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⑴　事業の目的
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⑵　各区への配分方法
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⑶　対象事業
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⑷　実施方法

○
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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

・ 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

令和元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～790
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 12,400 30 17,338 21 12,244 156

新道区 7,100 9 9,424 7 3,724 3,376

金谷区 8,500 17 10,314 16 8,500 0

春日区 10,300 25 14,889 25 10,300 0

諏訪区 4,800 9 5,459 9 4,800 0

津有区 5,800 6 4,433 6 4,433 1,367

三郷区 4,900 13 4,942 12 4,865 35

和田区 6,100 7 6,440 7 6,100 0

高士区 4,900 15 5,214 12 4,900 0

直江津区 9,700 20 9,236 19 8,864 836

有田区 8,800 11 10,094 10 8,800 0

八千浦区 5,600 11 5,600 11 5,600 0

保倉区 5,100 14 5,840 14 5,086 14

北諏訪区 4,900 11 4,900 11 4,900 0

谷浜・桑取区 4,900 16 4,997 14 4,323 577

安塚区 5,200 9 5,220 9 5,200 0

浦川原区 5,400 15 8,220 14 5,400 0

大島区 4,900 9 5,159 9 4,900 0

牧区 5,000 15 8,323 14 5,000 0

柿崎区 7,200 13 7,486 13 7,194 6

大潟区 7,200 9 7,322 9 7,200 0

頸城区 7,100 17 9,213 13 7,100 0

吉川区 5,700 10 5,484 10 5,340 360

中郷区 5,500 15 5,957 15 5,500 0

板倉区 6,400 15 7,453 14 6,400 0

清里区 5,300 8 6,110 8 5,297 3

三和区 6,100 14 5,795 13 5,440 660

名立区 5,200 17 6,585 16 5,122 78

合計 180,000 380 207,447 351 172,532 7,468

令和元年度　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 ２８件

②文化・スポーツの振興 ８２件

③まちづくりの推進 ９０件

④環境保全・景観形成 ３３件

⑤地域の安全・安心 ３０件

⑥子どもの健全育成 ５８件

⑦観光振興 ２６件

⑧地域活動の拠点整備 ３件

⑨その他 １件

計３５１件

【提案内容の内訳】

①健康・福祉の向上 ３０件

②文化・スポーツの振興 ９０件

③まちづくりの推進 １０３件

④環境保全・景観形成 ３３件

⑤地域の安全・安心 ３３件

⑥子どもの健全育成 ５９件

⑦観光振興 ２５件

⑧地域活動の拠点整備 ４件

⑨その他 ３件

計３８０件
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令和元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
高田区の賑わいを創出する、上越
エリア最大の一般公募＋作家16名
による水墨画フェスティバル

上越水墨画フェスティバル実行委
員会

文化・スポーツの振興 ・・・ 1

3 高田瞽女の文化発信事業
NPO法人　高田瞽女の文化を保
存・発信する会

文化・スポーツの振興 ・・・ 1

4 青田川桜保存と河川学習事業 青田川を愛する会 環境保全・景観形成 ・・・ 2

5
「歩行者天国の夕べ」ふれあい広
場事業

南本町三丁目まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 2

6
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

7 NEO浄興寺プロジェクト事業 NEO浄興寺プロジェクト まちづくりの推進 ・・・ 3

8
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 まちづくりの推進 ・・・ 3

9
高田世界館・高田小町美化緑化運
動事業

本町六丁目町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 3

10 松平忠輝公と五郎八姫の会事業 松平忠輝公と五郎八姫の会 文化・スポーツの振興 ・・・ 4

11
寺町の魅力を地域に発信する活動
事業

寺町まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 4

12
雁木通りミュージックフェスティバル
事業

雁木通りミュージックフェスティバ
ル実行委員会

まちづくりの推進 ・・・ 4

13
灯りと寺社群を活かした夜の寺町
散策事業

公益社団法人　上越青年会議所
地域共創委員会

まちづくりの推進 ・・・ 5

14
高田の文化・文学・文芸を継承する
事業

高田文化協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 5

15
高田の地域資源を活かした市街地
活性化事業

高田のまち文化を守る会 文化・スポーツの振興 ・・・ 5

16
城ネット第3回シンポジウム　春風
亭昇太師匠「高田城を語る」公演事
業

高田城復元ネットワーク検討委員
会

文化・スポーツの振興 ・・・ 6

17 雁木の価値を発信する事業 越後高田・雁木ねっとわーく まちづくりの推進 ・・・ 6

18
100年映画館周辺案内看板設置と
館内ガイド本、周辺散策マップ制作
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

19

「今年は、郵便の父　前島密の没
後100周年です。その記念の年に
あたり、高田区のみなさんと共にハ
ガキを使った地域観光のPR活動を
行います」事業

ちりつも観光プロジェクト 観光振興 ・・・ 7

令和元年度　地域活動支援事業　助成事業一覧

高田区

（配分額）
12,400千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

20
北部地域の文化・賑わいを創出す
る事業

高田区北部振興会 まちづくりの推進 ・・・ 7

21
上越美術協会の上越地域における
美術文化振興事業

上越美術協会 文化・スポーツの振興 ・・・ 7

1 グラウンドゴルフで地域交流事業 新道地区老人クラブ協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 8

2
新道すこやかサロン環境整備(新
道地区多目的研修センターカー
ポート他整備)事業

地域福祉新道みつわ会 地域活動の拠点整備 ・・・ 8

3 稲田祇園祭熱中症対策支援事業 稲田祇園祭奉賛会 まちづくりの推進 ・・・ 8

4 稲田四ツ葉会の活き活き支援事業 稲田四ツ葉会 健康・福祉の向上 ・・・ 9

5
富岡小学校PTAバレーボール活動
事業

富岡小学校PTAバレーボール
チーム

文化・スポーツの振興 ・・・ 9

6 稲田3丁目子供会活動支援事業 稲田3丁目子供会 子どもの健全育成 ・・・ 9

7
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

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 ・・・ 11

2
正善寺ダム周辺のアジサイの維持
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 ・・・ 11

3
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 ・・・ 11

4 金谷区歴史観光開発町おこし事業 金谷地域歴史を守る会 観光振興 ・・・ 12

5 滝寺砦整備事業 滝寺砦狼煙を上げる会 まちづくりの推進 ・・・ 12

6 里道（旧後谷線）の整備事業 後谷・名水桜清水の会 まちづくりの推進 ・・・ 12

7
安全安心まちづくりの防犯活動強
化事業

飯地区防犯協会 地域の安全・安心 ・・・ 13

8
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 ・・・ 13

9
グランド・ゴルフで地域を活性化さ
せる事業

青水会 健康・福祉の向上 ・・・ 13

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 ・・・ 14

11
金谷区（灰塚駐在所管内）の交通
安全確保事業

上越交通安全協会灰塚支部 地域の安全・安心 ・・・ 14

12
金管演奏による黒田小学校区地域
活性化事業

黒田小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 14

金谷区

（配分額）
8,500千円

新道区

（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

13 中ノ俣古道整備事業 中ノ俣古道整備保存会 まちづくりの推進 ・・・ 15

14
バレーボール文化の普及及び青少
年健全育成事業

上越クラブ 子どもの健全育成 ・・・ 15

15 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 ・・・ 15

16 金谷区地域活性プロジェクト事業 上越若者みらい会議 まちづくりの推進 ・・・ 16

1 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

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 まちづくりの推進 ・・・ 17

3
F・C高志　サッカー＆フットサル活
動及び青少年健全育成事業

F・C高志 子どもの健全育成 ・・・ 17

4 土橋自衛消防部事業 土橋自衛消防部 地域の安全・安心 ・・・ 18

5
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 ・・・ 18

6 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 観光振興 ・・・ 18

7
生き生き大豆　環境美化と防災・交
流事業

大豆町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 19

8
春日山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
グラウンド・ゴルフで地域の活性化
を図る事業

藤巻グラウンド・ゴルフ同好会 健康・福祉の向上 ・・・ 19

10
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 ・・・ 20

11
小学生の金管楽器演奏による地域
の絆づくり支援事業

上越市立春日小学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 20

12
第5回　越後謙信きき酒マラソン事
業

上越商工会議所青年部 まちづくりの推進 ・・・ 20

13
地域住民が心豊かで安全安心に
暮らせる住みよいまちづくりを進め
る事業

春日野町内会 まちづくりの推進 ・・・ 21

14
春日山城跡環境整備（案内看板等
の設置と柿崎屋敷）事業

春日山城跡保存整備促進協議会 観光振興 ・・・ 21

15 町内レクリエーション活動支援事業 木田町内会 まちづくりの推進 ・・・ 21

16
高志地区・安全・安心見守りパト
ロール事業

高志小学校後援会 地域の安全・安心 ・・・ 22

17
大学前通りの環境整備と子供たち
のための芸術文化活動事業

パブリック・アート推進委員会 文化・スポーツの振興 ・・・ 22

春日区

（配分額）
10,300千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

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

19
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 ・・・ 23

20
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 ・・・ 23

21
ジュニアバレーボールの普及及び
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 ・・・ 23

22 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球 子どもの健全育成 ・・・ 24

23 春日区　幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 子どもの健全育成 ・・・ 24

24
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 ・・・ 24

1 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 健康・福祉の向上 ・・・ 25

2
くびき野諏訪スポーツクラブ活動事
業

くびき野諏訪スポーツクラブ 子どもの健全育成 ・・・ 25

3 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 25

4 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

5 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 文化・スポーツの振興 ・・・ 26

6 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 ・・・ 26

7 未楽来すわ活動事業
“明日の上越・諏訪を創る会”　未
楽来すわ

まちづくりの推進 ・・・ 27

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 ・・・ 27

9 諏訪区防災士会事業 諏訪区防災士会 地域の安全・安心 ・・・ 27

1
上越市防災士会津有支部活動装
備整備事業

上越市防災士会津有支部 地域の安全・安心 ・・・ 28

2
2019　津有北部地区スポーツクラ
ブ夏祭り地域活性化事業

津有北部地区スポーツクラブ まちづくりの推進 ・・・ 28

3
頑張っている地域スポーツ少年団
団員の安全安心をサポートする青
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 ・・・ 28

4 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 ・・・ 29

5
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

諏訪区

（配分額）
4,800千円

津有区

（配分額）
5,800千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

6
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

文化・スポーツの振興 ・・・ 29

1 西松野木町内安全対策事業 西松野木町内会 地域の安全・安心 ・・・ 30

2
長者町町内会として安全・安心事
業

長者町町内会自主防災組織 地域の安全・安心 ・・・ 30

3
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 ・・・ 30

4
三郷地区公民館、各町内会館での
講座学習会、講演会資機材等整備
事業

三郷まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 31

5 三郷地区大運動会事業 三郷体育振興会 子どもの健全育成 ・・・ 31

6 いきいき健康ウォーク事業 三郷体育振興会 子どもの健全育成 ・・・ 31

7
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 ・・・ 32

8 三郷楽しい健康体操事業 楽しい健康体操教室 健康・福祉の向上 ・・・ 32

9 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 まちづくりの推進 ・・・ 32

10 さんごう夏っ子クラブ事業 ENJOY35 子どもの健全育成 ・・・ 33

11 安心・安全な地域づくり事業 三郷まちづくり振興会 地域の安全・安心 ・・・ 33

12 三郷タイフーン活動支援事業 三郷タイフーン 子どもの健全育成 ・・・ 33

1
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 ・・・ 34

2 上越妙高駅でひな祭り事業 上越妙高駅と共に歩む会 まちづくりの推進 ・・・ 34

3
青空ボードゲームフェスin上越妙高
事業

青空ボードゲームフェスin上越妙
高実行委員会

まちづくりの推進 ・・・ 34

4
和田小学校PTA　野球部・バレー
ボール部活動支援事業

和田小学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 35

5
吹上遺跡を花で彩るプロジェクト事
業

稲荷吹上遺跡花グループ 環境保全・景観形成 ・・・ 35

6
小学生バレーボールを通じた青少
年健全育成等事業

大和ジュニア 文化・スポーツの振興 ・・・ 35

7
第1回みんなの冬のカーニバル事
業

和田区雪イベント実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 36

1
高齢者の見守り活動・会食会・弁当
配食事業

ひとふさの会 健康・福祉の向上 ・・・ 37高士区

（配分額）
4,900千円

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

2
飯田川のいきものと自然のふれあ
い活動事業

飯田町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 37

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 ・・・ 37

4 高士地域の歴史調査・集積事業 高士歴史研究会 文化・スポーツの振興 ・・・ 38

5 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 ・・・ 38

6
令和元年　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 ・・・ 38

7 ニュースポーツの普及事業
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 ・・・ 39

8
小冊子「川上善兵衛翁を語る」作成
事業

高士歴史研究会 文化・スポーツの振興 ・・・ 39

9 地区だより「たかし」発行事業 高士地区振興協議会 まちづくりの推進 ・・・ 39

10
平成31年度　稲谷【だんとうの大
杉】保存事業

稲谷【だんとうの大杉】保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 40

11
「雪まつり（キャンドルイベント）」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 ・・・ 40

12 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 ・・・ 40

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 ・・・ 41

2
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 ・・・ 41

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 ・・・ 41

4
認知症にやさしい地域づくりin直江
津事業

上越オレンジサポーター 健康・福祉の向上 ・・・ 42

5 「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 ・・・ 42

6 鉄道の町「直江津」発信事業 直江津鉄道振興会 観光振興 ・・・ 42

7 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 文化・スポーツの振興 ・・・ 43

8
第3回ビーチスポーツフェスティバ
ルin直江津事業

ビーチスポーツフェスティバルin直
江津実行委員会

文化・スポーツの振興 ・・・ 43

9 船見公園夕日コンサート2019事業 三八朝市周辺まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 43

10 「ライオン像のある館」活用事業
ライオン像の建物をまちづくりに
活かす会

文化・スポーツの振興 ・・・ 44

高士区

（配分額）
4,900千円

直江津区

（配分額）
9,700千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

11 直江津まちあるきガイドマップ事業
ライオン像の建物をまちづくりに
活かす会

観光振興 ・・・ 44

12 天王川クリーンナップ大作戦事業
ライオン像の建物をまちづくりに
活かす会

環境保全・景観形成 ・・・ 44

13
〈直江津の歴史・食・人・文化をつな
ぎ紡ぐ〉事業

まちおこし直江津 文化・スポーツの振興 ・・・ 45

14 《直江津港から元気発信》事業 直江津港周辺活性化協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 45

15 寒ブリ祭り事業 直江津港周辺活性化協議会 観光振興 ・・・ 45

16 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 ・・・ 46

17
直江津小学校区地域安全・防災教
育推進事業

汐なり子ども育成会 地域の安全・安心 ・・・ 46

18 直江津区子ども健全育成事業 汐なり子ども育成会 子どもの健全育成 ・・・ 46

19 安全・安心な緊急避難支援事業 直江津地区町内会長協議会 地域の安全・安心 ・・・ 47

1 有田地区いきいき支援事業 有田福祉の会 健康・福祉の向上 ・・・ 48

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 ・・・ 48

3
「有田地区の歩み」（仮称）を発行
する事業

「有田地区の歩み」を発行する会 文化・スポーツの振興 ・・・ 48

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 ・・・ 49

5
直江津東地域防災・防犯活動支援
事業

直江津東地域学園運営協議会 地域の安全・安心 ・・・ 49

6
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 ・・・ 49

7
上越市立直江津東中学校野球グラ
ンド整備事業

直江津東中学校野球部保護者会 子どもの健全育成 ・・・ 50

8
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 ・・・ 50

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 子どもの健全育成 ・・・ 50

10
第10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 ・・・ 51

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 子どもの健全育成 ・・・ 52

2 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 子どもの健全育成 ・・・ 52

八千浦区

（配分額）
5,600千円

有田区

（配分額）
8,800千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

3
八千浦地区活性化・青少年育成事
業「第10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 ・・・ 52

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 子どもの健全育成 ・・・ 53

5 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 ・・・ 53

6 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 ・・・ 53

7
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 子どもの健全育成 ・・・ 54

8
八千浦区を気球に乗って空から見
てみよう事業

八千浦地区明るい町づくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 54

9
「八千浦地区海まつり」10周年記念
事業

海まつり実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 54

10
文化、創作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 文化・スポーツの振興 ・・・ 55

11
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 文化・スポーツの振興 ・・・ 55

1 保倉地区体育大会事業 保倉まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 56

2 保倉地区早朝ラジオ体操事業 保倉まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 56

3 保倉環境美化事業 保倉まちづくり振興会 環境保全・景観形成 ・・・ 56

4
保倉地区安全・安心な地域づくり事
業

保倉まちづくり振興会 地域の安全・安心 ・・・ 57

5
保倉地区福祉の増進を図る活動事
業

保倉まちづくり振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 57

6 保倉スポレック推進事業 保倉スポレック同好会 文化・スポーツの振興 ・・・ 57

7 地域の防災力向上事業 保倉まちづくり振興会 地域の安全・安心 ・・・ 58

8 保倉地区球技大会事業 保倉まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 58

9 「ファミリー綱引き大会」参加事業 保倉まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 58

10 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 ・・・ 59

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 子どもの健全育成 ・・・ 59

12
直江津東地域防災・防犯活動支援
事業

直江津東地域学園運営協議会 地域の安全・安心 ・・・ 59

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

13
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 ・・・ 60

14
スポーツ少年団青少年健全育成事
業

ユニオンアローズBC（保倉・北諏
訪スポーツ少年団）

子どもの健全育成 ・・・ 60

1 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 ・・・ 61

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 子どもの健全育成 ・・・ 61

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 子どもの健全育成 ・・・ 61

4
直江津東地域防災・防犯活動支援
事業

直江津東地域学園運営協議会 地域の安全・安心 ・・・ 62

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 ・・・ 62

6
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 ・・・ 62

7 北諏訪っ子のびのび育成事業 北諏訪小学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 63

8 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 ・・・ 63

9
スポーツ少年団青少年健全育成事
業

ユニオンアローズBC（保倉・北諏
訪スポーツ少年団）

子どもの健全育成 ・・・ 63

10 地域コミュニティー活性化事業 TMTクラブきたすわ まちづくりの推進 ・・・ 64

11
北諏訪小学校地域連携活動支援
事業

北諏訪地区学校後援会 まちづくりの推進 ・・・ 64

1
谷浜・桑取地区いきいきスポーツ推
進事業

桑取グランドゴルフ会 文化・スポーツの振興 ・・・ 65

2 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 子どもの健全育成 ・・・ 65

3
上越市谷浜・桑取区音楽活動交流
事業

谷浜小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 65

4
上越市谷浜・桑取区児童と地域と
の交流促進事業

谷浜小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 66

5 城ヶ峰砦・長浜砦の景観保全事業 谷浜地域づくり協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 66

6
谷浜・桑取区のガイドマップ作成事
業

谷浜地域づくり協議会 観光振興 ・・・ 66

7
谷浜・桑取地区高齢者いきいき支
援事業

谷浜・桑取ゲートボール輪投げ同
好会

文化・スポーツの振興 ・・・ 67

8
谷浜・桑取区のガイドマップ作成事
業（追加事業）

谷浜地域づくり協議会 観光振興 ・・・ 67

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

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

9 旧高住小学校歴史存続事業 谷浜地区南部協和会 文化・スポーツの振興 ・・・ 67

10 西山寺バス停留所改築事業 谷浜地区南部協和会 まちづくりの推進 ・・・ 68

11 地域文化活動充実事業 谷浜・桑取地域振興協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 68

12 地域一体型体育祭事業 上越市立潮陵中学校PTA 文化・スポーツの振興 ・・・ 68

13 子ども里神楽伝承事業 桑谷里神楽伝承会 文化・スポーツの振興 ・・・ 69

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

まちづくりの推進 ・・・ 69

1 安塚区高齢者いきいき支援事業 安塚トリットボール普及会 文化・スポーツの振興 ・・・ 70

2
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 子どもの健全育成 ・・・ 70

3 雪のふるさと安塚PR事業 安塚商工会 まちづくりの推進 ・・・ 70

4 自主防災資材の整備事業 おぐろ町内会 地域の安全・安心 ・・・ 71

5 円平坊防災意識向上事業 円平坊自治会 地域の安全・安心 ・・・ 71

6
和田自治会防災用具格納庫整備
支援事業

和田自治会 地域の安全・安心 ・・・ 71

7 安塚町内会にこにこ事業 安塚町内会 健康・福祉の向上 ・・・ 72

8 安塚雪んこのびのび育成事業 安塚小学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 72

9 山のうえの雪まつり事業 山のうえの雪まつり実行委員会 観光振興 ・・・ 72

1 第11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 ・・・ 73

2 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

観光振興 ・・・ 73

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 ・・・ 73

4 防災士会だより発行事業 上越市防災士会浦川原支部 地域の安全・安心 ・・・ 74

5 農地の獣害対策事業 浦川原区農業振興会 環境保全・景観形成 ・・・ 74

6 第7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 ・・・ 74

安塚区

（配分額）
5,200千円

浦川原区

（配分額）
5,400千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

7
ふるさと公園観桜会等活動支援事
業

ふるさと公園の桜を楽しむ会 観光振興 ・・・ 75

8 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 ・・・ 75

9
「ふるさとを送ろう」キャンペーン事
業

山本ぶどう組合 観光振興 ・・・ 75

10
遊歩道「和山・観音堂コース」に道
案内標柱設置事業

熊沢町内会 観光振興 ・・・ 76

11
うらがわらまつり等地域活性化事
業

NPO法人　夢あふれるまち浦川
原

まちづくりの推進 ・・・ 76

12 浦川原桜づつみ観桜会PR事業
NPO法人　浦川原桜づつみ公園
を守る会

観光振興 ・・・ 76

13 第5回手作りの小さな文化祭
手作りの小さな文化祭実行委員
会

文化・スポーツの振興 ・・・ 77

14
「チャレンジ！　さんばいし投げin月
影」イベント事業

月影の郷運営委員会 文化・スポーツの振興 ・・・ 77

1 あぜ道ほたる・夢灯り 大島地区振興協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 78

2
AEDを活用して住民の安全と安心
を図る事業

藤尾町内会 地域の安全・安心 ・・・ 78

3 細越夏まつりの維持・継続事業 細越町内会 まちづくりの推進 ・・・ 78

4 ふるさと・ふれあい交流事業 熊田町内会 その他 ・・・ 79

5 大平集落盆踊りの維持継続事業 大平町内会 まちづくりの推進 ・・・ 79

6
国登録有形文化財「飯田邸」サイン
及びAED設置事業

飯田邸保存会 地域活動の拠点整備 ・・・ 79

7 伊豆大島交流事業 大島っ子を育む会 まちづくりの推進 ・・・ 80

8 よんご提灯まつり事業 大島まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 80

9 食を通した大島活性化事業 大島商工会青年部 子どもの健全育成 ・・・ 80

1 地域の活性化促進事業 牧区地区協議会連絡会議 まちづくりの推進 ・・・ 81

2 小川公園新設事業 小川町内会 まちづくりの推進 ・・・ 81

3 いきいき健康づくり体操普及事業 牧区　山百合ダンスサークル まちづくりの推進 ・・・ 81

4
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 ・・・ 82

大島区

（配分額）
4,900千円

牧区

（配分額）
5,000千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

5
地域交流、歴史、番所を活かした
教育広場事業

上牧町内会 まちづくりの推進 ・・・ 82

6 地域づくり活性化事業 NPO法人　牧振興会 まちづくりの推進 ・・・ 82

7
牧剣友会発足35周年記念交流剣
道事業

牧剣友会 子どもの健全育成 ・・・ 83

8 川上　山里の風事業 川上地区協議会 まちづくりの推進 ・・・ 83

9 沖見地区観光拠点づくり事業
レストハウス「けやき」周辺整備の
会

観光振興 ・・・ 83

10 サマーナイトイベント開催事業 牧商工会 まちづくりの推進 ・・・ 84

11
クロスカントリースキー活動情報及
び安全インフラ整備事業

牧クロスカントリースキークラブ 子どもの健全育成 ・・・ 84

12 棚広新田魅力発見事業 棚広新田町内会 まちづくりの推進 ・・・ 84

13
上越市牧区老人クラブ連合会創立
50周年記念事業

牧区老人クラブ連合会 まちづくりの推進 ・・・ 85

1
正直地区振興会カローリング大会
事業

正直地区振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 86

2 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 ・・・ 86

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

まちづくりの推進 ・・・ 86

4
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 ・・・ 87

5
復活！　副読本「郷土柿崎のはぐく
んだ人物」電子書籍化事業

柿崎まちづくり振興会 文化・スポーツの振興 ・・・ 87

6 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 ・・・ 87

7
柿崎区農業の未来を考えるための
地域ビジョン策定事業

柿崎農業の未来を考える会 まちづくりの推進 ・・・ 88

8
和楽器による高齢者の生きがい支
援事業

和楽器に親しむ会 健康・福祉の向上 ・・・ 88

9
かきざき湖八重桜広場（柿崎川ダ
ム第三土捨場）の周遊路整備事業

ガンバ米山 環境保全・景観形成 ・・・ 88

10 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 子どもの健全育成 ・・・ 89

11
人の和でつなぐコミュニティ活性化
事業

柿崎（ふるさと）いちもく会 まちづくりの推進 ・・・ 89

12
改元記念・柿崎スマイルボウリング
大会実施事業

柿崎まちづくり振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 89

柿崎区

（配分額）
7,200千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

13
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

1 子ども体験事業 大潟の子どもを育てる会 子どもの健全育成 ・・・ 91

2 九戸浜のお宝発掘事業 九戸浜町内会 まちづくりの推進 ・・・ 91

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 子どもの健全育成 ・・・ 91

4 大潟地区自主防災支援事業 上越市防災士会大潟支部 地域の安全・安心 ・・・ 92

5
夜泣き地蔵看板設置及び人魚伝
説公園案内ポール設置事業

雁子浜町内会 まちづくりの推進 ・・・ 92

6
大潟運動場（グラウンド及びグラウ
ンド周辺）の環境整備事業

大潟フェニックス 地域活動の拠点整備 ・・・ 92

7
生徒と地域をつなぐ活動の周知事
業

大潟町中学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 93

8 大潟区をアピールする事業 まちづくり大潟 まちづくりの推進 ・・・ 93

9 大潟区の魅力発見・発信事業 まちづくり大潟 まちづくりの推進 ・・・ 93

1 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 ・・・ 94

2
雁金城跡及びその周辺の史跡の
保存、整備とPR併せ会員の知識の
向上事業

雁金城跡保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 94

3
いきいき人生（爺婆）笑って元気事
業

公民館明治分館協議会 健康・福祉の向上 ・・・ 94

4
くびき野レールパーク公開及び排
水工事事業

NPO法人　くびきのお宝のこす会 観光振興 ・・・ 95

5
「くびき昔々物語　大池・小池の話」
紙芝居製作による伝承・普及事業

読み聞かせサークル　ワンダーラ
ンド

文化・スポーツの振興 ・・・ 95

6 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 ・・・ 95

7 白田邸環境整備等事業 白田邸保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 96

8
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 子どもの健全育成 ・・・ 96

9
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
（継続事業）

NPO法人　くびき来夢ネット 文化・スポーツの振興 ・・・ 96

10 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 ・・・ 97

11
健康増進普及事業（バスハイク＆ト
レッキング）

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 ・・・ 97

大潟区

（配分額）
7,200千円

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

12
地域住民の健康づくりと高齢者の
健康増進対策事業

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 ・・・ 97

13 頸城区の小学生行事支援事業 頸城地区公民館南川分館協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 98

1 歴史と文化のまちづくり事業 歴史と文化のまちづくり研究会 環境保全・景観形成 ・・・ 99

2
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 観光振興 ・・・ 99

3 長峰城址の保存・活用事業 越後長峰城址保存会 環境保全・景観形成 ・・・ 99

4 次世代を励ます婚活支援事業 次世代を励ます会 まちづくりの推進 ・・・ 100

5
吉川区よさこいを通じての地域活
性及び青少年の健全育成支援事
業

百華踊乱よしかわ 子どもの健全育成 ・・・ 100

6 尾神岳を楽しむ集い 吉川観光協会 観光振興 ・・・ 100

7 尾神観光資源PR特別事業
尾神岳スカイスポーツエリア運営
委員会

観光振興 ・・・ 101

8 竹直町内会安全安心事業 竹直町内会 地域の安全・安心 ・・・ 101

9
吉川中学校吹奏楽部　地域とのふ
れあい事業

吉川中学校後援会 子どもの健全育成 ・・・ 101

10
コミュニティプラザを活用した地域
活性化事業（津軽三味線演奏会）

夢をかなえる会 文化・スポーツの振興 ・・・ 102

1 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 ・・・ 103

2
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 ・・・ 103

3
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 ・・・ 103

4 剣道を楽しもう事業 中郷剣道スポーツ少年団 文化・スポーツの振興 ・・・ 104

5 中郷区の地域福祉教育普及事業 中郷区住民福祉会 健康・福祉の向上 ・・・ 104

6
二本木駅を核としたみんなが集ま
り地域で作る地域活性化事業

中郷商工会 まちづくりの推進 ・・・ 104

7 中郷区高齢者いきいき支援事業 中郷区老人クラブ連合会 健康・福祉の向上 ・・・ 105

8
二本木駅を活用した地域の憩いの
場と地域活性化拠点整備事業

なかごう四季の会 まちづくりの推進 ・・・ 105

9
今も名残がある二本木・松崎宿を
未来につなごう事業

二本木・松崎宿保存研究会 文化・スポーツの振興 ・・・ 105

中郷区

（配分額）
5,500千円

吉川区

（配分額）
5,700千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

10 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 文化・スポーツの振興 ・・・ 106

11 南部地区を元気にする活動事業 南部地区まちづくり協議会 まちづくりの推進 ・・・ 106

12 中郷スノーフェスト事業 雪郷岡沢チーム まちづくりの推進 ・・・ 106

13
「中郷中学校吹奏楽部による中郷
区地域貢献活動」支援事業

中郷中学校吹奏楽部保護者会 子どもの健全育成 ・・・ 107

14 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 ・・・ 107

1
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 観光振興 ・・・ 108

2 みよしの里美化事業 みどりやすらぎグループ 環境保全・景観形成 ・・・ 108

3 地域の一体感形成事業 板倉まちづくり振興会 まちづくりの推進 ・・・ 108

4 箕冠城址公園観光・美化事業 山部地区連絡協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 109

5
地域に残る伝説の紙芝居作成と情
報保存事業

寺野玉手箱グループ 文化・スポーツの振興 ・・・ 109

6 塚之宮八幡宮保全・周知事業 針塚之宮八幡宮奉賛会 文化・スポーツの振興 ・・・ 109

7
～恋する高原～星空パーティー板
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

観光振興 ・・・ 110

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 ・・・ 110

9
板倉文化掘り起し講演会開催と歴
史文化散策マップ作成事業

いたくら文化研究会 文化・スポーツの振興 ・・・ 110

10
旧根越地区史跡文化継承による内
外交流活性化事業

宮島地区連絡協議会 文化・スポーツの振興 ・・・ 111

11 箕冠城址公園観光・美化事業 山部地区連絡協議会 環境保全・景観形成 ・・・ 111

12
健康ウォークで体力づくり及び山寺
三千坊の観光開発に係る事業

丈ヶ山ファンクラブ 環境保全・景観形成 ・・・ 111

13
「ゑしんの里いたくら歴史散歩」改
訂版増刷および、地元の歴史・伝
承普及活動

板倉郷土史愛好会 文化・スポーツの振興 ・・・ 112

14
地域の主要な事業の広告板設置と
無料そば打ち体験教室の開催事
業

どうがたの郷特産物生産組合 観光振興 ・・・ 112

板倉区

（配分額）
6,400千円



区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 事業区分 掲載ページ

1
梨平のおどりを未来につなぐ映像
化事業

梨平町内会 まちづくりの推進 ・・・ 113

2
白看板城址駐車場・崖安全性向上
事業

荒牧狼煙を上げる会 文化・スポーツの振興 ・・・ 113

3 大欅ポケットパーク利用促進事業 岡野町自治会 文化・スポーツの振興 ・・・ 113

4 清里区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 ・・・ 114

5 きよさと朝市開催事業 清里商工会 まちづくりの推進 ・・・ 114

6 清里歴史50音加美芝居完結事業 星ふる清里会 文化・スポーツの振興 ・・・ 114

7 すこやかなくらしサポート事業 NPO法人　清里まちづくり振興会 健康・福祉の向上 ・・・ 115

8
櫛池隕石落下100周年カウントダウ
ン事業

天文指導協力員会 文化・スポーツの振興 ・・・ 115

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） 文化・スポーツの振興 ・・・ 116

2 三和ウォッチング事業 三和まなびの会 文化・スポーツの振興 ・・・ 116

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 子どもの健全育成 ・・・ 116

4 三和婚活支援事業 地域を大切にする会 まちづくりの推進 ・・・ 117

5 輝く三和の食材「箸やすめ」事業 地域を大切にする会 まちづくりの推進 ・・・ 117

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 まちづくりの推進 ・・・ 117

7 さんわ祭り周年記念事業 さんわ祭り実行委員会 まちづくりの推進 ・・・ 118

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 文化・スポーツの振興 ・・・ 118

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 健康・福祉の向上 ・・・ 118

10
三和で採れた米と野菜で食育活動
事業

三和食育の会 健康・福祉の向上 ・・・ 119

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 子どもの健全育成 ・・・ 119

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 文化・スポーツの振興 ・・・ 119

13 三和ジュニア野球活性化事業 三和ジュニア野球 文化・スポーツの振興 ・・・ 120

清里区

（配分額）
5,300千円

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 ・・・ 121

2 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 ・・・ 121

3 2019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 ・・・ 121

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 まちづくりの推進 ・・・ 122

5
スポーツを通した地域交流と健康
増進事業

上名立地区振興協議会 まちづくりの推進 ・・・ 122

6
横町第1・2セントラルパークづくり
事業

横町山・川町内会 環境保全・景観形成 ・・・ 122

7
2019名立篠笛同好会演奏活動事
業

名立篠笛同好会 文化・スポーツの振興 ・・・ 123

8
2019名立駅マイ・ステーション作戦
事業～名立駅移転50周年記念②
～

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 ・・・ 123

9 名立中学校校歌復元活動事業 名立中学校PTA 子どもの健全育成 ・・・ 123

10
ふるさと不動地区・水源の森歴史
探究事業

不動を創る会 環境保全・景観形成 ・・・ 124

11
「名立IC前の里山・宇山整備」と狼
煙上げで賑わいを創出する事業

NPO法人　名立の100年後を創造
する会

環境保全・景観形成 ・・・ 124

12 「名立区写真フェア」事業
NPO法人　名立の100年後を創造
する会

まちづくりの推進 ・・・ 124

13
猟友会会員の身の安全確保の為
の無線機購入事業

一般社団法人　新潟県猟友会西
頸城支部名立支会

環境保全・景観形成 ・・・ 125

14
名立区老人クラブ連合会教養講座
「名立を学び、伝える講座」実施事
業

名立区老人クラブ連合会 文化・スポーツの振興 ・・・ 125

15
名五美ちゃんで名立区を元気に！
事業～駅から元気を発信しよう～

宝田小学校PTA まちづくりの推進 ・・・ 125

16 市指定無形民俗文化財保存事業 折平郷土芸能保存会 文化・スポーツの振興 ・・・ 126

名立区

（配分額）
5,200千円
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