
≪　順不同。不採択事業は除く　≫

区　名
提案
時期

Ｎｏ. 事業の名称 団体等の名称
補助希望額

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 1
地域の町しらべ冊子と竹灯
篭事業

南本町小学校区まちづく
り協議会

720 720

南本町小学校区における住民交流を促進し、地域活性化を図るため、小学校
児童が調べた資料を中心に町内会の協力を得て「私たちの地域の町しらべ」冊
子を作成するとともに、子どもたちによる竹灯籠・ペットボトルづくりで灯りの夕
べを実施する。

当初 2

水墨アートで高田区の文化
を創出！上越エリア最大の
公募展「上越水墨画フェス
ティバル」事業

上越水墨画フェスティバ
ル実行委員会

400 400
水墨画の展示を通じた高田区の賑わいの創出や観光振興を図るため、ミュゼ
雪小町において一般公募作品、水墨作家の作品、小学生の作品による「上越
水墨画フェスティバル」を開催する。

当初 3
青田川桜木整備と環境啓
発事業

青田川を愛する会 940 799
青田川の愛護を通じた地域活性化や景観整備を図るため、青田川沿いに植栽
された桜並木の枝払い、寄生植物除去等を行うとともに、環境啓発ポスターや
学習パンフレットを作成する。

当初 4
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

494 494
世代間交流を通じた地域活性化を目的に、地元小中学校、消防団等と連携し
て「三世代ふれあい広場」を行うとともに、地域住民が参加して健康づくりの知
識や実技などを学ぶ「健康づくり・軽体操」の催しを行う。

当初 5
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

627 532
地域の活性化を図り、交流人口の増加と歴史文化の保全を目的に、朝市の活
性化事業、地域住民の参加による街なみの保全活動を行うとともに、「歴史・景
観フォーラム」を開催する。

当初 6
地域で「あんしん」子どもへ
の暴力防止事業

CAP・じょうえつ 185 175
子どもへの暴力防止を図り、全ての子どもたちが安心して過ごせる社会の実現
に向け、市民参加によるワークショップの開催、朝市やイベント会場等における
人権啓発活動を行う。

当初 7 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト 320 272

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、賑わい
の創出とまちの活性化に繋げることを目的に、学びと交流の場となる「お馬出し
塾」、ふる里の唄と童謡のコンサート、「忠輝公といろは姫の城下町散歩in花
ロード（仮名）」を開催する。

当初 8
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 90 90
上越地域の美術文化の振興及び高田市街地の活性化を目的に、ミュゼ雪小町
において上越美術協会展を開催するとともに、本町通り商店街を中心に、作品
を無料で貸し出し、周辺地域の賑わいに寄与する。

当初 9
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

850 722
高田瞽女の文化を全国に発信し、高田区の交流人口の増加、観光振興、歴
史・文化の保存・活用を図るため、瞽女ミュージアム高田を拠点に企画展、講演
会、瞽女唄演奏会、門付け再現などを実施するとともに、PR活動を行う。

当初 10

高田城復元模型完成展示
会と植木宏先生による「高
田城を語る」記録撮影ビデ
オ作製事業

高田城復元ネットワーク 900 900

高田城の素晴らしさを市民が再認識し、高田城や高田城址公園が更に多くの
人から愛され、高田区の活性化に繋がることを目的に、高田城復元模型完成
展示会を開催するとともに、郷土史家の植木宏先生による「高田城を語る」記
録ビデオを作成し、動画配信する。

当初 11
高田世界館周辺散策マップ
リニューアル事業

NPO法人　街なか映画
館再生委員会

300 300
高田世界館前の高田小町交流広場を中心に地域の魅力を高め、まちなか回遊
型観光を推進するため、令和元年度に地域活動支援事業を活用して作成した
高田小町界隈散策のマップ及び看板をリニューアルする。

当初 12 風鈴街道in雁木2021事業
越後高田・雁木ねっと
わーく

980 882

雁木を歴史的文化遺産として認識してもらい、歴史景観を後世に残していくた
めの機運の醸成を図るとともに、観光振興に役立てるため、雁木の軒先への風
鈴の飾りつけ、雁木の維持や活用に関する懇談会、写真コンテスト、雁木を紹
介する冊子の作成などを行う。

当初 13
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 1,100 935

世代間・団体間の交流を深め、地域活性化を図るため、紅葉のライトアップによ
る景観の創出や野外演奏会を実施する。また、地元出身の童話作家である小
川未明生誕の地の看板を設置し、地域住民に功績を知らしめ、芸術文化活動
の機運を高める。

小計 7,906 7,221

当初 1
新道区 Ｕ-40社会人サーク
ル立上げ事業

上越若者みらい会議 320 198
若者のまちづくりへの参画や地域の担い手づくりにつなげていくため、食育を
テーマとした映画の上映会を開催し、新道地区の若者を対象とした社会人サー
クルを設立する。

当初 2
鴨島一丁目町内会自主防
災支援事業

鴨島一丁目町内会 560 560
地域の防災力の向上を図るため、夜間の災害発生に対応するための備品を整
備し、これを用いた防災訓練を実施する。

当初 3
盆踊りを通し地域活性化と
交流促進事業

子安町内会
（子安町内会及び子安新
田町内会）

1,100 1,100
より住みやすい地域の形成につなげるため、複数町内会による盆踊り大会を
開催し、町内の枠組みや世代を超えた交流の創出と賑わいづくりに取り組む。

当初 4
幼年野球合併チーム活性
化事業

イーストユニティーズ
（イーストユニティーズ、
富岡レッドファイヤーズ、
戸野目スポーツ少年団）

549 549
野球を通じた子どもの健全育成を図るため、団員減少による合同チーム設立に
必要なユニフォーム等を整備し、各種大会への参加や練習、奉仕活動に取り組
む。

当初 5
かも子会館を使用する地域
交流促進事業

かも子会館共有町内会
（鴨島1,2,3丁目町内会、
子安新田町内会）

790 790
かも子会館の利用促進による地域活動の活発化を図るため、テーブルやいす
の整備により利用環境を見直し、各種会議やいきいきサロン等を開催する。

小計 3,319 3,197

令和3年度　地域活動支援事業　採択事業一覧

高田区

（配分額）
12,400千円

新道区

（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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

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 311 311

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
Nature　Quest　～自然体
感オリエンテーリング～　事
業

公益社団法人　上越青
年会議所

269 269

中山間地域の活性化と青少年の健全育成を図るため、中ノ俣集落において市
内の中・高学生を対象にオリエンテーリングやキャンプファイヤーなどを行うとと
もに、活動を通じて集落の人と触れ合い、中山間地域の生活について理解を深
める。また、中ノ俣の食材をスタッフ・参加者等で調理し、自然の恵みを体感す
る。

当初 3
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

205 205
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、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 4
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 100 100
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
び県道沿線の紫陽花の維持管理とライトアップを実施する。

当初 5
里道（旧後谷線）の整備事
業

後谷・名水桜清水の会 497 497
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を目的に、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 6
滝寺砦石碑の建立、陣取
原案内看板及び滝寺砦古
道の整備事業

滝寺歴史保存会 1,146 1,146
滝寺地域の歴史的史跡を整備し、観光振興と住みよいまちづくりを推進するた
め、滝寺砦の石碑や案内看板及び標柱を設置する。
また、健康ウォークを実施し、多くの人から周辺スポットに足を運んでもらう。

当初 7
少年野球活動を通じた金谷
地区児童健全育成事業

桜城ノースキング保護者
会

311 311
児童の健全育成及び交流を通じて、地域の活性化を図ることを目的に、ユニ
フォームや野球場整備の備品を配置し、練習環境を整える。また、各種大会に
参加することにより練習の成果を確認するとともに、各チームとの交流図る。

当初 8 金谷人　若者活性化事業 上越若者みらい会議 380 380
金谷山公園を中心に金谷区の若者によるフリーマーケットやスポーツ交流会を
開催し、若者の自然な出会いの創出を図る。

当初 9 金谷山太鼓継承・振興事業 高田西小学校後援会 113 113
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 10
平山で花＆夢いっぱい咲
かせよう運動事業

平山町内会　環境整備
部

110 110
（通称）山麓線大貫交差点十字路脇花壇において、町内会の高齢者や子ども
たちによる、花壇の整備を行い、地域交流を深める。

当初 11
ミニ新聞「まめでやった
けぇ」発行継続及び製本化
事業

「まめ」新聞有志会 531 531
中ノ俣地域において、楽しく元気にすごし、生きがいの創出につなげることを目
的に、自らの思いや情報を共有する新聞を作成するとともに、これまでに作成し
た新聞をまとめて製本する。

当初 12
第2回キャンプ体験教室
地域観光事業

金谷地区振興協議会 62 62
地域の観光資源を理解し、地域の施設利用を促進するとともに、その魅力を発
信するため、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
野外での食事の煮炊きを学ぶことで、災害時にいかす。

当初 13
正善寺地域の資源の活用
と歴史文化の存続事業

正善寺地区振興協議会 559 559
正善寺地域の歴史や文化を市民から知ってもらうことを目的に、地域の家庭に
残る昔の人々の暮らしや歴史物・風景写真等を掲載してカレンダー付冊子の作
成、散策ツアー、竹灯篭作成及び鑑賞会を実施する。

追加 14
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

979 979
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。

追加 15
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 380 380
飯地区16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、レイ
ンウエアー、防犯パトロール用帽子、メッシュベストを更新し、パトロール活動を
実施する。

追加 16
南葉高原キャンプ場キャン
ドルナイト事業

上越若者みらい会議 130 130

金谷区の地域資源である南葉高原キャンプ場の利用促進を図るため、若者や
家族連れなどを対象にキャンプ場でキャンドルをつくり、夜に点灯するキャンド
ルナイトイベントを実施し、素敵な夜をみんなで共有する。また、ＳＮＳ等でイベ
ント内容を発信してもらいキャンプ場を知ってもらう効果を期待する。

追加 17 上綱子町内活性化事業 上綱子を語る会 335 335
上綱子町内の活性化を図るため、石碑の建立や上綱子出身者による交流会
（まつり）を実施し、集落に人が参集する機会を増やし、郷土愛を育み集落の存
続につとめていく。

小計 6,418 6,418

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 75 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実現するため、高
齢者に活動の場を提供するほか、市外への散策会を開催する。

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 445 300
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、健康づくり教室やふれあいコン
サートを開催する。

当初 3
御館リバーサイド環境美化
事業

大豆町内会 214 170
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。

金谷区

（配分額）
8,500千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 4
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
（春日山町1,2,3丁目町内
会）

238 238
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を揃える。

当初 5

春日区の交通安全のため
の交通安全推進活動並び
に交差点関連交通安全施
設修繕事業

上越交通安全協会春日
支部

401 401
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 6 春日区 幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 638 222
幼年野球を通じた青少年の健全育成を図るため、必要な用具の更新を支援し、
練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 7 挨拶運動啓発事業
春日地域青少年育成会
議

850 850
挨拶を通じて子どもたちの健全で爽やかな人間関係の構築を図るため、子ども
たちとともに啓発看板を作成・更新し、「さわやか挨拶運動月間」を実施する。

当初 8
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

318 177
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
合への参加などを支援し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 9
中学生バレーボールの普
及及び青少年健全育成事
業

春日バレーボールクラブ 650 345
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、中学生
を対象に創設したクラブの備品等整備を支援し、練習や大会に参加しやすい環
境を整える。

当初 10
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 200 200
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、様々な場面で見守り活動を行う。

当初 11
春日山周遊スタンプラリー
事業

春日商工振興会 1,420 651
コロナ禍に対応した春日山地域への誘客促進や春日山城跡に対する一層の
理解促進を図るため、QRコードを活用した非接触方式のスタンプラリーを開催
する。

当初 12
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 980 510
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、参加者の遠征等
を支援し、練習しやすい環境を整える。

当初 13
越後謙信きき酒マラソン
the world 事業

上越商工会議所青年部 700 257
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し、地域が元気になる機会とするため、全
国のマラソンファンと春日山をオンラインでつなぐマラソン大会を開催する。

当初 14
春日野デュークス幼年野球
育成事業

春日野デュークス 359 246
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を支援
し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 15 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球 93 93
少年野球を通じた青少年の健全育成を図るため、捕手用共用物品等の整備等
を支援し、練習や大会に参加しやすい環境を整える。

当初 16
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 1,008 1,008
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図るため、活
動に必要な楽器整備を行うとともに、地域住民を対象としたイベントや謙信公祭
などで演奏活動を行う。

当初 17
春日山城跡環境整備（桑取
道等整備他）事業

春日山城跡保存整備促
進協議会

1,210 1,210
春日山城跡を訪れる人への魅力発信の充実を図るとともに史跡の復元・整備
を促進するため、古道（桑取道等）の整備を行うほか、春日山城跡の特長を
テーマに講演会等を開催する。

当初 18
謙信流陣太鼓活動支援事
業

謙信流陣太鼓 464 464
謙信公祭の全国的な知名度向上や地域を盛り上げる活動に寄与するため、破
損した太鼓を修繕し、謙信公祭を始めとしたイベントで演奏活動を行う。

当初 19
「地域の宝」紹介・整備活用
事業

岩木1丁目町内会 500 436
市の「地域の宝」に認定された「甲山八幡宮」を活用し、地域の歴史文化の保
存・継承や環境保全、健康増進などにつなげるため、甲山周辺の環境整備に
取り組むほか、健康ウォークやミニ文化祭を開催する。

当初 20
大学南町内会行事支援事
業

地縁団体　大学南町内
会

193 83
町内会成年部の自主・自立の機運醸成や会員相互の連帯強化を通じ、町内行
事等の内容や実施体制の充実を図るため、成年部のユニフォームや防災用具
を整備し、各種行事を開催する。

当初 21
春日地区　地域子育て支え
合い事業

食育サークル　mamma 51 51
育児中の母親の孤立を防ぎ、地域全体で子どもを育てる機運を醸成するため、
離乳食・幼児食づくり教室を開催し、あわせて情報交換や交流の場の創出に取
り組む。

小計 11,007 7,962

当初 1
移住促進諏訪の会活動事
業

移住促進諏訪の会 71 71
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た準備を行う。

当初 2 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 429 429
地元出身の外交官である芳澤謙吉翁について学ぶことを通じ、住民が地域へ
の誇りと愛着を持てるようにするため、芳澤謙吉翁の伝記を作成・配布するほ
か、講演会等の開催や公園整備を行う。

当初 3 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 468 468
諏訪地区児童の居場所づくりと健全育成を図るため、地域の団体等と連携し、
年間を通じて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。

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 4 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

329 329
諏訪地区の魅力発信により地域の活性化に寄与するため、地域住民の協力の
もとヒマワリの植栽やはさ木並木の保全に取り組むとともに、地域の文化的な
活動を再発見する講座・研修会等を開催する。

当初 5 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 1,445 1,445
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
や学校と連携した文化・スポーツ振興に取り組むほか、くびき野諏訪ホーム
ページの運営を行う。

追加 6
地域の魅力再認識による
まちづくり意識啓発事業

移住促進諏訪の会 981 981
住民の地域に対する誇りや愛着を育て、地域の魅力発信や地域活動の担い手
づくり等につなげていくため、地域の魅力を映像化し、集会やSNSなど様々な手
法を用いて発信する。

追加 7
芳澤記念館「米南荘」等利
用促進事業

芳澤謙吉翁顕彰会 418 418
諏訪地区に対するイメージや関心を高め、地域の活力向上の一助とするため、
地元出身の外交官：芳澤謙吉翁ゆかりの茶室「米南荘」の補修と見学会等によ
る情報発信を通じて施設の利用促進を図る。

小計 4,141 4,141

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

198 198
地域の防災力向上や防災意識の高揚を図るため、避難所で更衣や授乳のス
ペースを確保するためのポップアップ式パーテーションを整備し、防災訓練を開
催する。

当初 2
前島密翁関連・献碑式典開
催及び100周年に向けノボ
リ＆チラシ事業

前島密翁献碑実行委員
会

1,072 1,072
郷土が生んだ偉人「前島密翁」の顕彰と啓発により地域の発展に寄与するとと
もに、子どもたちの地域への愛着を養うため、献碑式典を開催し、来年の献碑
100周年の機会を活かした地域の機運向上に取り組む。

当初 3
新保五ケ字組合（津有南部
地区）地域住民の安全や子
供の健全育成を図る事業

新保五ケ字組合 924 924
地域住民の安全や子どもの健全育成を図るため、AEDの設置及び講習会を開
催するとともに、老朽化したすべり台を更新し、遊具の適切な利用方法の指導
会を開催する。

当初 4
幼年野球合併チーム活性
化事業

戸野目スポーツ少年団
（戸野目スポーツ少年
団、イーストユニティー
ズ、富岡レッドファイヤー
ズ）

282 282
野球を通じた子どもの健全育成を図るため、団員減少によるチーム合併後の
活動に必要なユニフォーム等を更新し、各種大会への参加や奉仕活動に取り
組む。

当初 5
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

90 90
高齢者の健康増進及び景観美化を図るため、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 6
ヨモギ文庫プロジェクト　お
やこでよみたい郷土絵本～
前島密ものがたり～事業

ヨモギ文庫復活プロジェ
クト

550 550
郷土の偉人である前島密翁の功績について、地元住民を中心とした多くの人
から関心を持ってもらい、地域への愛着を深めるため、絵本を作成し、学校や
公民館、図書館等に寄贈するとともに、発行記念セレモニーを開催する。

当初 7
戸野目・四ケ所雁木通り活
性化支援事業

戸野目・四ケ所雁木通り
活性化協議会

261 261
戸野目・四ケ所の雁木通りの魅力を高め、定住人口の増加につなげるため、雁
木通りにあるBookバル「ほんや」や、こうじや「蔵のシアター」、保阪邸などを訪
れる魅力再発見活動を行うほか、雁木通りを会場としたイベント等を開催する。

当初 8 下富川子供健全育成事業 下富川町内会 162 162
子どもの健全育成を図るため、公園の老朽化した鉄棒やベンチを更新し、遊具
の正しい利用方法を学ぶ親子の交流会や公園クリーン事業を行う。

当初 9 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、文化祭の開催や広報誌の発
行を行うとともに、公民館を会場とする各種事業において高齢者が安全に活動
できるよう、福祉器具を整備する。

小計 3,939 3,939

当初 1
西松野木町内安全・防災対
策事業

西松野木町内会 838 838
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
灯設置や夜間パトロールを継続して実施する。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 2
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

247 247
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場所の地中探査及び地
中探査勉強会（成果の公開）を行う。

当初 3
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 125 125
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。

当初 4
三郷小児童利用時の安全
確保・見守り事業

三郷小学校後援会 1,190 1,190
三郷小学校児童が郊外事業で利用する学校プール脇農道において、安全確
保・事故防止を図るため、見守りを実施するとともに、滑りやすい砂利敷きの坂
道の舗装を行う。

当初 5 「三郷のあゆみ」編集事業
「三郷のあゆみ」編集委
員会

898 898
三郷地区の歴史、文化の伝承や記録を次世代に残すことを目的に、「三郷のあ
ゆみ」を作成し全戸に配布する。

当初 6 三郷楽しい健康体操事業 楽しい健康体操教室 102 102
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 7 三郷料理教室事業 エプロン 29 29
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。

津有区

（配分額）
5,900千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 8 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 110 110
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。

追加 9
今池地区住民の安全・安心
対策事業

今池町内会 600 600
夜間避難時に必要な防災資機材（投光器1機、発電機1機）を整備するとともに
避難訓練や防災士による講話を実施し、住民の防災・安全意識の高揚を図る。

小計 4,139 4,139

当初 1
石沢町内、明るく安全安心
事業

石沢町内会 478 478
地域の安全・安心対策を図るため、次代を担う子どもたちや地域住民が安全安
心に生活できるよう、防犯灯がない区域に防犯灯を設置するとともに、見回り活
動、防犯活動等を行う。

当初 2
上越市認定　地域の宝「荒
町観音堂」の保存と活用事
業

大和三丁目町内会 1,651 1,651
町内の一体感醸成と活性化を目的に、令和2年度に上越市の地域の宝に認定
された「荒町観音堂」に係る石仏の保存、公園の環境整備及び講演会を行う。

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

262 262
上越妙高駅及び駅周辺に賑わいを創出することを目的に、令和4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において雛人形や吊るし飾りを展
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

224 214
上越妙高駅周辺の賑わい創出の一環として、駅周辺地域の歴史的文化的資
産を保護・活用することを目的に、今泉城跡の大ケヤキの環境整備、美化活動
及び情報発信活動を行う。

当初 5
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

272 272
上越妙高駅及び駅周辺の賑わいの創出、上越地域の観光情報の発信や知名
度アップを図るため、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。

当初 6
子供達の安全と健全育成
事業

大和二丁目町内会 1,304 1,304
子どもたちが安全・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。

当初 7
和田尋常高等小学校跡地
の教育・文化的財産を継承
する事業

西田中町内会 354 354
地域の教育・文化的財産の継承を通じて、町内の住民等による交流の場の確
保、地域全体で支え合う機運の醸成を図るため、和田尋常高等小学校があっ
た諏訪神社境内に記念碑を設置するとともに学習会を開催する。

当初 8
大和地区古文書（更正図）
の保存と活用事業

大和郷土研究会 610 610
大和の地域に誇りを持ち大切にする地域愛を醸成するため、大和地区に残る
明治20年代の土地更正図を電子化により保存するとともに、地域住民の参加
による公開講座を開催する。

当初 9
防災計画づくりと避難訓練
実施事業

島田町内会 973 973
平成7年の7・11水害で当町内が被災したことを踏まえ、地域の安全・安心を図
るため、住民参加（島田下新田町内会の住民も参加）による防災計画づくりと避
難訓練を実施する。

当初 10
住民参加による駅周辺の
景観向上事業

上越妙高ウェルモ会 82 82
上越妙高駅周辺に彩りと活気をもたらすことを目的に、地域住民・子どもたちを
対象とした花苗のプランターづくりのワークショップを開催し、プランターを駅周
辺の店舗に設置する。

小計 6,210 6,200

当初 1
高齢者の見守り活動・お楽
しみ交流会・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、安心して暮らせる地域を作るため、日々の声掛けや
見守り活動を行うとともに、お楽しみ交流会を開催する。

当初 2
地区だより「たかし」発行事
業

高士地区振興協議会 195 195
地域住民の地域活動への関心を高めるため、各種団体の活動情報などを発信
する地区だより「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 88 88
高齢者の買い物支援と地域住民の交流の機会を創出するため、タクシーを利
用した買い物ツアーを行う。

当初 4 「男の料理教室」開催事業 高新会 59 59
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、
男性を対象とした料理教室を開催するとともに、地域の食材を使った料理を紹
介し、食を通して地域のよさや魅力を発信する。

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 816 816
地域の防災力向上や防災意識の高揚を図るため、避難所の設営に必要な備
品を整備し、防災研修会や防災物品体験訓練を実施する。

当初 6
令和3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

748 748
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、治療５カ年計画
に基づいて作業を行うとともに、地域住民を対象とした見学会や廃材を活用し
た記念品作成に関する検討会を開催する。

当初 7
「雪まつり（キャンドルイベ
ント）」開催による地域交
流・地域活性化事業

高士地区雪まつり実行
委員会

2,375 2,375
地域の活性化や団結力の向上を図るため、若い世代が中心となって雪まつり
を開催することにより、高士地区の魅力発信と多くの人が高士地区へ訪れる機
会の創出に取り組む。

追加 8 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

258 258
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、各種行事において普及を促進する。

追加 9
高士地区住民による児童
の安全見守り活動事業

高士小学校区青少年健
全育成協議会

219 201
児童の安全・安心の確保や健全育成を図るため、パトロールに必要な物品を整
備し、登下校時に見守り活動を行う。

小計 4,918 4,900

和田区

（配分額）
6,200千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 1
クリーンナップ上越ｉｎ五智
事業

ひまわり會 486 486
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、看板設置、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 684 632
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、動植
物の保護・育成、動植物紹介パネルや展望台からのパノラマ写真パネルの展
示、湿地や林床、遊歩道の整備等を行う。

当初 3
上越市「地域の宝」北前船
がはこんだものガイド作成
事業

まちおこし直江津 303 303
「地域の宝」に認定された「北前船がはこんだもの」のガイドマップを作成し、市
内観光拠点等に配置するほか、まち歩きや地域学習の場で活用する。

当初 4
「直江津のグランドデザイン
を描く」事業

直江津プライド2021 585 585
直江津のまちづくり計画を作ることを目指し、有志を募ってワークショップで検討
を行い、グランドデザインを描き、市民の皆さんに公開プレゼンテーションで発
表するとともに、地域協議会に提言書を提出する。

当初 5
天王川クリーンナップ大作
戦事業

直江津プライド2021 153 153
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 6 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 355 355
「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ととも
に、写真連盟のHPに掲載する。

当初 7
古城小学校閉校記念に伴
う記念誌作成事業

古城小学校閉校記念事
業実行委員会

1,000 1,000

令和3年度をもって閉校する古城小学校の変遷を記念誌にまとめ、小学校とそ
れを支えた地域の歴史や記憶を後世に継承する。「ふるしろ地域の学び」として
小学校の沿革、福島城や北前船の歴史を学ぶとともに、記念式典と「ふるしろ
思い出発表会」を開催し、思いを語り合う機会を設ける。

当初 8
《直江津港から元気発信》
事業

直江津港周辺活性化協
議会

130 130
直江津港周辺の入り口でもある港橋周辺の環境美化とイメージアップを図るた
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い、花いっぱ
いに飾ることでおもてなしの心を表現していく。

当初 9 海鮮市場事業
直江津港周辺活性化協
議会

850 850
冬季の直江津港の活性化を図るため、「寒ブリ祭り」を「海鮮市場」としてリ
ニューアル開催する。祭りでは、寒ブリの三枚下ろし実演、上越・佐渡の地域特
産品や海産物を使った料理等の販売、地域住民による催し物などを行う。

当初 10 『なおえつ物語』発信事業
三八朝市周辺まちづくり
協議会

680 680

「安寿と厨子王」や「義人・福永十三郎」の紙芝居を小学校や町内会等で上演
し、直江津への理解を深め故郷への愛着と誇りを感じてもらう。また、これまで
に建立した句碑や文学碑などの管理を行うとともに「越ノ海勇蔵供養塔」の看
板・囲いを整備する。

当初 11
福永十三郎顕彰・四十物祭
事業

まちおこし直江津 680 680
直江津の歴史的な偉人「福永十三郎翁」の遺徳を偲ぶ四十物祭を開催する。
三八朝市や北前船日本遺産展示との連携を図りながら、自分たちのまちに興
味を持ち、まちを考え、次代に継承していく。

追加 12
なおえつ　うみまちアート応
援　まちあるき事業

直江津プライド2021 151 151

「なおえつ うみまちアート」を盛り上げ、市民に解りやすく紹介するとともに、直
江津をアートという切り口で紹介する「まちあるきツアー」を実施する。また、作
品の回遊とあわせてアート的視点に立ったまちあるきガイドマップを作製し来訪
者へ配布する。

追加 13
府中八幡宮の歴史文化財
の発信事業

八幡宮の文化財を愛す
る会

173 173
「地域の宝」に認定された「北前船がはこんだもの」の一つである府中八幡宮の
笏谷石の鳥居柱を製作した台座に設置して、安全に見ることができるようにし、
歴史的意義と地域への思いを伝える学習会を実施する。

追加 14
直江津地区ひとり親家族緊
急支援事業

おひさまパントリー 560 494
直江津区のひとり親世帯等が子育てや学業の悩みを語れるような居場所づくり
となることを目的とし、地元生産者やボランティアの協力を得てフードパントリー
を開催する。

追加 15
ブルーライト・なおえつプロ
ジェクト2021事業

直江津まちづくり活性化
協議会

1,000 1,000
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を拡張設置するとともに鉄道写真パネルを展示
し、魅力的な空間を作る。

追加 16
直江津地区妊娠期応援事
業

ふぁみ・りり 78 78
妊娠・出産に不安を抱えている妊婦に、妊娠期におけるアドバイスやディスカッ
ションにあわせ、直江津地区で子育てを支援してくれる企業や団体を紹介する
「妊産婦のつどい」を開催する。

追加 17
『恋人の聖地』モニュメント
制作事業

三八朝市周辺まちづくり
協議会

1,471 1,471
夕日が綺麗に見える船見公園の丘の上にモニュメントを建て、地元への愛着と
誇りを感じてもらうとともに、直江津の魅力を広く発信する。デザインは、高校生
を中心としたワークショップ形式で決定する。

小計 9,339 9,221

当初 1
有田地区いきいき支援事
業

有田福祉の会 834 834
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」及び子育てサロン「よちよちの会」の内容を充実させ
ることで、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 有田わくわく体験事業
有田こどもフェスタ実行
委員会

210 210
地域全体で子どもたちを育てていくきっかけづくりとするため、区内小・中学生
が一緒に楽しみ、交流が図れる「有田わくわく体験」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
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

3,025 3,025
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、立志式等を実施する。

直江津区

（配分額）
9,700千円

有田区

（配分額）
8,900千円
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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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 5
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 6
有田地区小学校冬の遊び
体験活動支援事業

有田地区小学校後援会 396 396
有田区内2小学校児童が地域住民ボランティアとの交流を図りながら、様々な
冬の遊びを体験し、健全育成と故郷への愛着心形成を図る。

当初 7
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

500 500
有田地区住民の体力づくりと親睦を図るため、各種地域団体と連携を図りなが
ら体育大会を実施する。

当初 8
直江津東中学校野球部練
習環境整備事業

直江津東中学校野球部
保護者会

606 606
安心安全な部活動となるよう生徒と保護者が共同でグラウンド整備を行うととも
に、効果的な技術力の向上が期待できるピッチングマシンを整備し、地域内の
幼年野球チームも活用することで地域のスポーツ振興を図る。

当初 9 R350花壇整備事業 350同友会 469 469
国道350号線沿いの花壇を土壌改良し、芝桜を植え付ける。地域住民から楽し
んで歩いていただくことで、周辺地域の環境美化活動と地域住民の健康を促進
する。

当初 10
有田地区水泳技術指導活
動推進事業

有田地区町内会長協議
会

2,470 2,328
市内で数少ない50ｍプールを有している直江津東中学校を会場に、水泳技術
講習会を開催し、区内児童・生徒の泳力向上を図る。これに合わせて、老朽化
が著しいコースロープを更新し、練習環境を整える。

小計 9,042 8,900

当初 1
八千浦地区スポーツ振興
支援事業

下荒浜卓球同好会 821 821
スポーツ振興と健康維持、高齢者の生きがいづくりを推進するため、卓球競技
に必要な備品を整備する。

当初 2
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

448 448
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 3
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 4
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第12回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 1,006 1,006
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 5
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 45 45
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 6
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

374 374
八千浦交流施設はまぐみを会場に、やちほ文化展とはまぐみ市（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。

追加 7
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

1,128 1,128
「やちほ文化展」や地域サークルの作品展示の際に活用するため、パネルと保
管用の倉庫を整備し、スムーズな運営に備えるとともに、作品の創作意欲向上
を図る。

追加 8
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

1,678 1,678
住民・通学者の安全及び防犯対策を確保するため、生活道路の防犯灯設置・
更新を行い、防犯パトロールを実施する。

三次 9
八千浦地区健康増進生き
がいづくり事業

ドリームメイト 34 34
エアロビクスを通した地域住民の健康増進と生きがいづくりのため、定例の活
動のほか月1回体験会を開催することで、地域住民の親睦と交流、地域の活性
化を目指す。

三次 10
親子で楽しく運動機能を
アップする事業

八千浦地区明るい町づく
り協議会

260 260
冬季の運動不足解消と親子のふれあいを増やすため、子どもから大人まで楽
しめるスポーツであるスラックラインの用具を整備し、体験会を開催する。

三次 11
西ケ窪浜公園の環境整備
事業

西ケ窪浜町内会 100 100
西ケ窪浜公園の老朽化したブランコを更新し、子どもたち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や社
会性の習得に寄与する。

小計 5,993 5,993

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にて、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 328 328
地域の景観向上を図るため、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、地域の交流を促進する。

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 1,746 757
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、安全・安心なまちづくりを目指す。

当初 4 青野「剣の舞」復活事業 青野芸能保存会 82 82
青野地区の郷土芸能「剣の舞」を復活させるため、講話や練習風景等の記録
や地域の子どもたちへの伝承など継承・保存活動を行う。

八千浦区

（配分額）
5,600千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 5
青野池周辺整備（遊歩道復
元）事業

大字青野 1,000 1,000
地域資産「青野池」の景観向上と来訪者の安全確保のため、風波により浸食さ
れた遊歩道を盛土・整形復元する。

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
保倉地区災害・緊急時の警
備等推進事業

保倉まちづくり振興会 561 561
災害時や緊急時における地域住民の安全と安心を推進するため、モーターサ
イレンを更新する。

当初 8
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

330 330
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、立志式等を実施する。

当初 9
保倉地区スポーツ交流推
進事業

保倉バレーボール愛好
会

430 430
バレーボールを通じた世代間交流及び健康増進を図るため、競技に必要な備
品を整備し練習環境を整える。

当初 10
直江津東中学校野球部練
習環境整備事業

直江津東中学校野球部
保護者会

33 33
安心安全な部活動となるよう生徒と保護者が共同でグラウンド整備を行うととも
に、効果的な技術力の向上が期待できるピッチングマシンを整備し、地域内の
幼年野球チームも活用することで地域のスポーツ振興を図る。

小計 6,089 5,100

当初 1
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 258 258
令和元年12月に発足した「北諏訪まちづくり振興会」や地域の活動などを情報
収集し、振興会だよりで区内に広く周知することで、地域住民の交流と活動を促
進させていく。

当初 2
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 3
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

265 265
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、立志式等を実施する。

当初 4
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 321 321
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、試合用ベンチコートや必要
な用具を揃え定期的な練習を行うとともに、各種大会へ参加することで北諏訪
区をPR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 48 48
茶道を通した子どもの健全育成を目的に、お稽古を実施し、小学校の文化祭で
成果発表を行うことで「茶道」を身近なものと感じていただき、伝統文化の継承
を行う。

当初 6
北諏訪っ子のびのび育成
事業

北諏訪小学校PTA 253 253
北諏訪小学校の子どもたちが体験活動を行い、様々な分野への視野を広げ、
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 7
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 846 846
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、体育館暗幕を設え、イベントの効果を高め、世代間交流
を図る。

当初 8
直江津東中学校野球部練
習環境整備事業

直江津東中学校野球部
保護者会

33 33
安心安全な部活動となるよう生徒と保護者が共同でグラウンド整備を行うととも
に、効果的な技術力の向上が期待できるピッチングマシンを整備し、地域内の
幼年野球チームも活用することで地域のスポーツ振興を図る。

当初 9
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 1,012 1,012
地域内の各種活動・イベントをスムーズに企画・実行するために必要な印刷
機・コピー機を更新することで、活力ある地域づくり・人づくりを推進する。

当初 10 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 11
地域コミュニティー活性化
事業

TMTクラブきたすわ 258 258
卓球を通した地域住民の健康増進とスポーツの振興を図るため、用具等を整
備し、通年練習のほか体験会・指導会を開催することで、地域住民の親睦と交
流、地域コミュニティの活性化を目指す。

追加 12
仲間づくりと生きがいづくり
事業

地域交流応援隊 95 95
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ウォー
キング講座、趣味講座などを実施する。

追加 13
北諏訪地区の子ども達に
伝統文化の茶道を教える
事業（追加事業）

子どもに茶道を教える会 98 98
茶道を通した子どもの健全育成を目的に、お稽古を実施している。小学校文化
祭で成果発表にあわせた茶道具展示を充実させて行うことで「茶道」を身近なも
のと感じていただき、伝統文化の継承を行う。

追加 14
地域コミュニティー活性化
事業（追加事業）

TMTクラブきたすわ 92 92
ソフトバレーを通した地域住民の健康増進とスポーツの振興を図るため、用具
等を整備し、通年練習のほか近隣地区チームとの交流戦を開催することで、地
域住民の親睦と交流、地域コミュニティの活性化を目指す。

追加 15
北諏訪小学校区安心安全
事業

北諏訪小学校PTA 231 231
北諏訪小学校の子どもたちが安全に安心して登下校できるよう「通学路」の周
知看板を設置するとともに、危険箇所の啓発看板を更新・新設し、子どもたちと
危険箇所を改めて確認する。

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

追加 16
北諏訪みまもりパトロール
事業

北諏訪まちづくり振興会 253 253
地域を挙げた安全・安心意識の向上を図るため、地域内を車で巡回し、高齢者
及び子どもの見守り活動を行う「安全・安心パトロール」を実施する。

追加 17
北諏訪小学校地域連携活
動支援事業（追加事業）

北諏訪地区学校後援会 566 566
北諏訪小学校やPTAの行事に、多くの地域住民が参加しやすい環境を整え、
児童と地域住民が触れ合う機会を作ることにより、お互いの絆を深める。

三次 18
北諏訪地区内防災力向上
事業

北諏訪地区消防後援会 154 98
地域の防災対応力を向上するため、火災や水害、地震などの災害発生時に設
置する災害対策本部にヘッドライトを整備し、非常時の手元・足元の安全確保
を図る。

三次 19
地域コミュニティー活性化
事業（再追加事業）

TMTクラブきたすわ 89 56
卓球を通した地域住民の健康増進とスポーツの振興を図るため、用具等を追
加で整備し、通年練習のほか体験会・指導会を開催することで、地域住民の親
睦と交流、地域コミュニティの活性化を目指す。

小計 4,989 4,900

当初 1
高住・中桑取町内会防犯灯
整備事業

谷浜地区南部協和会 132 132
地域住民及び来訪者の安全及び防犯対策を確保するため、防犯灯の中継柱
の建替、既存防犯灯のLED灯への交換を行い、防犯パトロールを実施する。

当初 2
谷浜・桑取地区いきいきス
ポーツ推進事業

谷浜桑取グランドゴルフ
会

204 204
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、グラウンドゴルフの用具等を整備し、定期練習や子どもたちとの合同練習な
どを行う。

当初 3 地域文化活動充実事業
谷浜・桑取地域振興協
議会

350 350
地域住民の郷土愛の醸成を図るため、地域内の閉校となった学校と現在の小
中学校の校歌を収録したCDを活用し、地域のイベント等で歌い継ぐ。

当初 4
西山寺伝統行事活性化事
業

谷浜地区南部協和会 897 897
西山寺の伝統行事である盆踊りを活性化させるため、老朽化した備品の更新
を行う。

当初 5
谷浜・桑取区児童と地域と
の交流活動促進事業

谷浜小学校PTA 267 267
谷浜小学校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、
地域行事等で使用する備品を整備する。また、児童が地域行事等に参加し演
奏発表等を行う。

当初 6
大渕・東吉尾町内会防犯灯
整備事業

大渕町内会・東吉尾町
内会

913 913
地域住民の安全及び防犯対策を確保するため、防犯灯を新設し、倒壊の危険
のある既存木柱の交換を行い、防犯パトロールを実施する。

当初 7
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 707 707
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、案内看板を設置する。

当初 8
城ヶ峰砦・長浜砦の景観保
全事業

谷浜地域づくり協議会 445 445
城ヶ峰砦、長浜砦への来訪者に景観を楽しみながら散策いただくため、散策道
の草刈や頂上付近の立木の間引きを行う。併せて、散策者が道に迷わないよ
う案内看板を設置する。

当初 9
桃源郷（花桃の里）を育む
事業

谷浜地区南部協和会 742 742
中桑取町内の老人介護施設裏の旧棚田に花桃等を植樹し、施設利用者や地
域住民に景観を楽しんでもらう。

当初 10
西横山小正月行事体験交
流施設「丈ベエ」補修事業

西横山小正月行事保存
会

243 243
西横山小正月行事の際に地域外の参加者や谷浜小学校児童が集い、ライブラ
リー観賞や餅つき体験を行う体験交流施設「丈ベエ」が老朽化により、必要と
なっている補修を行う。

小計 4,900 4,900

当初 1 横尾義智記念館管理事業 行野自治会 870 850
来館者の安全確保を図るため、老朽化により崩れ落ち始めている扠首受壁の
修繕を行う。また、来館者に対して確実な誘導案内を行うため、誘導看板を設
置する。

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 890 870

トレーニング用のポールパーツやタイム計測器等を購入し、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とスノースポーツ事業
の拡大を図る。

当初 3
やすづか「小さな祭り」開催
事業

「小さな祭り」実行委員会 840 700
コロナ禍で祭りの開催が難しくなっている中、今の時代に合わせた形で「小さな
祭り」のイベントを開催することにより、地域活性化や地域の魅力の発信につな
げる。

当初 4
高齢者にこにこサロン支援
事業

上方自治会 80 80
高齢者の健康増進と生きがいづくりを図るため、ボッチャの用具を購入し、にこ
にこサロン等で活用する。

当初 5 天空の里づくり推進事業 朴の木自治会 990 990
景観の整備と安塚区（朴の木集落）の魅力の発信を図るため、のぼり旗等の購
入や集落看板の更新を行い、地元の小・中学校やボランティアと連携しながら、
「天空のお花畑・棚田カフェ」を開催する。

当初 6 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

950 950
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。雪上花火の演出を目玉としたイベントを実施す
ることで、更なる集客や地域活性化につなげる。

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

安塚区

（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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 7
ジュニアバレーボールの普
及及び青少年健全育成事
業

安塚大島レッドウィング
ス

100 100
バレーボールの体験教室を開催し、バレーボールの普及と保護者等の支援者
の確保につなげる。また、ユニフォームや応援用の横断幕を更新することによ
り、チームの一体感の醸成や子どもたちのモチベーションと技術の向上を図る。

当初 8
自然王国ほその村・四季彩
散策（巡り）事業

細野町内会 820 560
六夜山荘や棚田の景観を活かして、「四季彩散策マップ」の作成等の事業を行
うことにより、来訪者に細野集落の自然を感じてもらい、細野集落と安塚区の交
流人口の拡大及びイメージアップにつなげる。

小計 5,540 5,100

当初 1
防犯カメラを活用した防犯
活動推進事業

有島自治会 1,419 1,419
安心・安全なまちづくりの実現のため、いたずら等への抑止効果が期待される
防犯カメラを設置し、自治会が設立した「有島防犯パトロール隊」の活動の強化
を図るもの。

当初 2 地域防犯事業 顕聖寺見廻り隊 390 390
地域の安全安心を図るために、「顕聖寺見廻り隊」による見回り活動や町内の
団体等に対する啓発活動を行う。

当初 3
浦川原中学校吹奏楽部支
援事業

浦川原中学校同窓会 3,080 2,098
子どもたちの健全な成長の機会とその育みの場を充実させるため、浦川原中
学校吹奏楽部の活動に必要な楽器を整備するとともに、地域における賑わい
創出のため、うらがわらまつり等の地域行事で演奏活動を行う。

当初 4 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

130 130
うらがわら雪あかりフェスタの開催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 5 第12回浦川原和太鼓祭
特定非営利活動法人
保倉川太鼓

660 660
日本古来の和太鼓文化の伝承・継承に寄与するとともに、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 6 防災士会だより発行事業
上越市防災士会浦川原
支部

77 77
区内の全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 7
UMAファミリーコンサート事
業

浦川原音楽協会（UMA） 260 210
過疎化の進むコミュニティの中で、より多くの人が音楽に親しみ、音楽を通じ
た、人との出会いや交流を深めるため、「ファミリーコンサート」を開催する。

当初 8
イベント・会議等に係る地
域活性化事業

特定非営利活動法人
夢あふれるまち浦川原

154 154
会議や地域住民が参加する講演会やイベントで活用するプロジェクターとスク
リーンを整備し、より効果的な会議運営を行うとともに、小・中学校及び地域活
動団体への貸出支援を行い、地域の活性化に寄与する。

当初 9
「和山・観音堂」トレッキング
コース活性化事業

特定非営利活動法人
夢あふれるまち浦川原

180 180
「和山・観音堂」トレッキングコースの利用普及のため、出発拠点の熊沢集会所
に案内看板を設置し、「和山・観音堂」トレッキングまつりを開催し、参加者と地
元住民との交流を図る。

当初 10
宿泊交流施設 月影の郷
「PRパンフレット作成」事業

月影の郷運営委員会 82 82
大学院生との共同制作として、月影地区の拠点である月影の郷と地域住民が
田舎体験の受入れを協働して取り組む様子をPRするパンフレットを作成し、浦
川原区の魅力を発信する。

小計 6,432 5,400

当初 1
ふるさと・ふれあい交流事
業

熊田町内会 630 630

交流会（写真展）や花火打ち上げを実施し、町内会の住民のほか、集落出身者
や子どもたちの参加を募る。また、写真、町内会の活動、交流会そして花火の
打ち上げの模様を収めた「思い出アルバム」を作製し、関係者に配布すること
により、町内会内のつながりや支え合いを深め、集落外居住者との“つながり
の輪”の継続と強化を図るほか、集落の維持が困難に陥った場合の不安や課
題等について、世代や居住地を超えて検討する場とする。

当初 2
細越夏まつりの維持・継続
事業

細越町内会 660 660
伝統行事である夏祭りで使用する神輿が老朽化したため修繕し、町内を練り歩
くなど、地域住民が一体となって祭りを盛り上げることにより、地域行事の継
承、後継者の育成、地域の活性化を図る。

当初 3
ジュニアバレーボールの普
及及び青少年健全育成事
業

安塚大島レッドウィング
ス

96 96

体験教室を開催し、バレーボールの普及と保護者及び子どもたちの支援者を
通じ地域との関わりを深め、長年使用しているユニフォームや応援用の横断幕
を更新することにより、一体感の醸成や子どもたちのモチベーションやスキル
アップを図る。また、バレーボールを通じ、礼儀、コミュニケーション能力、考える
力の育成など、子どもたちの心身ともに健全な育成を図る。

当初 4
大島地区活性化ビジョンの
実現に向けた視察研修事
業

大島地区振興協議会 131 131
社会環境が大きく変化する中で地域コミュニティの再生を図るために大島地区
活性化ビジョンを策定した。未来につなげる持続可能なふるさとづくりの一歩と
するため、先進地である魚沼市の「ものずき村」を視察する。

当初 5
上越市指定文化財
「板山不動尊」伝承事業

板山町内会 711 711
上越市指定文化財である「板山不動尊」の看板を作製するほか、地域の伝統
行事である「十日夜」を実施することにより、交流の場を維持し、地域資源を守
る。

当初 6
薬師の利活用を目的とする
コンテンツの企画運営事業

細越平生会 1,942 1,906

上越市の「地域の宝」に認定された薬師山道について、前年度に引き続き登山
道の整備を行う。また、３つのコンテンツ事業（「（仮称）薬師山道アートプロジェ
クト」、「（仮称）薬師サウナプロジェクト」、「（仮称）薬師　雪フェスプロジェクト」）
や交流活動等を実施することにより、地域資源の掘り起こしや交流人口の増加
につなげる。

当初 7
大島区魅力発見！景観・い
きいき写真コンクール２事
業

大島まちづくり振興会 100 100
令和2年度に引き続き「景観・いきいき写真コンクール」を開催し、作品をコミュ
ニティプラザに展示するほか、まちづくり振興会のホームページに掲載すること
により、大島区のさらなる魅力を発掘し、発信する。

浦川原区

（配分額）
5,400千円

大島区

（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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 8
田麦ぶなの森園来訪促進
事業

里山イノベーション研究
会

666 666
田麦ぶなの森園のPR動画を作製し、イベント情報とあわせてSNS等により発信
するほか、イベントを開催することにより、ぶなの森園の”存在”と”魅力”を多く
の人に知ってもらい、利用者の増加につなげる。

小計 4,936 4,900

当初 1
笑顔育む樫谷の里景観づく
り事業

樫谷町内会 680 612
集落のシンボルとなる花木園を集落全員参加で整備することで、集落を明るく
し、笑顔あふれる安らぎのある地域をつくる。

当初 2
柳島ふれあい花壇看板事
業

柳島老人クラブ 121 121
花壇に看板を設置することにより、会員の自覚や生きがいを啓発したり、花壇
の管理を地域及び会員に明確にして責任感や健康意識の向上を図る。

当初 3 自主防災活動支援事業 牧区防災士会 400 360
訓練用資機材の保管庫を設置することで、管理体制を明確にすることができる
とともに、これらの機材を活用して地域の防災力の向上と防災意識の高揚を図
る。

当初 4
ハンドストラクチャー及びテ
ストスキー整備事業

牧クロスカントリースキー
クラブ

337 337
ハンドストラクチャーやテストスキーを整備することにより、子どもたちがより良
い環境下でスキーを行い、スキーの普及や技術の向上を支援するとともに、ス
キー本来の楽しさを通して青少年の心身の鍛錬及び健全な育成を図る。

当初 5 地域づくり活性化事業 NPO法人　牧振興会 350 350
子ども参加型イベントを開催することで、牧区と牧区外の子どもたちの交流の場
を提供し、元気のある地域を目指す。またイベントを通して、区外にも広く牧区
の魅力を発信することへつなげる。

当初 6
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

166 166
レストハウス「けやき」前の荒廃地を沖見地区の観光拠点とすることを目的に、
コスモスや紫陽花の植栽を行う。

当初 7
牧フレッシュガールズ活動
活性化事業

牧フレッシュガールズ 213 213
子どもたちがバレーボールを行う上で、練習環境を整備したり牧区を拠点とした
交流会を行うことで、技術や心身の向上を支援し、牧区との関わりがより一層
深まることを図る。

当初 8
棚広新田の魅力発見スタン
プラリー事業

棚広新田町内会 445 400
参加者がスタンプラリーを通して棚広新田集落内を巡り、景色を眺めたり住民と
交流することで、区外の人々にも集落に関心を持ってもらうとともに住民が集落
の魅力を再認識することにつなげる。

当初 9
「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 366 329
作品展や芸能発表を行うことで、生涯学び続けることの楽しさを伝えたり、参加
者や鑑賞者の裾野を広げることで健やかな牧区の暮らしを支援する。

当初 10 宮口古墳美化活動事業 宮口古墳花の会 372 372
宮口古墳の花壇づくりを運営委員及びボランティアを募って行うことで、地域の
活性化やコミュニケーションの増進を図るとともに、美化・整備を行うことで地域
に広く活用される憩いの場を目指す。

当初 11 川上　山里の風事業 川上地区協議会 431 385
川上会館の魅力を活かした催し（コンサート等）を行うことで、地域の人々が安
らげる場を提供し、地域の活力を維持することにつなげる。

当初 12 地域の活性化促進事業
牧区地区協議会連絡会
議

995 995
「まき深山のともしび」を開催することで、子どもから高齢者まで幅広い年代層を
対象とする地域の活性化や発展持続性につなげるとともに、地域外への情報
発信を図る。

当初 13
剣道活動における安全環
境整備事業

牧剣友会 360 360
子どもたちが剣道を行う上で防具等の整備を行い、子どもたちが安心して稽古
を行うことや、心身ともに健全に稽古に励む環境を整えることにつなげる。

小計 5,236 5,000

当初 1
第4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

270 270
柿崎区の寺院を会場に、ものづくりを趣味として制作している作品の作品展を
開催することにより、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。

当初 2
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。

当初 3 黒川・黒岩ふれあい事業 16ピース 1,000 1,000
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、旧黒川小学校のフラワーロード等の整備、黒川・黒岩ふれあいまつり、米
山古道の散策等を開催する。

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

187 187
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 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や中学生との交流を通じ
て、植栽技術の向上やボランティアの育成につなげていく。

当初 6
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

368 368
柿崎区の農業に対するイメージや将来展望についてのアンケート調査を行い、
農業者、非農業者、農業者世帯の非農業者それぞれの農業のイメージをデー
タとして取得し地域ビジョンの策定を目指す。

当初 7 坂田池園地桜植替え事業 柿崎観光協会 821 821
てんぐ巣病や老齢化した坂田池周辺園地の桜の植え替えを行い、観光資源と
しての坂田池の景観を維持し、観桜会などのイベントを開催することにより交流
人口の拡大に寄与する。

牧区

（配分額）
5,000千円

柿崎区

（配分額）
7,100千円

11



区　名
提案
時期

Ｎｏ. 事業の名称 団体等の名称
補助希望額

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 8
かきざき湖八重桜広場の
八重桜植樹事業

ガンバ米山 341 341
かきざき湖八重桜広場の八重桜の植樹・手入れ作業を通じて、地域の方々と
の交流を図るとともに、柿崎川ダム・米山・尾神岳等を見渡せる新たな桜の観
光名所を目指す。

当初 9
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

247 247
柿崎区の観光資源である「海」と「夕日」を活用し、上下浜小学校児童のマーチ
ングバンドや地元住民のフラダンスによる交流人口の増加と地域の活性化を図
る。

追加 10
バレーボール普及活動事
業

柿崎JVC 89 89
ジュニアバレーボールクラブを立ち上げ、ボールやユニホームを整備しバレー
ボールの普及を図るとともに、練習や大会参加を通じてマナーや協調性・助け
合いなど子どもの健全育成に寄与する。

追加 11
柿崎時代夏まつり「下黒川
地区夏まつり」事業

柿崎時代夏まつり「下黒
川地区夏まつり」実行委
員会

725 725
柿崎時代夏まつり「下黒川地区夏まつり」を計画し開催することにより、下黒川
地区の活性化を図るとともに、下黒川地区の市民の親睦と融和を図る。

追加 12
生涯スポーツ・ボッチャ普
及事業

柿崎まちづくり振興会 422 422
高齢者や障がい者・子どもの体力に合ったボッチャの普及を図ることにより、障
がい者を含めた世代間交流、町内会単位の交流等に期待ができ、スポーツ年
齢の拡大と地域の活性化につなげる。

追加 13 猿毛城址登山道整備事業 柿崎まちづくり振興会 990 990
猿毛城址登山道と山頂の伐木･刈払いを行い、多くの人から猿毛城址を認識し
登ってもらうとともに、黒川・黒岩地区住民の地区の歴史・観光資源の再認識と
環境整備・保存の意識向上を図る。

追加 14
音楽文化の醸成を図り地
域を元気にする事業

自衛隊音楽隊in柿崎実
行委員会

916 916
自衛隊音楽隊の演奏を通じて、市民の音楽文化の醸成と地域活力の向上を図
る。また、自衛隊音楽隊による柿崎中学校吹奏楽部の演奏指導並びに交流に
より生徒の技術向上と意識の高揚を図る。

小計 7,100 7,100

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、工作、昔遊び、お話し会、科学実験など様々な
体験活動の場を提供する。

当初 2
九戸浜のお宝発掘事業
第２弾お宝パンフレット作成

九戸浜町内会 399 399
令和元年度に作成した町内会紹介誌「わたしたちの九戸浜」をもとに、町内会
に残る歴史資源を取り上げ、より詳しく解説したパンフレットを作成・配布するこ
とにより、地域住民の地域に対する理解や愛着を深める。

当初 3
旧米山道、奥州道道標石
碑修復事業

潟町町内会 324 324
旧米山道、奥州道道標を修繕し、地元住民の歴史を知る機会とするとともに、
貴重な遺産として後世に残していく。

当初 4 大潟区の魅力PR事業 まちづくり大潟 141 141

これまでに作成した大潟区の魅力発見DVDや情報媒体を視聴できる環境を整
え、情報発信の拠点として整備することで、大潟区の魅力を区内外へ発信す
る。また、外部団体の活動DVDや、保育園、小中学校の行事の様子を放映す
る。

当初 5
大潟区散策ルート作成事
業

まちづくり大潟 880 880
大潟区潟町周辺の散策ルートを作成することにより、地域に関心を持ってもら
い、区外からの来訪者の増加を図る。また、散策ルートの環境整備や散策する
ことによる健康増進など、ルート周辺の活性化につなげる。

当初 6
「天保６年堀割御普請中日
記帳」解読分の出版事業

郷土史友の会おおがた 628 628
「天保６年堀割御普請中日記帳」を解読し、読みやすくしたものを編集・製本す
ることにより、大潟新田開発と新堀川開削にかけた先人たちの偉業を、広く地
域住民に知ってもらい、郷土に対する愛着と誇りを育み、次世代へ継承する。

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 1,443

PTA活動の中で、区内全戸に呼びかけ実施する事業や、事業内容を分かりや
すく示したり、多くの参加を呼び掛けることをより効果的に行えるよう、印刷機を
リースしてカラーでチラシや表示を作成する。保小中共通の「早寝・早起き・朝
ごはん」の周知を強化し、家庭での取り組みにつなげ、児童生徒の健全育成を
図る。また、区内団体の印刷機の活用のさらなる促進を図る。

追加 8
『大潟の食と郷土料理』
レシピ集作成事業

大潟の子どもを育てる会 990 990
大潟区の食材や郷土料理を学ぶことにより、子どもたちの地域への愛着や関
心を深め、健全育成につなげることを目的に、令和2年度に作成した大潟区の
食材や郷土料理の冊子の続編として、レシピ集を作成する。

追加 9
災害等避難時支援「安否確
認タオル」活用事業

上越市防災士会大潟支
部

746 746
災害時のスムーズな避難と、短時間での安否確認を可能にすることを目的に、
「安否確認タオル」を導入し活用するとともに、防災意識の向上を図る。

追加 10
情報紙等作成機器の整備
による市民活動支援事業

まちづくり大潟 585 585
市民活動を支援するため紙折り機を整備し、活動を活発なものにするための手
段である、資料作成と情報提供の作業軽減を図る。

追加 11
ドローンを使ったプログラム
勉強会事業

まちづくり大潟 320 320

プログラムに興味を持ち、将来の人材につなげることを目的として、小学生を対
象とした「小学生のためのドローンプログラム」を実施する。また、ドローンを
使った撮影を行い、動画等を編集してホームページで公開し、活動の幅を広げ
る。

小計 6,576 6,576

当初 1
くびき野レールパーク公開
及び出版事業

NPO法人　くびきのお宝
のこす会

960 960
地域のお宝を活用した賑わいと潤いのあるまちづくりの推進を目的に、地域の
宝「軽便鉄道車両」を活用し、くびき野レールパーク公開やレールパーク変遷を
伝える本を作成する。

当初 2 白田邸環境整備等事業他 白田邸保存会 1,200 1,200
区内の観光振興や地元の歴史や文化を伝えることを目的に、国登録有形文化
財の白田邸の整備と活用を行う。

頸城区

（配分額）
7,200千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 3
市道頸城線等景観整備事
業

くびき花の会 590 590
良好な景観と人間関係の維持を目的に、多くの市民を巻き込み市道沿線や中
学校の花壇を整備し植栽する活動を行う。

当初 4 頸城の伝説伝承事業
読み聞かせサークル　ワ
ンダーランド

1,211 1,211
子どもたちが自分の住む地域に関心を持ち、地域に愛着を持つ心を育むことを
目的に、頸城の伝説を題材にした絵本を制作し学校や図書館に置くとともに、
読み聞かせ活動で活用する。

当初 5
地域の健康づくりと高齢者
世代のスポーツによる生活
改善推進事業

NPO法人　ユートピアく
びきスポーツクラブ

750 750
健康増進とスポーツ活動への参加を目的に、体成分分析装置を使い運動習慣
に結び付けるとともに、健康診断の結果改善に活用する。

当初 6
頸城区のスポーツ振興事
業

頸城中学校後援会 1,472 1,472
頸城区民のスポーツ振興と福祉増進を図ることを目的に、頸城中学校の体育
館を遮光し、利用する団体が安全に利用できるようにする。

当初 7
頸城スポーツ少年団幼年
野球活性化事業

頸城スポーツ少年団保
護者会

200 200
子どもたちの野球環境の改善を目的に、くびき球場や大瀁小学校グラウンドで
利用できる簡易式外野ネット等を用意して大会等で活用する。

当初 8
文化・芸術活動の活性化推
進事業

くびき文化協会 85 85
頸城区の文化・芸術活動のすそ野を広げ振興を図ることを目的に、活動の様子
を分かりやすく紹介するカラー印刷の広報誌を作成し配布する。

当初 9
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 126 126
雁金城跡を整備保存と知識の高揚を図ることを目的に、登山道や駐車場の整
備、案内パンフレットの作成を行う。

当初 10
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

390 390
坂口記念館の来場者増加を目的に、ガーデニング、そば打ち、写真等各種講
座の開催、新しい料理メニューの開発を行う。また、構成員のステップアップを
目的に先進地の視察を実施する。

追加 11
大池散策道における樹木
の銘板掲示事業

特定非営利活動法人　く
びき里やま学校

190 190
大池に多くの皆さんが訪れ身近な自然にふれて散策を楽しむことを目的に、散
策道沿いに地域の皆さんと一緒に、樹木の銘板を設置する。

小計 7,174 7,174

当初 1
天岩戸・尾神伝説の保存伝
承事業

水源地域振興対策協議
会

675 675
尾神番所の石碑がある天岩戸周辺の環境整備を行い、地元住民をはじめ多く
の市民や観光客が訪れる場所になるよう記念講演会を行うとともに、パンフレッ
ト等を作成する。

当初 2
よしかわ道の駅活性化事
業

吉川観光協会 700 700
よしかわ道の駅においてコロナウイルスの感染対策を図る中で、県内歌手によ
る「シンプルな音楽ライブ」を開催し地域振興を図る。

当初 3
季刊「吉川タイムズ」発行
事業

吉川タイムズ 220 220
新聞は年4回、各号1,500部発行する。市民記者は吉川タイムズが公募、指導
等を行ったうえで取材・執筆をしてもらう。吉川タイムズonlineにて、記事や動画
をオンラインで発信し吉川区をPRする。

当初 4
「地域のお宝自慢」探検隊
事業　地域のお宝マップづ
くり

吉川区青少年育成会議 546 546
地域の伝統行事・料理、文化財、特産品、景観等のさまざまな地域の魅力につ
いて、子どもたちが地域の人からの聴き取り等により調査し冊子やマップにまと
め発表会を行う。

当初 5 長峰城址保存活用事業 越後長峰城址保存会 700 700
長峰城址を整備し、見学会を開催することで、地域のお宝（長峰城址）をPR、保
存していく。

当初 6
吉川区昭和と平成の記憶
記録事業

里山文化研究会 275 275
吉川区内の高齢者のオーラルヒストリーを記録（DVD化）することで、吉川区と
いう地域から見た昭和の時代の社会変化を描く。地域の歴史証言を記録し、地
域の将来文化の礎を築く事業に取り組む。

当初 7 尾神観光資源PR事業
尾神岳スカイスポーツエ
リア運営委員会

700 700
尾神エリアで開催されるパラグライダー大会に併せて、好評で定着しつつある
尾神そば早食いイベントを開催する。また、パラグライダー大会やそばイベント
に加え、尾神観光エリアの景観などをDVD化してPRに活用していく。

当初 8
尾神岳山頂遊歩道・絵馬堂
等整備事業

尾神岳ファンクラブ 695 695
尾神岳の山頂までの遊歩道を安全なトレッキングコースとして再整備するととも
に、山頂周辺の案内図を作成したり「尾神山頂をゆっくり歩こう会」を企画、開催
する。

当初 9 吉川酒文化の発信事業 吉川観光協会 700 700
新潟県出身の歌手、「ひなた」、「ラフベリー」と協力し、オリジナル限定酒の醸
造を行い、吉川区の酒文化や魅力を吉川区内外に広くPRする。

追加 10 春を呼ぶ新春落語寄席 夢をかなえる会 389 389

上越市出身の落語家を招き、新春に相応しい話芸に触れることで地域の活性
化と市民を笑いと元気を届ける。開催にあたり、頸北地区の文化活動団体や吉
川区の地域づくり会議等に働きかけることにより、横のつながりが生まれ、停滞
していた自治活動の再生を期待することができる。

小計 5,600 5,600

頸城区

（配分額）
7,200千円

吉川区

(配分額）
5,600千円
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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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 1
自己有用感を合言葉に！
子供たちの地域愛育成事
業

中郷区さとまる学校 996 996
子どもたちが地域に目を向け、地域への愛着が深まることに期待し、子どもた
ちが参画できる福祉フェスタや空き家セミナー、カレンダーの配布等を行ってい
く。

当初 2
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 996 996
高齢者の健康づくり、生きがいづくり、一人ひとりが自分に合った地域貢献の実
施、老人クラブの必要性を理解してもらうことを目的に、福祉講演会やニュース
ポーツ用品購入等を行う。

当初 3 中郷スノーフェスト事業 雪郷岡沢チーム 769 769
地域の豪雪・湿雪を見直し、財産資源として活用する方法を見出し、冬期間に
おける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ことを目的と
し、中郷スノーフェスト（スノーアクティビティ体験）を開催する。

当初 4
はーとぴあ中郷の魅力を発
信する事業

Wacca 862 862

「はーとぴあ中郷」の施設の魅力と特色をWaccaの手づくり市会場として使用す
ることで参加者に発見していただく機会としたい。併せて区への移住促進の情
報発信や区内の文化・観光・商業の発信も行い、区の活性に寄与することを目
的に、「（仮称）Waccaの手づくり市」を開催する。

当初 5
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 983 983

知名度のある二本木駅を中核とし、中郷観光協会やまちづくり振興会、えちごト
キめき鉄道等と連携し実施している「鉄道まつり」を活用し、更なる区内外から
の来場者をはじめ小さな子どもでも楽しめ、更には周辺商店街も巻き込み、駅
周辺の活性化を促進することにより、中郷区全体への活性化が波及することを
目的とし、「鉄道まつり」を開催する。

当初 6 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 377 377
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。

当初 7
みんなのフラワーガーデン
事業

江端町内会 73 73

中郷総合運動公園の一画に「みんなのフラワーガーデン」として花壇を整備し、
以来婦人会を中心に花の植栽、育成、管理に努めてきた。令和3年度も同様に
活動し、地域住民、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
デンの管理を行っていく。

当初 8
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

87 87

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、解説看板の修理、茶屋風休憩所の装飾、宿場かわ
ら版の発行、史跡文献の調査などを行う。

当初 9
クロスカントリースキーで中
郷を少し元気にする事業

中郷ジュニアXCスキー
育成会

175 175
スキーを通して青少年の健全な育成を図るとともに競技スキーの普及と技術の
向上を目的に、大会等で使用するテストスキーを購入する。

当初 10 ニュースポーツで交流事業
中郷区身体障害者福祉
協会

182 182
会員自ら進んでその障害を克服し、社会生活に適応して安定した生活が送れ
るよう福祉の向上を図ることを目的とし、ニュースポーツ用具の購入及び小・中
学生との交流会を実施する。

小計 5,500 5,500

当初 1 栗沢桜の里づくり事業 栗沢桜の里をつくる会 1,000 1,000
桜や卯の花などの花木が咲き誇る栗沢桜の里に手洗い場を設置することで訪
問者がゆっくりと景観や花々を鑑賞出来るようにし、より多くの人に訪れてもら
える環境を整備する。

当初 2
寺野遊雪まつり30周年記
念イベント開催事業

寺野地区連絡協議会 800 800
豪雪地の厳しい冬の雪で遊ぶ寺野遊雪まつりの３０周年を記念し、大花火大会
を開催することで、地区内外の多くの方々に楽しんでいただき、板倉区の魅力
を発信する。

当初 3
寺野地区の観光看板環境
整備事業

寺野地区活性化推進委
員会

960 646
パークみよし野とアジサイの里の看板が、経年劣化により風化し破損している
ため、看板を更新し訪問者に気持ちよく訪れていただき広く地域をPRする。

当初 4
健康ウオークで体力づくり
及び山寺三千坊の観光開
発に係る事業

丈ケ山ファンクラブ 870 320
丈ヶ山に多くの方から安全に登山していただくため、登山道に飛石階段を設置
するほか、帰りの道に車が通れるように砂利を敷き整備する。また道に迷わな
いように案内標柱を設置する。

当初 5
板倉区のキャラクター製作
事業

板倉まちづくり振興会 268 268
板倉区の魅力を市内外に発信するため、板倉区をイメージしたキャラクターの
デザインを募集する。デザイン募集を通じて板倉区の魅力に自ら気づいてもら
う一方、公募することによる話題性や存在感を一層醸成する。

当初 6 棚田ホタル火街道事業
一般財団法人　ゑしんの
里観光公社

646 358
中山間地域で行われる各種イベントの開催に併せて新たな演出による棚田景
観の創出を行うことで中山間地域への来訪者の増加を図り、中山間地が抱え
る様々な課題に対する認識の醸成や交流人口の増加を図る。

当初 7
スポ－ツ少年団青少年健
全育成事業

光星ドラゴンズ 1,000 631

幼年野球の活動場所である旧宮嶋小学校グラウンドの防球ネットの整備と除
草剤散布及び必要な備品の購入を行い、日々の練習のほかグラウンドの環境
整備を保護者と子どもたちが一緒に作業し、汗を流すことにより地域への貢献
と感謝の気持ちを育む。

当初 8
板倉地域小学校バレー
ボール振興事業

グリーンファイターズ、グ
リーンエンジェルス

392 392

バレーボールをとおした子どもの健全育成を図るため、ボールやアンテナ、ネッ
トを購入する。また区内の各種行事に積極的に参加し、地域等の交流を図ると
ともにチラシを配布するなど活動のPRを行い、新入部員の加入につなげること
で、板倉区のスポーツ振興を図る。

追加 9
吹奏楽部の活動を通して地
域と触れ合う事業

板倉中学校PTA 996 996
老朽化した楽器を更新することで生徒が意欲をもって練習に専念できる環境を
整備し、地域の各種イベントで発表することで生徒の健全育成と地域活力の一
層の高まりを目的とする。

中郷区

(配分額）
5,500千円

板倉区

（配分額）
6,400千円

14



区　名
提案
時期

Ｎｏ. 事業の名称 団体等の名称
補助希望額

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

追加 10
芝桜とこいのぼり・春の競
演

みどりやすらぎグループ 1,000 989
ゑしんの里やすらぎ荘周辺の芝桜の病中被害が拡大している箇所を整地し、
地域住民と中学生が一緒に芝桜を植栽することにより、　自然や景観に対する
関心を高め、観光スポットしての魅力向上を図る。

小計 7,932 6,400

当初 1
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 330 240
白看板城址周辺のイワカガミの生育環境の整備を進めるため、立木の間引き
を行い、白看板城址一帯の自然環境の保全を図る。

当初 2
エッ！ホント!!郷土ふれ愛歴
史絵本事業

星ふる清里会 945 424
完成した清里歴史加美芝居をさらに掘り下げ、短編新作加美芝居を制作し公
演活動に繋げる。また、低学年でも読める歴史絵本を作成し、区内小中学校、
保育園等に配布することで、幼少期から清里の歴史に興味を持ってもらう。

当初 3 坊ヶ池交流施設運営事業
一般社団法人　櫛池農
業振興会

2,000 2,000
清里区の景勝地坊ヶ池湖畔にあるビュー京ヶ岳を来訪者の休憩場所や市民交
流活動の拠点として活用し、交流人口の拡大と清里区の住民福祉の向上等に
より地域活性化を図る。

当初 4
櫛池隕石とスターフェスティ
バル2021事業

天文指導協力員会 585 585

スターフェスティバルでの「はやぶさ２帰還特別イベント」やJAXA 天文講演会を
開催する。また、年間を通じた天文工作や天体観望会を開催することにより、櫛
池隕石の科学的価値や歴史的意義を周知するとともに、上越星のふるさと館に
魅力発信と地域活性化、青少年の健全育成を図る。

当初 5 清里区地域交流促進事業 きよさと観光交流協会 530 530
清里区の地域自然資源や歴史・文化資源、特産物を活用した交流イベントを開
催することにより、坊ヶ池周辺施設の利用促進と交流人口の拡大を図る。

当初 6 きよさと朝市開催事業 清里商工会 150 150
買物弱者対策や利便性の向上、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34回開催予定。

当初 7
すこやかなまちサポート事
業

NPO法人　清里まちづく
り振興会

740 740

上越市清里区市営バスの車両に「くしりん」や「星のふるさと」等を装飾し、地域
の足としてのイメージアップを図る。また、高齢者がいつまでも安全で健やかに
仲間とふれあう機会を提供するため、演芸・文化・交通安全交流会を開催す
る。

当初 8
八社五社踊り等の郷土民
謡継承、保存活動支援事
業

菅原八社五社保存会 323 310
民謡八社五社の踊りで着用する浴衣と伴天を新規作成し、菅原例大祭やみね
の園祭り等のイベントで踊りを披露することにより、郷土民謡の伝承と保存活動
を行う。

当初 9
地域の宝「櫛池の大杉」保
全管理事業

上中條町内会 221 221
地域の宝として認定された「櫛池の大杉」の保護活動を行うとともに、来訪者に
入り口がわかるよう案内看板等を設置する。

小計 5,824 5,200

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

NOP法人　さんわスポー
ツクラブ

886 886
次代を担う三和の子どもたちを地域で育てていく機運を高め、併せて教職員の
負担を軽減するため、三和中学校の部活動へ指導者を派遣するとともに、指導
者を対象とした講習会を開催する。

当初 2 三和ふれあい食堂事業
三和ふれあい食堂運営
委員会

255 255
食を通じて世代間の交流を図り、地域住民が安心して過ごすことのできる居場
所を提供することを目的に、ふれあい食堂を開催する。

当初 3
さんわ桜の陣2022周知事
業

さんわ桜の陣実行委員
会

110 110
地域及び商工業の活性化を図るため、「さんわ桜の陣」のポスター及びチラシ
を作成し、区内全世帯及び関係機関等へ配布する。

当初 4
印刷機導入による地域住
民への貢献事業

NPO法人　三和区振興
会

1,240 1,240
地域住民の町内会資料作成等に係る印刷費の負担軽減を図るため、印刷機を
購入し、印刷サービスを開始する。

当初 5
コロナに打ち勝つ「イルミ
ネーション」点灯事業

さんわ祭り実行委員会 418 358
地域の活力向上を図るため、新型コロナウイルス感染拡大防止で中止する「さ
んわ祭り」の代替措置として、イルミネーションを点灯する。

当初 6
東日本大震災にまなぶ事
業

三和まなびの会 161 161
災害に対する備えと互助の精神を学ぶため、宮城県石巻市から東日本大震災
の経験者を講師を招いて講演会を開催する。

当初 7 三和の三国街道巡り事業 三和まなびの会 60 60
三和の文化・歴史等を学び、伝えていくため、講師を招いて現地見学会やナイ
トセミナーを開催する。

当初 8
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 327 327
高齢になっても健康を維持し、豊かな生活ができるよう、健康増進・生きがいづ
くりを目的に、グラウンド・ゴルフ大会を開催する。

当初 9
上杉小学校創立120周年記
念事業

上杉小学校後援会 660 660
地域住民の郷土愛を醸成するとともに、児童の情操教育を推進するため、創立
120周年記念事業としてDVD及び記念クリアファイルを作成し、上杉地区全戸へ
配布するほか、演奏家による記念公演を実施する。

清里区

（配分額）
5,200千円

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

（千円）
補助採択額

（千円）
事業内容

当初 10
三和中学校創立50周年記
念支援事業

三和中学校後援会 1,470 1,470
今後も生徒が地域の事業や活動に参加し、地域の活性化に貢献していくため、
創立50周年記念事業の一環として、吹奏楽部に新しい楽器を補充する。

当初 11
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

413 413
児童・生徒が地域のことや地域の人と共に学ぶ機会を通して郷土愛を育み、将
来の地域社会を担う人材を育成するため、講演会や学習会等を実施する。

当初 12
越柳町内会「写真展」「タイ
ムカプセル開封イベント」事
業

越柳町内会 60 60
上越柳町内会と下越柳町内会を統合し、越柳町内会となった地域の融合及び
町内会の活性化を目的に、「写真展」「タイムカプセル開封イベント」を開催す
る。

小計 6,060 6,000

当初 1
熊捕獲用罠と関連商品購
入事業

一般社団法人　新潟県
猟友会西頸城支部名立
支会

730 730
有害鳥獣による農作物被害の多い名立区において、駆除を安全かつ効率的に
行うための捕獲用罠等を購入し、より充実した活動を行うことで、地域の安全安
心に寄与する。

当初 2
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

514 514
名立区内8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 3 2021年ふるさと交流事業 不動森あげ米かい 608 608
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
名立区の魅力を創造し発
信する事業

NPO法人　名立の100年
後を創造する会

735 735
自慢のふるさとを再発見し、名立区の魅力を市内外に発信することを目的に、
名立IC前の景観整備、宇山観察会、謙信公祭の狼煙上げ、宇山の魅力を学ぶ
講座、写真コンテスト等を実施する。

当初 5
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

242 242
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 6
ふるさと不動地区・水源の
森共生事業

不動を創る会 685 685
水源の森の活用に向けて、森林涵養等の歴史をまとめ、学習会等を開催する。
また、昨年復元した炭焼き窯による炭焼きの実施や、水源の森を知ってもらう
きっかけづくりとして「（仮称）水源の森フェス」を実施する。

当初 7
名五美ちゃん de 名立区を
元気に！事業　～みんなが
乗ってるバスでPR～

宝田小学校PTA 635 635
名立区の子どもたちが考案し、現在も様々な取組を展開している「名五美ちゃ
ん」を利用して、市営バスに子どもたちがデザインのアイディアを出し合ってラッ
ピングを行う。

追加 8
名立中学校野球部活動支
援事業

名立中学校野球部保護
者会

865 584
古くなった練習器具を更新することにより、生徒が安全に野球に取り組む環境
を整え、部活動を通じた人間形成・体力向上に加え、地域を支える人材の育成
につなげる。

追加 9
横町セントラルパークづくり
事業

横町山・川町内会 297 201
地域の居住環境の整備と、公園整備を通じた心身の健康維持や住民の交流を
目的に整備した横町セントラルパークを今後も維持していくため、花壇の土の
補充を行う。

追加 10
名立区老人クラブ連合会グ
ラウンドゴルフ大会事業

名立区老人クラブ連合会 245 165
コロナ禍の中、高齢者でも手軽に屋外で楽しむことができるグラウンドゴルフ大
会を実施し、心身の健康維持を図るとともに、運動不足の解消や会員同士の交
流機会の創出につなげる。

追加 11
名立の歴史を紹介するマッ
プを作成し発信する事業

ふるさと名立のくらしと文
化伝統を語り継ぐ会

150 101
名立区の歴史的に由緒あるお寺や宿屋を紹介するマップを作成し、発表するこ
とで、名立区の歴史を次世代に継承することに加え、全国の歴史愛好家の来
訪を促す。

小計 5,706 5,200

171,965 162,281合計

名立区

(配分額）
5,200千円
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