
《　順不同　》　

区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 1 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト 740 703

城下町高田に残る歴史ある地名や行事等を大切に保存し次世代に伝えるとと
もに、賑わいの創出、活性化を目的に、お馬出し塾、お馬出し一座による観桜
会での公演、街なか回遊イベント「城下町高田ひなめぐり」等のイベントを開催
する。

当初 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

183 183
上越市民の水墨画技術や文化振興の向上とともに、高田区本町で開催するこ
とによる商店街の賑わい創出及び観光振興を目的に、「上越水墨画フェスティ
バル」を開催する。

当初 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

350 332
高田のまちを全国発信し、地域の活性化に寄与するとともに、県内外からの交
流人口の拡大を目的に、瞽女ミュージアム高田を拠点に瞽女唄演奏会や門付
け再現等を実施する。

当初 4
青田川桜保存と河川学習
事業

青田川を愛する会 820 779
青田川の自然と河川愛護の啓発を目的に、青田川沿いに植栽された桜木の枝
払い、追肥、寄生植物除去等を行い、桜保存に努めるとともに、青田川学習発
表会の成果冊子を作成し、印刷製本する。

当初 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

250 250
雁木や地域特性をいかしたまちづくりを進め、地域住民等の三世代交流促進と
景観づくりを目的に、「歩行者天国の夕べ」ふれあい広場を開催する。

当初 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

900 855
地域の各町内会や近隣小中学生との交流を促進し、高田南部地域の元気を発
信することを目的に、地元幼稚園、小中学校の児童・生徒の参加による「雁木
通りまつり音楽・仮装大会」を開催する。

当初 7
NEO浄興寺プロジェクト事
業

NEO浄興寺プロジェクト 1,220 1,159
寺町地域全体の活性化や住民の交流、高田の魅力発信を通じた地域の活性
化を目的に、歴史的建造物である浄興寺において、手づくりの市を開催する。

当初 8
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

885 840
地域の活性化とともに、交流人口の増加と歴史文化の保全を目的として、朝市
の活性化、手作り街なみ保存・啓発に係る事業を実施する。

当初 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 133 126
高田世界館を軸とした景観づくりにより、まちを訪れる方をもてなすとともに、地
域活性化を図ることを目的に、高田世界館ガーデンや高田小町周辺雁木下の
美化緑化及び周辺の景観づくりを行う。

当初 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

477 453
世代間を超えふるさとを大切に思う心を育み、元気なまちづくりに寄与すること
を目的に、高田の町の基礎を築いた松平忠輝公の業績を紙芝居、DVD、パネ
ル展示等で紹介する。

当初 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 400 380
寺町の魅力を地元及び広域の人に認識、再発見してもらうことを目的に、寺院
神社の一般公開、公開講座等を開催する。また、寺町界隈の環境整備活動とし
て、プランターへの花苗植えを実施する。

当初 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

1,447 1,374

雁木の魅力に触れる機会を作ることで、若い世代から「雁木を活かしたまちづく
り」に関心をもってもらうとともに、雁木のまちなみの魅力発信と併せた高田市
街地のにぎわい創出を目的に、「雁木通りミュージックフェスティバル」を開催す
る。

当初 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

550 550
全国でも類を見ない67の寺社群を、高田地区の魅力ある財産と捉え、交流人
口の増加を図ることを目的に、灯りと寺社群を活かした夜の寺町散策事業を開
催する。

当初 14
高田の文化・文学・文芸を
継承する事業

高田文化協会 500 475
高田ゆかりの偉人たちの業績を紹介し、広く親しまれるようにするとともに、障
がいのある人の自己表現の場を設けることを目的に、文化講演会、町めぐりツ
アー、障がい者の作品等を展示する「ぬくもり展」をそれぞれ開催する。

当初 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 270 256
高田の街としての一体性や温もりのある街並みを守るとともに、高田の朝市や
市街地を活性化させるため、朝市上映会や朝市ランチ会等を実施する。

当初 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
語るパート2」（仮題）公演事
業

高田城復元ネットワーク
検討委員会

858 858
高田城の素晴らしさを市民から再認識してもらい、貴重な歴史を後世に正しく伝
承することを目的に、城ネットシンポジウム公演事業を開催する。

当初 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

650 650
歴史的文化遺産である城下町高田の「雁木」の価値を広めるとともに、雁木の
文化を守り、観光資源としてまちの活性化に役立てることを目的に、雁木を紹
介する冊子の製作や冊子を活用した市民説明会を開催する。

当初 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

521 521
近代化産業遺産群であり地域遺産である築100年の「高田世界館」を広くPRす
ることを目的に、100年映画館周辺に案内看板の設置を行うほか、街巡りマッ
プ、世界館巡りガイドを制作する。

当初 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 680 646
前島密を通じて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」の理解と浸透を目的に、ちりつもハガキの配布
等を実施する。

当初 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 800 760
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、ちびっこ
大相撲大会を支援するほか、紅葉のライトアップによる景観の創出、野点茶
会、野外演奏会を実施する。

当初 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 99 94
上越美術文化の振興とともに、市街地のにぎわいと活性化を目的に、美術協会
展を開催する。
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
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事業内容

当初 不採択
「平成の町史」発行による歴
史の伝承と地域活性化事
業

西城町四丁目町内会 700
西城町四丁目町内の平成の歩みや歴史を後世に伝承することを目的に、冊子
を作成し、印刷製本する。完成後は、冊子を活用した学習会を開催する。

当初 不採択
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

75
「祈りの道」にふさわしい歩行空間の創出と、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、浄興寺大門通りにプラン
ターを並べ、花の小径を創出する。

当初 不採択 高田地区の朝市復興事業 朝市リユニオン 1,928
歴史と伝統ある高田地区の朝市を、様々な宣伝媒体（ホームページ、CMビデ
オ、出店者用広告パネルなど）でPRすることで、高田のにぎわい創出と活性化
を図る。

当初 不採択
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 395
松平忠輝公を郷土の英雄とし、新たな上越の歴史資源とするとともに、高田区
の歴史資源をいかしたまちづくりや発展に寄与することを目的に、上越まつり等
で忠輝公ねぷた肖像画の入ったうちわの配布、空間アートの実施などを行う。

当初 不採択
江戸時代の旧町名（竪春日
町）を伝える事業

本町一丁目町内会 479
江戸時代の旧町名（竪春日町）を後世に伝承することを目的に、標柱設置並び
に旧町名に関連した講演会・学習会を開催する。

当初 不採択
高田地区のIT技術向上事
業

上越TechMeetup（ジョウ
エツテックミートアップ）

227
高田地区のIT技術向上を目的に、高田地区のITエンジニア、ＩＴ業務従事者、学
生を対象としたIT勉強会を開催し、高田地区から優秀なIT人材の輩出を目指
す。

当初 不採択
七夕まつりふれあいコン
サート事業

ふれあいコンサート実行
委員会

72
高田公園内にオープンしたオーレンプラザを拠点に、音楽文化の創造と高田区
のにぎわい創出を目的に、七夕まつりふれあいコンサート事業を実施する。

当初 不採択
雁木の魅力写真コンテスト
事業

越後・高田雁木ねっと
わーく

300
歴史的文化遺産である城下町高田の「雁木」の価値を広めるとともに、雁木の
文化を守り、観光資源としてまちの活性化に役立てることを目的に、雁木の魅
力写真コンテスト事業を開催する。

当初 不採択
高田花魁道中とアート着物
による高田のにぎわい創出
事業

一般社団法人　上越をわ
くわく楽しみ隊

429
歴史ある高田のにぎわい創出と発展に寄与することを目的に、越後謙信SAKE
まつりの会場にて、高田花魁道中やアート着物による練り歩きを開催する。

17,338 12,244

当初 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

436 436
高齢者や青少年など新道区に住む人の融和と協調を図るため、グラウンドゴル
フの実施に必要な用具を購入し、親善大会の開催や指導者の養成に取り組
む。

当初 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 1,512 1,512
「すこやかサロン」への参加等を通じた地域の福祉向上を図るため、事業用車
両の駐車スペースを整備し、事業を効果的に実施するための環境を整える。

当初 3
稲田祇園祭熱中症対策支
援事業

稲田祇園祭奉賛会 1,071 1,071
祇園祭の開催を通じた子ども達の健全育成と地域の活性化を図るため、テント
の購入により子どもなどが参加しやすい環境を整え、老若男女の参加のもと祭
りを開催する。

当初 4
稲田四ツ葉会の活き活き支
援事業

稲田四ツ葉会 119 97
高齢者同士のふれあいを通じた支え合いや地域活性化、自立支援のため、卓
球設備一式を購入し、練習を通じた楽しみの創出や筋力維持・向上、孤立の防
止等を図る。

当初 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

222 222
よりよい学校づくりへの思いを共有し、地域の活性化につなげるため、バレー
ボールユニフォームを購入し、バレーボールを通じたPTAの交流促進を図る。

当初 6
稲田3丁目子供会活動支援
事業

稲田3丁目子供会 193 193
祇園祭への参加を通じた子どもたちの健全育成と地域の活性化を図るため、
祭り参加時に着用する法被を購入し、みこしの組み立てや巡礼等に参加する。

当初 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 252 193
野球を通じた青少年の健全育成を図るため、必要な用具の更新に係る負担を
軽減し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 不採択
ふれ合いや憩いの場所提
供で高齢者・子育て支援事
業

藤野新田町内会 5,389
地域の活性化や高齢者・子育て支援に向け、世代と地域を超えた憩いやふれ
あいの場を整備し、敬老会や防災講話・訓練、お楽しみ会を開催する。

当初 不採択
新道区　高齢者いきいき支
援事業

稲田四丁目お茶の間倶
楽部

230
高齢者の気力・体力・精神力維持等を図るため、ビデオ放映等を行う設備一式
を購入し、健康増進や防災意識向上のための情報提供等に取り組む。

9,424 3,724

当初 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 287 223
地域の自然環境をいかした住民参加の活動を通して、地域住民の交流を図る
ため、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。

当初 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 120 99
地域住民のまちづくり活動の意識の高揚と観光振興を目的に、正善寺ダム及
び県道沿線のアジサイの維持管理とライトアップを実施する。

当初 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 516 516
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。

当初 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 503 503
地域の歴史資源を掘り起こし、観光資源として活用し地域振興を図るため、地
域の名所旧跡を再調査し、それらをまとめたマップを作成する。

金谷区

（配分額）
8,500千円

高田区

（配分額）
12,400千円

小計

新道区

（配分額）
7,100千円

小計

2 



区　名
提案
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Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）
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事業内容

当初 5 滝寺砦整備事業 滝寺砦狼煙を上げる会 975 715
滝寺砦まで安全・安心に行けるための環境を整備し、多くの人から足を運んで
もらうために、草刈り、木の伐採、標柱・案内看板の設置を行うほか、謙信公祭
での狼煙上げを行う。

当初 6
里道（旧後谷線）の整備事
業

後谷・名水桜清水の会 2,556 2,556
歴史的に貴重な里道を地域の財産とし、地域内外に周知するために、里道の
整備を行うほか、里山・自然学習会などを行う。

当初 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 666 633
飯地区14町内の防犯活動を強化し、地域住民の安全・安心を図るために、防犯
レインウエアーを整備し、パトロール活動を実施する。

当初 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

433 401
交通安全の発生を防止し、地域の安全・安心に寄与するとともに、明るい地域
づくりを推進するために、道路に停止線やのぼり旗等を設置するほか、立哨指
導や自転車教室などを実施する。

当初 9
グランド・ゴルフで地域を活
性化させる事業

青水会 158 142
高齢者を中心とした地域住民の触れ合いによる地域活性化と健康寿命の増進
を図るために、グランド・ゴルフ用具一式を整備し、練習会やミニ競技会等を実
施する。

当初 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 203 173
ミニバスケットボールを通じて児童の体力向上を図るとともに、基本的な社会マ
ナーを身に着けることを目的に、ミニバスケットボールの練習のほか、他地域の
子どもたちとの交流会を実施する。

当初 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

320 280
地域の交通安全の確保と交通事故の未然防止を図るために、カーブミラーや
交通安全のぼり旗等を整備し、安全パトロールを実施する。

当初 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 566 566
児童の健全育成や地域のイベントの活性化を図るために、金管バンドで使用す
る楽器と衣装を整備し、南葉まつり等の地域イベントで演奏する。

当初 13 中ノ俣古道整備事業 中ノ俣古道整備保存会 1,153 807
重要な地域資源である中ノ俣古道の保存と活用を目的に、草刈りや道標設置
による古道の整備を行うほか、勉強会や散策会を実施する。

当初 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 411 411
バレーボールを通じて青少年の健全育成を図るために、クラブのユニフォーム
やボール等を整備し、練習や試合を行うほか、高田西小学校のクラブとの交流
会を行う。

当初 15
金谷山太鼓　継承・振興事
業

高田西小学校後援会 162 158
児童と地域住民との交流及び金谷山太鼓の継承・保存を目的に、太鼓を一部
更新するほか、地域の先輩から太鼓の技能の伝承を受け、地域行事で演奏を
行う。

当初 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 396 317
地域の若者達のアイデアを発散・集約し、地域活性化を図るために、金谷区若
者みらい会議を開催し、そこで出されたアイデアを実現するイベントを企画・実
施する。

当初 不採択
金谷区滝寺不動尊 滝寺毘
沙門堂活性事業

一般社団法人　上越をわ
くわく楽しみ隊

889
重要な文化財資源である滝寺不動尊及び滝寺毘沙門堂の保護・活用を目的
に、誘導看板・案内板・仮設トイレを設置するほか、周辺の清掃活動や謙信公
の勉強会を実施する。

10,314 8,500

当初 1 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 144 101
高齢者の社会との関わり合いを深め、いきいきとした生活環境を実現するととも
に、いきいきサロンでの活動を通じて元気な高齢者が多いまちづくりを推進する
ため、集いの場を提供する。

当初 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 280 280
高齢者の健康意識の向上や交流の場の創出を図るとともに、地域の青少年等
との交流を通じたまちづくりにつなげるため、健康づくり教室の開催やふれあい
コンサート、地域間交流事業を実施する。

当初 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 299 249
サッカー・フットサルを通じた子ども達の健全な心身の育成を図るため、各種大
会への参加費等の負担を軽減し、大会に参加しやすい環境を整える。

当初 4 土橋自衛消防部事業 土橋自衛消防部 570 175
住民の防災意識や防災力の向上を図るため、一次避難所の充実に必要な備
品等の整備を行うとともに、避難困難者等のリスト化による体制づくりや夜間を
想定した避難訓練等を行う。

当初 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 781 534
ミニバスケットボールを通じた青少年の健全育成を図るため、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。

当初 6
上杉軍出陣式維持保存事
業

一義会 590 590
上杉軍の出陣式の継承と各種イベントでのPRにより地域力の向上を図るため、
老朽化した甲冑を更新し、謙信公祭ほかイベントで出陣式を行う。

当初 7
生き生き大豆　環境美化と
防災・交流事業

大豆町内会 546 286
地域の環境美化や地域住民の連携を促進するとともに、防災意識の向上を図
るため、花壇の植栽や御舘川沿いの環境整備に取り組むほか、防災訓練を実
施する。

当初 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

480 480
交通事故の防止や交通マナーの向上を図るため、交差点路面標示の修繕や
交通安全教室などを実施する。

当初 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

127 127
健康寿命の増進や交流を通じた地域の活性化を図るため、グラウンド・ゴルフ
の実施に必要な用具を購入し、協議会の開催や大会への参加等に取り組む。

金谷区

（配分額）
8,500千円

小計

春日区

（配分額）
10,300千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 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 161 161
地域の防犯・防火対策や環境美化を目的に、春日山町1.2.3丁目町内会が防犯
パトロールを実施するとともに、活動に必要なのぼり旗などを揃える。

当初 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

947 947
音楽交流活動を通じた子どもの健全育成やまちづくりへの寄与を目的に、活動
に必要な楽器整備を行うとともに、謙信公祭音楽フェスティバルでの演奏活動
などを行う。

当初 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 792 514
春日山地域の認知度向上や県外からの観光客誘致を図るとともに、地域の人
が地域の魅力を再認識する機会とするため、春日山城跡周辺をめぐるファンラ
ンを開催する。

当初 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 125 125
春日野第1・第2公園を会場としたスポーツ大会や防災訓練等を通して住民の活
動や交流を促進するため、両公園にベンチを設置し、高齢者等が参加しやすい
環境を整える。

当初 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

1,609 1,609
春日山城跡を訪れる人に対する魅力発信の充実や史跡の保存等のため、樹木
の伐採や案内看板の整備のほか、フォーラム等を開催する。

当初 15
町内レクリエーション活動支
援事業

木田町内会 289 131
地域住民の健康増進やコミュニケーションの機会創出により町内の連帯感を強
化するため、必要な用具を整備し、夏祭りや体育大会においてレクリエーション
を実施する。

当初 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 552 183
学区全体の防犯意識の向上と地域全体で子どもを見守る気運の醸成を図るた
め、必要な物品を整え、様々な場面で見守りパトロール活動を行う。

当初 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

199 199
住民等の芸術への興味・関心の増大や子どもたちの芸術文化に触れる機会と
して、大学アプローチ道路の環境整備や、子どもたちを対象としたワークショッ
プを開催する。

当初 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

214 65
地域の防災意識や防災力の向上を図るとともに、共助の体制づくりにつなげる
ため、避難支援者の実態把握や防災用品の説明・体験等の機会をつくる。

当初 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 958 453
幼年野球を通じた青少年の健全育成を図るため、必要な用具の更新や遠征参
加に係る負担を軽減し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 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 455 439
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
学の学生や春日中学校生などとの合同コンサートや、えちごトキめき鉄道を利
用した歌声列車を開催する。

当初 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

725 605
バレーボールを通じた青少年の健全育成や地域の活性化を図るため、公式試
合への参加費などの負担を軽減し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 22
高志小学校区　少年野球育
成事業

高志少年野球 738 401
少年野球を通じた高志地区に住む子どもたちの交流と青少年の健全育成を図
るため、試合や練習参加に必要な用具の整備に係る負担を軽減し、練習や試
合に参加しやすい環境を整える。

当初 23 春日区　幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 1,007 791
幼年野球を通じた青少年の健全育成を図るため、必要な用具の更新に係る負
担を軽減し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 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 767 687
春日地域への市民や観光客の誘客促進を図るため、春日謙信交流館を会場と
したパフォーマンスイベントやモーターイベントなどを継続して開催する。

当初 25
春日区のお土産開発と歴
史伝承にぎわい創出事業

一般社団法人　上越をわ
くわく楽しみ隊

1,534 168
春日区の歴史の伝承・発信とともに、観光や文化を通して地域の活性化を図る
ことを目的に、謙信公や上越地域にゆかりのある原料を使用したお土産品を開
発する。

14,889 10,300

当初 1 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 193 162
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。

当初 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

331 313
野球とセパタクローを通じて子どもの健全育成とスポーツを通じた地域づくりを
図るため、必要な用具等を更新し、練習や試合をしやすい環境を整えるととも
に、地域の環境美化活動を実施する。

当初 3 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 3,020 2,570
地域住民の融和と連帯感の醸成により地域の発展を図るため、健康推進活
動、夏祭り、スポーツを通じた交流活動などを実施する。

当初 4 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 598 539
諏訪地区児童の居場所づくりと健全育成を図るため、学校の長期休暇等をはじ
め、年間を通じて地域の団体等と連携し、学習会や施設見学、ハロウィンパー
ティーなどを開催する。

当初 5 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 352 352
地元出身の外交官である芳澤謙吉翁を学ぶことを通して住民が地域への誇り
と愛着を持てるようにするため、研修会による顕彰や公園植栽等の整備を行
う。

当初 6
移住促進諏訪の会活動事
業

移住促進諏訪の会 213 114
諏訪区への移住促進と若い世代の定着を促進するため、地域の魅力を地区内
外に発信するとともに、移住促進に取り組む先進地の視察や、移住希望者に地
域を直に知ってもらう仕組みの構築に向け準備を行う。

春日区

（配分額）
10,300千円

小計

諏訪区

（配分額）
4,800千円

4 



区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 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

78 78
諏訪区を区内外にPRし、諏訪の活性化を図るために、ヒマワリの植栽や、地域
の文化財等を再発見する講座・研修会等を開催する。

当初 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

127 127
諏訪地区の魅力や各種団体の活動についての認知度向上により地域の活性
化を図るため、ホームページ運用に必要な機材を更新し、年間を通じた情報発
信に取り組む。

当初 9 諏訪区防災士会事業 諏訪区防災士会 547 545
諏訪区の安全・安心を増進させるため、AEDの整備を進めるとともに、防災士に
よる訓練・講習会を実施する。

5,459 4,800

当初 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

570 570
地域の防災力向上と防災意識の高揚を図るとともに、防災士の担い手確保の
ため、各町内会が行う防災訓練に防災士を派遣するほか、活動装備を整備す
る。

当初 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 240 240
地域コミュニティーの発展のため、地域住民を対象とした夏祭りを開催するとと
もに、必要な備品を整備する。

当初 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 410 410
スポーツを通じた青少年の健全育成を目的に、更なる技術向上と安全・安心に
活動できる環境を整備するとともに、必要な備品を整備する。

当初 4 津有地区地域づくり事業
津有地区地域づくり協議
会

400 400
津有地区全体の融和と連帯感の醸成を目的に、文化祭や健康ウォークなどの
行事を開催する。

当初 5
上雲寺小学校児童・地域住
民ふれ愛事業

上雲寺小学校最寄会 1,671 1,671
地域連携を促進するため、上雲寺小学校区体育大会の開催や地域カレンダー
の発行などを行う。

当初 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

1,142 1,142
高齢者の健康増進と交流機会の創出を図るため、戸野目公園芝ゲートボール
場の環境整備を行い、ゲートボール大会を開催する。

4,433 4,433

当初 1
西松野木町内安全対策事
業

西松野木町内会 349 349
歩行者や通行車両の事故等を防止し、地域の安全・安心を確保するために、
LED防犯灯を新設し、町内のパトロールを実施する。

当初 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

262 262
町内住民の生命と財産を災害から守り、安全・安心なまちづくりを推進するため
に、防災用資機材を整備し、町内会全住民を対象にした防災避難訓練を実施
する。

当初 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

558 558
三郷の歴史・史跡を学ぶ機会をつくり、郷土愛を育むとともに歴史資源をいかし
た地域づくりにつなげるために、国分寺跡と伝えられる地中の石の解析のほ
か、講演会、先進地視察等を実施する。

当初 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 593 593
今まで地区公民館で開催していた各種講座等に、より多くの住民が参加できる
よう、資機材の整備や講師リストの作成等を行う。また、各町内会館などを会場
とした各種講座を開催する。

当初 5 三郷地区大運動会事業 三郷体育振興会 269 269
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。

当初 6 いきいき健康ウォーク事業 三郷体育振興会 269 269
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、春はくわどり市民の森、秋は糸魚川塩の道の散策を行う。

当初 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 1,030 1,030
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。

当初 8 三郷楽しい健康体操事業 楽しい健康体操教室 72 72
将来介護状態になることを予防し、年をとっても健康で自立した人が多い地域
にするために、専門の講師を呼び、健康体操教室を開催する。

当初 9 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 502 502
地域の活性化及び地域住民の交流促進を図るために、フリーマーケット、料理
講座、映画上映会、ドローン体験会などの様々なイベントを実施するほか、年2
回新聞を発行する。

当初 10 さんごう夏っ子クラブ事業 ENJOY35 199 199
保護者と一緒に集団で活動する機会を設け、子どもたちの健全育成を図ること
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
する。

追加 11
安心・安全な地域づくり事
業

三郷まちづくり振興会 237 237
子どもから大人まで利用する三郷地区公民館での救命率向上を図るため、
AEDを設置するとともに、操作方法を含めた緊急時の対応を学ぶ救命講習を行
う。

追加 12
三郷タイフーン活動支援事
業

三郷タイフーン 525 525
野球の技術の習得のほか、考える力や健康な身体の育成などを目的に、野球
用具を整備して練習や大会参加を行うほか、地域の児童に野球の楽しさを感じ
てもらうために、野球体験教室を開催する。

諏訪区

（配分額）
4,800千円

小計

津有区

（配分額）
5,800千円

小計

三郷区

（配分額）
4,900千円

5 



区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

追加 不採択 三郷男の料理教室事業 三郷男の料理教室 77
受講者の調理技術の向上、健康増進、受講者同士の親睦を図るため、調理器
具を整備し、専門家の指導のもと体に良いレシピを学ぶ。

4,942 4,865

当初 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 1,428 1,353
上越妙高駅周辺のにぎわい創出の一環として、駅周辺地域の歴史的文化的資
産を掘り起し、保護活用することを目的に、大ケヤキの樹勢回復措置、立地環
境の整備美化活動、情報発信等を行う。

当初 2 上越妙高駅でひな祭り事業 上越妙高駅と共に歩む会 708 671
上越妙高駅が更なるにぎわいの創出や活気あふれる場所になるようまちづくり
を推進することを目的に、2月上旬から3月下旬にかけて、上越妙高駅でおひな
さまと吊るし飾り等を展示するとともに、3月14日には桜茶等の振る舞いを行う。

当初 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

459 435
ボードゲームを通じて、和田区の子どもからお年寄りの連帯意識の向上や交流
促進を図ることを目的に、青空ボードゲームフェスin上越妙高事業を実施する。

当初 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 332 314
野球・バレーボールを通じ、和田区における青少年の健全育成・スポーツ振興
等を図ることを目的に、和田小学校PTA野球部及びバレーボール部の用具を
整備する。

当初 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

192 182
地域の宝である国指定史跡「吹上遺跡」の知名度と景観の向上を目的に、史跡
内にコスモスを植栽し、環境整備を行う。

当初 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 334 316
和田区のスポーツ振興、青少年健全育成活動の一層の充実を図ることを目的
に、バレーボールに係る各種備品やユニフォームの整備を行う。

当初 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

2,987 2,829
上越妙高駅及び周辺を会場に和田区の地域住民及び関係団体が連携し、魅
力と活気ある地域づくりと交流人口増進を図ることを目的に、みんなの冬のカー
ニバル事業を開催する。

6,440 6,100

当初 1
高齢者の見守り安否の確
認・会食会・弁当配食事業

ひとふさの会 160 160
高齢者の孤独感の解消を図り、高齢者が安心して暮らせる地域をつくるため、
見守り活動や会食会を開催する。

当初 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 172 172
飯田川堤防の利用促進と環境美化を図るため、自然観察会を開催するととも
に、劣化したテーブル及びベンチを更新する。

当初 3
高士地区お買い物ツアー事
業

高士地区婦人会 73 73
高齢者が安心して生活できる環境を目指し、高齢者の外出機会と高齢者同士
の交流機会の創出を図るため、高士地区お買い物ツアーを実施する。

当初 4
高士地域の歴史調査・集積
事業

高士歴史研究会 100 100
高士地域の歴史を継承するため、地域住民から資料の集積、整理を行い、歴
史講座や資料の展示会を開催する。

当初 5
高士地区の安全安心対策
事業

高士地区防災防犯協会 256 256
地域の防災力を向上するため、避難所の設営に必要な備品を整備するととも
に、避難訓練や安全講習研修会を開催する。

当初 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

239 239
高士地区民のスポーツを通じた融和団結や体力の維持・向上を目的に、体育
大会を開催する。

当初 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

182 182
地域住民の体力の維持と団結を図るため、幼児から高齢者まで楽しく参加でき
るニュースポーツを普及するとともに、必要な備品を整備する。

当初 8
小冊子「川上善兵衛翁を語
る」作成事業

高士歴史研究会 350 323
川上善兵衛翁の偉業を顕彰するため、昨年度に開催した「善兵衛翁を語る会」
の内容を中心とした小冊子を作成し、後世に継承する。

当初 9
地区だより「たかし」発行事
業

高士地区振興協議会 111 111
地域住民の地域活動への関心を高めるため、地区だより「たかし」を発行・配布
する。

当初 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

978 978
高士区の宝である稲谷の【だんとうの大杉】の保存を図るため、樹木医による診
断を行うとともに、地域住民を対象とした勉強会を開催する。

当初 11
「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

1,881 1,881
高士地区の若い世代が中心となり、高士地区の魅力を地区内外に発信するた
め、「高士ルミネ」を開催する。

当初 12 ふるさと高士まつり事業 高士地区振興協議会 425 425
高士地区全体の活性化を図るため、子どもから高齢者まで参加できる「ふるさ
と高士まつり」を開催する。

当初 不採択 「男の料理教室」開催事業 高新会 93
男性の家事参加を推進し、明るい家庭づくりや地域交流の場を創出するため、
地域の男性を対象とした料理教室を開催する。

当初 不採択
交通事故のない安全安心
なまちづくり事業

下曽根町内会 113
通学路の安全を確保するとともに、地域の交通安全に対する意識向上を図るた
め、見通しの悪いT字路にカーブミラーを設置するほか、安全講習会を開催す
る。

三郷区

（配分額）
4,900千円

小計

和田区

（配分額）
6,100千円

小計

高士区

(配分額）
4,900千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 不採択
「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事業 81
地元野菜の魅力を発信するため、地元野菜を活用した料理教室の開催や子ど
もを対象とした料理教室を開催する。

5,214 4,900

当初 1
クリーンナップ上越ｉｎ五智
事業

ひまわり會 415 415
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、コスモスなどの
花苗を植え育て、草刈り、清掃などを実施する。

当初 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 301 301
五智公園の環境保全を行い、価値や魅力を一層高めるため、植物の保護・育
成、植物紹介パネルの展示、湿地や林床の整備等を行う。

当初 3
直江津駅前環境美化推進
事業

我がまちを愛する会 74 74
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。

当初 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 487 454
認知症の人を支えるネットワークを広め、人にやさしいまちづくりを推進すること
を目的に、RUN伴（ランとも）新潟2019直江津エリアでのチラシの配布や、認知
症を理解するための公開講座を開催する。

当初 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

134 134
休耕田を活用し、地域の子どもたちを募り、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」を行い、自然のサイクルを学ぶ。

当初 6
鉄道の町「直江津」発信事
業

直江津鉄道振興会 88 88
直江津が鉄道のまちであることを再確認するため、平成30年度に作成した市内
の鉄道遺産をまとめた冊子を増刷し、学習ツアーを行う。

当初 7 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 480 480
「撮って発見直江津の魅力」をテーマに、直江津の魅力を再発見・発信すること
を目的として、写真コンテスト、写真愛好者の作品展示を行う。

当初 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

708 708
直江津海岸の有効活用やビーチスポーツを通じた交流人口の拡大を目的に
フェスティバルを開催し、まちのにぎわいを創出する。

当初 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

955 955
「船見公園夕日コンサート」を開催し、イベントを通じ、三八朝市周辺の各町内
及び団体が世代を超えて交流することにより、地域住民の繋がりが深まり、地
域全体で活性化の機運を高める。

当初 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

394 394
ライオン像のある館（旧直江津銀行）の建物の周知と魅力発信のため、さまざま
な活用イベントを開催する。

当初 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

615 615
直江津の魅力を発信するため、平成22年度に作成し、その後も増刷してきた
「旅情のまち　日本海・直江津まちあるきガイドマップ」の内容を見直し、新しい
直江津まちあるきガイドマップを作成する。

当初 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

135 135
環境意識の向上とまちづくり活動の意識醸成を目的に、直江津の重要な水辺
空間である天王川を市民全体で清掃する。

当初 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 1,520 1,520
地域の歴史や文化を次世代に継承するため、「なおえつものがたり」〈北前船が
運んだもの〉編を作成する。また、直江津の歴史的な人物「福永十三郎」の遺徳
を偲ぶ四十物祭を行う。

当初 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

194 194
直江津港周辺の入り口でもある港橋のPR用大型看板の周辺の環境美化のた
め、地域が一体となって草刈りや清掃活動、菜の花の種まきを行う。

当初 15 寒ブリ祭り事業
直江津港周辺活性化協
議会

900 900
冬季の直江津港の活性化を図るため、「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、地域住民による催し物、地
域活動の紹介など地域のPRを行う。

追加 16 福島城の顕彰事業 福島城を愛する会 204 204
地域住民や来訪者が、福島城の歴史と文化について一層の関心や理解を深め
ることを目的に、ハンズフリー拡声器の活用、展示用パネルの設置、照明器具
使用のための整備を行う。

追加 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 20 20
安全・安心なまちづくりと子どもたちの健全育成を目的に、 地域住民や保護者
と一緒に避難訓練を行い、学校が避難所となった場合の具体的な行動を体験
する。

追加 18
直江津区子ども健全育成
事業

汐なり子ども育成会 250 250
オリンピックで活躍した外国人マラソンランナーを招き、交流活動や講演会を開
催することで、子ども、保護者、地域住民が、夢や志のある生き方について学
び、将来の地域の担い手である子どもたちの健全育成を図る。

追加 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

1,023 1,023
夜間発生の地震、津波からの緊急避難を安全に速やかに行うため、充電式投
光器を各避難所に配置し活用する。

当初 不採択
上杉謙信公の城下町　文豪
の町直江津にぎわい事業

一般社団法人　上越をわ
くわく楽しみ隊

339
直江津地区の歴史を知り、地域への愛着を深めるため、加賀街道に案内看板
を設置し、直江津の歴史講座等を行う。

9,236 8,864

高士区

(配分額）
4,900千円

小計

直江津区

（配分額）
9,700千円

小計
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 1 有田地区いきいき支援事業 有田福祉の会 632 632
カルチャーセンターを拠点に高齢者の介護予防につながる通いの場として実施
している「すこやかサロン」の内容を充実させ、必要な備品を備えることで、更な
る高齢者支援と地域全体で支え合う基盤を作り、地域活性化を図る。

当初 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

275 275
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。

当初 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

1,403 1,181
有田地区の地域の社会事象の変化を知り、地域を愛する心を育成するため、
地域の歴史（特に近代）を冊子にまとめる。

当初 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

408 408
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。

当初 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

1,684 1,684
直江津東中学校区の住民の防災、防犯活動に活用するため、「直江津東中学
校区地図」の作成及び配布を行う。

当初 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

700 700
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。

当初 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

471 471
直江津東中学校の生徒たちが、安全・安心にグランドで部活動できる環境を作
るために、生徒、保護者が一緒に整備を行う。

当初 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 481 481
有田区の各種行事を盛り上げることを目的に、有田小学校と春日新田小学校
で専門家による演奏技術講習会を行うほか、春日新田小学校で不足している
楽器の補充を行い、活用する。

当初 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

2,440 2,440
小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域全体で支援するために、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。

当初 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 528 528
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。

当初 不採択
有田地区交通安全・防犯、
防災啓発活動推進事業

有田地区町内会長協議
会

1,072
各町内で行っている防災活動を推進するため、実態調査を行うとともに、各町
内が円滑に防災に対応できるよう支援する。

10,094 8,800

当初 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 75 75
バスケットボールを通じた子どもの健全育成を目的に、定期的な練習や各種大
会、交流会等に参加する。また、地域行事への参加や美化活動に取り組み、地
域住民との交流を行う。

当初 2
西ケ窪浜少年消防隊育成
会事業

西ヶ窪浜少年消防隊育
成会

237 237
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。

当初 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 1,150 1,150
西ヶ窪浜海岸を会場に地域住民と小・中学生、保護者が、ステージ発表やブー
ス出店など様々な活動を通してふれあい、海に親しむ「海まつり」を開催する。

当初 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 1,118 1,118
八千浦小・中学校の児童及び生徒による演奏活動の充実のため、楽器を補充
する。併せて、地域の行事や特別養護老人ホームで演奏発表を行い、地域住
民と交流することにより、地域の活性化を図る。

当初 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

378 378
八千浦交流施設はまぐみを会場に、はまぐみ市（フリーマーケット）を開催し、地
域の活性化と住民の交流促進・八千浦地区のPRを行う。

当初 6
夷浜少年消防隊夏季訓練
事業

夷浜少年消防隊育成会 550 550
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。

当初 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

99 99
幼年野球を通じた子どもたちの健全育成を目的にチーム備品を整備し、定期的
な練習や各種大会に参加する。また、地域行事への参加や美化活動に取り組
み、地域住民との交流を行う。

当初 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

429 429
地域住民の交流促進と地域活性化を図るため、熱気球搭乗体験イベントを実
施する。

追加 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 230 230
海まつり10周年を記念してオリジナルキャラクターを制作し、オリジナルキャラク
ターを使ったTシャツやステッカーを作成する。また、三味線奏者に公演してい
ただき、海まつりの一層の盛り上がりを図る。

追加 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

1,046 1,046
「やちほ文化展」の運営をスムーズに行うため、パネルを購入するほか、パネル
を保管するための倉庫を整備する。また、スタッフジャンパーを購入し、やちほ
文化展や他行事にも着用する。

追加 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

288 288
八千浦地区明るい町づくり協議会主催「やちほ文化講演会」にて落語体験型
ワークショップや落語鑑賞を行い、地域住民（小・中学生を含む）が伝統芸能文
化を知る機会を創出する。

5,600 5,600

有田区

（配分額）
8,800千円

小計

八千浦区

（配分額）
5,600千円

小計
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 1 保倉地区体育大会事業 保倉まちづくり振興会 477 477
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。

当初 2
保倉地区早朝ラジオ体操事
業

保倉まちづくり振興会 46 46
地域住民の健康増進及び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。

当初 3 保倉環境美化事業 保倉まちづくり振興会 306 306
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、地域の景観の向上を図る。

当初 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 1,987 1,490
保倉地区内の防火水槽のマンホール箇所に「囲い施設」を設置し、冬期間の緊
急時に備える。

当初 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 317 317
地域の高齢者の健康増進や生きがいの創出を目的に、各町内会館に座椅子を
整備し、地域行事への積極的な参加を促す。

当初 6 保倉スポレック推進事業 保倉スポレック同好会 51 51
生涯スポーツであるスポレックを保倉地区に普及させ、老若男女を問わないコ
ミュニケーションを行い、仲間づくりを通じて地域住民の健康増進を図る。

当初 7 地域の防災力向上事業 保倉まちづくり振興会 1,542 1,285
災害時や緊急時に対応するため、町内会館等にAEDを設置する。住民がAED
を取り扱えるように、該当町内会の防災訓練にて、AEDの取扱い訓練を行う。

当初 8 保倉地区球技大会事業 保倉まちづくり振興会 174 174
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。

当初 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 53 53
綱引を通じて、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。

当初 10 青野「剣の舞」復活事業 青野芸能保存会 169 169
郷土芸能「剣の舞」を復活させるため、継承・保存活動を行う。また、「剣の舞」
を基とした舞が伝承されている長野県飯山市を視察する。

当初 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

22 22
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。

当初 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

211 211
直江津東中学校区の住民の防災、防犯活動に活用するため、「直江津東中学
校区地図」の作成及び配布を行う。

当初 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

300 300
小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域全体で支援するために、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。

当初 14
スポーツ少年団青少年健
全育成事業（保倉区、北諏
訪区）

ユニオンアローズBC 185 185
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム備品の整備及び練習環
境を整備し、定期的な練習や各種大会へ参加する。

5,840 5,086

当初 1
仲間づくりと生きがいづくり
事業

地域交流応援隊 231 231
地域住民の仲間づくりと生きがいづくりを目的に、町内会館や公民館で介護予
防体操・趣味講座などを実施する。

当初 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 95 95
茶道を通した子どもの健全育成を目的に、小学校と連携した茶道教室を行い、
小学校の文化祭や市内のイベントに参加し、伝統文化の継承や地域の世代間
交流を行う。

当初 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

22 22
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。

当初 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

145 145
直江津東中学校区の住民の防災、防犯活動に活用するため、「直江津東中学
校区地図」の作成及び配布を行う。

当初 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

150 150
小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域全体で支援するために、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。

当初 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 370 370
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、必要な用具を揃えるほか、
定期的な練習や各種大会への参加を行い、北諏訪区をPRする。

当初 7
北諏訪っ子のびのび育成
事業

北諏訪小学校PTA 287 287
北諏訪小学校の子どもたちが、芸術分野のプロから作品製作を教わり体験す
ることで、芸術の楽しさや大変さを学ぶ。

当初 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

2,357 2,357
地域住民の親睦及び交流、並びに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。

保倉区

（配分額）
5,100千円

小計

北諏訪区

（配分額）
4,900千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 9
スポーツ少年団青少年健
全育成事業（保倉区、北諏
訪区）

ユニオンアローズBC 394 394
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム備品の整備及び練習環
境を整備し、定期的な練習や各種大会へ参加する。

追加 10
地域コミュニティ活性化事
業

ＴＭＴクラブきたすわ 359 359
地域住民の交流と親睦を深めるため、「まつりっちin北諏訪」において、ステー
ジイベントとして猿回しとチンドン屋を招き、パフォーマンスを鑑賞する。

追加 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 490 490
北諏訪小学校やPTAなど様々な行事において、多くの地域住民が参加し、児童
と交流を深めるため、プロジェクターを活用するとともに、スリッパとゴザを更新
し、快適に参加できる環境を整える。

4,900 4,900

当初 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 202 202
高齢者の健康の保持増進や社会参加、生きがいづくりを推進することを目的
に、グラウンドゴルフを行う。

当初 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

70 70
子どもたちと保護者に地域の魅力や自然の大切さを学ぶ機会を提供するため、
川と遊ぶニジマス釣り体験を実施する。

当初 3
上越市谷浜・桑取区音楽活
動交流事業

谷浜小学校PTA 33 33
谷浜小学校トランペット鼓隊の児童と地域住民との交流を促進させ、地域の活
性化を図るため、地域のイベントで演奏発表を行う。

当初 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 90 90
児童と地域住民との交流促進を図るため、学校行事や地域イベントで児童の活
動発表を行う。また、地域全体の防災意識の向上を図るため、防災学習会を開
催する。

当初 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 523 523
城ヶ峰砦、長浜砦への来訪者に景観を楽しみながら安全に散策いただくため、
案内掲示板や標識を整備する。

当初 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 322 322
来訪者に谷浜・桑取区の見どころをPRし、地域住民に地域の魅力を再発見して
いただくことを目的に、ガイドマップを作成する。

追加 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

106 106
高齢者の健康増進や生きがいの創出を図るため、ゲートボール場を整備すると
ともに、古くなったベンチやゼッケン、輪投げ用具一式を更新し、活動しやすい
環境を整える。

追加 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 259 259
来訪者に谷浜・桑取区の見どころや魅力をPRするため、1次募集で採択された
ガイドマップを増刷する。

追加 9
旧高住小学校歴史存続事
業

谷浜地区南部協和会 1,039 1,039
来年、閉校50周年を迎える旧高住小学校の存在を示す石碑設置やパネルの作
成を通じ、後世に地域の歴史を継承していく。

追加 10
西山寺バス停留所改築事
業

谷浜地区南部協和会 629 629
西山寺バス停留所が老朽化していることから、改築を行い、利用者の利便性向
上、地域住民の憩いの場としての活用を図る。

追加 11 地域文化活動充実事業
谷浜・桑取地域振興協議
会

30 30
谷浜・桑取地区公民館で使用している座布団の汚れがひどいことから、カバー
を付け替え、公民館利用時や地域内の文化活動、学校発表会の際に活用す
る。

追加 12 地域一体型体育祭事業
上越市立潮陵中学校
PTA

173 173
次世代の担い手育成及び地域住民の交流促進のため、実施する「地域一体型
体育祭」において、地域全体からの参加を促すため送迎バスを運行するととも
に、体育祭において必要な備品、消耗品を購入する。

追加 13 子ども里神楽伝承事業 桑谷里神楽伝承会 294 294
地域の伝統芸能である桑取谷の里神楽の継承に向け、小・中学生が着用する
衣装を整備し、練習や発表を行う。

追加 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

553 553
くわどり謙信公トレイル大会において、桑取地域の魅力をPRするため、レース
主催者や関係機関と連携し、参加選手に対し、おもてなしを行う。

当初 不採択
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

79
高齢者の健康増進や生きがいの創出を図るため、ゲートボール場を整備し、活
動しやすい環境を整える。

当初 不採択
「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

595
くわどり謙信公トレイル大会の参加者へ桑取地域の魅力をアピールするため、
郷土料理のふるまいなどのおもてなしを行う。

4,997 4,323

当初 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 330 330
高齢者の筋力低下や生活機能低下予防のため、トリットボールを実施する。ト
リットボールを通じ、高齢者の生きがいづくり、健康寿命の延伸に寄与するほ
か、他地域や子供会との交流によりコミュニティ力のアップを図る。

当初 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 490 490
スタートワックスや撮影機材等を購入し、練習環境を整備する。また、定期練習
会の開催や各種大会等への参加の促進、選手のサポートコーチングにより、将
来世界に通じるスキー選手の育成を図る。

当初 3 雪のふるさと安塚PR事業 安塚商工会 800 800
安塚区松崎に設置している観光案内看板の修繕・更新を行い、来訪者・観光客
への地域PRを実施する。また、灯の回廊時には観光看板に「歓迎」の電飾を設
置し、地域活性化と観光振興を図る。

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

小計

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

小計

安塚区

（配分額）
5,200千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 4 自主防災資材の整備事業 おぐろ町内会 830 830
訓練・災害時に必要とされる資材を整備し、実践的な防災訓練や災害時の活用
を通してさらなる住民の防災意識の高揚を図るほか、資材の共同利用による地
域の連帯と防災力の向上を図る。

当初 5 円平坊防災意識向上事業 円平坊自治会 380 380
集落内の消火栓器材格納庫の老朽化に伴う更新を行うほか、消火訓練や防災
講話を実施することで、地域の防災意識の向上を図り、高齢者でも初期消火に
対応できる地域づくりを目指す。

当初 6
和田自治会防災用具格納
庫整備支援事業

和田自治会 820 820
防災資材等を収納する格納庫を更新するほか、防災訓練や防災講話を実施す
ることで、自治会住民の防災意識の高揚を図り、地域の安全・安心を確保す
る。

当初 7 安塚町内会にこにこ事業 安塚町内会 240 240
町内会で高齢者の引きこもりを防ぐための交流の場を提供し、運動、ゲーム等
ができる備品を整備することで筋力低下や認知症予防を図り、元気で自立した
高齢者が多い地域を目指す。

当初 8
安塚雪んこのびのび育成
事業

安塚小学校PTA 330 330
文化祭でこども祭を開催し、児童、保育園児、地域の子どもたちに昔懐かしい
縁日のワクワク、楽しさを体験してもらう。人数が少ないからこそできる人と人と
の密接な関わりを通して、経験豊富な大人へと成長するきっかけを作る。

当初 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

1,000 980
安塚の地域資源である雪と、キューピットバレイの土地を有効活用したイベント
を通じて、交流人口の増加を図る。新潟県内では珍しい手筒花火の演出を目玉
としたイベントを実施し、更なる集客に繋げ、地域活性化を図る。

5,220 5,200

当初 1 第11回浦川原和太鼓祭 NPO法人　保倉川太鼓 590 590
日本古来の和太鼓文化の伝承・継承に寄与し、地域（住民）の元気創出につな
げるため、「浦川原和太鼓祭」を開催する。

当初 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

100 100
イベントを通じて区内の交流と区外からの誘客を進め、雪と親しみながら地域
活力の向上を目指す。

当初 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

216 216
浦川原区長走地内の「桜づつみ公園」の維持管理を通じて、地域内及び近隣
地域との交流による地域活力の向上を図る。

当初 4 防災士会だより発行事業
上越市防災士会浦川原
支部

208 69
浦川原区各町内会に防災士会だよりを配布することで、防災力の向上と防災
意識の高揚を図る。

当初 5 農地の獣害対策事業 浦川原区農業振興会 421 421
イノシシ等の罠管理の負担を軽減するため、罠管理システムを導入し、捕獲体
制の強化を図ることで、中山間地域の農地を保全する。

当初 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

1,417 382
うらスポマラソン大会の開催を通じ、地域住民に対してスポーツの振興と健康
づくりを促すことで、豊かな地域社会の創造に寄与する。

当初 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

410 410
イベントの更なる充実を図るため、ステージ等に設置するテントを購入し、四季
それぞれに開催するイベントや町内会行事等において活用することで、地域内
の融和と活性化を図る。

当初 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 450 450
音楽、楽器演奏を趣味で楽しんでいる住民に対し、日頃の練習の成果を発表
する機会を提供することで、人の輪やつながりを創出し、より豊かな感性の育成
を図る。

当初 9
「ふるさとを送ろう」キャン
ペーン事業

山本ぶどう組合 116 116
告知用看板の設置やキャンペーンを実施することで、浦川原区の特産品を広く
PRする。

当初 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 310 310
遊歩道利用者等が道に迷わないようにするため、標柱を設置することにより安
全対策と事故防止を図る。

当初 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

1,994 1,994
うらがわらまつり及び敬老会等において、ワンタッチテント及び移動式音響設備
を購入することで、運営費の縮減と簡略化を図る。また、購入した機材を区内の
団体に貸出支援を行うことで地域の活性化を図る。

追加 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

104 94
観桜会の開催を周知し、さらなる誘客を促進するため、大型周知用看板を据え
付けるための単管を購入する。

追加 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

141 141
浦川原区内で文化活動に取り組んでいる住民に対し、活動の成果を発表する
機会を提供することで、参加者のモチベーションを向上させるとともに、地域住
民の輪を広げ、より豊かな感性を育む。

追加 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 107 107
米俵は先人から伝えられた貴重な民族文化であり、この制作技術が失われつ
つあるため、イベントを通じて技術の素晴らしさを再認識するとともに、参加者
同士の交流を促進することで、地域の活性化に寄与する。

当初 不採択 浦川原・柴又交流事業 柴又交流実行委員会 1,636
浦川原区と葛飾区柴又との交流を深めるため、相互にイベントを開催し、区内
事業所からも参加してもらうことで、浦川原区を広く発信する。

8,220 5,400

安塚区

（配分額）
5,200千円

小計

浦川原区

（配分額）
5,400千円

小計
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 1 あぜ道ほたる・夢灯り 大島地区振興協議会 750 750
ホタルが最も多く飛翔する時期に、田の畔にろうそくを灯す「あぜ道ほたる・夢
灯り」をメインに、上越教育大学吹奏楽団をゲストに迎え「“自然よ輝け、ほたる
の光で”音楽ライブ」を開催し、地域の魅力を共有・発信する。

当初 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 260 260

限界集落である藤尾町内会では、昨年末に発生した土砂災害時は集落の孤立
も危惧され、有事の際の危機感が高まっている。また、高齢者が大半を占める
中、通院者も多いため、AEDの設置と救命救急講座や健康講座を行い、地域住
民の安全・安心の意識向上を図る。

当初 3
細越夏まつりの維持・継続
事業

細越町内会 410 410
伝統行事である夏祭りに必要な道具のうち、破損や劣化した備品を整備するこ
とで、地域の賑わいのほか、地域行事の継承、後継者の育成を図る。

当初 4
ふるさと・ふれあい交流事
業

熊田町内会 750 510

お盆期間中に交流会を開催することで、町内会内のつながりや支え合いを更に
深め、集落出身者のほか帰省客や子ども達の参加を募り、集落外居住者との
“つながりの強化”を図るほか、集落の維持が困難に陥った場合の不安や課題
について、世代を超えて考え語り合う交流の場とする。

当初 5
大平集落盆踊りの維持継
続事業

大平町内会 300 300
大平集落における昔からの伝統行事の継承に向け、提灯を吊り下げるケーブ
ル等を取り換え、事故防止を講ずるとともに、提灯等も新調し、賑わいを図る。

当初 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 890 890

農村レストラン＆カフェのほか、「上越市名家一斉公開」及びインバウンドなど、
飯田邸への来訪者が年々増えている中、飯田邸への誘導標識が少なく、分か
りづらい等の苦情が寄せられている。そのため、国道253号からの案内看板を
設置することで来訪者の誘導を図る。併せて、来訪者の緊急時に備えてAEDを
設置し、安全体制を確保する。

当初 7 伊豆大島交流事業 大島っ子を育む会 1,000 1,100
大島中学生が作成した「大島区インスタポイントマップ」を活用し、当区の魅力を
発信するとともに、伊豆大島町の観光に向けた取組等について、情報収集と意
見交換を行い、地域活性化を考える。

当初 8 よんご提灯まつり事業 大島まちづくり振興会 680 570

達町内会のよんご提灯まつりを昨年同様、おおしま夏まつりの前夜祭として行
うことで、地域住民や子ども達が伝統行事を継承することができる。また、よん
ご提灯とろうそくの灯火を現代的に融合して夜祭を行うことで、区在住者だけで
なく、他地域からの参加者や誘客を促進する。

当初 9 食を通じた大島活性化事業 大島商工会青年部 119 110
中学生が考案した「ほたるの里山菜ビビンバ丼」を地域の名物として定着させ、
知名度を上げる活動を商工会・中学校・地域住民が共同して取り組み、子ども
達の地域愛を育み、将来の地域の担い手の育成と確保を図る。

5,159 4,900

当初 1 地域の活性化促進事業 牧区地区協議会連絡会議 998 702
地域の活性化と発展持続性、地域外への情報発信を目的に、「まき深山のとも
しび」を開催する。また、重機等をレンタルし、冬期間におけるイベントの支援を
行う。

当初 2 小川公園新設事業 小川町内会 853 540
お年寄りの引きこもり防止及び地域住民の議論や活動を通じて団結力を高め
るため、空き地を利用して気軽に利用できる公園を整備する。また、子どもたち
に地域の自然を体験してもらい、定住の人材確保を図る。

当初 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

100 56
地域住民がお互いに支え合い、健康を維持し、明るく元気に自立した生活がで
きるようにすることを目的に、健康づくり体操の研修会等を開催し、普及活動を
行う。

当初 4
屋号を活かし、地域を活性
化させる事業

屋号を残す会 399 252
高齢化が進む地区の「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。

当初 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 500 281

昨年度に本事業を活用し復元した「口留番所」について、小学校の勉強会開催
や観光客で来場者が増えている。来場者が現地にて安全に歴史等が学べるよ
うにすること及び地域交流、元気なまちづくりを推進するため、設備・環境の整
備を行う。

当初 6
「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 319 202

生涯学び続けることの楽しさを伝え、文化活動参加者や鑑賞者の裾野を広げ、
牧区での健やかな暮らしを応援する。また、生涯学習を通して暮らしに明るさ、
楽しさを感じ、交流等を大切にする方が増えることで、牧区全体の暮らしが健や
かになる。

当初 7 地域づくり活性化事業 NPO法人　牧振興会 726 459
牧区の現状を知り、自身で話し合うことで牧区に必要なものの方向性を捉え、
私達自身で助け合い、支え合う仕組みの構築を目指す。また、牧区を客観的に
見つめ、豊かな知識の向上を図るため、施設等の視察を行う。

当初 8
牧剣友会発足35周年記念
交流剣道事業

牧剣友会 477 301
人口減少や少子化が進む牧区において、剣道を通して子どもたちと関わり合
い、他チームとの交流や保護者同士の連携、地域交流を推進するため、記念
大会を開催する。

当初 9 川上　山里の風事業 川上地区協議会 946 598

各種イベントを通して、地域住民が安らぎや誇りを感じ絆を深めることを目的
に、国登録有形文化財「川上会館」を整備し、継続的にイベント等が開催できる
よう管理していく。併せて、山間地や木造会館の魅力を地区内外へ発信してい
く。

当初 10
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

261 165
平成30年度に本事業を活用してレストハウス「けやき」前の荒廃地を整備し、併
せて周辺遊歩道の整備と八重桜の苗木の植栽を行った。活動を継続し、沖見
地区の観光の拠点とする。

当初 11
サマーナイトイベント開催事
業

牧商工会 930 588
イベントを通して、地域の賑わい創出と地域商工業者や地域経済の活性化を図
るため、継続事業としてサマーナイトイベントを開催する。また、地域住民との更
なる融和を目的に、区内中学生が制作するイルミネーションロードを設置する。

当初 12
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

523 331
子どもたちのさらなる活躍を目指し、元気あふれる牧っ子の育成に取り組むた
め、スキー大会における情報インフラ及び安全な練習環境を整備する。

大島区

（配分額）
4,900千円

小計

牧区

（配分額）
5,000千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 13 棚広新田魅力発見事業 棚広新田町内会 176 111
集落外の人々に対する当集落の魅力の発信及び交流を通して集落の活性化
を図るとともに、定住者を確保するため、イベントを開催する。

当初 14
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 654 414
高齢者の経験と知恵を活かし、牧区の活性化と生きがいづくりを推進するた
め、講演会を含めた記念式典を開催する。

当初 不採択
原地区集落ネットワーク圏
都市交流活性化事業

原地区集落ネットワーク
圏協議会

461
平成29年度に策定した「原地区集落ネットワーク圏活性化プラン」に基づき、都
市部から参加者を招き、地域との交流人口の増加を図るとともに、牧区の魅力
発信につなげる。

8,323 5,000

当初 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 604 580
カローリングを通じた高齢者の健康増進と、祖父母・親・子の世代間交流を通じ
て、地域全体で子どもを育てる機運の醸成を図る。

当初 2 ドーム周辺花いっぱい事業 花うえの会 256 246
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、ほかの花うえグループとの交流を通じて植栽技
術を高める。

当初 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

619 595
柿崎区の観光資源をいかし、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。

当初 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

182 175
密蔵院周辺と米山登山道の道標の修復、草刈り、倒木除去、植物名の札の設
置や「古道を歩く会」の定期開催を実施し、県内外からより多くの観光客の来訪
を期待する。

当初 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 351 337
中学生の副読本として作成・配布された本を多くの人から読んでもらえるように
電子書籍化し、柿崎観光協会のホームページから閲覧できるようにする。

当初 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 500 480
柿崎区内における各行事の参加意欲を高め、地域の一体感の醸成を図るた
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。

当初 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

544 523
柿崎区の農業に対するイメージや将来展望についてアンケート調査により、農
業に対するイメージをデータとして取得し、地域ビジョンの策定を目指す。

当初 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 470 452
和楽器（箏）演奏の初歩を互いに励まし合いながらグループで体験し、発表する
ことを通して、高齢者の生きがいづくりを支援する。

当初 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 1,000 961
かきざき湖八重桜広場内の西側の管理道と中央道を接続させ、車で周遊して
観桜できるようにし、継続的な八重桜の管理による環境美化と新たな桜の観光
名所を目指す。

当初 10 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 1,000 961
黒川小学校の閉校を機に、黒川・黒岩地域に交流の場と活力を生み出すた
め、旧黒川小学校のグラウンドの整備、ふれあい祭り、そば祭りの散策等を実
施する。

当初 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 994 956
地域行事やイベントに不可欠な折りたたみ机を整備することで、地域行事やイ
ベントを行う人、そこに訪れる子どもたちや大人が安心して参加できるための環
境を整える。

当初 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 666 640
高齢者のスポーツとして親しまれているスマイルボウリング大会を企画し、大会
に備えた練習を通じて、高齢者間の交流と体力づくりを通じて健康づくりに寄与
する。

当初 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 300 288
年齢に応じたインリーダー・ジュニアリーダー・シニアリーダーを養成し、その集
大成として、年末おたのしみ会の実施を通じて子どもの健全育成に寄与する。

7,486 7,194

当初 1 子ども体験事業 大潟の子どもを育てる会 120 120
子どもたちが健やかに育つように、様々な体験活動の場を提供する。また、地
域の人材を活用し、世代間交流の場を提供する。

当初 2 九戸浜のお宝発掘事業 九戸浜町内会 720 720
平成30年度に調査、収集した地域の歴史、文化に関する資料を基に、執筆、編
集作業を行い、「九戸浜のお宝紹介誌」（仮称）を作成する。

当初 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 69 69
バスケットボールを通じた子どもの健全育成を目的に、定期的な練習や各種大
会、交流会等に参加する。また、地域行事への参加や美化活動に取り組み、地
域を愛する心を育む。

当初 4
大潟地区自主防災支援事
業

上越市防災士会大潟支
部

521 399
各町内会における防災訓練時に大潟区総合事務所、消防団と連携し支援す
る。また、各自主防災組織役員を対象に、避難所運営ゲームHUG・クロスロード
ゲームの研修会を実施する。

当初 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 669 669
昔から言い伝えられてきた「すけん地蔵」を、後世まで語り継いでいくために看
板を設置する。また、鵜の浜温泉に訪れる観光客のために、人魚伝説公園の
案内ポールを設置する。

当初 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 1,150 1,150
スポーツ、地域のイベントの会場となる大潟運動場の整備を行う。また、整備用
具や防球ネット等の収納庫を設置し、用具の管理を行う。

牧区

（配分額）
5,000千円

小計

柿崎区

（配分額）
7,200千円

小計

大潟区

（配分額）
7,200千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 7
生徒と地域をつなぐ活動の
周知事業

大潟町中学校PTA 1,490 1,490

PTAや生徒会活動で区内全戸に呼びかけ実施する行事、地域の行事への参
加を広くPRするため、カラー印刷機をリースし、興味関心を持ってもらえるチラ
シや表示を作成することにより参加者を増やし、ともに活動する。また、保育
園、小学校、中学校共通の「早寝・早起き・朝ごはん」の周知を強化する。

当初 8 大潟区をアピールする事業 まちづくり大潟 866 866 「小山作之助」と「大潟かっぱ祭り」の看板を設置し、大潟区をアピールする。

当初 9
大潟区の魅力発見・発信事
業

まちづくり大潟 1,717 1,717
大潟区の魅力ある地域資源を映像化し、その魅力を再発見することで地域に
対する愛着を深める。また、広く県内外に発信し、交流人口を拡大させる。

7,322 7,200

当初 1 中部農道等景観整備事業 くびき　花の会 469 469
頸城区の主要道路である中部農道のけやき並木（旧アヤメロード）の花壇等を
共同活動で整備し、景観形成に寄与するとともに、良好な地域社会の維持を図
る。

当初 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 824 824
雁金城跡及び周辺の史跡を整備保存するため、杭の補修と不動尊の安全対策
を実施する。また、謙信公祭の狼煙上げ、大池祭りに参画し地域振興に貢献す
る。

当初 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 168 168
明治地区の高齢者を対象に身体の活動や脳の活動など多種類の活動の場を
提供することで、地域の「健康寿命」を延ばす。

当初 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

560 560
レールパークの排水工事により車庫内への浸水を防止することで施設・設備を
適切に管理するとともに、レールパークを公開することで地域振興を図る。

当初 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

720 720
頸城区の大池に伝わる伝説を後世に伝えるため、伝説の紙芝居を作成し、保
育園や小学校に配布する。

当初 6
頸城区民のための文化振
興事業

くびき文化協会 1,496 1,496
文化芸術活動による頸城区民の「心の豊かさ」を育むため、「瑞宝太鼓」の公演
を実施する。

当初 7 白田邸環境整備等事業 白田邸保存会 800 800
国登録有形文化財白田邸の庭園整備を行い、一般公開のほかガイドの育成、
認知度向上のためのイベントを実施することで、頸城区の観光振興に寄与す
る。

当初 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 880 880
頸城中学校の吹奏楽部に楽器の支援を行い、子どもの健全育成を図るととも
に、頸城の祭典でその成果を披露する。

当初 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）

特定非営利活動法人　く
びき来夢ネット

437 437
坂口記念館の来場者増加のため、ガーデニング、そば打ち、写真等各種講座
の開催などを行う。

当初 10
冬期区民スポーツ大会開
催事業

頸城体育協会 150 150
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。

当初 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

140 140
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。

当初 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

345 345
運動習慣の定着のため、体質改善を目的とした医療機関との連携によるトレー
ニング教室を行うとともに、高齢者を元気にする出張教室を開催する。

追加 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

111 111
小学生用のゲームベストを購入し、スポーツ行事におけるチームや区分を明確
にすることで、団結力の向上とともに、写真映えの向上等による父兄の参加率
向上を図る。

当初 不採択 2020年カレンダー作成事業 大坂井写真クラブ 240
頸城区の伝統行事や景観を写真にしたカレンダーを作成し、内外に発信するこ
とで、観光客の誘致や地域への移住者の増加を図る。

当初 不採択
学校へ徒歩通学している町
内の通学路（市道）の防犯
灯設置事業

青野・北方・五十嵐・宮本
町内連合会

700
4町内の通学路に防犯灯を設置し、交通安全やその他事故と犯罪の防止を図
るとともに、子どもたちの見守り活動を行う。

当初 不採択
頸城区のスポーツ振興事
業

頸城中学校後援会 990
頸城中学校のテニスコートの表層土入替、ライン張替等の整備を行い、生徒や
地域住民のスポーツ振興を図る。

当初 不採択
頸城区の若者の繋がりを強
化し、地域の活力とする事
業

GO－縁 183
次世代を担う若者の繋がりの強化や地元に定着するきっかけ作りを目的に、頸
城区内で婚活を切り口とした若者向けイベントを開催する。

9,213 7,100

大潟区

（配分額）
7,200千円

小計

頸城区

（配分額）
7,100千円

小計
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 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

700 700

入河沢城址・天林寺城址に簡易手摺を設置し、雑草の刈払いなどを行って環境
整備を図る。また、昨年度の事業で展示しきれなかった古絵図を中心に、歴史
文化展を開催するほか、入河沢城址・天林寺城址に関する一般向け及び小学
生向けの城址説明会を開催する。

当初 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

700 700

吉川三大枝垂れ桜のひとつである稲古の桜に対して、樹木医による治療を行
う。また、年間を通じて、三大枝垂れ桜の草刈り、肥料やり等の環境整備を行
う。樹木医による治療報告会や他の団体（桜プロジェクトJ）の講習会などを通じ
て、桜の知識を身につけ、保全活動に役立てる。

当初 3 長峰城址の保存・活用事業 越後長峰城址保存会 700 700

草刈り等で長峰城址本丸遺構の景観整備箇所を維持保全し、城の成り立ちが
理解できるようにする。また、講話会や見学会、遺構説明版の設置を通じて、長
峰城の歴史や役割、城づくりの特徴について理解を深められるようにする。そ
の他、植栽を継続して魅力を増し、来訪者の拡大に繋げる。

当初 4
次世代を励ます婚活支援
事業

次世代を励ます会 250 250
少子高齢化で次世代の人口流出が進む中、次世代定住と活力ある地域づくり
のため、若者交流の場や婚姻の推進を目指して「次世代交流活動支援講演」
及び「次世代定住に向けた交流支援活動」を実施する。

当初 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 541 541

会員の減少が続く中、よさこいの演舞に必要な衣装と扇子、鳴子を会所有とす
ることで、新入会員(子どもたち)の費用負担を抑え、活動を続けるうえで必要と
なる会員の増加を図る。また、新しい衣装と新しい演舞曲により、区内のイベン
ト等を益々盛り上げることができる。

当初 6 尾神岳を楽しむ集い 吉川観光協会 700 700

各種イベントや観察を通じて広く自然の恵みを発信することで、山間地の賑わ
いを醸成し、地区の活力向上を図る。パラグライダーのお試し体験、区内外の
団体による芸能披露、音楽ライブ、夕日の堪能と食事会、星空観察等を1日の
中で実施する。

当初 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

664 664
尾神岳で行われるパラグライダー大会の内、二大大会に合わせて大会やミニイ
ベントの実況解説等を行って競技を盛り上げるほか、尾神そばの早食い大会等
を同時開催して、全国から集まる選手に対して地域の特産品等をPRする。

追加 8 竹直町内会安全安心事業 竹直町内会 432 288
有事の際の対応を全住民が確認・共有するとともに、地域の防災意識を高める
ため、竹直町内会自主防災・防犯組合による防災避難訓練を行う。また、サイ
レンが故障しているため、訓練に先立って必要な修理を行う。

追加 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 697 697

地域イベントの賑わいづくりなど、地域を盛り上げる活動に積極的に参加してき
たが、使用している楽器が老朽化して修理ができない状態になっていることか
ら、生徒の素晴らしい演奏が今後も継続でき、地域貢献できるよう、クラリネット
1台、フルート1台、トランペット1台を購入する。

追加 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 100 100

津軽三味線奏者の演奏により、期待を持って新春を迎えるとともに、小さい時
から夢に向かって努力してきた奏者の姿からその力を感じ、地域の活性化と若
い人の人生の道しるべとするため、津軽三味線奏者小竹勇生山、小竹栄子、三
味線Duoみさミサによる演奏会を開催する。

5,484 5,340

当初 1
芸能活動による地域活性化
事業

アロハ中郷 247 222
フラダンスを通じた地域活動の活性化とともに、福祉施設慰問活動を通したボ
ランティア精神の向上を図る。

当初 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 152 137
各施設の行事、地域（区）の催しに参加し、民踊を通して高齢者の生きがいづく
りに寄与する。

当初 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 230 212
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ぐとと
もに、いきいきとした生活を送るため、買い物ツアーを実施する。

当初 4 剣道を楽しもう事業 中郷剣道スポーツ少年団 236 212
中郷村当時から使っている用具が経年劣化しているため、甲手と竹刀を更新す
る。併せて、入団者が年々減少しているため、入団者を募るチラシを作製・配布
し、増員を図る。

当初 5
みんなで創るきれいな中郷
事業

NPO法人　中郷区まちづ
くり振興会　生活環境部

116 107
中郷小・中学校各学年の児童・生徒達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。

当初 6
中郷区の地域福祉教育普
及事業

中郷区住民福祉会 550 523
地域住民が望む暮らしやすい地域像を描き、その実現に向かって自由にみん
なで考え、協力し、行動するという地域住民による主体的な取り組みである「地
域主体の地域福祉」を推進していくため、様々な地域福祉事業を展開していく。

当初 7
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 634 604

二本木駅を中核としたイベント「鉄道まつり」を活用し、周辺商店街を巻き込み
ながら事業を行うことで、区内外からの来場者の増加とともに、駅周辺及び中
郷区全体の活性化を図る。また、小さな子どもも楽しめるイベントとすることで、
老若男女の来場も見込め、他団体とも連携することで、二本木駅を中郷区の大
切な資源として再発見する機会とする。

当初 8
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 660 607
高齢者が地域貢献を果たす上で、地域のニーズや課題解決に向けた活動をす
ることで、地域力の向上に寄与する。また、地域へスポーツ用品の貸し出しを行
うことで、冬期間の健康づくりや世代間交流の促進を図る。

当初 9
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 340 323

今春リニューアルオープンした喫茶さとまるーむの運営をはじめ、各種イベント
やおもてなしを行うために必要な設備等を整え、来場者増加への対応や住民
の憩いの場所の形成を図り、中郷区の情報発信の場所「二本木駅」として地域
貢献に寄与する。

当初 10
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

268 241

旧北国街道二本木・松崎宿の歴史あるまちを当該町内会、老人会、子ども会等
で再認識し、醸成することにより、愛着のある地域づくりを図る。北国街道を探
訪する団体・個人が増えている現状を勘案し、のぼり旗の作成をはじめ講座の
実施等を行い、史跡アピールに努め、来訪者に対して案内役も務める。

吉川区

(配分額）
5,700千円

小計

中郷区

(配分額）
5,500千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 11 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 370 340
縄文時代から栄えている「縄文の郷」中郷を広くPRするため、縄文時代を学ぶ
ための各種講座や講演会、体験事業を行い、地域資源の学びの機会を与える
とともに、交流人口の拡大に寄与する。

当初 12
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

712 655

体育祭の競技会場と応援席等を区分するため、パイロン等を購入・設置し、参
加者の安全を確保するほか、子どもから高齢者が楽しめる競技である玉入れ
競技用の紅白玉を購入する。また、地元のそば粉を使用したそば祭りでは、そ
ば打ち体験の参加者の高齢化へ対応するため、腰や膝に負担のかからないそ
ば打ち用のテーブルを購入・設置し参加者の負担軽減を図り、子どもから大人
までの異世代間の交流を図る。

当初 13 中郷スノーフェスト事業 雪郷岡沢チーム 830 764
克雪を遊雪と捉え、雪を財産資源として活用するため、冬期間の森林や農道等
を雪遊びの体験する場として利用し、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代
を参加対象とすることで、冬の社交場として機能させる取組を実施する。

当初 14
「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

477 429

毎年、中郷区体育祭やなかごう夏まつりで吹奏楽部の生演奏を行い、各種イベ
ントを盛り上げているところだが、長年の楽器の使用及び運搬等により老朽化
が進み音色が響かない楽器もあるため、更新することでより鮮明かつ美しい音
色を住民に披露し、イベントを盛り上げる。

当初 15
みんなのフラワーガーデン
事業

江端町内会 135 124
地域住民の憩いの場の提供と共同作業による住民同志の融和を図るため、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
彩豊かな花を植栽する。

5,957 5,500

当初 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

654 654

近年、光ヶ原高原の集客が減少傾向にある中、県道改良促進の一端を担うた
めに夏まつりを実施し、日本海を望む雄大なパノラマや上越市自然環境保全地
域に指定されている「みずばしょうの森」「わさび田の森」などの自然環境をPR
するとともに、光ヶ原の賑わいを創出する。

当初 2 みよしの里美化事業 みどりやすらぎグループ 710 710

観光地として確立することを目指し、ゑしんの里やすらぎ荘周辺の河川の土手
に芝桜を、休耕田に菜の花を植栽する。地域の中学生にも植栽作業に参加し
てもらうことで、子どもたちの自然・植物・景観に対する関心を深めるとともに、
地域住民と子どもたちの交流を図る。

当初 3 地域の一体感形成事業 板倉まちづくり振興会 960 960
地域内外の各種イベントで着用するはんてんを新調し、板倉まちづくり振興会
が着用するだけでなく、町内会等区内の団体に貸し出しを行うことで、板倉区を
区内外に広く周知する。

当初 4
箕冠城址公園観光・美化事
業

山部地区連絡協議会 106 106
箕冠城址公園周辺環境の美化活動を行い、訪問客とリピート客の増加を図る。
また、地域への愛着を深めるとともに、地域の小学生と地域住民が共同で公園
内に山ツツジを植栽する。

当初 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 304 304

地域に伝わる昔話等を子どもたちに伝承していくことを目的に、地域住民が世
代を超えて協力し、地域の昔話や伝説、郷土の偉人についての紙芝居を作成
する。併せて、完成した紙芝居をイベントで披露し、板倉区の歴史、文化を広め
ていく。

当初 6
塚之宮八幡宮保全・周知事
業

針塚之宮八幡宮奉賛会 160 145
上越市文化財である塚之宮八幡宮の案内板の修理や周辺環境の保全活動を
行い、地域のイベント等で塚之宮八幡宮について広く周知する。

当初 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

500 500

市外からの誘客及び板倉区内の世代間交流を促すことを目的とし、住民参加
型で実施する婚活事業を実施する。板倉区の自然や歴史、観光スポットの魅力
を婚活参加者にPRするだけでなく、板倉区の特産品であるそばを使った婚活イ
ベントを実施し、板倉区の特徴を活かした観光振興を行う。

当初 8 栗沢桜の里づくり事業 栗沢桜の里をつくる会 282 188
栗沢地内のくびき野パノラマ街道に臨む地に、桜を中心にした癒しの里を造り、
地域住民相互はもとより、来訪者と交流する場にする。

当初 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 200 200
板倉区の史跡や偉人について講師を招き講演会を開催することや、板倉区の
歴史文化めぐりマップを制作し、板倉区の歴史文化について地元住民をはじ
め、市内外の人々に再認識してもらう。

追加 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 931 931
板倉区宮島地区内の埋もれた文化遺跡に道標・看板を設置し、根越お宝めぐり
マップを制作することで、広く周知する。また、文化講演会やお宝めぐりウォー
キングツアーを実施し、文化遺産の魅力を発信する。

追加 11
箕冠城址公園観光・美化事
業

山部地区連絡協議会 257 143
看板の設置や情報機関を利用することで、ツツジの植栽活動や箕冠城址公園
を観光客や地域住民にアピールする。

追加 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 400 400
丈ヶ山登山道を、どの世代にも登ることのできる安全なコースとして整備し、歴
史、文化、景観、健康増進の地としてPRを行う。

追加 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 619 619

「ゑしんの里歴史散歩」改訂版を増刷することで更に普及させ、ゑしんの里いた
くらの歴史、文化遺産等の魅力を、より広く発信する。また、地元小中学校及び
高校で、郷土の歴史・文化・先人の遺した遺産を座学に加え実際に現地で学ん
でもらい、郷土を深く理解することで、郷土愛・郷土への誇りを育成する。

追加 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

どうがたの郷特産物生産
組合

540 540
そば打ち体験を通して区内外から多くの人に訪れてもらい、板倉区のそばと併
せて筒方地区で行っている事業の周知、アピールを行う。

中郷区

(配分額）
5,500千円

小計

板倉区

（配分額）
6,400千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

追加 不採択 板倉区寺野地区へようこそ でん地域研究所 830
ランプの里の整備、ワークショップを区内外の人と共同で行うことによって、地域
の魅力を発信する。

7,453 6,400

当初 1
梨平のおどりを未来につな
ぐ映像化事業

梨平町内会 687 659
郷土芸能を伝承している姿と四季折々の風景を映像化することにより、郷土芸
能の魅力の再発見と次世代への継承の契機とするとともに、映像化活動を通し
た地域住民の一体感を醸成する。

当初 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 1,076 328

白看板城址の駐車スペース（通称「柴休み」）において、草刈等管理の負担を軽
減するためコンクリート舗装するとともに、北側の崖に落下防止柵を設置し、毎
年見学に来る清里小学校の児童や山城の見学者が安全に過ごせるよう整備を
行う。

当初 3
大欅ポケットパーク利用促
進事業

岡野町自治会 1,252 1,226
ポケットパーク周辺には十分な駐車場がなく、見学者に不便をかけていること
から、隣地を利用して駐車場を整備し、利便性と安全性の向上を図る。

当初 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 800 800
坊ヶ池周辺施設「ビュー京ヶ岳」を活用した住民交流と地域間交流活動により、
施設の利用促進とともに市民福祉の向上と清里区の地域活性化を図る。

当初 5 きよさと朝市開催事業 清里商工会 560 560
清里商工会館を会場に商工会員が出店する朝市を開催し、買い物弱者対策、
地域のにぎわい創出、地元商工業者の活性化など、地域の課題解決を図る。

当初 6
清里歴史50音加美芝居完
結事業

星ふる清里会 525 514
清里カルタを紙芝居化して公演するほか、カルタ加美芝居を学習書として教材
化し学校等に配布することで、子どもからお年寄りまで楽しみながら清里区の
歴史や文化に触れる機会を創出し、地域文化の伝承を図る。

当初 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

620 620

高齢化率が年々上昇する清里区において、清里区の観光スポットである
「ビュー京ヶ岳」を活用し、高齢者の介護予防や認知予防の取組と高齢者間の
交流を図る。また、喫緊の課題である買い物支援の需要調査・試験運行を実施
する。

当初 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 590 590
2020年に迎える「櫛池の隕石」落下100周年の節目に向けたPR活動や、隕石を
テーマにしたスターフェスティバルを開催することにより、上越清里星のふるさと
館の魅力を発信するとともに、環境保全意識の高揚を図る。

6,110 5,297

当初 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）

892 892

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。

当初 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。

当初 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。

当初 4 三和婚活支援事業 地域を大切にする会 120 120
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。

当初 5
輝く三和の食材「箸やすめ」
事業

地域を大切にする会 176 176
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。

当初 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 590 590
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。

当初 7 さんわ祭り周年記念事業 さんわ祭り実行委員会 719 719
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。

当初 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

49 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。

当初 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。

当初 10
三和で採れた米と野菜で食
育活動事業

三和食育の会 128 128
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。

当初 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

1,043 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るとともに、教職員の負担軽減
を図る。

当初 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

322 322
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。

当初 13
三和ジュニア野球活性化事
業

三和ジュニア野球 98 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。

板倉区

（配分額）
6,400千円

小計

清里区

（配分額）
5,300千円

小計

三和区

（配分額）
6,100千円
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区　名
提案
時期

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
補助希望額
（単位:千円）

補助採択額
（単位:千円）

事業内容

当初 不採択 おいらんプロジェクト事業 おいらんびより 355
子どもから高齢者までおいらん道中に参加することで日本の文化に触れる。ま
た、今後もパフォーマンスを継続し、多方面から三和をアピールすることで、地
域活性化を図る。

5,795 5,440

当初 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

647 647
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。

当初 2
ポニーふれあいパークin名
立事業

名立商工会青年部 148 148
名立区内の保育園児の健やかな成長や豊かな情操教育の一助とするため、普
段見る機会の少ない動物（ポニー）への餌やりや乗馬体験を実施する。

当初 3 2019年　ふるさと交流事業 不動森あげ米かい 466 424
上越市民や近隣市町村、都市住民の方々から不動地域に訪れていただき、交
流を深めることを目的に、「ひまわりの育成」と「不動ミニキャンドルロード」を実
施する。

当初 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 342 342
平成28年度設置の大型ライトが使用不能となったため、腐食しないものへ更新
することに併わせてイベントも開催し、地域活性化につなげる。

当初 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 59 59
公民館上名立分館講堂の廃止により、これまで実施してきたカーリング大会が
できなくなったことから、既存施設で実施可能なスポーツボッチャを整備し、地
域内の交流の機会をつくり、スポーツを通した健康の増進を図る。

当初 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 180 180
町内の空き地を有効に活用し、地域の居住環境の整備と整備を通じた住民の
交流を図ることを目的に、緑花活動を行う。

当初 7
2019名立篠笛同好会演奏
活動事業

名立篠笛同好会 103 103
名立区の篠笛演奏者の育成により、伝統芸能の伝承や祭事の賑わいの創出を
図る。また、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し、福祉
の増進や地域活性化につなげる。

当初 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

293 293
名立駅の利用促進と名立駅を拠点とした地域活性化を目的に、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。

当初 9
名立中学校校歌復元活動
事業

名立中学校PTA 210 210
区内の閉校となった学校の校歌を地域住民と協働で復元することにより、生徒
と地域住民の郷土愛の醸成を図り、地域が元気になることにつなげる。

当初 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 598 598
不動地区の林業の歴史を紐解き、歴史資料の整理や現地研修を行い、水源の
森や林道南葉山線を活用した地域づくりの計画を作成する。

当初 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

680 680
「宇山」を題材に、見て癒され、散策して楽しみ、狼煙を上げて愉しみ、学んで自
慢のふるさとの魅力を発見するイベントを開催する。

当初 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

510 486
名立区の魅力を区外にも発信するため、プロの写真家による講演や撮影指導
を行い、様々な区内の様子を撮影し、写真コンテストを開催する。

追加 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

654 196
シカやイノシシなどによる農作物被害も多い名立区において、有害鳥獣駆除時
に無線が聞こえないことにより身の危険にさらされたり、取り逃がしが起こるた
め、これらを解消するための無線機を購入する。

追加 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 100 100
名立というまちの歴史等を改めて学ぶ機会を設けるとともに、参加者間の交流
や情報交換を通じ、“伝えていくべきこと”を考える場とするため、教養講座や伝
承事業の実施及び冊子の作成、配布を行う。

追加 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 286 286
①公共交通のつながり、②ふるさとへの「思い」の再確認、③「名五美ちゃん」の
活用による名立区のPR、④駅利用意識の醸成を目的に、駅ホームや連絡通路
にパネルや案内看板等を設置する。

追加 16
市指定無形民俗文化財保
存事業

折平郷土芸能保存会 370 370
市指定無形民俗文化財の「折平の獅子舞」の継承及び後継者育成のため、不
具合が生じている獅子頭や和楽器の修繕を行い、区内の様々なイベント等で伝
統芸能に触れる機会を創出する。

当初 不採択

森大火130周年記念埋設カ
プセル開封イベント事業
“森町内会の30年前の記憶
を再び！”

森町内会 939
昭和62年に「森大火100周年」としてカプセルを埋設したことから、これを開封
し、地域防災の意識を高めるためのイベントを開催する。併せて、会場の整備も
行う。

6,585 5,122

207,447 172,532

名立区

(配分額）
5,200千円

小計

合計

三和区

（配分額）
6,100千円

小計
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