
《　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
雁木の町並み保存と町名を
伝承する事業

本町一丁目・町の歴史を
伝承する会

240 240
歴史・文化の保存・活用に役立て、地域の活性化を図るため、旧町名「堅春日
町」の標柱看板を設置するとともに、「雁木の町並みと堅春日町」のパンフレット
を作成・配布し、地域住民を対象とした学習会を開催する。

当初 2
青田川桜木整備と景観啓
発事業

青田川を愛する会 900 810
青田川の愛護を通じた地域の活性化や景観整備を図るため、青田川沿いに植
栽された桜木の枝払い、寄生植物除去等を行い、桜木保存を図るとともに、啓
発ポスターの作成・配布、青田川市民茶会を開催する。

当初 3
町家交流館高田小町及び
高田世界館周辺美化・緑化
事業

本町六丁目町内会 145 130
市内外から訪れる観光客等に安らぎを提供し、町内会の活性化や親睦を図る
ことを目的に、町家交流館高田小町周辺及び高田世界館ガーデンの美化・緑
化事業を行う。

当初 4

ステイホームの今だから、
大切な人にハガキを出そ
う！郵便の父 前島密生誕
の地から、高田区のみなさ
んとハガキを使った交流や
地域観光のPR事業

ちりつも観光プロジェクト 987 888
郵便の父・前島密の生誕の地という地の利をいかして「ハガキで伝える思い」を
顕彰するとともに、高田区のPRに取り組むことを目的に、年4回の観光ハガキ
の配布等を実施する。

当初 5
三世代交流のまちづくりを
発信する事業

南三世代交流プラザ運営
協議会

600 600

高田地区南部9町内会を中心に小中学校、幼稚園、保育園、PTA、子供会、老
人会などと連携した人にやさしいまちづくりを推進し、三世代間の交流促進につ
とめてきた17年間の成果・実績を冊子にまとめ、今後の活動に反映する。また、
三世代交流のつどいを開催し、市の平和学習・原爆ひろしまの映写やミニ体操
会を実施する。

当初 6 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト 410 369

城下町高田に残る歴史ある地名や行事等を大切にし次世代に伝えるとともに、
賑わいの創出とまちの活性化に繋げることを目的に、地域をテーマにした学習
（お馬出し塾）、高田のまちを知っていただくための歌と方言本の製作等を実施
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 1,300 1,170
浄興寺を観光資源として活用することで、寺町地域全体の活性化や住民の交
流を図るとともに、全国からの出店者・出演者との交流により、上越の魅力を発
信することを目的に、手づくりの市、演奏会、演芸場などを開催する。

当初 8
地域で「あんしん」子どもへ
の暴力防止事業

CAP・じょうえつ 480 480
いじめや虐待、暴力を防ぎ、子どもたちが安心して過ごせる社会の実現に向
け、子どもへの暴力防止のワークショップの開催、人権啓発のホームページを
作成し、情報発信する。

当初 9
高田小町交流広場発着高
田周辺サイクル＆ウオーク
散策マップ制作事業

NPO法人　街なか映画館
再生委員会

319 319

高田小町交流広場からスタートして交流人口をより広域に高田城址公園などを
巡らせることで、賑わいの創出やまちづくりの推進を図るため、サイクリングコー
スとウォーキングコースを設定した街巡りマップを制作する。また、コース途中
で見つけた「新しい景観－高田」スマホ写真展を開催する。

当初 10
高田瞽女の文化の保存・発
信事業

NPO法人　高田瞽女の文
化を保存・発信する会

210 189
高田瞽女の文化を全国に発信するため、瞽女ミュージアム高田を拠点に企画
展や門付け再現等を実施し、まちおこしに寄与する。

当初 11
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 560 504
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、紅葉のラ
イトアップによる景観の創出、野外演奏会等を実施する。

当初 12
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

478 430
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に、朝市の
活性化、手作り街なみ保全、歴史・景観フォーラムを実施する。

当初 13 風鈴街道in雁木2020事業
越後高田・雁木ねっと
わーく

980 931

雁木を歴史的文化遺産として認識してもらうとともに、歴史景観を後世に残して
いくための機運の醸成を図り、市内外に発信し観光振興に役立てるため、写真
コンテストや雁木の軒先に風鈴を飾るなどの景観づくりを実施する。また、昨年
度掲載することができなかった雁木を紹介する冊子（昨年度の改定版）を製作
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 1,009 908

高田の文学、文化財に関わるマップを作成し、若者や転勤者などから興味を
持ってもらうとともに、高田の食文化や遊びの文化など、明治、大正、昭和、平
成の各年代を生きた人からの証言をもとに記録冊子を作成する。また、かなや
の里の障がいのある人と当協会会員・市民有志のコラボ作品展等を実施する。

当初 不採択
高田SSS　サッカー＆フット
サル活動及び青少年健全
育成事業

高田サッカースポーツ少
年団

866
サッカー＆フットサル活動を通じて、地域の指導者・保護者が主体となって青少
年の健全な育成を図るとともに、学校区を超えた交流を促進する。

当初 不採択
雁木の景観づくりと歴史散
策事業

南本町三丁目まちづくり
協議会

300

雁木の保存と景観づくりを推進するため、雁木通りに秋のモミジ飾りや来春の
桜飾りを行い、商店経営の支援及び通行人に元気を発信する。また、当地域の
歴史ある寺院、文化財、旧跡を巡りながら雁木の良さを感じ、地域活性化につ
なげる。

当初 不採択
高田仲町・飲食店応援プロ
ジェクト事業

高田のまち文化を守る会 374
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、業績が悪化する仲町（一部本町を含
む）の飲食店を応援することを目的に、飲食店が提供するテイクアウトメニュー
を紹介する冊子を作成する。

10,158 7,968

当初 1
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 220 220
幼年野球を中心とした各種活動により青少年の健全育成等を図るため、用具
倉庫周辺の舗装修繕により安全な活動環境を確保し、日々の練習に取り組む
ほか、奉仕活動等に参加する。

当初 2
富岡小学校区　安全安心
マップ作成事業

富岡小学校区防犯防災
組合

378 378
地域の子どもを危険から守るとともに、災害に強い地域をつくるため、安全安心
マップを作成し、防犯・防災及び交通安全に関する啓発を行うとともに、マップを
活用して安全パトロールや防災訓練に取り組む。

令和２年度　地域活動支援事業　提案・採択事業一覧

高田区

（配分額）
12,400千円

小計

新道区

（配分額）
7,100千円

別紙３
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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 3
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

172 172
各世代の交流や融和、協調を図るため、グラウンドゴルフの実施に必要な用具
を補充し、各年代混成チームによる親善大会の開催や指導者の養成に取り組
む。

当初 4 稲田4丁目災害支援事業 稲田4丁目町内会 475 475
地域の防災力の向上を図るため、災害時に第一避難所に設置する防災テント
を整備し、テント設置訓練を含めた避難訓練を実施する。

当初 5
富岡レッドファイヤーズス
ポーツ振興事業

富岡レッドファイヤーズ 388 388
幼年野球を中心とした各種活動により青少年の健全育成等を図るため、防球
ネット整備により安全な活動環境を確保し、日々の練習に取り組むほか、奉仕
活動等に参加する。

追加 6
寺町内会自主防災組織事
業

寺町内会自主防災組織 621 621
災害発生時に地域住民が安心して避難できる体制を整えるため、二次避難所
（新道地区公民館）において使用する照明設備等を整備するとともに、避難誘
導訓練を実施する。

追加 7
子安・とよば合同交流促進
事業

とよば町内会 850 820
子安ととよば両町内会が合同で実施する地域の各種行事への参加者を増や
し、両町内の一層の交流促進を図るため、両町内の掲示板の更新により周知
効果を高めたうえで、連携して各種活動に取り組む。

3,104 3,074

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 312 312

地域の自然環境や歴史文化の維持管理・保全活動を目的に、町内会や農家組
合等と連携しながらミズバショウ自生地の保護・育成、毘沙門堂周辺及び参道
の整備等を行う。また、町内外に滝寺の魅力を発信するとともに、会員と住民と
の意思の疎通を図るため、定期的に活動内容を掲載した会報を発行する。

当初 2
滝寺古文書（古地図）製版
及び滝寺砦古道の整備事
業

滝寺歴史保存会 700 700

明治31年に製作された滝寺地域の地域図を多くの住民に閲覧してもらうため、
地域図の電子化を行うとともに、住民研修会を実施し、滝寺地域の歴史を後世
に伝えていく。また、春、夏、秋と自然に親しみながら歴史を体感できる土地で
あることから、多くの人から周辺スポットに足を運んでもらうため、滝寺砦までの
古道を整備する。

当初 3
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 102 102
水源の水質保全とダム公園としての景観保持のため、正善寺ダム周辺及び沿
線の紫陽花の育成、維持管理を行い、観光振興や地域住民の町づくり意識の
高揚を図る。

当初 4 金谷山太鼓継承・振興事業 高田西小学校後援会 185 185
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
更新するとともに、地域住民を指導者として太鼓の技能の伝承を受け、地域行
事等で演奏を行う。

当初 5
金谷地区児童のスポーツ
振興及び子供の健全育成
を図る事業

上越南ミニバス教室 456 456
児童の心身の成長及び地域の活性化を目的として、ミニバスの練習や他チー
ムとの交流大会を実施し、地域全体で子供を育てる機運の醸成を図る。

当初 6
里道（旧後谷線）の整備事
業

後谷・名水桜清水の会 938 938
歴史的に貴重な里道を地域の財産として地域内外に周知すること目的に、里
道の整備を行うほか、里山・自然学習会や整備記録の冊子発刊などを行う。

当初 7
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

638 638
交通事故の発生を防止するとともに、道路を利用する一人ひとりが正しい交通
ルールの遵守とマナーを身につけてもらうことを目的に、道路の「止まれ」表示
や停止線の整備等を行う。

当初 8
黒田小学校区活動におけ
る安全確保及び地域活性
化事業

黒田小学校後援会 961 961
校区内での大運動会等のイベントにおいて児童や地域住民が安全に活動でき
る環境を確保するため、テント及び長椅子を整備し、活動の充実を図る。

追加 9
飯の歴史文化の保全・保護
活動事業

飯地区町づくり協議会 2,730 2,730
長い間、地元で維持管理してきた地域の宝（市文化財）を継承するとともに、観
光資源として活用し、歴史と文化を守り伝えるまちづくりに取り組むため、厨子
の修繕、遊歩道や案内看板等の整備、講演会を開催する。

追加 10
キャンプ体験教室　地域観
光事業

金谷地区振興協議会 528 528

地区住民が地域の魅力的な観光資源を理解し、地域に誇りや愛情を持ち、施
設の利用を促進するとともに、その魅力を外へ発信する意識を醸成するため
に、南葉高原キャンプ場での体験教室を行う。また、テントの張り方や安全な火
の使い方を学ぶことで、災害時にいかす。

追加 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

460 460
歩行者の安全確保、交通事故の防止を図るため、各交差点などでの立哨や安
全パトロールを実施するとともに、カーブミラーの設置を行う。

8,010 8,010

当初 1
御館リバーサイド環境美化
事業

大豆町内会 214 175
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。

当初 2 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 72 50
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。

当初 3
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

謙信ジュニアバレーボー
ルクラブ

439 274
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 4
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 213 213
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。

当初 5
上杉軍出陣式維持保存事
業

一義会 1,120 1,120
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。

金谷区

（配分額）
8,500千円

小計

新道区

（配分額）
7,100千円

小計

春日区

（配分額）
10,500千円
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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 6

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

847 847
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。

当初 7 春日区幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 310 310
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 8
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 320 160
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。

当初 9
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 736 388
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 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）

上越市春日山町3丁目町
内会

375 375
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
春日山城跡環境整備（桑取
街道整備と大井戸清掃）事
業

春日山城跡保存整備促
進協議会

1,595 1,595
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。

当初 12
中門前1丁目地区包括災害
支援対策事業

中門前1丁目災害活動支
援隊

310 155
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。

当初 13
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

148 70
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。

当初 14
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

862 862
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 15
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 804 804
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 16
春日野デュークス幼年野球
育成事業

春日野デュークス 947 213
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。

当初 17
越後謙信きき酒マラソンオ
ンライン事業

上越商工会議所青年部 500 500
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。

当初 18
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

謙信公「義の心」の会 292 146
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。

当初 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 865 569
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。

追加 20
春日地区青少年剣道育成
事業

中央剣道スポーツ少年団 180 152
剣道の修練を通じた青少年の健全育成を図るため、必要な用具の整備に係る
負担を軽減し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

追加 21
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 284 284
児童・生徒の安全・安心の確保はもとより、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、パトロールに必要な物品を整
え、様々な場面で見守活動を行う。

追加 22
中学生の音楽による地域の
絆づくり支援事業

春日中学校後援会 1,176 1,176
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、合唱祭や定期演奏会などで演奏活動を行
う。

当初 不採択 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球 1,128
少年野球を通じた青少年の健全育成を図るため、ユニフォームや共用の物品
の整備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。

13,737 10,438

当初 1 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 156 156
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
移住促進諏訪の会活動事
業

移住促進諏訪の会 122 122
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。

当初 3 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 234 234
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、研修会の開催、謙吉翁の書の額や掛け軸の常
設展示による顕彰や公園植栽等の整備を行う。

当初 4 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 512 512
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、学習会や自然観察会、ハロウィン
パーティーなどを開催する。

春日区

（配分額）
10,500千円

小計

諏訪区

（配分額）
4,800千円
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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 5 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 2,176 2,176
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、映画上映会、スポーツを通じた交流活動などを実施する。

当初 6 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

108 108
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 7
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

131 131
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 8 諏訪区防災士会事業 諏訪区防災士会 85 85
諏訪区の安全な暮らしを確保するため、使用期限が到来するAEDの附属品を
更新するとともに、防災士による訓練・講習会を実施する。

当初 9
「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

174 174
雄志中学校太鼓部が地域で更に活躍できる環境を整備するため、数が不足し
ている太鼓を新調し、各種地域行事で演奏する。

3,698 3,698

当初 1
上越市防災士会津有支部
安心安全事業

上越市防災士会津有支
部

1,264 1,264
住民の安心安全を確保するために、公民館等にAEDを設置し、訓練や講習会
を開催する。

当初 2
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

484 484
高齢者の健康増進を図るため、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。

当初 3
高齢者の健康増進と環境
保全・まちつくり事業

平成町松翠会 153 153
高齢者の健康増進と地域の景観美化を図るため、活動に必要な備品を整備
し、ゲートボール大会などに参加するほか、花壇整備等の奉仕活動に取り組
む。

当初 4
2020　津有北部地区スポー
ツクラブ地域活性化事業

津有北部地区スポーツク
ラブ

523 523
地域の活性化、スポーツ活動の振興を図るため、子どもから高齢者までを対象
とした夏祭りや運動会等を開催する。

当初 5 津有地区地域づくり事業
津有地区地域づくり協議
会

900 900
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 6
シルバー卓球クラブ支援事
業

シルバー卓球クラブ 99 99
高齢者の健康増進を図るため、入会者の増員により不足する備品の購入、更
新を行い、年間を通して卓球の練習を行う。

当初 7

2020　戸野目スポーツ少年
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 292 292
バレーボールを通じた青少年の健全育成を図るため、経年劣化したユニフォー
ムを更新して活動に参加しやすい環境を整備し、各種大会への参加や練習に
取り組む。

当初 8
「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

174 174
雄志中学校太鼓部が地域で更に活躍できる環境を整備するため、数が不足し
ている太鼓を新調し、各種地域行事で演奏する。

当初 9
稲町内安全・安心子育て支
援事業

稲町内会 636 636
住民の安全・安心な生活環境と子育てしやすい地域環境を維持するため、防犯
灯を設置し、防犯パトロールの強化や危険個所の点検を行うとともに、老朽化し
た遊具の更新を行う。

当初 10
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 948 948
地域の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。

5,473 5,473

当初 1
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

187 187

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、国分寺跡と伝えられる地中の石の解析のほか、
地中探査勉強会（成果の公開）、「こしのくに国府サミット」への参加等を行い、
広く越後国府の歴史を広める。

当初 2
辰尾新田集落内安全・安心
対策事業

辰尾新田町内会 90 90
歩行者や通行車両の安全を確保し、犯罪や事故を防止することを目的に、防犯
灯未設置箇所（2か所）に防犯灯を設置するとともに、安全パトロールを実施し、
集落内の安全・安心の確保を図る。

当初 3 三郷楽しい健康体操事業 楽しい健康体操教室 84 84
地域住民の健康の増進を図るため、講師を招いて体操教室や料理教室を行
う。

当初 4
西松野木町内安全・防災対
策事業

西松野木町内会 520 520

歩行者や通行車両の安全を確保し、犯罪や事故を防止することを目的に、防犯
灯の設置及び既存の防犯灯の点検清掃を実施するとともに、夜間パトロールを
継続して実施し、集落内の安全・安心の確保を図る。また、防災資機材の充実
整備を行うことで、住民の防災・安全意識の高揚と災害時の対応力の強化を図
る。

当初 5 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 17 17
世代間の交流促進と住民の健康の増進を図ることを目的に、地域ボランティア
と小学生による雑巾プロジェクトや広報活動を行う。

当初 6 いきいき健康ウォーク事業 三郷体育振興会 119 119
体力向上や世代間の交流を目的に健康ウォークを実施し、地域活性化及び青
少年の健全育成を図る。

諏訪区

（配分額）
4,800千円

小計

津有区

（配分額）
5,900千円

小計

三郷区

（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 7
ウィンターフェスティバル事
業

三郷体育振興会 117 117
冬期間の体力向上や世代間の交流を目的に、地域住民を対象としたレクリエー
ションを実施し、地域活性化及び青少年の健全育成を図る。

当初 8 三郷区魅力マップ作製事業 三郷まちづくり振興会 213 213
地域資源の再認識と地域振興を目的に、地区の歴史や寺社、風景、イベントな
ど様々な魅力をまとめたマップを作製し、地区内外に発信する。

追加 9
三郷区高齢者支援・交流事
業（「買い物ツアー」の実施）

三郷まちづくり振興会 83 83
市街地中心部への買い物等の移動に不便を強いられている高齢者を支援する
とともに、高齢者同士の相互交流を促進するため、「買い物ツアー」を実施す
る。

追加 10 三郷料理教室事業 エプロン 125 111
若者から高齢者まで年代を気にせず明るくいきいきと活動することで、いつでも
気兼ねなく声をかけあえるまちづくりを推進するため、料理教室を実施する。

追加 11
辰尾新田共有地再生・活性
化事業

辰尾新田町内会 3,553 3,359
辰尾新田の住民の共有地を子ども達が安全かつ快適に遊ぶことができる環境
及び住民の憩いと交流の場として活用するため、遊具の設置と地盤改良、樹木
の栽植を行う。

5,108 4,900

当初 1 住民の安全・安心活動事業 石沢町内会 335 335
地域住民の防災意識の向上及び住民の安全・安心を図るため、住民避難訓練
を実施するとともに、避難行動要支援者の避難に役立てるため、リヤカーや車
いす等を購入する。

当初 2
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

278 278
国指定史跡「吹上遺跡」の周知と景観の向上を目的に、史跡内にコスモスを育
て花で彩り、地域の憩いの場として環境整備を行う。

当初 3
上越妙高駅かいわいでひ
な祭り事業

上越妙高駅と共に歩む会 355 355

上越妙高駅及び駅周辺のにぎわい創出や観桜会の開催に向けた情報発信、
年々増加する外国人旅行者への日本の伝統文化の紹介を目的に、令和3年2
月中旬から3月中旬にかけて、上越妙高駅及び駅周辺でおひな様や吊るし飾り
を展示する。

当初 4
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 1,284 1,284
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や環境整
備、景観向上・美化活動、情報発信等を行う。

当初 5 大和３丁目自主防災事業 大和３丁目自主防災組織 668 668
災害時の住民の互助と自主防災訓練への参加意識を高めるとともに、安全・安
心な町づくりの促進を目的に、歩行困難者や高齢者を搬送するリヤカーや発電
機等を整備する。

当初 6
和田地区「各スポーツ大
会」活性化事業

和田体育協会 460 460
地域住民の融和や親睦、交流を深めるため、和田地区の幅広い年齢層の住民
が参加する和田地区体育祭やファミリーソフトバレーボール大会を開催するとと
もに、各催しの円滑な進行に資するため、放送器具を購入する。

当初 7
大和綱引きチーム活動支
援事業

和田体育協会 80 80
住民の体力強化、融和や親睦を深めるとともに、青少年の健全育成、世代間交
流を図るため、ファミリー綱引き大会への参加及び練習会を実施する。あわせ
て、破損等しているユニフォームを更新する。

当初 8
上越妙高駅西口イルミネー
ション事業

脇野田ゆかりの会 1,829 1,829

和田地区の高校生を中心とした若い世代が中心となり、地元の小中学生や高
齢者も巻き込んだ組織づくりを行い、世代間を超えたチームが協働して企画・立
案して上越妙高駅西口エリアを照らすイルミネーションを設置する。また、設置
に当たっては、専門家を招聘してアドバイスをいただくとともに、ワークショップを
重ねながら情報発信を行う。

追加 9
子供達の安全と健全育成
事業

大和二丁目町内会 97 91
子供達が安全・安心に遊べる環境づくりを推進し、健全育成を図ることを目的
に、遊び場の環境整備を行うとともに、下校時のパトロール、遊具の安全管理
等を行う。

追加 10
上越妙高駅賑わいづくり環
境整備事業

上越妙高駅と共に歩む会 343 323
上越妙高駅及び駅周辺の更なる賑わいの創出や活気あふれる場所になるよう
まちづくりの推進を図るため、駅自由通路等に地域のおもてなしの心や魅力情
報を発信する内容ののぼり旗を設置する。

追加 11
西田中住民の安全・安心活
動事業

西田中町内会 273 257
避難行動要支援者の避難手段を確保するとともに、住民の防災意識の向上及
び安全・安心を図るため、リヤカー及び車椅子を購入し、矢代川の増水を想定
した住民避難訓練を行う。

追加 12
スポーツによる地域活性化
（まちづくり・交流人口の拡
大）事業

大和ベースボールクラブ 340 320
野球を通じて年齢・性別を超えた友情の輪を広げ、体力づくりを行い、交流人口
の拡大等を図るため、ユニフォーム等を整備し、練習や試合を行うとともに、環
境美化活動等を行う。

6,342 6,280

当初 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 160 160
高齢者の孤独感を解消し、高齢者が安心して暮らせる地域を作るため、見守り
活動や会食会を行う。

当初 2
地区だより「たかし」発行事
業

高士地区振興協議会 142 142 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 86 86 高齢者の買い物支援と地域住民との交流を図るため、買い物ツアーを行う。

当初 4 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

177 177
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参加できる
ニュースポーツに必要な備品を整備し、普及を促進する。

三郷区

（配分額）
4,900千円

小計

和田区

（配分額）
6,200千円

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 5
高士地区の安全安心対策
事業

高士地区防災防犯協会 283 283
地域の防災力の向上を図るため、避難所の設営に必要な備品を整備し、防災
訓練を実施する。

当初 6
高士地区の交通安全のた
め交差点及び関連道路に
のぼり旗等設置事業

上越交通安全協会高士
支部

275 275
地区全体の交通安全の確保を図るため、春と秋の全国交通安全運動期間中や
新学期の立哨実施時にのぼり旗等を設置し、地域住民や往来する車両等に注
意を促す。

当初 7
令和2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

319 319
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、昨年度策定し
た5か年計画に基づいて土壌改良を行うとともに、地域住民を対象とした【だん
とうの大杉】に関する勉強会を開催する。

当初 8 高士地区作品展事業 高士地区振興協議会 385 385
文化・芸術の振興を図るため、日頃より地区住民が作成している作品の展示に
必要な備品を整備し、作品展を開催する。

当初 9
「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

174 174
雄志中学校太鼓部が地域で更に活躍できる環境を整備するため、数が不足し
ている太鼓を新調し、各種地域行事で演奏する。

当初 10 「男の料理教室」開催事業 高新会 54 54
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 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

1,850 1,850
若い世代が中心となり、高士地区の魅力を地区外に発信し、多くの人が高士地
区へ訪れる機会を創出するため、「高士ルミネ」を開催する。

当初 12
交通事故のない安全安心
なまちづくり事業

上越交通安全協会高士
支部

440 440
地区の交通安全の確保を図るため、危険個所にカーブミラーを設置するととも
に、交通安全教室を開催する。

追加 13
コロナに負けるな！「高士
元気花火」打ち上げによる
地域交流・地域活性化事業

高士ママさん会 555 555
新型コロナウイルスの影響で恒例行事が中止となっている高士区を、花火の打
ち上げにより盛り上げる。また、子どもたちの手作りチラシを地域に配布するこ
とで、地域への愛着や地域で子どもを育てる意識の向上を図る。

4,900 4,900

当初 1
クリーンナップ上越ｉｎ五智
事業

ひまわり會 528 528
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 572 387
五智公園の環境保全を行うことで価値や魅力を一層高めることを目的に、植物
の保護・育成、動植物紹介パネルの展示、湿地や林床、遊歩道の整備等を行
う。

当初 3
直江津地区高齢者いきいき
支援事業

直江津地区町内会長協
議会

660 660
町内会館やこどもの家を会場に、ニュースポーツのスカットボールを楽しむこと
を通して、高齢者の健康維持と子どもたちの健全育成、世代間交流を図る。

当初 4
直江津駅前環境美化推進
事業

我がまちを愛する会 73 73
直江津を訪れた人に明るさと癒しを提供することを目的に、直江津駅北側に季
節の花を植えたプランターを設置し、毎日の水やり等の管理を行う。また、水や
りに併せて周辺のごみ拾いや草取りを行い、環境美化活動に貢献する。

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

128 128
地域の子どもたちに自然のサイクルを学んでもらうため、休耕田を活用した米
作り体験を実施し、収穫した米を使った「餅つき」、藁を使った「さいの神」を行
う。

当初 6
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

132 132
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
空間である天王川周辺の清掃作業を地元小・中学校の協力を得ながら、地域
住民全体で行う。

当初 7 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 490 490
「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、写真コンテストを開催し、写真愛好者の作品展示を行う。

当初 8
鉄道の町「直江津」発信事
業

直江津鉄道振興会 210 210
直江津が鉄道のまちであることを再確認し、次の世代に語り継いでいく機会と
するため、交通の要衝「直江津」についての講演会を行う。

当初 9
直江津アートプロジェクト事
業

くらしの美術館実行委員
会準備会

3,236 3,146
直江津の魅力の再発掘とアートによる地域活性化を目的に、国内外のアーティ
ストと地域住民が協働してアート作品制作を行う。

当初 10
〈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 1,169 1,169
直江津の歴史や文化を次世代に継承するため、紙芝居を作成する。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。

追加 11
ブルーライト・なおえつプロ
ジェクト事業

直江津まちづくり活性化
協議会

1,200 1,089
地域の賑わい創出と、通行者の安全安心を図るため、直江津駅の自由通路に
ブルーライトのイルミネーションとのぼり旗を設置し、魅力的な空間を作る。

追加 12
三八朝市活性化プロジェク
トBASE38事業

三八朝市周辺まちづくり
協議会

1,861 1,688
三八朝市周辺を活性化するため、様々な年代の人や団体と連携しプロジェクト
チームを立ち上げ、地元の大型倉庫を活用したイベントを開催し、住民交流の
場を創造する。

10,259 9,700

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 977 977
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、ベンチを整備することで、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

280 280
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
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

412 412
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
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 120 120
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い、演奏発表の充実につなげる。

当初 5
有田地区教育・文化活動推
進事業

有田地区町内会長協議
会

2,568 2,568
地域住民が、児童・生徒とともに講演会等の教育文化活動に親しむため、有田
小学校・春日新田小学校、直江津東中学校に椅子やテーブルを整備し活用す
る。

当初 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

2,610 2,610
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 7 R350花壇整備事業 350同友会 203 203
国道350号線沿いの花壇にハーブを植栽し、地域住民に歩いて楽しんでいただ
くことで、周辺地域の環境美化活動と地域住民の健康を促進する。

追加 8
有田地区いきいき支援事業
（追加事業）

有田福祉の会 1,630 1,630
カルチャーセンターの図書室・サークルサロンを、子育て中の親子や幅広い年
代の住民が利用できるように整備し、地域で支え合う基盤を作り、地域活性化
を図る。

8,800 8,800

当初 1
下荒浜公園の環境整備事
業

下荒浜町内会 1,232 1,232
老朽化が進んだ下荒浜公園のブランコと滑り台を更新し、子ども達が安心して
遊べる環境を整える。また、町内の幼児・児童、及び地域の保育園児の心身の
発育の発達や社会性の習得に寄与する。

当初 2
西ケ窪浜公園の環境整備
事業

西ケ窪浜町内会 836 836
西ケ窪浜公園に子どもたちが安心して遊べるすべり台と高齢者や保護者、子ど
も達が休憩するためのベンチを設置し、住民同士のコミュニケーションの場をつ
くる。

当初 3
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

369 369
八千浦交流施設はまぐみを会場に、文化展及びはまぐみ市（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を図るとともに、八千浦地区のPRを
行う。

当初 4
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

437 437
八千浦区には地域全体を見渡せる場所がないため、熱気球搭乗体験イベント
を実施し、空から地域全体を眺めて自分たちの地域や地形、海岸線の移り変わ
り等を見ていただき、地域住民の交流促進と地域活性化を目指す。

当初 5
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第11回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 1,332 1,332
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 6
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 30 30
バスケットボールを通じた子どもの健全育成を目的に、定期的な練習に励み、
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図る。

当初 7 地域の魅力発信事業
八千浦地区明るい町づく
り協議会

469 469
購入するパソコンを使用して町内の活動やイベント等を当会のホームページに
載せ、地域住民へ活動内容を広くPRし、地域の活性化と連帯感の醸成を図っ
ていく。また、プロジェクターを活用し、各種会議や研修会の内容を充実させる。

追加 8
地域の魅力発信事業（追加
事業）

八千浦地区明るい町づく
り協議会

39 39

八千浦区の海や砂浜などの自然環境や区内で実施している様々な地域行事
や学校行事等を魅力的な映像として残していくため、平成30年度に購入したド
ローンのバッテリーを購入し、魅力的な記録を撮り続けていくことで次世代に継
承していく。

追加 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

33 33
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。

追加 10
八千浦地区安全・安心な地
域づくり事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会

823 823
住民・通学者の安全及び防犯対策を確保するため、歩道に防犯灯を設置し、防
犯パトロールを実施する。

5,600 5,600

当初 1 地域の防災力向上事業 保倉まちづくり振興会 1,557 1,557
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。また、住民が
AEDを取り扱えるよう、該当町内会の防災訓練でAEDの取扱い訓練を行い、災
害時や緊急時に備える。

当初 2 保倉地区環境美化事業 保倉まちづくり振興会 316 316
地域の景観の向上を図るため、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 3
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 1,509 1,509
冬期間の緊急時に備えるため、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、安心・安全なまちづくりを目指す。

当初 4
上越市ファミリー綱引き大
会参加事業

保倉まちづくり振興会 54 54
ファミリー綱引き大会への参加、綱引きの練習を通じて地域住民の体力づくりと
親睦、融和、連帯感の醸成を図り、地域の活性化を目指す。

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

保倉区

（配分額）
5,100千円
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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 5 保倉地区球技大会事業 保倉まちづくり振興会 153 153
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、球技大会
（ソフトバレーボール大会）を開催する。

当初 6
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 7
保倉地区早朝ラジオ体操事
業

保倉まちづくり振興会 91 91
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。また、ラジオ体操を安全に行うため、グラウンドに砂を
敷き整地する。

当初 8 青野「剣の舞」復活事業 青野芸能保存会 217 217
青野地区の郷土芸能「剣の舞」を復活させるため、必要な衣装等を揃えるととも
に、講話や練習風景等の記録による継承・保存活動を行う。

当初 9
保倉地区生涯学習啓発事
業

保倉まちづくり振興会 295 295
展示用パネルを保倉地区公民館内に設置し、各サークル活動の発表・発信の
場を作るとともに、保倉文化祭を開催し、地域住民の交流の場を図る。

当初 10
保倉地区放送設備整備事
業

保倉まちづくり振興会 240 240
持ち運び可能な放送設備が修理不能となったため更新し、会議や講演会、防
災訓練、サークル活動など地域で実施する各種事業での有効活用を図る。

当初 11
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

320 320
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。

追加 12
保倉地区安全・安心な地域
づくり事業（追加事業）

保倉まちづくり振興会 326 326
冬期間の緊急時に備えるため、保倉地区内の防火水槽のマンホール箇所に
「囲い施設」を追加で設置し、安心・安全なまちづくりを目指す。

5,100 5,100

当初 1
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 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 171 171
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、必要な用具を揃え定期的な
練習を行うとともに、各種大会へ参加し北諏訪区をPRする。

当初 3
仲間づくりと生きがいづくり
事業

地域交流応援隊 147 147
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健康体
操・趣味講座などを実施する。

当初 4
北諏訪っ子のびのび育成
事業

北諏訪小学校PTA 243 243
北諏訪小学校の子ども達が様々な体験を行うことで、将来の夢と希望に対して
意識を高めることを目的とする。

当初 5
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 42 42
茶道を通した子どもの健全育成を目的に、小学校の文化祭でお茶会を開催し、
伝統文化の継承や地域の世代間交流を行う。

当初 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

165 165
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 7 北諏訪を花で飾る事業 北諏訪まちづくり振興会 95 95
北諏訪区の住民の交流と心の健康に寄与するため、チューリップの球根を配布
し、各町内会で花壇に植える。

当初 8 きたすわ将棋の広場事業 北諏訪まちづくり振興会 49 49
日本古来の知的ゲームである将棋を学ぶことにより、高齢者の認知症予防や
交流促進だけでなく、青少年の考える力の育成や将棋を通した知的交流の機
会を設ける。

当初 9
北諏訪まちづくり振興会活
動PR事業

北諏訪まちづくり振興会 201 201
令和元年12月に発足した「北諏訪まちづくり振興会」の活動などを広く周知し、
地域住民の活動を促進させるためため振興会だよりの発行を行う。

当初 10
北諏訪まちづくり振興会活
動整備促進事業

北諏訪まちづくり振興会 751 751
北諏訪まちづくり振興会の振興会たよりの作成、研修会の企画や参加者募集
などの事業実施に必要となる機器等を揃え、将来を見据えた安全・安心で活力
ある地域づくりを目指す。

当初 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 2,116 2,116
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、大型スクリーンやステージ幕など必要な備品を揃え、イベ
ントの効果を高め、世代間交流を図る。

追加 12
北諏訪地区の小学生女子
健全育成事業（追加事業）

北諏訪ファイターズ 185 185
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、練習着や必要な用具を揃
え定期的な練習を行うとともに、各種大会へ参加し北諏訪区をPRする。

追加 13
地域のスポーツ・文化活動
等顕彰事業

北諏訪まちづくり振興会 713 713
北諏訪区のスポーツや文化活動等の表彰の記録を次世代に伝え、住民の一体
感を醸成していくため、北諏訪地区公民館にショーケースを設置し、トロフィー
や賞状を展示する。

4,900 4,900

保倉区

（配分額）
5,100千円

小計

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

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
城ヶ峰砦・長浜砦の景観保
全事業

谷浜地域づくり協議会 436 436
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、
散策道の補修を行うとともに、揃いのベストを着用し、安全に草刈り等を行う。

当初 2
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 308 308

谷浜・桑取区への来訪者をはじめ多くの方々に分かりやすく見どころをPRする
とともに、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、昨年度作
成したガイドマップの増刷と新規でポスター作成を行い、あわせて現地の案内
標識を整備する。

当初 3
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 4 子ども里神楽伝承事業 桑谷里神楽伝承会 237 237
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
衣装を演目の増加にあわせて整備し、練習や発表を行う。

追加 5
西横山小正月行事伝承事
業

西横山小正月行事保存
会

478 478
地域外から伝統行事の見学や撮影に来られる方に小正月行事について知って
もらうため、分かりやすい案内看板を設置する。

追加 6 農地の獣害対策事業 谷浜農家組合協議会 858 858
農地を獣害（特にイノシシ）から守るため、捕獲檻を設置して捕獲を進め、生息
個体数を減らす取り組みを行う。

追加 7
桃源郷（花桃の里）を育む
事業

谷浜地区南部協和会 909 909
中桑取町内の老人介護施設前下方の土地に花桃を植樹し、施設利用者や地
域住民に景観を楽しんでもらう。併せて獣害を防止するため、電気柵の設置や
作業用の道具を入れるための倉庫を整備する。

追加 8 地域一体型体育祭事業
上越市立潮陵中学校
PTA

98 98
次世代の担い手育成のため、毎年実施している「地域一体型体育祭」を、新型
コロナウイルス感染症拡大防止に努めながら開催するとともに、体育祭をさら
に盛り上げるために必要な備品等を購入する。

追加 9
城ヶ峰砦・長浜砦の景観保
全事業（追加事業）

谷浜地域づくり協議会 662 662
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、
散策道の補修を行うとともに、散策道内に分かれ道が数か所あるため、来訪者
に分かりやすいよう案内標識を設置する。

追加 10
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 410 410
谷浜・桑取区への来訪者をはじめ多くの方々に分かりやすく見どころをPRする
ため、ガイドマップを増刷し、案内標識を1基追加する。

4,466 4,466

当初 1
安塚のプロモーションビデ
オを作って情報発信しよ
う！！事業

安塚の四季 530 530
安塚の四季の風景を収めたプロモーションビデオを作成し、情報発信を行うこと
で地域活性化につなげる。

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 420 420

トレーニング用のポールやチューンナップ用の研磨器具等を購入し、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やスノース
ポーツ事業の拡大を図る。

当初 3 横尾義智記念館管理事業 行野自治会 490 490
横尾義智記念館に映像・音声設備を設置し、映像を上映することで来館者の横
尾義智氏の功績等への理解を深め、来館者の増加につなげる。

当初 4
「幸せの灯ろう」で地域に光
をともそう

「幸せの灯ろう」をともす
会

570 570
灯ろうづくりのワークショップ及び「幸せの灯ろう」まつりを開催し、郷土への愛
着と地域の元気の復興を図る。

当初 5 集落イメージアップ事業 小黒自治会 910 910
腐朽による倒壊のおそれがある集落看板を更新し、集落のイメージアップ及び
安全性の向上を図る。

当初 6
リバーサイドロードで健康
増進と自然を楽しむコース
づくり

やすづかスポーツクラブ 350 350
リバーサイドロードを活用したウォーキングを推進するため、ウォーキングを楽
しく実施することができる「ウォークラリー」のコースづくりを行い、健康維持・増
進を図る。

当初 7
にぎわい体験ワークショップ
開催事業

手づくり百人協同組合 700 700
農業や地域文化、ものづくりにおける技術・特技を持つ方が講師となり、ワーク
ショップを開催することで、参加者に学びと楽しさを感じてもらい、地域の元気を
作り出す。

追加 8
菱里地域の宝ものを伝えよ
う

歩こう・竹の子の会 200 200
菱里地域のウォーキングマップエリア内にある歴史・文化・植栽・景観など魅力
のある宝ものの発掘及び調査を行い、「地域の宝ものマップ」を作製する。地域
内外に発信することで地域への愛着・自信を育む。

追加 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

930 930

安塚の地域資源である雪と、キューピットバレイスキー場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。雪上花火の演出とスカイランタンの
打上げを目玉としたイベントを実施し、更なる集客につなげ、地域活性化を図
る。

5,100 5,100

当初 1 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 2
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

1,660 1,660
うらがわらまつりにおいて、ワンタッチテントを購入することで、イベント従事者の
負担軽減を図る。また、区内小中学校及び各種地域活動団体に購入した機材
の貸出支援を行うことで、地域の活性化に寄与する。

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

小計

安塚区

（配分額）
5,100千円

小計

浦川原区

（配分額）
5,400千円
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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

当初 3 事務代行地域活性化事業
NPO法人　夢あふれるま
ち浦川原

1,078 1,078
法人が月1回発行し全戸配布している会報誌の印刷作業の効率化を図るため、
コピー機を購入する。また、区内住民や各種団体の事務代行としてコピー機を
活用することにより、地域の活性化に寄与する。

当初 4
浦川原区シンボル像リウラ
とラウラ補修事業

NPO法人　夢あふれるま
ち浦川原

840 840
浦川原村の時代、村のシンボルとして建立した「リウラとラウラの像」が老朽化
したため、地域住民と協力し、補修作業を行うことで、地域住民はもちろん、他
県などから訪れた方々に心のやすらぎを与え、地域の活力の向上を図る。

当初 5 UMA音楽イベント事業 浦川原音楽協会（UMA） 480 480
音楽、楽器演奏を趣味で楽しむ、嗜んでいる浦川原区住民に対し、日頃の練習
の成果を発表する機会を提供し、幅広い人の輪、繋がりを持つことで、より豊か
な感性の育成、日々の生活に張り合いと潤いを与える。

当初 6
草刈り等に係る地域活性化
事業

NPO法人　夢あふれるま
ち浦川原

731 731
浦川原区内では閉校になった小学校のグラウンドの草刈り作業などを「イノシシ
対策」のために行っているが、作業員の負担が大きいため、乗用タイプの草刈
り機を購入し、各種地域活動団体等に貸し出しを行う。

当初 7
うらスポフェスタ等地域活性
化事業

NPO法人　うらがわらス
ポーツクラブ

481 481

地域住民に対して、スポーツの振興と健康づくりを目的としたスポーツイベント
を開催することで、豊かな地域社会の創造に寄与する。また、多様な地域ス
ポーツイベントに利用可能な備品を整備することで、地域の連携やスポーツ振
興の向上が図られ、継続性が高い運営につなげる。

追加 8
第6回手作りの小さな文化
祭事業

手作りの小さな文化祭実
行委員会

30 30

本文化祭の開催は、地域住民が主体的に活動している事業であり、継続して開
催する中で、参加者同士のつながりを深め、この輪を広げることで、地域の活
性化につなげる。また、新型コロナウイルス感染防止対策等を強化することで、
安全な催事運営を図る。

三次 9
伝統芸能継承、次世代育
成、地域活性化事業

飯室神楽保存会 294 294
損傷している練習用獅子頭及び古来天狗面の修理、練習用天狗面の追加購
入を行い、新入会員への新たな指導の場、子どもたちのふれあいの場を設け
る。

5,694 5,694

当初 1 伝統行事伝承事業 田麦町内会 460 460

地域の伝統行事が失われつつある中、地域一丸となって賑わいを維持している
が、祭りの準備に相当な労力が必要であり、資材の経年劣化が著しい状況と
なっている。今年度の祭りは未定であるが、賑わいや交流の場である「祭り」が
途絶えることのないよう地域住民の交流や士気を保つ。

当初 2 旭地区PR事業 旭地区協議会 850 850
市内でも旭地区の認知が低いものの、暮らし知恵や豊かな自然が存在するた
め、より多くの方から地域の魅力を知ってもらうほか、地域に訪れてもらい、地
域住民の活力及び地域の活性化を図る。

当初 3
薬師岳登山道整備及びPR
事業

細越平生会 1,020 1,020
薬師岳は地元住民に親しまれ里山であったが、登山者が激減し山道等は整備
されていない状況にある。古くからの地域の象徴であった資源の魅力を再発掘
し、新たな取組とリンクさせて、改めて"地域の宝"の創出を目指す。

当初 4
「仁上ホタルの軌跡」記録・
伝承事業

仁上町内会 1,040 1,040

大島の代名詞「ホタル」の生息保護や祭りを維持するため、今日まで様々な苦
労があったものの、高齢化により今後の取組の継続や歴史の継承が危惧され
ている。イベントが出来ない状況下を契機とし、これまでの歩みや写真・動画を
記録に残し、後世に伝える。

当初 5 大島区魅力発見PR事業 大島まちづくり振興会 500 500

市町村合併後、当区全体を網羅した外部発信機能がなく、当振興会も情報発
信を行う手段を持たないまま現在を迎えていることから、ホームページを構築
し、組織や活動の周知を図るとともに、区内のイベントや観光情報を発信する。
併せて区内団体・事業者等とリンクし、発信力を高める。

当初 6 交流空間創出事業 光里の環 1,030 1,030

大島区並びに大島地区には様々なイベント時に幅広い年齢層の来訪があるも
のの、滞在できる場所がなく、地域住民と来訪者の交流が図られていない。ま
た、転出により空き家が増加するなか、今後の地域の在り方を地域住民と市内
若年層が話し合うほか、試験的な取組を行い、検証する。

4,900 4,900

当初 1 自主防災活動支援事業 牧区防災士会 420 420

自主防災活動が停滞している町内会等を対象に出前研修会や訓練を行い、こ
れらの活動を通して災害に対する知識や技術を習得してもらい、地域の防災力
の向上と防災意識の高揚を図る。併せて、自主防災の必要性や重要性を認識
してもらう。

当初 2
屋号を活かし、地域を活性
化させる事業

屋号を残す会 246 246
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、日本人が誇るべ
き文化を後世に伝えるとともに、集落全体での活動を通し、牧区に定住しようと
する人材の育成と生活環境の維持向上、地域活性化を図る。

当初 3 地域づくり活性化事業 NPO法人　牧振興会 578 578
昨年度に、牧区に必要なものを見据えることを目的にワークショップを行った。
この中で立ち上がった事業の内、子育て支援事業の実現に向け、私達自身で
助け合い、支え合うことで発展する仕組みづくりの構築を目指す。

当初 4 川上　山里の風事業 川上地区協議会 900 900

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 5
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

260 260
令和元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、紫陽花及びヤマブキの植栽を行った。活動を継続し、整備することで、沖
見地区の美しい観光スポットを目指す。

当初 6 地域の活性化促進事業
牧区地区協議会連絡会
議

993 993
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 7
「おら村の花嫁行列」再現
事業

牧文化協会 333 333
一昔前、この村にあった「花嫁行列」を再現、保存し、うれしいことを一緒に祝う
という地域文化を、大勢の方に体験していただくことで、この地域を愛する気持
ちを後世につなげていく。

浦川原区

（配分額）
5,400千円

小計

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 8 泉　棚田ほたる事業 泉町内会 836 836

各種イベントを通して、地域住民が誇りや喜びを感じ絆を深めることを目的に、
棚田にモニュメント（棚田の鐘）やLEDライトを設置して整備を行い、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、山村の魅力を区内外へ発信
し、交流人口の創出を図る。

当初 9
上牧番所、塩の道、古代詞
の保存と観光地域交流整
備事業

上牧町内会 409 409
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、環境の整備を行う。

4,975 4,975

当初 1
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

181 181
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 2
柿崎ソフトテニス活性化事
業

柿崎ソフトテニスクラブ 550 550
テニスのまち柿崎として、古くからの住民に親しまれているテニス大会を企画
し、日々の練習による住民間の交流と体力づくりを通じ、子どもたちの健全育成
と健康増進に寄与する。

当初 3
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 500 500
柿崎区における各行事の参加意欲を高めるとともに地域の一体感の醸成を図
るため、行政や関係機関、町内会等の主な行事を記載したカレンダーを作製す
るもの。

当初 4 ドーム周辺花いっぱい事業 花うえの会 224 224
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、他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 5
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

731 731
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を行い、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 6
柿崎中学校創立50周年記
念式典・記念講演会事業

柿崎中学校創立50周年
記念事業実行委員会

1,000 1,000
生徒が自分の生き方を見つめ直し、自らの力で豊かな人生を切り拓く気持ちを
持ち、未来をたくましく生き抜く力を育てる機会とする。また、保護者や地域住民
と感動を共有し、今後の教育活動の充実を図る。

当初 7 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 432 432
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、米山古道の散策等を実施する。

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 468 468
和楽器（箏）の初歩的な演奏をグループで励まし合いながら取り組み、発表会
で演奏することで、高齢者の生きがいづくりを支援する。

当初 9
かきざき湖八重桜の周遊路
整備継続事業

ガンバ米山 792 792
かきざき湖八重桜広場内の周遊路について、ぬかるみや水たまりに対応した側
溝の設置や一方通行標識の設置により、安全かつ快適に観桜できるようにし、
継続的な環境美化と新たな観光名所を目指す。

当初 10
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 270 270
「柿崎総ぐるみあいさつ1,000人大運動」で使用する手袋やのぼり旗を購入し、
運動で使用していくことで、柿崎区全体で運動の輪を広げ、子どもたちの健全
育成に寄与する。

追加 11 坂田池園地桜植替え事業 柿崎観光協会 891 891
坂田池周辺園地の桜について、てんぐ巣病や老齢化した桜の植え替えを行うこ
とにより、観光資源としての坂田池の景観を維持し、交流人口の拡大に寄与す
る。

追加 12
Happiness（ハピネス）イルミ
ネーション～柿崎の皆さん
に幸福と幸せと喜びを～

柿崎商工会青年部 1,000 1,000
柿崎区のシンボルの一つである坂田池をライトアップすることで、コロナウイル
スの影響により各種行事が中止になっている中で、地域の活力の向上及び話
題性と防犯効果を創出する。

追加 13
第3回手しごと・手づくり柿
崎・上越作品展

手しごと・手づくり柿崎・上
越作品展実行委員会

100 100
柿崎区の寺院を会場とし、ものづくりを趣味として制作している作品の作品展を
開催することで、市民同士の交流を深めるとともに、ものづくりへの制作意欲の
向上を図る。

追加 14
ジュニアバレーボール活性
化事業

柿吉JVC 393 61
上下浜小学校を拠点として、ジュニアバレーボール活性化事業、大会参加事業
を実施することで、子どもの健全育成に寄与する。

追加 不採択
柿崎キャラクターズ誕生と
ユーチューブでの紙芝居動
画配信事業

柿崎恵方巻実行委員会 395
柿崎の名所や名物などをキャラクター化し、LINEスタンプやYouTubeで発信する
ことで、柿崎区の住民が地域の良さを再認識するきっかけにするとともに、より
多くの人に柿崎区を知ってもらう機会とする。

7,927 7,200

当初 1
大潟地区自主防災支援事
業

上越市防災士会大潟支
部

340 340
防災講話、防災研修、防災情報を提供し、防災意識の向上と災害時のスムー
ズな避難につなげる。訓練や研修等に必要な備品を整備し活用する。

当初 2
大潟の子ども達に伝えたい
郷土の食材と料理資料集
作成事業

大潟の子どもを育てる会 775 775
大潟の食材にスポットをあて、その食材を使った料理を冊子にすることで、子ど
も達に郷土料理を伝承する。

当初 3 ３世代交流事業 雁子浜町内会 506 506
「明るく住みよいまち雁子浜」を取り戻すため、3世代による「レクの広場」「さい
の神」を開催するとともに、豊漁と海難にあわないよう祀られた「浜宮」を後世に
伝えるために紹介看板を設置する。

当初 4
小山作之助の功績を称える
事業

まちづくり大潟 220 220
大潟町中学校にある小山作之助の資料室を大潟コミュニティプラザの空きス
ペースに移転するとともに、新たなパンフレットを作成し、作之助の偉大な功績
を広く周知する。

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）
7,100千円
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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 5
情報発信により地域活動を
支援する事業

まちづくり大潟 857 857
拡大コピー機を更新し、引き続き地域活動やまちづくりの情報等の発信力の向
上につなげ、まちづくり大潟、町内会、各種団体等の充実した事業の推進ととも
に、地域活性化及び活力向上につなげる。

当初 6
みんなでまちをきれいにす
る事業

まちづくり大潟 781 781
ゴミの不法投棄を防止するため、「環境美化看板」を作成し、まちづくり大潟と各
町内会で不法投棄個所のパトロールを実施して設置する。

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 1,443 628

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て、興味関心を持ってもらえるチラ
シや表示を作成し、参加者を増やし、ともに活動する。保小中共通の「早寝・早
起き・朝ごはん」の資料を作成し、全世帯で一貫して取り組む体制をつくる。ま
た、区内団体の印刷機の活用も可能にする。

当初 8
動物飼育を通した児童と地
域を憩いの場としてつなぐ
交流事業

大潟町小学校後援会 1,637 1,637

動物飼育を通して、子ども達の慈しみの心情や思いやりの心を育み、豊かな人
間形成を図るとともに、園児や地域住民との交流の場として学びを広げる。ま
た、老朽化によって倒壊の危険のある柵の整備を行い、飼育や交流が安全に
実施できる環境を整える。

当初 9
犀潟地内潟守新田「新堀川
悪水吐機能安泰・五穀豊穣
祈願碑」の修復事業

だいばま会 1,356 1,356

大潟8千町歩が美田に生まれ変わり、人々の生活を潤し、地域発展の礎となっ
た「一大灌漑事業」を広く知らしめ、往古の新田開発にかけた先人の努力と涙ぐ
ましい労苦を後世に伝えるため、新堀川開鑿に関わる貴重な歴史的遺産であ
る「新堀川悪水吐機能安泰・五穀豊穣祈願碑」を修復するとともに、碑文を別の
石板に掘り込み設置する。

7,915 7,100

当初 1
市道頸城線等景観整備事
業

くびき花の会 554 554
頸城区に入る主要な道路である市道頸城線の花壇に花を植栽し管理をするこ
とで、良好な地域社会の維持や景観を整備する。

当初 2
事務機器の整備による住民
サービス向上事業

特定非営利活動法人　く
びき振興会

500 500

地域イベント、地域の情報発信、文化活動などの事務局のコンピューターシス
テム体制を整備することで、各活動の打ち合わせ等の時間を確保するととも
に、データの共有化、セキュリティを向上させ、持続可能な地域づくりを推進す
る。

当初 3
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 949 949
雁金城跡及び周辺の史跡を整備保存するため、登山道の危険個所を整備す
る。また、謙信公祭の狼煙上げや大池まつりでの見学会を実施する。

当初 4
くびき野レールパーク公開
及び枕木交換工事公開事
業

NPO法人　くびきのお宝
のこす会

800 800
くびき野レールパークで、軽便鉄道車輛の乗車体験や枕木を交換するイベント
開催など、地域のお宝を広くPRするとともに、地域の特性を活かしたまちづくり
を推進する。

当初 5
地域住民の健康増進対策
事業(ノルデックウォーキン
グ及び地域への出前講座)

NPO法人　ユートピアくび
きスポーツクラブ

430 430
年に10回「ノルデックウォーキング教室」を開催し、生活習慣病等の予防、健康
増進等を図る。また、町内会や公民館に出向いた高齢者を元気にする出張教
室を実施する。

当初 6

冬期区民スポーツ大会開
催事業(ソフトバレーボー
ル、スマイルゲートボール、
ファミリーゲートボール)

頸城体育協会 150 150
2～3月の降雪時期に様々な世代が参加できるソフトバレーボール、スマイル
ゲートボーリング、ファミリーゲートボールを開催し運動不足を解消するととも
に、地区間や世代間の交流を図る。

当初 7
幼年野球を通じた生涯ス
ポーツ活性化と青少年の健
全育成事業

頸城スポーツ少年団保護
者会

439 439
ユニフォームや野球場整備の備品を配置し、練習環境を改善するとともに選手
のモチベーションを向上し、地域のスポーツ活動を振興させる。

当初 8
観光事業活性化を図るため
の音響機器整備事業

特定非営利活動法人　頸
城区観光協会

240 240
イベント用の音響機器を使い、歌やダンス等のイベントや会議、読み聞かせな
どを効果的に実施する。

当初 9
外国人住民との新たな共生
まちづくり事業

上吉町内会 134 134
プロジェクター、スクリーンを用意し、区内の企業に勤務し居住する外国人と防
災訓練や日本語教室、交流会などを通年で効果的に実施する。

当初 10 少年サッカー環境整備事業
くびき野ＦＣジュニア保護
者会

481 481
平成5年に発足した少年サッカーチームが名称を変更し再スタートすることか
ら、新たにユニフォームを作り子どもたちの参加を増やし活動を活性化する。

当初 11
大池いこいの森ビジターセ
ンター利活用事業

特定非営利活動法人　頸
城区観光協会

935 935
大池いこいの森のパンフレットを作成しPRするとともに、イベント用のテントを購
入し各イベントを開催しやすくし地元の活性化につなげる。

当初 12
副読本「頸城鉄道物語
コッペルじいさんのひとりご
と」製作事業

読み聞かせサークル　ワ
ンダーランド

715 715
平成29年に作成した頸城鉄道を題材とした紙芝居を基に本を作成し、学校や図
書館に配布するとともに、読み聞かせ活動の中で紹介しながら学習資料として
もらい、頸城区の歴史を子どもたちに伝えていく。

当初 13
ヨモギ文庫復活プロジェクト
事業～坂口謹一郎氏編～

ヨモギ文庫復活プロジェ
クト

400 188
坂口謹一郎氏の絵本を作成し、図書館、公民館、学校に配布するとともに、発
行記念式を開催し地元関係者やマスコミ関係者に伝え、かつて上越地方にあっ
た「ヨモギ文庫」という取り組みを現代版に復活させる。

当初 14
坂口記念館を拠点とした「く
びきの地力」活性化推進事
業

特定非営利活動法人　く
びき来夢ネット

685 685
坂口記念館で開催する講座等でプロジェクターを使用し分かりやすいものとす
るとともに、各講座の様子をSNSなどで発信し、頸城の魅力を伝える。

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 1,672
頸城中学校の体育館の南側窓ガラスに遮光フィルムを張り、中学校の部活動、
頸城区の団体によるスポーツ利用において安全にプレーできるようにする。

当初 不採択
団体等活動環境整備による
地域の活力向上事業

花ケ崎町内会 990
花ケ崎公民館に椅子とテーブルを配備し、各団体の諸活動や会合等で利用し
やすくし地域コミュニティを活性化する。

10,074 7,200

大潟区

（配分額）
7,100千円

小計

頸城区

（配分額）
7,200千円

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
吉川三大枝垂れ桜を維持
管理する事業

吉川三大枝垂れ桜を守る
会

638 638
尾神にある枝垂れ桜の腐朽処置、土壌改良等を樹木医とともに行う。この事業
により花木の延命、隆盛が図られ、大勢の来客が見込めることから吉川区の
PRとなる。

当初 2 長峰城址保存活用事業 越後長峰城址保存会 700 700
長峰城址本丸遺構（南空堀含む）の整備と見学コースづくりを行う。また、見学
会の開催、遺構説明看板の設置、植栽等を行い、長峰城址の保護、保存をす
ることで地域の歴史への理解を深める。

当初 3
県道バイパス安心安全パト
ロール事業

長峰町内会 259 259
防犯灯未設置箇所の解消や児童の見守り活動、危険箇所の点検パトロール等
を行うことで、地域の安心安全を図る。

当初 4 尾神地域資源振興事業
尾神岳スカイスポーツエ
リア運営委員会

700 700
上越尾神J2カップ、新潟県知事杯の二大パラグライダー大会の開催や尾神そ
ばイベントを開催することで、交流人口の増大や地域活性化を図る。

当初 5 尾神岳山の上ライブ事業 吉川観光協会 700 700
吉川区のシンボルである尾神岳の山の上で音楽ライブを開催し、大自然の中で
音楽文化を楽しむ新しい発見の機会を提供することで、吉川区の山岳観光を
PRし地域振興を図る。

追加 6
児童と地域との交流活動促
進事業

吉川小学校後援会 522 522

吉川小学校運動会において、吉川小学校児童と地域住民との交流を促し、地
域の活性化を図る。また、地震に対応した避難訓練及び防災用品の展示会を
開催し、児童や地域住民の防災意識を高め、安心安全な地域づくりにつなげ
る。

追加 7
子供たちの健全育成を通し
地域活性化を図る事業

夢をかなえる会 131 131
映画「夢は牛のお医者さん」を上映することにより、子どもたちに夢を持つことの
大切さ、実現のための努力の大切さを理解してもらう。上映のための活動を通
して、地域の連携、活性化を図る。

追加 8
吉川中学校　地域とのふれ
あい事業

吉川中学校後援会 700 700

地域行事の中止が続く中、地域の活性化を図る貴重な場として、３密を避けな
がら吹奏楽部サマーコンサートなどを実施し、中学生の活躍を見ていただくた
めに保護者や地域住民に周知し、参加を呼びかける。その際、熱中症対策とし
て操作しやすい屋外用簡易テントと、軽量の折りたたみ椅子を購入し、参加者
等の安全に努める。

追加 9
有事における避難所開設・
運営手順を学ぶ事業

上越市防災士会吉川支
部

700 700

様々な自然災害が多発する中、緊急避難に備え、より細かな実践を通して自主
的に行動できる自主防災組織のリーダーを育成する。また、災害時に高齢者同
士でも支え合って避難行動を取れるよう、自動車に依存しない準備が必要であ
り、避難所開設のための知識を高めるために、防災アドバイザーを招いて講習
会を開催するほか、災害時に避難が困難な災害弱者の移動手段の確保と、速
やかな避難所開設のために物資の運搬などで効果を発揮できるハンディキャン
パーを区内7箇所の指定緊急避難場所へ配備する。

追加 10

尾神岳スカイスポーツエリ
アにおける眺望並びに気象
等の情報発信による誘客促
進事業

尾神岳スカイスポーツエ
リア運営委員会

700 550

ＩＴ機器の発達により、多くの観光地では、ライブカメラを設置することで景観の
PRや天候をリアルタイムで情報提供し、誘客の確保に努めていることから、尾
神岳スカイスポーツエリアの利用者がリアルタイムで気象状況を確認できるシ
ステムを導入することで、パラグライダー大会等のインターネットでのライブ中継
が可能となるほか、パラグライダー愛好者はもとより、広く観光客の増大、市民
の利便性の向上に大きく寄与する。

追加 不採択
吉川　郷の温泉歌謡ショー
事業

吉川観光協会 1,000
新型コロナウイルス感染症で社会活動に甚大な影響が出ている。こうした中、
吉川区の平場にある温泉地で秋の歌謡ショーを開催して地域に元気と活力を
提供するとともに、ラジオ放送番組を通じて吉川区の観光・魅力を広くPRする。

6,750 5,600

当初 1
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 675 675
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 2
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 703 703
中郷PRビデオの配信を行うことで、区内外の人から中郷区に関心を持ってもら
う。また、スタンプラリーを実施することで、区内事業所の賑わいを創出する。

当初 3
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 860 860
二本木駅前花壇の整備を行い、今後の管理（草取り・花植え）実施の意識向上
を図るとともに、継続的な事業の実施を行い、地域活性化に寄与する。

当初 4
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

436 436

宿場である歴史を再確認するとともに、調査研究を行い、後世に伝えるほか、
史跡をいかした地域の活性化と町民相互の親睦を図ることにより内外に広くア
ピールすることを目的とし、茶屋風休憩所の改築及び解説看板の修理、宿場か
わら版の発行、史跡文献の調査などを行う。

当初 5
みんなのフラワーガーデン
事業

江端町内会 127 127
婦人会を中心に令和2年度も引き続き、地域住民、体育館利用者に花に親しん
でいただくことを目的に、フラワーガーデンが「花に親しみ」「花で和み」「花で色
彩」することを期待し、植栽及び管理を行う。

当初 6 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 363 363
縄文時代から先人が培った歴史と文化を学び、後世に引き継ぐことを目的に、
基礎講座や出前講座、体験事業などを開催する。

吉川区

(配分額）
5,600千円

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 7
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 230 230
高齢者に買い物の楽しみを提供することで、高齢者が社会から孤立することを
防ぎ、生き生きとした生活を送ることにより、介護予防の効果が期待できる。

当初 8
みんなで学ぶ、地域福祉事
業

中郷区住民福祉会 500 500

地域住民が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けるための自助、共
助、公助を共に考える時間を提供し、自身がその状況を改善していくための方
向性を見つけることを目的に、地域福祉を学習する場を設ける。また、少子高
齢化、人口減少、空き家増加など地域の課題に触れ、考え、行動する区民が会
の活動に関心を持ち、参画できるきっかけづくりを行う。

当初 9 中郷スノーフェスト事業 雪郷岡沢チーム 798 798
地域の克雪という見方を見直し、雪を財産資源として活用する方法を見出し、
森林及び農道を活用した新たな産業を中郷地域に生みだす。

追加 10
「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

267 198
長年の使用及び運搬等により、老朽化して音色が響かない楽器もあるため、新
たな楽器を購入して、より鮮明かつ美しい音色を住民に披露し、新型コロナウイ
ルス感染症が収まった後の中郷区の各種行事を盛り上げる。

追加 11
中郷の冬の伝統を受け継ぐ
クロスカントリースキー事業

中郷小学校スキー部保
護者会（中郷中学校ス
キー部保護者会）

595 431

毎年大会が開催されるなど、上越市及び周辺地域にも周知されている伝統的
なスポーツであるクロスカントリースキーについて、降雪期の大会に備え、夏期
に有効な練習を行うため、トレーニングで使用するローラースキーとタイムテス
ターを購入する。

追加 12
地域産材を活用した掲示板
設置事業

雪郷おかざわ地域づくり
協議会

254 179
今後来訪者が多く訪れることが予想される雪郷ロッジ前に、情報発信のための
掲示板を設置する。製作及び設置は、協議会委員を中心に地域住民の協力を
得て実施する。

5,808 5,500

当初 1
宮嶋小学校閉校に伴う記念
碑等整備事業

宮島地区連絡協議会 1,000 1,000

宮嶋小学校が今年度で閉校となるため、記念碑を整備して小学校への思いや
歴史を後世に継承する。また、小学校の総合的な学習の時間において、歴史
や沿革を学習する。あわせて、昨年度に引き続き地域魅力アップ事業を実施す
る。

当初 2
和太鼓による地域活性化事
業

板倉和太鼓クラブ 222 190

和太鼓を通して郷土愛の醸成や地域づくりに寄与するため、新規入団員の募
集とイベントへの出演依頼の周知を行い、出演依頼に対しては積極的に参加し
ていく。あわせて、劣化の激しい衣装の更新と、不足が見込まれる子ども用衣
装を追加購入し、衣装箱も長期保管に耐えうるものを新たに購入する。

当初 3
ジュニアスポーツクラブ（バ
レーボール）活性化事業

グリーンファイターズ
グリーンエンジェルス

250 250
継続した部員確保のために、ポスターとチラシを作成し広報活動を行う。また、
一新される公式球を新規購入し、その他劣化した備品を更新することで活動の
継続を図り、地域の活性化を目指す。

当初 4
芝桜とこいのぼり・春の競
演事業

みどりやすらぎグループ 784 784
ゑしんの里やすらぎ荘周辺にこいのぼりを掲げ、観光スポットとしての確立を目
指すため、ポールとこいのぼりを追加購入し、上越地方最多となる約80匹のこ
いのぼりが大空に泳ぐ姿が見られるように整備する。

当初 5
”ふるさと・いたくらの魅力”
映像制作発信事業

板倉映像記録会 1,000 500

板倉区の自然・歴史・文化などの風土を映像化し、魅力や誇りを再認識する
きっかけとする。また、YouTubeなどのインターネットを通じて配信することによ
り、区内外に広く板倉区の魅力を伝え、板倉区の認知度向上とファンづくりを図
る。

当初 6 上筒方集落絆の継承事業 上筒方親睦会 345 345

世代間交流を深めることを目的に、集落出身者及びその家族の共同作業によ
り、平成28年に建立した上筒方集落記念碑付近に、集落になじみ深い板倉町
の花であった130本のツツジを植栽する。毎年多くの世代が集まり集落の恵み
を味わいながら交流を行うことを目指す。

当初 7
針小学校閉校記念
学校・地域の魅力を発信す
る事業

針小学校後援会 462 462

針小学校が宮嶋小学校、山部小学校と統合し板倉小学校として新たにスタート
することから、針小学校の閉校を記念して、針小学校の校地校舎、児童の教育
活動、校区の魅力を映像記録として編集し、記念式典で上映会を行うほか、校
区内住民等に配布することで、学校や地域を愛する心を育み、地域や世代間
交流を図る。

当初 8
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

710 180

平成29年より光ヶ原高原において夏祭りを実施し、光ヶ原高原のPRをしてきた
が、本活動を通年持続させていく視点から、光ヶ原高原の四季の魅力やビュー
ポイントを撮影し記録する。記録したDVDやBDを関係機関等に配布するほか、
ゑしんの里記念館HPへの掲載等により幅広い人に映像を観てもらうことで、情
報発信力の強化と観光事業への寄与を図る。

当初 9 光ヶ原高原再活用事業 光ヶ原高原ファン倶楽部 709 709

過疎化の進む板倉区の地域振興策として、自然景観溢れる光ヶ原高原を再整
備することで、広域観光の推進と誘客環境を向上させ、光ヶ原高原の魅力アッ
プを図る。草刈り等周辺整備を行うほか、映画ロケ地としての案内看板とみず
ばしょうの森への案内看板を設置する。

当初 10
山部小学校閉校に伴う記念
碑建立及び記念誌刊行事
業

山部地区連絡協議会 1,000 1,000

山部小学校が板倉小学校への統合に伴い、閉校となるため、閉校記念碑の建
立と閉校記念誌の刊行を行う。また、地域住民などによる閉校記念碑の除幕式
を行い、在校生は総合的な学習の時間において歴史や沿革を学習することで、
地域づくりの一助及び子どもたちの情操教育に寄与する。

当初 11
板倉の有り様を面白く紹介
する「板倉今昔説話集」発
行事業

いたくら文化研究会 430 430

板倉の不思議や魅力ある話を拾い上げ、面白く読んでもらいながら、地域の人
には郷土愛を深め、他地域に住む人には板倉への興味を持ってもらう媒体とし
て説話集を制作する。完成した冊子は区内学校施設や市内各施設で自由に
持って帰ることができるように設置し、また県外の人へはJネット会員等を通じて
東京方面に送付する。

当初 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 550 550

丈ヶ山の登山道をより多くの方が登ることができる環境に整えるため、飛石階
段を設置する。あわせて土階段の表層処理を行い、除草効果と安定性、耐久
性の高い階段に整備するとともに、これまでなかった案内標柱を設置する。ま
た、自主事業として登山ツアーや登山道の管理整備は1年を通じて構成員主体
で行い、だれもが安心して登山できるよう取り組む。

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

当初 不採択
塚之宮八幡宮保全・周知事
業

針塚之宮八幡宮奉賛会 883
現在、例大祭で使用している神楽舞台及びのぼり旗の劣化が著しいことから新
調する。このことについて、区内町内会へのちらしの配布と沿道へののぼり旗
の設置により周知し、地域への愛着心の醸成や地域づくりに寄与する。

8,345 6,400

当初 1
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 694 666

現在砕石のみが敷かれている白看板城址の駐車スペース（通称「柴休み」）を、
安全性を配慮しコンクリート舗装するとともに、転落防止用の車止めの設置、転
落防止柵を設置し、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 2 坊ヶ池交流施設活用事業 きよさと観光交流協会 620 620
清里区の地域振興拠点であるビュー京ヶ岳、坊ヶ池周辺施設を利用した市民
交流、研修、イベントを開催し、住民福祉、交流人口の拡大による地域活性化を
図る。

当初 3
清里歴史絵巻加美芝居事
業

星ふる清里会 562 539
昨年度完成した清里歴史50音加美芝居を題材に短編物語を3編作り、絵巻物
にする。また、可動式の案内看板を制作・設置し、公演会場等に設置する。

当初 4 きよさと朝市開催事業 清里商工会 230 230
買物弱者対策・利便性の向上、地域公共交通利用拡大、交流人口の拡大など
地域の課題解決を図るため、清里商工会館を会場に商工会員が出店する朝市
を開催する。朝市はイベントを交え年28回開催予定。

当初 5
すこやかな暮らしふれあい
事業

NPO法人　清里まちづくり
振興会

1,000 1,000
清里区の地域交流施設「ビュー京ヶ岳」等の施設を利用し、高齢者等を対象と
した演芸・文化・交通安全交流会を開催するとともに、活動用具の貸与をはじめ
年間を通じた高齢者サロンの活動支援を行う。

当初 6 櫛池隕石落下100周年事業 天文指導協力員会 1,320 1,320

「櫛池の隕石」落下100周年を機に、記念リーフレットの作成や年間を通じた記
念イベントの実施、スターフェスティバルでのJAXA天文講演会などを開催する。
これらを通して、隕石落下の科学的価値や歴史的意義を周知するとともに、上
越清里星のふるさと館の魅力向上と地域活性化、青少年の健全育成を図る。

追加 7
白看板城址周辺のイワカガ
ミ群生地養生事業

荒牧狼煙を上げる会 219 210
白看板城址周辺のイワカガミの生育環境の整備を進め、白看板城址一帯の自
然環境の保全を図るため、立木の間引きを行う。

追加 8
隕石落下公園、京ヶ岳城址
保存活用事業

きよさと観光交流協会 450 450
清里区の歴史・文化資源である櫛池隕石落下公園と坊ヶ池湖畔の京ヶ岳城址
を広く公開宣伝するため、案内解説看板の設置を行い、地域歴史資源を活用し
た交流イベントを開催する。

追加 9
地域の宝「櫛池の大杉」保全
管理事業

上中條町内会 151 151
新潟県指定文化財・櫛池の大杉の保護活動をおこなっているが、改めて樹木
医から樹勢診断調査をしてもらい、今後の管理指導を受け、次代に継承してい
く。また、文化財の案内標柱を設置し、地域住民や来訪者に広く周知する。

5,246 5,186

当初 1
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

977 977
講習会の開催や部活動へ指導者を派遣することにより、三和の子どもたちを地
域の各世代の方々で育てていくという機運を高め、併せて教職員の負担軽減を
図る。

当初 2 古を学ぶ事業 三和まなびの会 65 65
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、学びを深
めて郷土愛をはぐくみ住民へ伝えていく。

当初 3
新地域内交通「みんなの
足」周知事業

NPO法人　三和区振興会 177 177
新たな地域内交通「みんなの足」の小冊子を作成、配布し、適切に説明を行うこ
とで、スムーズに新体制に移行する。併せて利用者の不安の解消を図る。

当初 4
さんわ桜の陣2021周知事
業

さんわ桜の陣実行委員会 110 110
地域の認知度も高まってきた「さんわ桜の陣」のポスター、チラシを作成・配布
し、周知を十分に行い開催することで、地域の活性化に寄与する。

当初 5
歴史的資産の保全・保存事
業

井ノ口自治会 595 595
概説の石碑周辺の環境整備を行い、農業に関わる先達を学ぶことで、町内組
織維持の醸成を図る一助とする。

当初 6
里公小学校創立110周年記
念プロの音楽に触れよう事
業

里公小学校後援会 300 300
創立100周年を記念する事業としてプロの音楽家による演奏会を開催し、子ども
たちの感性を刺激することで、心豊かな成長につなげる。また、保護者や地域
の方も参加することで、地域の精神的なつながりを強くする。

当初 7
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 615 615
ニュースポーツであるグラウンド・ゴルフを通じ交流することで、健康増進や高
齢者の生きがいづくり、絆づくりに寄与する。

当初 8
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

460 460
安全マップの作成や講演会を開催することで、さんわの良さを実感し、より広い
目線で地域を見つめ直すことで、郷土や人を愛し、大切にする豊かな心を育
む。

当初 9
神明町AED導入・安全・安
心サポート事業

神明町町内会 300 300
住民の安心安全を確保するために、町内会館にAEDを設置し、訓練や講習会
を開催する。

当初 10
スポーツが大好きな子を育
てる事業

NPO法人　さんわスポー
ツクラブ

935 935
クラブの15周年記念事業として、「遊びからスポーツへの変化」を目指した講演
会を開催し、スポーツをする子の増加や地域の活性化を図る。

当初 11 谷内池周辺環境整備事業
谷内池の松をいつまでも
守る会

1,044 1,044
中学生が雑木林となっていた学校敷地内にある松林を元の状況に整備した
が、松自体の樹勢が衰えているため、樹勢診断及び改善、併せて谷内池護岸
の環境美化に取り組む。

板倉区

（配分額）
6,400千円

小計

清里区

（配分額）
5,200千円

小計

三和区

（配分額）
6,000千円
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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 12
大間城文化財史跡保存事
業

北代自治会 352 352
大間城跡を散策するうえで、休憩処や避難場所として利用されている東屋が老
朽化し危険度が高いため修繕を行い、安全に関係行事を開催することで、大間
城跡を広くPRし地域の活性化を図る。

5,930 5,930

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

541 541
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 2020年　ふるさと交流事業 不動森あげ米かい 521 521
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 3
名立区赤野俣町内会地域
活性化事業～赤野俣イルミ
ネーションロード事業～

赤野俣町内会 395 395
年2回（8月、11～12月）のイルミネーションロードの設置及び12月に吟詠やこど
も書道パフォーマンス等のイベント発表を開催し、地域を盛り上げる。また、イル
ミネーションロードの製作に必要な備品を整備する。

当初 4 「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

510 434
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。

当初 5
「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

470 290
「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 6
名立駅マイ・ステーション作
戦事業

名立駅マイ・ステーション
作戦実行委員会

275 275
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 7
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 84 84
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、緑花活動及びミニコンサートを行う。

当初 8
ふるさと不動地区・水源の
森歴史探究事業

不動を創る会 580 580
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 9
不動地区地域の史跡再発
見事業

不動町内会 190 190

令和2年4月に新たな町内会が発足したことを記念して、地域の史跡を巡る史跡
ウォークを開催し、住民同士の交流を図る。また、現在は立入禁止となっている
「いわおの石仏群」の落石防止工事を実施することで、地域のシンボルを復活さ
せる。

追加 10
名立太鼓　太鼓補修・購入
事業

名立太鼓連中 1,000 997
長年の使用により劣化した太鼓の補修及び新規購入することで、メンバー全員
に太鼓が行き渡るようにし、各種イベント等で迫力のある演奏を行うことを通じ
て、地域活性化と郷土愛の醸成に寄与する。

追加 11
ひまわり畑階段整備（作り
替え）事業

不動森あげ米かい 350 349
ひまわり畑に出入りする木製階段が腐食し、往来が危険な状況であるため、階
段の修繕を行い、ひまわりの育成・管理作業者や観賞者の安全を確保する。

追加 12
捕獲用箱罠と関連商品購
入事業

一般社団法人　新潟県猟
友会西頸城支部名立支
会

546 544
シカやイノシシなどによる農作物被害の多い名立区において、有害鳥獣駆除を
安全かつ効率的に行うための捕獲用箱罠等を購入することで、地域の安全安
心に寄与する。

5,462 5,200

183,781 169,292

名立区

(配分額）
5,200千円

小計

合計

三和区

（配分額）
6,000千円

小計
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