
令和3年度 第7回 谷浜・桑取区地域協議会 

 次 第 

 

日時：令和4年2月17日（木）午後6時30分～ 

 会場：谷浜・桑取地区公民館 2階 大会議室 

 

 

 １ 開  会 

 
 
 
 

 ２ 会長あいさつ 

 
 
 
 

 ３ 議  題 

      【協議事項】 

     ・令和4年度地域活動支援事業について 

 
 
 

【協議事項】 

・自主的審議事項について 

 

 

 

４ そ の 他 

・次回の地域協議会の開催について 

 

  月  日（ ）午後６時３０分～ 谷浜・桑取地区公民館  

 

 

 

 ５ 閉  会 



【 令和 4年度地域活動支援事業 谷浜・桑取区の採択方針等について（案） 】 

 
 

◆令和 3年度 谷浜・桑取区の採択方針 

 谷浜・桑取区 地域活動支援事業 採択方針  

谷浜・桑取区住民の生活環境の向上を期待する事業のほか、少子化・高齢化に対応する区
の活性化につながる事業、谷浜・桑取区の観光資源を活かす事業、地域住民が自主的、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。 
優先的に採択する以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランス、地域の要望等を

考慮し採択する。 

 優先的に採択する事業の分野  

○地域振興事業 
（例）谷浜・桑取区（まち）の活性化、既存組織との連携、海岸と温泉を活かした事業、 

耕作放棄地の復元事業、観光広報・案内事業、中山間地における再開発、 
自然保護（河川、農業、森林、海岸） 等 

○生活環境の向上 
（例）たにはま公園の活用事業、公共交通機関の維持確保・利用促進事業 等 

○安心安全な地域づくり 
（例）防犯マップの作成・配布事業、広域自主防災訓練実施事業、高齢者の見守り、 

子どもたちの安全確保、海岸整備事業 等 
○少子・高齢化に対応する事業 
（例）世代交流事業、高齢者健康講座、子育て支援事業 等 

○教育文化 
（例）青少年健全育成の推進、伝統文化・技術の継承、地元ボランティアへの支援、 

歴史遺産や観光資源を活用した事業 等 
○その他  

上記に属さないが、谷浜・桑取区の活性化につながる事業 

◆基本審査・共通審査基準（全区共通）※R3年度と変更なし 

審査項目 審査の視点 

① 公 益 性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 

・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用される見込みが

あるか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 

・提案者以外の市民や団体等に不利益を与えるものではないか。 

② 必 要 性 

・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・緊急性の高い提案事業であるか。 

・ほかの方法で代替できないものであるか。 

・補助金を充てる経費が提案事業を実施する上で不可欠なものであり、その規模も必

要な限度となっているか。 

③ 実 現 性 

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 

・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

④ 参 加 性 ・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待できるものか。 

⑤ 発 展 性 

・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 

・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 
 

項 目 令和3年度の状況 令和4年度 

採択方針 右欄上段のとおり 
（事務局案） 

・右欄上段の波線部分を削除 

募集期間 ・4/1（木）から4/28（水）まで 
（事務局案） 

 ・4/1（金）から 4/28（木）まで 

周知方法 

■全市的な取り組み 

・3/25広報上越、市HPへの掲載 

・主要施設への募集要項などの配置 

・報道機関への情報提供 など 

■全市的な取り組み 

・市HPへの掲載 

 ・主要施設への募集要項などの配置 

 ・報道機関への情報提供 など 

■谷浜・桑取区での取り組み 

 ・2/25「地域協議会だより」を全戸配布 

 （募集説明会、事前相談受付について周知） 

・3/20(土)午後1：30～説明会開催 

・3/25募集要項を全戸配布 

■谷浜・桑取区での取り組み 

 ・2/25「地域協議会だより」を全戸配布 

 （募集説明会、事前相談受付について周知） 

 ・3/19（土）午後1：30～説明会開催 

・3/25募集要項を全戸配布 

補助率等 

・事業費の上限・下限：なし 

・傾斜配分：なし 

・補助率：10/10以内 

 

審査方法 

・ヒアリング前に事前協議を実施 

・提案者説明及び質疑（ヒアリング）を実施 

・右欄下段の基本審査・共通審査基準に 

 基づき挙手により採否を決定 

（会長を除く出席委員の過半数で採択） 

 

 

そ の 他 

・委員が提案団体の代表者や役員であった 

 場合の審査への関わりについて 

→ 全ての審査に参加する 

 

【資料№１】 



 

谷浜・桑取区 令和 4年度地域活動支援事業に係る検討項目 

 

１ 市で別の補助事業がある事業が提案された場合の対応について 

（防犯灯のＬＥＤ化など） 

 

（令和 3年度審査等で出た意見） 

・市民安全課の補助制度で進めた町内と地域活動支援事業で進めた町内とで

は、補助割合に差があるため、負担額が変わってくる。不公平感があるので

はないか。 

・不公平感を少なくするためにも、防犯灯の設置で終わらずに次につながる取

組を付けることを条件としてはどうか。 

・場所や地形、子供がいるかいないか、鳥獣の被害がありそうかどうかなどの

状況を考慮し、その土地で本当に必要かどうかで判断してはどうか。 

・町内と言っても、そこに何人住んでいるかによって、１戸あたりの負担額が

変わってくる。また、自己負担額が高いのに人口の多い町内もあれば、少な

いが範囲が広い所もあるので単純に割り切れない部分もある。 
 

２ 複数の事業で、同等の備品の購入を希望する提案があった場合の対応に

ついて 

 

（令和 3年度審査等で出た意見） 

・谷浜・桑取地区の備品として将来的に活用していこうということだが、一本

化できないか。活用の仕方や仕様も違うので、簡単にはいかないかもしれな

いが、真ん中をとる、もしくは規格の優れている方をとるなど、調整できな

いか。 

・提案されたものに関連性、共通性があるものについては地域協議会に諮って

もらいたい。提案が出された時に、協議を行えば、最終的には良い結論にな

る。 
 

 

【資料№２】 



【参考資料】

《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
下綱子保育園跡地有効
活用事業

谷浜地区南部協和会 739

下綱子保育園跡地を常時、近隣住民が森林浴や散歩を
楽しみ、子供同士や親子で遊べる場所として提供する
とともに、地域住民の交流を促進するため、各種イベ
ントを実施する。また、保育園があったことを後世ま
で伝えるために看板を設置する。

2
城ヶ峰砦・長浜砦山頂
の景観保全事業

谷浜地域づくり協議会 279

地域住民や地域外の方から城ヶ峰砦、長浜砦に来訪い
ただき、地域の歴史遺産に触れていただくため、作業
道の草刈りをするとともに、山頂からの景色を楽しん
でいただくため、両砦山頂周辺の樹木を伐採する。

3
地域小中合同体育祭事
業

上越市立潮陵中学校
PTA

788

地域小中合同体育祭を通して、地域住民と保護者、子
供が交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創出
を図るとともに、高齢者を中心とした地域住民の健
康・安全面に配慮した備品等を整備することで、より
参加しやすい環境を整える。

4
桑取地区レクリエー
ション大会事業

桑取会 35
レクリエーションを通じて、桑取地区住民の体力作り
と親睦を深める。

5
上越市谷浜・桑取区音
楽活動交流事業

谷浜小学校ＰＴＡ 86

トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲
を高め、活動の充実につなげる。また、地域の行事や
イベントで演奏発表をし、地域住民と交流することに
より、地域全体で子供を育てるという機運の醸成を図
る。

6
上越市谷浜・桑取区文
化交流活動活性化事業

谷浜小学校ＰＴＡ 311
合唱台を整備し、合唱・合奏活動を通じて、地域住民
同士の交流や小・中学生と地域住民の交流を促進する
ことで地域の活性化を図る。

7
谷浜・桑取地区高齢者
いきいき支援事業

老人クラブ・第一和泉
会

139

ゲートボールを通じて、地域の交流を深め、高齢者の
健康増進や生きがいの創出を図るとともに、備品等を
整備することによって、より活動をしやすい環境を整
える。

8
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

110
川と遊ぶニジマス釣り体験を通じて、子供たちと地域
住民の交流を促進させるとともに、子供から大人まで
が地域の魅力や自然の大切さを学ぶ機会を提供する。

追加
1

地域環境保全事業 谷浜農家組合協議会 529
農地等の環境保全のため、ゴミ捨て防止の啓発看板を
22基設置し、定期的に環境パトロールを行う。

追加
2

谷浜・桑取区内花壇整
備及び住民交流事業

谷浜・桑取区内花壇整
備及び住民交流事業実
行委員会

332
花壇手入れを通じて環境美化を図るとともに、住民同
士の交流を深めるため、希望する町内会等に土壌改良
用土、花苗、球根を配布し、花壇整備を行う。

追加
3

上越市谷浜・桑取区音
楽活動交流事業（2）

谷浜小学校PTA 23

トランペット鼓隊が地域イベントに参加し、演奏発表
する機会を設けることで児童の活動意欲を高め、活動
の充実につなげる。地域住民と交流することにより、
地域全体で子どもを育てるという機運の醸成を図る。

追加
4

たにはま公園で気球に
乗ろう事業

たにはま公園管理組合 432
多くの人にたにはま公園を利用いたただくため、ま
た、谷浜・桑取区へ訪れるきっかけとするために熱気
球の打上げイベントを開催する。

追加
5

谷浜小学校・潮陵中学
校記念植樹の剪定事業

谷浜小学校・潮陵中学
校後援会

205

谷浜小学校創立10周年記念、潮陵中学校創立記念に植
樹した木々を、後世まで残すために枝を剪定する。ま
た、地域の歴史に対する理解を深めるため、小中合同
文化祭において小・中学生と保護者、地域住民に記念
植樹の経緯や学校の歴史等について説明し学んでもら
う。

追加
6

「くわどり謙信公トレ
イル大会」を通じた地
域活性化事業

くわどり謙信公トレイ
ル大会実行委員会

917

くわどり謙信公トレイル大会にて、郷土料理のふるま
いなど参加者へのおもてなしを行う。全国から集まる
大会参加者に、地域の自然や住民との交流を通じて桑
取地域をアピールし、交流人口の増加による地域活性
化を図る。

4,925

谷浜・
桑取区

（配分額）
5,000千円

平成29年度　地域活動支援事業採択事業一覧



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
谷浜・桑取地区高齢者
いきいき支援事業

桑取ゲートボール連盟 213

地域の交流を深め、高齢者の健康増進や生きがいの創
出を図るとともに、室内練習場を整備することによっ
て、ゲートボールのより活動をしやすい環境を整え
る。

2
地域の歴史的建造物活
用事業

茶屋ケ原町内会 988
地域住民の交流及び地域振興を図るため、地域住民の
集いの場である乳母獄神社隣接の舞台を修繕し、イベ
ントを実施する。

3
谷浜和泉会設立50周年
記念事業

谷浜和泉会 141
谷浜和泉会の創設50周年を記念し、記念事業を実施す
る。会の活動や地域の歴史を後世に伝えるため、記念
誌の発行及び講演会を開催する。

4
バレーボールを通じた
青少年健全育成事業

谷浜Jｒバレーボール 76

バレーボールを通じた子どもの健全育成を目的に、
ボール等の備品を整備し、定期的な練習を行うととも
に各種大会に参加する。また、地域のバレーボール大
会に参加し、住民との交流を促進する。

5
上越市谷浜・桑取区音
楽活動交流事業

谷浜小学校PTA 84

トランペット鼓隊の備品整備を行い、児童の活動意欲
を高め、活動の充実につなげる。併せて、地域の行事
やイベントで演奏発表を行い、地域住民との交流を深
めることにより、地域の活性化を図る。

6
共に生き、地域の共
生・連帯を後世に伝え
る事業

上越市立潮陵中学校
PTA

475
潮陵中学校校門横にある「共に生きる像」を修繕し、
学校行事等で生徒や地域住民に、像に込められた思い
や共生・連帯の大切さを後世に伝える。

追加
1

農地の獣害対策事業 谷浜農家組合協議会 392
農地を獣害から守るため、センサーカメラで野生動物
の行動や習性を撮影し、対策方法を研究する。

追加
2

地域一体型体育祭事業
谷浜・桑取青少年健全
育成会

59
次世代の担い手育成及び地域住民の交流促進のため、
保育園児から高齢者まで地域全体で参加する「地域一
体型体育祭」を開催する。

追加
3

城ヶ峰砦・長浜砦の景
観保全事業

谷浜地域づくり協議会 1,562
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、作業道を整備し、休憩用ベン
チを設置する。

追加
4

幼年野球を通じた地域
活性化、青少年の健全
育成事業

幼年野球谷浜ブルーサ
ンダース

403
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム
備品を整備し、定期的な練習や各種大会へ参加する。

追加
5

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
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。

追加
6

「くわどり謙信公トレ
イル大会」を通じた地
域活性化事業

くわどり謙信公トレイ
ル大会実行委員会

437
くわどり謙信公トレイル大会の参加者へ桑取地域の魅
力をアピールするため、郷土料理のふるまいなど、お
もてなしを行う。

4,900

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

平成30年度　地域活動支援事業採択事業一覧



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

1
谷浜・桑取地区いきい
きスポーツ推進事業

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

2
川と遊ぶニジマス釣り
体験事業

谷浜・桑取青少年健全
育成会

70
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。

3
上越市谷浜・桑取区音
楽活動交流事業

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

4
上越市谷浜・桑取区児
童と地域との交流促進
事業

谷浜小学校PTA 90

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

5
城ヶ峰砦・長浜砦の景
観保全事業

谷浜地域づくり協議会 523
城ヶ峰砦、長浜砦への来訪者に景観を楽しみながら安
全に散策いただくため、案内掲示板や標識を整備す
る。

6
谷浜・桑取区のガイド
マップ作成事業

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

追加
1

谷浜・桑取地区高齢者
いきいき支援事業

谷浜・桑取ゲートボー
ル輪投げ同好会

106

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

追加
2

谷浜・桑取区のガイド
マップ作成事業（追加
事業）

谷浜地域づくり協議会 259
来訪者に谷浜・桑取区の見どころや魅力をPRするた
め、1次募集で採択されたガイドマップを増刷する。

追加
3

旧高住小学校歴史存続
事業

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

追加
4

西山寺バス停留所改築
事業

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

追加
5

地域文化活動充実事業
谷浜・桑取地域振興協
議会

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

追加
6

地域一体型体育祭事業 上越市立潮陵中学校PTA 173

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

追加
7

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

追加
8

「くわどり謙信公トレ
イル大会」を通じた地
域活性化事業

くわどり謙信公トレイ
ル大会実行委員会

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

4,323

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

令和元年度　地域活動支援事業採択事業一覧



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

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
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。

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

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。

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
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。

4 子ども里神楽伝承事業 桑谷里神楽伝承会 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
1

西横山小正月行事伝承
事業

西横山小正月行事保存
会

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に分かりやすい案内
看板を設置する。

追加
2

農地の獣害対策事業 谷浜農家組合協議会 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
3

桃源郷（花桃の里）を
育む事業

谷浜地区南部協和会 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為、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
4

地域一体型体育祭事業 上越市立潮陵中学校PTA 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、新型コロナウィルス感染症拡大防
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
5

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

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
散策道内にて分かれ道が数か所あるため、来訪者にわ
かりやすいよう案内標識を設置する。

追加
6

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
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２基追加する。

4,466

令和2年度　地域活動支援事業採択事業一覧

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円



《　順不同　》　

区　名 Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称 採択額
（単位:千円）

事業内容

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
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。

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

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、定期練習や子供達との合同練習などを行
う。

3 地域文化活動充実事業
谷浜・桑取地域振興協
議会

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。

4
西山寺伝統行事活性化
事業

谷浜地区南部協和会 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。

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
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、地域のイベントに参加し演奏発
表等を行う。

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
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。

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
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1基追加する。

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

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。

9
桃源郷（花桃の里）を
育む事業

谷浜地区南部協和会 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。

10
西横山小正月行事交流
体験施設「丈ベエ」補
修事業

西横山小正月行事保存
会

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」の老朽化により、必要となって
いる補修を行う。

4,900

令和3年度　地域活動支援事業採択事業一覧

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円



事業数

補助金額

(単位:千円)

事業数 2 2 3 2 0 1 2 1 1 14

補助金額 927 397 477 808 0 23 1,349 739 205 4,925

事業数 2 1 1 2 0 5 0 1 0 12

補助金額 354 59 437 1,954 0 1,108 0 988 0 4,900

事業数 0 5 2 1 1 2 3 0 0 14

補助金額 0 1,671 1,182 523 90 103 754 0 0 4,323

事業数 0 3 0 4 0 1 2 0 0 10

補助金額 0 813 0 2,865 0 70 718 0 0 4,466

事業数 0 3 0 2 2 1 1 1 0 10

補助金額 0 1,451 0 1,187 1,045 267 707 243 0 4,900

谷浜・桑取区地域活動支援事業採択件数一覧

年度
  1　健康・福祉

　    の向上

  2　文化・スポ

        ーツの振興

  3　まちづくり

        の推進

  4　環境保全・

        景観形成

　5　地域の安全

         ・安心

  6　子どもの

        健全育成
 7　観光振興

 ８　地域活動の

         拠点整備

令和3年度

 9　その他 合計

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度



地域活動支援事業募集説明会における参加者との意見交換について 

 

 

１ 目的 

   説明会参加者と地域の活性化について意見交換を行い、令和４年度の募集及び

今後の自主的審議の協議につなげる。 

 

２ 日程 

   ３月１９日（土）午後１時３０分から（１時間程度） 

    

３ 募集説明会の内容 

   ・令和４年度募集に係る概要説明 

   ・参加者と地域協議会委員との意見交換 

   ・事業提案に向けた個別相談 

 

４ 案内送付先 

   〇各町内会長 

 

   〇令和２～３年度提案団体 

    ・谷浜地区南部協和会     

 ・谷浜桑取グランドゴルフ会   

・谷浜・桑取地域振興協議会   

・谷浜小学校ＰＴＡ 

・大渕町内会・東吉尾町内会   

・谷浜地域づくり協議会 

・西横山小正月行事保存会    

・谷浜・桑取青少年健全育成会 

    ・桑谷里神楽伝承会       

・谷浜農家組合協議会 

    ・上越市立潮陵中学校ＰＴＡ 

   

 〇地域で活動している団体 

  ・谷浜・桑取ゲートボール輪投げ同好会   

・くわどりフレッシュ生産組合 

  ・ＮＰＯ法人かみえちご山里ファン倶楽部  

  ・桑谷庭先集荷 

【当日配付資料】 


