小２学期始業式 上杉小・美守小学校

28 金 里公小２学期始業式 里公小学校

29 土 三和中学校体育祭 三和中学校

下旬 ＪＡ農家組合長会議 JAえちご上越

　　令和2年3月現在

4月

5月

6月

7月

8月
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月 日 曜日 行　事　内　容 主催団体等

10 木 美守小学校　白山防災の日 美守小学校

中旬 献血 上越市

21 月 秋の全国交通安全運動（～30日）　※交通安全立哨 新潟県　※NPO法人三和区振興会

27 日 さんわ体育祭 NPO法人三和区振興会

1 木 高齢者交通事故防止運動（～31日） 新潟県

1 木 三和区敬老会 上越市・NPO法人三和区振興会

3 土 さんわ保育園運動会 さんわ保育園

4 日 三和区いきいきスポーツ大会 上越市・三和区老人クラブ連合会

上旬 第39回三和商工会長杯ゴルフ大会 三和商工会

11 日 えちご・くびき野100kmマラソン 100kmマラソン実行委員会

11 日 秋の全市クリーン活動　※町内会により異なる（９月～11月の間） 実施組織

22 木 特定健康診査・市民健診・がん検診（午前のみ） 上越市

23 金 レディース検診（子宮頸がん・乳がん） 上越市

24 土 ３小学校文化祭 ３小学校

25 日 さんわ駅伝大会 NPO法人三和区振興会

25 日 三和中学校音楽祭 三和中学校

31 土 さんわ文化祭 NPO法人三和区振興会

下旬 三和地区農協まつり JAえちご上越

9 月 秋季火災予防運動（～15日） 消防庁

8 日 三和区自主防災訓練＆三和方面隊分団演習（上杉分団地内） 各組織

14・15 土・日 林富永邸秋の一般公開 林富永邸保存会

15 日 ふれあいテニス大会 NPO法人さんわスポーツクラブ

下旬 三和区町内会長協議会（全体会） 三和区町内会長協議会

下旬 三和村土地改良区臨時総代会 三和村土地改良区

下旬 火 小中学生交流会 三和中学校・三和区青少年育成会議

4・5 金・土 さんわ保育園発表会 さんわ保育園

11 金 冬の交通事故防止運動（～20日） 新潟県

中旬 ＪＡ農家組合長会議 JAえちご上越

23 水 上杉小・美守小、三和中学校２学期終業式 上杉小・美守小学校、三和中学校

24 木 里公小学校２学期終業式 里公小学校

上旬 年末年始大売出し抽選会 三和商工会

7 木 上杉小・美守小学校、三和中学校３学期始業式 上杉小・美守小学校、三和中学校

8 金 里公小学校３学期始業式 里公小学校

23 土 ＮＰＯ法人三和区振興会新春祝賀会 NPO法人三和区振興会

下旬 中学校入学説明会 三和中学校

下旬 ＪＡ集落座談会　～2月上旬 JAえちご上越

11 木・祝 雪上うんどう会 NPO法人さんわスポーツクラブ

中旬 三和区町内会長協議会（全体会）・情報交換会 三和区町内会長協議会

中旬 ふれあいの集い 三和区身体障害者福祉協会

下旬 里公、上杉小学校ＰＴＡ総会 里公小・上杉小学校

下旬 さんわ芸能発表会 三和文化協会

2 火 三和中学校卒業式 三和中学校

9 火 美守小学校ＰＴＡ総会 美守小学校

23 火 ３小学校３学期終業式 ３小学校

24 水 ３小学校卒業式、三和中学校３学期終業式 ３小学校、三和中学校

25 木 三和中学校離任式 三和中学校

26 金 上杉小・美守小学校離任式 上杉小・美守小学校

26 金 さんわ保育園卒園式（午前） さんわ保育園

21 日 バレエ発表会 NPO法人さんわスポーツクラブ

下旬 関川水系土地改良区通常総代会 関川水系土地改良区

下旬 三和村土地改良区通常総代会 三和村土地改良区

下旬
三和区町内会長協議会定例総会、三和区生活環境協議会定例
総会、三和区国県道整備促進期成同盟会定期総会

各組織

3月

9月

10月

11月

12月

1月

2月


