
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           地域住民が安心して暮らせる地域づくりを進めるとともに、春日山城跡を中心 

           とした豊かな歴史、文化と自然の宝庫を活かし、保存整備を基本とした環境整 

備のため、住民が自主的・主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先的に採択する。 

〇行政と住民、NPO など団体と住民が協働して取り組む、または住民が主体となって取り組む地域づくり事業 

〇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 

〇春日区の自然景観と観光資源の整備活用を図る事業 

〇観光に関係するイベントの企画、実行や特産品開発などにより、地域力の向上に資する事業 

〇関係団体や地域住民の総力をあげた環境への関心向上のための事業 

〇春日山を中心とした地域の自然・里山・歴史等を学ぶ事業 

〇芸術・文化・スポーツを通じた活動により、地域の活性化に資する事業 

〇地域住民が互いに尊重し理解を深め、繋がりを形成できる事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ９月１日(火) から ９月２４日(木)まで（必着） 

       １６７万４千円 
 

  

 地域活動支援事業の採択事業を決定 
 4月に地域協議会委員の改選が行われ、第 4期目の委員による地域協議会がスタートしました。 

 5月に開催した最初の地域協議会で、正副会長の選任や今後の運営方法等について協議したの 

ち、6 月からは今年度の「地域活動支援

事業」の審査を行い、7 月の会議で 19

件の支援すべき事業を決定しました。 

 また、審査の結果生じた配分残額 167

万 4千円については、追加募集（2次募

集）を実施することも決定しました。 

 今後は、追加提案事業の審査を行いな

がら、春日区がより住みよい地域となる

よう、協議を進めていきます。 

 地域の皆さんのご理解とご協力をお願

いします。 

《第 33 号》 

令 和 ２ 年 8 月 発 行 

発行：春日区地域協議会 

▲ 写真は 6 月 21 日の第 3 回地域協議会 
 （地域活動支援事業のプレゼンテーション）の様子 

～ 令和２年度の地域活動支援事業を 追加募集 します！～ 

 補 助 率：10/10(100％)以内       
 補助下限額：5 万円(5 万円以上の事業が対象) 

募 集 期 間 

予 算 額 

募集テーマ 

★ 事業の目的 … この事業は、身近な地域の課題解決や活力向上のた
め、地域の団体が主体的に取り組む活動に対し補助金を交付するも
のです。（活動を伴わない備品購入や工事のみの事業は対象外です。） 

★ 提案できる人 … ５人以上で構成し、市内で活動する法人または団
体の皆さんです。新しく立ち上げた団体等も対象となります。 

★ 事業の実施期間 … 令和３年３月３１日まで（経費の支払い、中部ま
ちづくりセンターへの実績報告書の提出を含む） 

応募書類等は窓口で配
布（希望者には郵送）し
ます。市のホームペー
ジからダウンロードす
ることもできます。 

地 域 活 動
支 援 事 業
に つ い て 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

第 4 期委員の紹介 
【太田 一巳 会長】春日野 2 

 地域協議会委員は 2期目となりま
す。春日地域で育ってきましたが、
地域の課題も多くあると聞いてい
ます。子どもたちの育成や地域活性
化の力になれるよう、前期の経験を
活かしながら、委員の皆さんと課題
解決に取り組んでいきます。 

【吉田 実 副会長】新光町 2 
 地域協議会の役割とは何かを
考えながら 3 期活動してきまし
た。4 期目は地域の皆さんと一
緒に春日山観光のあり方や安全
安心のための施策等を協議する
場を設けたいと思います。 

【田中 裕子 副会長】藤新田 1 
 春日区地域の皆様とともに区
域全体で一つにまとまり、安心・
安全なまちづくりを。そして、
未来に希望の持てる地域づくり
に努力してまいりたいと思って
おります。 

【石田 秀雄 委員】春日野 2 
 初めて地域協議会委員をや
らせていただくことになりまし
た。春日地区の活性化を目指し、
明るく安心して住める春日地区
になるようにと微力ながら尽力
してまいります。 

【板垣 勝雄 委員】岩木 
 初めての地域協議会委員で
す。主任児童委員、学校運営協
議会委員として課題に取り組ん
できた経験をもとに、地域や子
ども達の安心安全と環境整備を
旨として、地域からの提案を活
かしていきたいと思います。 

【阿部 一  委員】春日野 1 
 春日区の住民として、地域活
性化のために少しでもお役にた
てるよう、委員として 4 年間務
めさせていただきます。 

【市川   委員】新光町 1 
 初めての地域協議会委員で
す。春日区は自然豊かな歴史の
ある地域です。住民の皆様の提
案、事業をほかの委員の皆様と
意見交換し、地域の活性化を図
り、課題解決に全力で取り組み
ます。 

【谷 健一 委員】春日野 2 
 春日地域が元気になるような
活動を応援したいと思っていま
す。春日地域の発展のため、青
少年や高齢者、小・中学校や大
学といった各組織が協力できる
地域になることを願って努力し
ていきたいと思います。 

【岡本 重孝 委員】春日野 2 
 上越市の中で有数の歴史的遺
産に恵まれた春日区。その素晴
らしい自然環境の中で、住民が
安心して、またワクワクして暮
らしていける地区になればいい
なと思っています。 

【齊藤 洋一 委員】春日山町 2 
 このたび初めて地域協議会委
員を務めさせていただきます。
市税を大切に使い、地域の皆様
から提案いただく事業が地域活
性化につながるよう働きたいと
思っております。よろしくお願
いいたします。 

【白濵 昭  委員】木田 1 
 「自主自立のまち」の実現を
目指して、春日区の活性化と安
全・安心なまちづくりのため、
春日山城跡を中心とした活動、
各町内会と情報を共有化し連
携・調整を図りながら取り組ん
でいきたいと思います。 

【本多 俊雄 委員】藤巻 
 生まれて 72年、当地区に居り
ます。この地区がより活性化で
きるように、また地域活動支援
事業では町内会長の経験をいか
して公正に判断したいと思って
います。 

【藤田 晴子 委員】大豆 1 
 郷土を愛し、発展に尽くすの
は、その地で生活する者の使命
と年を重ねてさらに感じます。
2 期目となり、これまでの経験
を活かし、春日地区のお役に立
てるよう励んでまいります。 

【松澤 優作 委員】大豆 2 
 春日地区の課題と真剣に向き
合い、丁寧に解決していきます。
課題を解決することは容易では
ありませんが、一翼を担うこと
に責任を持ち 4 年間努力いたし
ます。 

【鷲澤 和省 委員】木田 3 
 3 期目の地域協議会委員です
が、自治基本条例の理念を踏まえ
ながら身近な課題に取り組みたい
と考えています。地域住民が春日
地区で暮らしてよかったと思える
「まちづくり」の役割を、多くの
人々と共同して行う決意です。 

【丸山 佳子 委員】岩木 
 最近散歩で立ち寄る春日山き
のこ園にヤギのなみちゃんがい
ます。いろいろな方が寄って行
かれます。そこが誰もが憩える
場になればいいなぁと思いま
す。 

【山田 孝 委員】岩木 
 初めての地域協議会委員で
す。地域活動支援事業費補助金
は、市民の税金であることを念
頭に、中立公正を心掛け、微力
ながら少しでも地域に貢献でき
ればと思っています。よろしく
お願いいたします。 

【吉田 義昭 委員】木田 2 
 今回初の春日区地域協議会委
員です。木田に居住して 50年に
なり、地域の活性化と安全に安
心して暮らせるまちづくりにお
役に立てるよう努力していきた
いと思います。 

【渡  康子 委員】春日山町 3 
 委員の皆さんと一緒に意見交
換をして、春日地区の活性化、
安全安心住みよいまちづくりの
ため、大切な市税を公正に支援
していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。 

【渡部 忠行 委員】春日野 2 
 任務は責任重大ですが、引き
受けさせていただきました。地
域活動支援事業が春日区発展に
有効に活用され、慣例化気味の
趣味の団体等の毎年の活動資金
の確保源に偏らないよう取り組
みたいと思います。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 春日区の採択事業一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 事業名・内容 採択額(円) 

大豆町内会 ＜御館リバーサイド環境美化事業＞ 地域の環境美化と住民同士が支

え合う機運の醸成を図るとともに、観光地としての魅力を向上させる

ため、花壇の植栽や御館川周辺の環境整備に取り組む。 

175,000 

春日野いき

いきサロン 

＜春日野いきいきサロン事業＞ 高齢者の生活をサポートし、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ほか、

市外への散策会を開催する。 

50,000 

謙信ジュニ

アバレーボ

ールクラブ 

＜ジュニアバレーボールクラブの普及及び青少年健全育成事業＞ 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。 

274,000 

いきいき春

日野 

＜高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流事業＞ 高齢者

の健康意識の向上や交流の場の創出を図るため、健康づくり教室を開

催する。 

213,000 

一義会 ＜上杉軍出陣式維持保存事業＞ 上杉謙信公と春日山城跡を PRする

ことにより地域力の向上を図るため、老朽化した甲冑の更新等を行

い、謙信公祭ほかイベントで出陣式を行う。 

1,120,000 

上越交通安

全協会春日

支部 

＜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＞ 交通事故の防止や交通マナーの向上を図るため、交

通安全推進のための各種活動や交差点路面標示の修繕に取り組む。 

847,000 

高志ビクト

リーズ 

＜春日区幼年野球育成事業＞ 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。 

310,000 

わくわく歌

声クラブ 

＜高齢者の生きがいづくりと地域交流事業＞ 高齢者が歌を通じて生

きがいをつくることを目的に、えちごトキめき鉄道の車両を貸し切っ

て歌を楽しむ歌声列車を開催する。 

160,000 

春日山モル

ツ 

＜春日山モルツ ミニバスケットボールクラブ事業＞ 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。 

388,000 

 

 私たちの地域をもっと住みやすく、もっと元気にするために、地域の皆さんが行う『まち

づくり活動』を募集したところ、春日区の予算枠 1,050 万円に対し、20 件、総額 1,209 万 7

千円の提案をいただきました。春日区地域協議会において、提案者からのプレゼンテーショ

ン審査などを行い、審議の結果 19 件の事業を採択しました。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、例年とは違った内容で事業 

に取り組まれる団体もありますが、地域を元気にするためコロナに負け 

ずにがんばっていますので、応援をよろしくお願いします！ 

※裏面へ続きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３密回避に努めながら各種活動を実施していただきます。 
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 
 

中部まちづくりセンター（上越市土橋１９１４－３ 上越市市民プラザ２階） 

ＴＥＬ：５２６－１６９０ ／ ＦＡＸ：５２２－２６７８ ／ Ｅ-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

お問い合わせ先 

※採択事業の詳細や追加募集についてなど、ご不明な点は中部まちづくりセンターまでお問
い合わせください。 

団体名 事業名・内容 採択額(円) 

上越市春日

山町 3丁目

町内会 

＜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）＞ 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。 

375,000 

春日山城跡

保存整備促

進協議会 

＜春日山城跡環境整備（桑取街道整備と大井戸清掃）事業＞ 春日山

城跡を訪れる人への魅力発信の充実や史跡の復元・整備を促進するた

め、古道（桑取道）整備と大井戸清掃を行うほか、春日山城跡の特長

をテーマにフォーラムを開催する。 

1,595,000 

中門前 1丁

目災害活動

支援隊 

＜中門前 1丁目地区包括災害支援対策事業＞ 地域住民の防災意識の

向上を図り災害発生時に迅速かつ安全な避難・救助活動が行えるよ

う、防災器具を整備し、使用方法の説明や体験の機会をつくるととも

に、町内のハザードマップを作成する。 

155,000 

中門前 2丁

目自主防災

サポーター

ズ 

＜中門前 2丁目自主防災サポーターズ事業＞ 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、防災器

具を整備し、使用方法の説明や体験の機会をつくるとともに、避難支

援者の実態把握に取り組む。 

70,000 

上越市立春

日小学校後

援会 

＜小学生の金管楽器演奏による地域の絆づくり支援事業＞ 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。 

862,000 

高志小学校

後援会 

＜小学生の音楽による地域の絆づくり支援事業＞ 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。 

804,000 

春日野デュ

ークス 

＜春日野デュークス幼年野球育成事業＞ 幼年野球を通じた青少年の

健全育成を図るため、必要な用具の更新等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。 

213,000 

上越商工会

議所青年部 

＜越後謙信きき酒マラソンオンライン事業＞ 春日山地域の認知度向

上や今後の県外からの観光客誘致につなげるとともに、地域の人が地

域の魅力を再認識する機会とするため、全国の“きき酒マラソンファ

ン”とオンラインでつなぐマラソン大会を開催する。 

500,000 

謙信公「義

の心」の会 

＜上杉謙信公とその聖地・春日山の魅力を今あらためて知る事業＞ 

市内外からの観光客誘致や、地域住民が上杉謙信公と春日山の価値を

再認識する学びの機会とするため、有識者による座談会を開催し、フ

リーペーパーへの掲載による魅力発信に取り組む。 

146,000 

春日商工振

興会 

＜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開催す

る。 

569,000 

 


