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区　名 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）
事業内容の概要

1
小川未明生誕の地を活か
したふるさと・人・まちづくり
推進事業

小川未明研究会 800 800
郷土の偉人、小川未明の生誕の地を活かすことを通じて、その精神を顕彰し、
人づくりやまちの活性化を図るため、生誕祭の開催、作文コンクール、詩碑の
設置等を行う。

2
地域のまちづくりとマップ作
成事業

南本町小学校区まちづくり
協議会

600 600
南本町小学校区内の町内会の交流を促進し、地域の歴史やお宝を次世代に
伝えるため、まちめぐりマップの作成、地域のお宝散策会、学校区名所めぐり案
内看板の設置を行う。

3
青田川桜木整備と環境啓
発事業

青田川を愛する会 970 776
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、青田川環境啓発ポ
スターの作成、青田川灯りロードの開催、桜並木の整備を行う。

4
グランドゴルフの普及によ
る地域活性化事業

市老連12ブロック連絡協議
会

140 140
高齢者の健康増進と地域活動の活性化に資するため、グランドゴルフ用具を購
入し、練習、大会で使用するとともに、地区内で希望団体に貸与し活用を図る。

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

520 494
世代間交流を通じた地域活性化を目的に、地元小学校、消防団等と連携して
「三世代ふれあいフェスティバル」を行うとともに、「健康づくり・軽体操と講話会」
「三世代クリスマスのつどい」を行う。

6 雁木の景観保全事業
南本町三丁目まちづくり協
議会

298 298
雁木通りの魅力あるまちづくりを図るため、地域の活動団体との交流を通じて
「雁木の景観保全フォーラム」を開催するとともに、高校生等と連携して「雁木の
格子戸づくりと雁木の色塗り作業」を実施する。

7
各年齢層のつながりができ
るように取り組む交流促進
事業

誰でも集える場所　じくの家 357 357
人と人とのつながりを作り、いろいろなことに悩む人や孤独を感じる人をなくすこ
とを目的に、誰でも集える会話の場（じくの家）でお茶の間事業、プチ農業体験
活動、相談活動、子どもの遊びの場と学びの場の提供を行う。

8

見る・知る・伝える「甦れ高
田城」郷土史家　植木宏氏
と巡る外堀・外郭掘・百間
掘を紹介する動画発信事
業

高田城復元ネットワーク 833 791

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、高田区の活性化を図るため、郷土史家の植木宏氏と外堀・外郭
掘・百間掘を市民参加で現地見学するとともに、その動画を作成して発表会や
配信等を行う。

9
「原本賢治遺作展（菩提寺
光樹寺と大厳寺）」事業

6人の会 800 800
地域の芸術、高田寺町の歴史文化に触れる機会をつくり、歴史文化への理解
や観光振興に資するため、上越地域の芸術家である原本賢治画伯の遺作展を
菩提寺光樹寺と大厳寺で開催するとともに、画集を作成する。

10
松平忠輝公と五郎八姫の
会事業

松平忠輝公と五郎八姫の
会

618 618
歴史・文化の保存・活用に役立たせ、地域の魅力を高め、観光振興や元気なま
ちづくりの推進に寄与するため、高田の基礎を築いた松平忠輝公と五郎八姫の
功績について、パネル展示、紙芝居、現地学習会、冊子作成等を行う。

11
地域で「あんしん」子どもへ
の暴力防止事業

CAP・じょうえつ 470 423
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、講演会、朝市やイベント会場等におけ
る人権啓発活動を行う。

12

ハガキを使って、高田区の
魅力・観光情報を、一人ひ
とりが心を込めて情報発
信！事業

ちりつも観光プロジェクト 484 484
観光振興、高田市街地の活性化等を目的に、高田区のイベントを紹介したハガ
キを夏、秋、冬、春に作成して配布するとともに、高田区の魅力・観光情報を県
内市町村観光局あてにハガキで投函、ＳＮＳを活用した情報発信を行う。

13
第39回上越美術協会展及
び会場における”音楽会”
と”まちなか美術館”事業

上越美術協会 90 85
上越地域の美術文化の振興、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、音楽会を開催するとともに、本町通り商店街を中心に
希望の作品を貸し出す「まちなか美術館」を実施する。

14
通年観光来街者の為の「浄
興寺大門通り磨き上げ」事
業

浄興寺大門通りまちづくり
協議会

127 17
通年観光と来街者への働きかけを強めるとともに、地域住民の交流を図るた
め、裏寺町通りから大町通りまで東西に貫通している浄興寺大門通りを、住民
参加により綺麗にする。

15
第1回新潟県水墨画フェス
ティバルの開催事業

上越水墨画フェスティバル
実行委員会

605 574
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
雪小町において県内の公募作品、水墨画作家の作品、小学生の作品による
「第1回新潟県水墨画フェスティバル」を開催する。

16
北部地域の文化・賑わいを
創出する事業

高田区北部振興会 800 640
市民の芸術文化に寄与し、高田区北部地域の活性化、地域づくりを図るため、
「紅葉まつり」において紅葉のライトアップによる景観を創出するとともに、地域
の演奏家による野外演奏会を開催する。

17 風鈴街道in雁木2022事業
越後高田・雁木ねっとわー
く

1,115 947

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
鈴の飾りつけや行灯の掲出、雁木の魅力写真コンテスト、マップ付き雁木のま
ち歩き冊子の作成等を行う。

18
高田区地域だれでも居場
所づくり事業

NPO法人　かたばみの家 269 269
世代、性別、障害の有無を超えて誰でも集える居場所を創作活動を通じてつく
り、一人一人が生き生きとした活気あるまちをつくるため、ゆる～く創作倶楽
部、創作活動講座、健康講座を開催する。

19
「雁木のかぼちゃ物語」継
承事業

まちやdeマルシェ実行委員
会

598 598
高田に古くから伝わる「雁木のかぼちゃ物語」を後世に伝え、地域の誇りとする
ため、「雁木のかぼちゃ物語」に関する動画やパンフレットを作製し、動画完成
記念上映会を開催する。

20
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

255 204
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、地域の誇り醸
成、持続可能なまちづくりを図るため、瞽女ミュージアム高田を拠点に講演会、
対談、瞽女唄演奏会、瞽女の門付け再現等を行う。

21 高田小町広場賑わい事業
NPO法人　街なか映画館再
生委員会

270 270
高田小町広場を中心に街なかの賑わいを取り戻し、街を元気にすることを目的
に、高田小町広場においてキッチンカー倶楽部、夏の野外上映会、夏の夜の野
外演劇、鏡映世界館、世界のフリーマーケット、冬の雪像ライトアップ等を行う。
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区　名 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）
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22 お馬出しプロジェクト事業 お馬出しプロジェクト 320 256

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」「ふる里の唄と中山晋平童謡集コンサート」「忠輝公といろは姫の城下町散
歩in城下町高田百年商店街」を実施する。

23
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

488 390
地域の活性化を図り、交流人口の増加、歴史文化の保全、景観保全を推進す
るため、地域住民の参加による「手作り街なみ保全事業」「街なみ景観保全の
啓発」を行う。

24
春日町に残る御旗保存伝
承事業

春日町に根付く謙信公研
究

308 308
地域に残る上杉謙信より賜った御旗を中心に地域の良さを再認識するとともに
次世代へ継承するため、御旗の研究・勉強会、研究成果経過発表、研究結果
発表会、御旗が春日町へ伝わる起源の再現行事を行う。

小計 12,135 11,139

1
稲田4丁目情報共有体制整
備事業

稲田4丁目町内会 299 299
安心安全な地域づくりにつなげるため、防災・防犯情報の収集・伝達用の備品
を整備し、これを用いた避難訓練や防災・防犯パトロールを行う。

2
とよば町内、大ケヤキ2本
（樹齢350年）周辺環境整
備事業

とよば町内会（大ケヤキ保
存会）

390 390
地域の宝である大ケヤキを保全するとともに、子どもたちの安全を確保するた
め、枯れ枝の伐採等を行うほか、町内会員を対象に勉強会を開催する。

3
稲田むすぶプロジェクト事
業

稲田むすぶプロジェクト 1,199 1,199
コロナ禍の中、地域住民の絆を強め、大人から子どもまで笑顔で過ごせる地域
をつくるため、地域住民参加型の灯ろうイベントや、クリーン活動、花火大会を
開催する。

4 稲田2丁目災害支援事業 稲田2丁目町内会 382 382
地域の災害対応能力を向上させるため、町内に一時避難所を設置するための
備品を整備し、避難誘導訓練を実施する。

5 新道区若者活性化事業 上越若者みらい会議 332 281
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、若者が
参加しやすいスポーツ交流会やイベントを開催する。

小計 2,602 2,551

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 273 273

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。

2
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 110 110
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。

3
安全安心見守り防犯活動
事業

灰塚地区防犯協会 281 281
児童の登下校の安全確保や、あいさつの交流等による地域住民の健全育成の
ため、児童の見守り活動を行うほか、防犯用品のベストを更新する。

4
第3回キャンプ体験教室
地域観光事業

金谷地区振興協議会 67 67
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、災害時に生かす。

5
毘沙門天案内看板及び滝
寺砦周辺の整備並びに古
道の整備事業

滝寺歴史保存会 283 283
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、毘沙門堂の案内看板を設置する。また、滝寺砦周辺の木の伐採や砦まで
の古道を整備し、多くの人から足を運んでもらう。

6

ミニ新聞「まめでやった
けぇ」発行継続及び冊子増
刷・活用によるきずな拡大
事業

「まめ」新聞　有志会 223 223
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
た冊子を増刷し、頒布する。

7
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

120 120
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、カーブミラーや一
時止まれ足型マークを整備し、安全パトロールを実施する。

8
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 94 94
（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。

9
「金谷山とレルヒ」～レルヒ
少佐と心かよわせた仲間た
ち～事業

金谷山の歴史を発信する
会

860 860
金谷山のスキー発祥の地としての歴史・文化を発信し、観光振興につなげるた
め、レルヒ少佐と関わり、心をかよわせた仲間たちを紹介する冊子を編集、作
成し、市内公的機関、金谷区町内会、他市町村等に寄贈する。

10
バレーボール文化の普及
及び青少年健全育成事業

上越クラブ 560 560
バレーボールを通じて青少年の健全育成を図るために、クラブのユニフォーム
やボール杯等を整備し、練習や試合を行うほか、高田西小学校のクラブとの交
流会や地域の環境美化活動を行う。

11
大貫4町内合同避難訓練・
防災体験事業

大貫消防部後援会 360 360
大貫4町内の防災力強化、地域住民の防災への関心、意識向上のため、合同
避難訓練、起震車体験会、濃煙体験、段ボールベッド組立て体験等を行う。

12
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 284 284
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、クロスマークの整備、注意喚起看板の設置等を行う。

13
金谷若者まちづくり参画事
業

上越若者みらい会議 682 682
金谷山公園、南葉高原キャンプ場を中心に金谷区の若い世代によるイベントや
スポーツ交流会を開催し、金谷地域の活性化に寄与する。

14
親子の「いきるチカラ」向上
事業

いきるチカラ上越 107 73
金谷山や正善寺地域を拠点としてお話し会や調理実習、講演会、親子が外で
遊ぶ会等を実施し、子どもの健やかな発育を促し、金谷区の魅力発信を行う。

小計 4,304 4,270

高田区

（配分額）
12,400千円

新道区

（配分額）
7,100千円

金谷区

（配分額）
8,500千円
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1
グラウンド・ゴルフで地域の
活性化を図る事業

藤新田寿会 130 114
グラウンド・ゴルフを通じた健康寿命の増進と世代間交流の促進を図るため、プ
レーに必要な用具を整備し、他町内との交流やミニ競技会の開催に取り組む。

2
地域への愛着「春日愛」の
育成事業

春日地域青少年育成会議 561 561
春日地区の中学生の地域への愛着を育み、併せて地域の一員としての連帯感
や帰属感を高めるため、「春日愛」を合言葉に衣装を統一し、春日山城跡の保
全活動や謙信公祭に参加する。

3
御館リバーサイド環境美化
事業

大豆町内会 167 167
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。

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 300 180
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活動につなげるため、健康づくり教室やふれあいコ
ンサートを開催する。

5
上杉軍出陣式維持保存事
業

一義会 380 380
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、イベン
トで使用する音響機材を整備し、出陣式の維持保存と効果的なPR活動に取り
組む。

6
中門前3丁目・避難訓練継
続事業

中門前3丁目　助っ人隊 545 272
地域の防災力向上を図るため、災害発生時の避難・誘導に必要な資器材を整
備し、要支援者を含めた住民の避難・誘導訓練を実施する。

7
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

293 293
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。

8
春日山城跡環境整備（春日
山城跡周辺環境整備）事業

春日山城跡保存整備促進
協議会

2,200 2,200
春日山城跡の復元・整備の促進と、来訪者への魅力発信の充実を図るため、
雑木の伐採や案内看板の整備に取り組むほか、春日山城跡の保存整備のあ
り方を考える講演会等を開催する。

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 769 445
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、参加者の遠征や
物品購入等を支援し、練習しやすい環境を整える。

10
高志地域ふれあいネット
ワーク事業

高志小学校後援会 280 280
地域住民が、学校と連携して教育活動に携わり、子どもの健全育成を図るた
め、高志小学校中庭に児童と住民の活動・交流拠点を整備し、昔の遊びやもの
づくり体験会、学習発表会などを開催する。

11

春日区の交通事故減少の
ための交通安全意識の啓
発と交差点路面表示の修
繕事業

上越交通安全協会春日支
部

550 539
交通事故の防止はもとより、ドライバーや歩行者の交通事故防止の意識向上
を図るため、交通安全推進のための各種活動と交差点路面標示の修繕に取り
組む。

12
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 3,385 2,216
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。

13
越後謙信きき酒マラソン事
業

上越商工会議所青年部 1,000 425
春日山地域の認知度向上や新たな層の観光客誘致につなげるとともに、地元
の人が地域の魅力を再認識し、誇りを持つ契機とするため、春日山城跡や周辺
の名所旧跡を巡るマラソン大会（ファンラン）を開催する。

14 土橋こども育成事業 土橋町内会　子ども会 288 288
子ども会活動を通じた児童の健全育成や、転入者とのつながりを強化するた
め、子ども会の法被を更新・拡充し、謙信公祭をはじめとした各種行事に参加
する。

15
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

770 770
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。

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 219 109
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。

17 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球 162 80
少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。

18 春日区幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 428 231
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。

19
大学前町内会自主防災活
動推進事業

大学前町内会 400 199
自主防災体制の高度化を図るため、防災用機材を整備し、要支援者の避難支
援の実践訓練を行うほか、市の関係課と災害時の連携について協議を行う。

20
高志小学校区　少年野球
育成事業

高志少年野球 162 80
少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。

21
謎解き　謙信公の仕掛けた
謎を解読せよ！事業

春日商工振興会 1,000 587
コロナ禍に対応した春日山地域への誘客促進を図るため、春日山城跡周辺に
出題パネルを設置し、スマートフォンとQRコードを活用した非接触式のクイズラ
リーを開催する。

22
春日地区　地域子育て支え
合い事業

食育サークル　mamma 83 59
育児中の母親の孤立を防ぎ、地域で子育てを支援す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。

23 春日区若者活性化事業 上越若者みらい会議 318 197
地域に愛着を持つ若者の増加や、今後の活動の担い手の育成につなげるた
め、若者を対象としたスポーツ交流会を継続的に開催するほか、スカイランタン
の打ち上げイベントの開催に取り組む。

小計 14,390 10,672

春日区

（配分額）
10,700千円

3



区　名 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）
事業内容の概要

1
移住促進諏訪の会活動事
業

移住促進諏訪の会 147 147
定住人口の増加による地域の活性化と団結力の向上を図るため、地域の魅力
を地区内外に発信し、移住者の増加につなげるほか、住民の地域への愛着の
育成に取り組む。

2 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

160 160
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。

3 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 1,822 1,822
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。

4 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 947 947
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。

5 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 868 868
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、芳澤謙吉翁に関する講演会を開催する
ほか、記念公園の整備等を行う。

小計 3,944 3,944

1
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 151 151
地域住民の学校理解や地域連携の促進、児童の地域への愛着形成を図るた
め、児童の地域学習の記録をまとめたカレンダーの発行・配布を行う。

2 上野田子供健全育成事業 上野田町内会 1,754 1,754
子どもの健全育成を図るため、老朽化した公園の遊具を更新し、子どもが安心
して遊べる環境や保護者の交流の場を提供する。

3
2022　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

188 188
地域の活性化や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。

4
2022　戸野目スポーツ少年
団　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 147 147
バレーボールを通じた青少年の健全育成を図るため、経年劣化したボールを更
新して活動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。

5 津有地区地域づくり事業 津有地区地域づくり協議会 160 160
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。また、住民の安心安全を確保するため、防災士会津有支部と連携し
て救命訓練およびAEDの定期電池交換を行う。

6
ゲートボールによる高齢者
の健康増進と公園美化まち
づくり事業

戸野目公園芝ゲートボール
場運営委員会

149 149
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。

7
前島密翁献碑祭100周年事
業

前島密翁献碑祭実行委員
会

2,681 2,681
郷土の偉人「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、
地域住民及び子どもたちの地域への誇りや愛着を養うため、献碑祭式典を開
催する。

8
津有南部地域住民の安全
や子供の健全育成を図る
事業

藤塚町内会 280 280
子どもが安心して遊べる環境を整えるため、ふじづかこどもの家の老朽化した
鉄棒を更新し、遊具の適切な利用方法の指導会を開催する。

小計 5,510 5,510

1
三郷のバス停をお花で飾ろ
う事業

三郷花を楽しむ会 117 117
地域住民の交流を目的に、プランターに花を植え、三郷地区内のバス停に飾
る。また、苗の植替え等の管理も行う。

2
桜町町内会自主防災活動・
安全・安心対策事業

桜町町内会自主防災組織 1,130 1,130
安全・安心な地域づくりのため、町内の公園内に防災倉庫を設置し、必要備品
を管理する。また、避難訓練や総合防災救護訓練も行う。

3
三郷地区の歴史・史跡を研
究する事業

三郷地区の歴史・史跡を研
究する会

309 309
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）、ジオラマの制作を行う。

4
三郷楽しい健康体操教室
事業

楽しい健康体操教室 108 108
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。

5
下四ツ屋町内会安全・安心
対策事業

下四ツ屋町内会自主防災
組織

470 470
安全・安心な地域づくりのため、LEDバルーン投光器等の機材を整備するととも
に、秋雨苑駐車場で避難所開設訓練を行う。

6
長者町町内にLED仕様の
街灯を追加設置し、更なる
安全防犯を図る事業

長者町町内会 78 78
安全・安心な地域づくりのため、LED仕様の街灯を追加設置するとともに、夕暮
れ時の安全確認パトロールを行う。

7
郷土芸能無形文化財「春
駒」の伝承事業

三郷まちづくり振興会 966 966
三郷区の無形文化財「春駒」を郷土芸能として伝承するため、映像ディスクを作
成、配布するとともに、上映会を開催する。

8
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。

9 さんごう仲間づくり事業 ENJOY35 138 138
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フリーマーケット、広報活動等を行う。

小計 3,441 3,441

諏訪区

（配分額）
4,700千円

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 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）
事業内容の概要

1
和田小学校区青少年育成・
青年活動事業

和田ボンズ絆 464 464

年齢性別を超えた友情の輪を広げ、社会に貢献できる人材を育成し、また、ス
ポーツを通じて地元に魅力を感じられるよう、地元に帰ってきてもらえるよう、野
球チーム和田ボンズ絆においてユニフォーム等を購入し、練習、大会出場、地
元小学校の除雪等を行う。

2
和田小学校創立150周年記
念誌発行事業

和田小学校創立150周年記
念事業実行委員会

1,102 1,102
住民間の交流促進・連帯意識向上、まちづくりに対する連帯意識向上、後継者
育成を目的に、地域住民等が和田小学校の思い出を寄稿する参加型記念誌を
発行するとともに、全戸配布等を行う。

3
「上人塚」の保存と活用事
業

石沢町内会 1,279 1,279

地域住民が地元の歴史を知り、愛着を持つことで地域の一体感が醸成され、地
域を活性化することを目的に、「上人塚」を保存し、いわれの看板を設置すると
ともに、「上人塚から見る中世の石沢のすがた」をテーマにした講演会を開催す
る。

4
子供達の安全と健全育成
事業

大和二丁目町内会 659 659
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。

5
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 203 203
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5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。

6
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 417 417
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。

7
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 162 162
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。

8
公園の環境整備と生活の
安全・安心づくり事業

島田下新田町内会 495 495
コミュニティ活動の活性化や子どもたちの安全を確保するため、公園における
遊具の更新、環境美化活動を行うとともに、生活の安全・安心づくりに関する学
習会を行う。

9
石沢地区および稲荷地区
の古文書（更正図）の保存
と活用事業

大和郷土研究会 200 200
和田地区全体の歴史の掘り起こしに繋げ、地域に誇りを持ち、大切にする地域
愛を醸成するため、石沢・稲荷地区で発見された明治20年代の更正図を保存
するとともに、成果発表を含む公開講座等を開催する。

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 56 56

上越妙高駅周辺に彩りと活気をもたらし、上越市の玄関口としての地域への地
域住民の愛着を育むことを目的に、子どもたちを含む地域住民を対象とした花
のプランターづくり、竹灯籠づくりのワークショップを開催し、成果品を駅周辺店
舗に設置する。

11
上越市認定　地域の宝「荒
町観音堂」保存と継承、発
信の事業

大和三丁目町内会 304 304
町内に誇りを持ち、大切にする一体感の醸成と町内活性化に寄与するため、地
域の宝「荒町観音堂」の由来や歴史を記した看板、誘導案内板を設置するとと
もに、「観音堂だけでない大和三丁目歴史遺産」記念講演会を開催する。

小計 5,341 5,341

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。

2
地区だより「たかし」発行事
業

高士地区振興協議会 196 196
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。

3
高士地区お買い物ツアー
事業

高士地区婦人会 77 77
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。

4
高士地区の安全安心対策
事業

高士地区防災防犯協会 922 842
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。

5
ノルディックウォークの普及
事業

総合型地域スポーツクラブ
高士地区体育協会

155 155
地域住民の体力の維持を図るため、小学生から高齢者まで参加できるノル
ディックウォークに必要な備品を整備し、旧高士スポーツ広場を経由したコース
を歩く。

6
令和4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

1,815 1,013
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か年計画
に基づいた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。

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

2,443 2,392
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
を開催し、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。

8 「男の料理教室」開催事業 高新会 65 65
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。

小計 5,833 4,900

1
クリーンナップ上越in五智
事業

ひまわり會 485 485
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。

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 453 453
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、動植物紹介パネルの展示、リーフレットなどの作成、巣箱やベ
ンチの設置、湿地や林床、遊歩道の整備等を行う。

直江津区

（配分額）
9,700千円

高士区

（配分額）
4,900千円

和田区

（配分額）
6,200千円
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区　名 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）
事業内容の概要

3
上越市「地域の宝」北前船
がはこんだものガイドマップ
改訂事業

まちおこし直江津 413 413
「地域の宝」に認定された「北前船がはこんだもの」のガイドマップを改訂し、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して「直江津
の魅力」をアピールする。

4
マタニティー＆子育て家族
フェス事業

特定非営利活動法人　ふぁ
みりり

595 595

妊娠・出産・育児をする世帯を対象に、妊娠や子育てへの支援を目指し、サー
クル・個人の出展による参加型のフェス（イベント）を開催する。直江津地区で子
育てを支援してくれる企業や団体に加え、地元幼稚園・保育園を紹介すること
で地域の連携・交流・活性化を図る。

5 「直江津写真フェア」事業 上越写真連盟 380 380
「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。

6
（仮称）なおえつ うみまち
アート2022事業

（仮称）なおえつ うみまち
アート2022実行委員会

600 600

令和3年度に実施した「なおえつ　うみまちアート」を市民主体の取組として継続
し、直江津のまちの魅力を引き出し、地域の価値を見つめ直す機会とするととも
に、来訪者や地域住民がまちを巡る中で、新しい出会いや交流によって、まち
の賑わいを創出する。

7
えちご・くびき野100kmマラ
ソン　直江津おもてなしプロ
ジェクト2022事業

えちご・くびき野100kmマラ
ソン　直江津おもてなしプロ
ジェクト2022実行委員会準
備会

2,156 2,156
えちご・くびき野100ｋｍマラソンのランナーをおもてなしの心で出迎え、ふれあ
い・交流を高めていくとともに、直江津の魅力を内外に広く発信し、一体感の醸
成と地域活性化を図る。

8
天王川クリーンナップ大作
戦事業

直江津プライド2021 175 175
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。

9
直江津水族館ロード（仮
称）アート修景整備事業

直江津プライド2021 268 268
直江津駅から水族博物館うみがたりまでの裏道散歩コースの天王川にかかっ
ている橋を地元小学生とともにレインボーカラーに着色し、楽しく気持ちのよい
裏道空間に整備することで、アートによる街の元気を創り出していく。

10
交流と賑わいによる「みな
とまちづくり」プロジェクト事
業

直江津港周辺活性化協議
会

1,190 1,190

直江津港や直江津の「海」が持っている「潜在的価値」や「発展性」を様々な角
度から見直し、港の現有施設の活用や地域の事業者との連携を図りながら、
「うみまち親子ふれあいイベント」や「佐渡寒ブリ祭り事業」の魅力あるイベント
を実施して、港を拠点とした町の活性化を図る。

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。

12
「新潟県鉄道発祥の地・直
江津」の魅力発信事業

直江津鉄道振興会 2,990 309

直江津が「新潟県鉄道発祥の地」である歴史的事実と鉄道の町・直江津が保
有する鉄道資産を広く知っていただくため、展示販売イベント、講演会を実施す
ることで市内外に積極的に発信し、次世代へ直江津の歴史・伝統や文化を継
承する。

小計 10,385 7,704

1
有田地区いきいき支援事
業

有田福祉の会 768 768
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」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。

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

220 220
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。

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

439 439
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。

4
「蟹池」伝説の紙芝居作成・
上演事業

下門前町内会 298 298

地域に伝わる伝説を紙芝居として作成し、「しももんぜんこどもの家」で定期上
演する。子どもたちが地域に関心を抱くことで、誇りと愛着を育む。また、地域で
話題を共有することで一体感を高めるとともに、地域全体で子どもを育てる機運
を醸成する。

5
有田地区各種団体屋外活
動支援事業

有田地区町内会長協議会 715 715
有田地区の各種団体が屋外活動を効果的・効率的に実施できるよう放送機器
を整備し、各種行事・イベントや防災訓練などで活用し、活動の充実を図る。

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

3,554 3,554
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。

7
有田地区小学生の地域、
農業、自然・環境体験活動
支援事業

有田地区小学校後援会 1,732 1,732
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、地域、農
業、自然・環境活動を体験し、健全育成と故郷への愛着心形成を図る。

8
R350花壇整備パートⅡ事
業

350同友会 442 442
国道350号線沿いの花壇に、昨年に続き北側へ芝桜を植え付ける。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。

小計 8,168 8,168

1
西ケ窪浜公園の環境整備
事業

西ケ窪浜町内会 297 297
西ケ窪浜公園の老朽化し撤去した鉄棒を更新し、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。

2
上荒浜公園の環境整備事
業

上荒浜町内会 1,021 1,021
上荒浜公園の老朽化したブランコと鉄棒を更新し、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。

直江津区

（配分額）
9,700千円

有田区

（配分額）
8,900千円

八千浦区

（配分額）
5,600千円

6



区　名 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）
事業内容の概要

3 地域の防災力向上事業
八千浦地区明るい町づくり
協議会

1,817 1,817
災害時や緊急時に対応するため、設置希望のあった７町内会に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。

4
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 60 60
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。

5
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

271 271
スラックラインを通した体幹強化や運動不足の解消を図るため、体験教室を開
催することで、地域住民の交流を促進する。

6
八千浦地区活性化・青少年
育成事業「第13回　八千浦
地区海まつり」

海まつり実行委員会 1,008 1,008
西ケ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。

7
やちほ文化展はまぐみ市
事業

八千浦地区明るい町づくり
協議会

1,126 1,126
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。あわせて、展示用のパネルと机の整備を進める。

小計 5,600 5,600

1 青野「剣の舞」復活事業 青野芸能保存会 85 85
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。

2 保倉地区環境美化事業 保倉まちづくり振興会 314 314
地域の景観向上を図るため、花苗を地区町内会等に配布し、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。

3
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 623 623
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、中青野地内
のモーターサイレンを更新する。

4
直江津東地域学校教育・家
庭教育支援事業

直江津東地域学園運営協
議会

24 24
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。

5
直江津東中学校区小・中学
生キャリア教育支援事業

直江津東地域学園運営協
議会

473 473
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。

6 地域の防災力向上事業 保倉地区防災士会 176 176

地区内17町内会に配備されているAEDを操作できる人材の増加を目指して訓
練用AED一式を導入し使用方法と知識習得の向上を図る。また、防災士の活
動時に着用する蛍光反射パトロールコートを整備し、活動の安全性向上と周知
を図る。

7
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 3,405 3,405
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。

小計 5,100 5,100

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 259 259
まちづくりを一層推進する組織である「北諏訪まちづくり振興会」についてや、情
報収集した地域の活動などを、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。

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

24 24
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。

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

315 315
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。

4
北諏訪地区の皆さんにウク
レレの楽しさを広める事業

勝手にガズレレ上越 252 252
子どもから高齢者までどの年齢層の方でも気軽に楽しめる楽器「ウクレレ」の弾
き方や響きを参加者に体験してもらい、ウクレレ演奏や合奏することの楽しさを
味わってもらう。

5 北諏訪を花で飾る事業 北諏訪まちづくり振興会 94 94
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。

6 地域探訪ウォーキング事業 北諏訪まちづくり振興会 152 152
高齢者や親子で参加できる自然観察・歴史探訪を兼ねたウォーキングを実施
し、北諏訪区の自然や歴史に恵まれた環境を知ってもらうことにより、地域への
愛着を醸成するとともに、世代を超えて住民の和と健康を促進する。

7
北諏訪っ子のびのび育成
事業

北諏訪小学校PTA 573 573
北諏訪小学校PTAの広報活動や児童に危険箇所を周知するために使用するカ
メラ、行事等の参加者を分散するために使用するモニターを整備し、児童と地
域住民がコロナ禍においても思いを共有できる環境を整える。

8
地域コミュニティー活性化
事業

TMTクラブきたすわ 299 299
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。

9
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 245 245
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Tシャツや必要な用
具等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。

小計 2,213 2,213

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 828 828
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
の草刈やぬかるみ部分の補修、頂上訓練所付近の立木の間引きを行う。あわ
せて、地域住民を対象とした散策会を開催する。

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 231 231
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する。

八千浦区

（配分額）
5,600千円

保倉区

（配分額）
5,100千円

北諏訪区

（配分額）
4,900千円

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円
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区　名 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）
事業内容の概要

3
桃源郷（花桃の里）を育む
事業

谷浜地区南部協和会 817 817

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た花桃の里に、昨
年度に引き続き、彼岸花を植栽し、来訪者が道に迷わないよう案内標識を設置
する。あわせて、植栽等の作業の充実及び来訪者が歩きながら景観を楽しめる
ようにするため、管理道路の整備を行う。

4
里神楽伝承による地域の
元気創造事業

桑谷里神楽伝承会 719 719
地域の伝統芸能である桑取谷の里神楽の継承活動を行い、地域の活力向上
を図る。小・中学生に指導し、練習・発表を行い、発表の際に必要な備品を整備
する。また、大人の演者と共に演じる公演会を開催する。

5
地域の歴史的建造物PR事
業

茶屋ヶ原町内会 907 907
地域の歴史資源・観光資源である乳母嶽神社と加賀街道をPRするため、観光
看板と現地への案内標識を設置する。あわせて、来訪者の安全と加賀街道の
保全のため清掃活動を行う。

6
たにはま公園創造の森PR
事業

たにはま公園管理組合 953 953
たにはま公園の創造の森をPRし、更なる発展につなげるため、創造の森が作
られた経緯を伝える看板を作成するとともに、記念植樹の際に建立した木柱が
劣化しているため更新し、記念植樹を行う。

小計 4,455 4,455

1
集落看板更新及び横尾義
智記念館管理事業

行野自治会 1,050 1,050
シロアリ被害が生じている横尾義智記念館の土台を修繕するとともに、集落看
板をろうあ者等にも分かりやすい内容に更新し、郷土の偉人である横尾義智氏
の功績伝承に取り組む。

2
安塚ジュニアアルペンス
キークラブ育成事業

安塚スキークラブ 640 640
国内トップクラスの選手などを特別講師として招き、ジュニア選手の技術や練習
意欲の向上を図る。また、指導者の育成を目的に指導法講習会を開催する。

3 天空の里づくり推進事業 朴の木自治会 530 530
柳葉ひまわりの花畑を公開するイベントの際、より多くの人に会場を訪れてもら
うため、棚田広場の整備を実施する。また、柳葉ひまわり以外の花の植栽にも
今後取り組んでいくため、シバザクラを植栽する。

4
伏野そばの文化を伝え、そ
ばの技術をつなぐ事業

伏野自治会 250 250
伏野のそば文化や味を将来にわたって継承するため、集落の住民が講師とな
り、そば打ち講座を実施する。

5
農園ライブとプロモーション
ビデオ制作で情報発信しよ
う！！事業

安塚の四季 480 480
安塚区の魅力を広く区内外へ発信するため、オンラインコンサートのライブ配信
やプロモーションビデオの制作に取り組む。

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
交流人口やキューピットバレイの集客増加、地域活性化を図るため、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、雪上花火
の演出を目玉とするイベントを行う。

7
安塚社会人サークル活性
化事業

上越若者みらい会議 160 160
ウィンタースポーツ人口の増加と安塚区の魅力の発信を目的として、キューピッ
トバレイスキー場でウィンタースポーツ交流会を開催する。交流会後は、安塚区
の今後のまちづくり等に関して、意見交換を行い、地域活性化につなげる。

8
やすづか「小さな祭り」開催
事業

「小さな祭り」実行委員会 1,040 1,040
安塚区内の各種団体等が連携し、「やすづか　彩とりどり秋まつり」を開催する
ことにより、郷土愛を育むとともに地域活性化を図る。

小計 5,100 5,100

1 第13回浦川原和太鼓祭
特定非営利活動法人　保
倉川太鼓

670 670
日本古来の和太鼓の伝統文化と和の心を浦川原から発信し、「人と地域が元
気なまち」にするため、第13回浦川原和太鼓祭を開催する。

2
虫川の観光資源を活用した
観光PR事業

大字虫川自治会 333 333
虫川の地域資源・観光資源の整備を通じて地域の活性化を図るとともに、観光
客の満足度を高めることを目的に、案内標柱の設置や観光案内などのPR活動
を行う。

3 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

165 165
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図る
ため、うらがわら雪あかりフェスタを開催する。

4
広報紙「夢だより」周知推
進事業

特定非営利活動法人　夢
あふれるまち浦川原

260 130
毎月発行している夢だよりについて、カラー刷りで発行した際には特に好評を
博したことから、今後はカラー版で発行し、法人の事業展開等について周知す
る。

5
「和山・観音堂」トレッキング
コース整備促進事業

特定非営利活動法人　夢
あふれるまち浦川原

854 854
トレッキングコースに丸太階段を設置することで安全対策と事故防止を図るほ
か、県指定文化財「木造十一面観音立像」のPRを含めた利用促進を図り観光
交流を推進する。

6
宿泊体験交流施設月影の
郷イベント事業

月影の郷運営委員会 2,586 2,393
創造力や思考力を養い、好奇心が芽生える機会を提供し、地域と共に歩む学
校づくりの一助とするため、クラフト・スクエアin森の学校を開催する。

小計 4,868 4,545

1

「うるおいあふれるほたる
の里」～未来へつなげる持
続可能なふるさとづくり～
活動冊子作成事業

大島地区振興協議会 998 998
「うるおいあふれるほたるの里」としてのこれまでの地域づくりの活動の歩みを
冊子にまとめ、次世代につなげるとともに、多くの行事や出来事、地域の資源・
宝物などの有形・無形の魅力等を再発見・再認識し、地域への愛着を深める。

2
大島区ガイドマップ作製及
び写真コンクール事業

大島まちづくり振興会 450 450

大島区のさらなる魅力を発掘し、発信するために大島区写真コンクールを開催
し、応募された作品に加え、今まで開催した「景観・いきいき写真コンクール」の
作品を活用して、大島区のガイドマップを作製し、大島区の魅力に触れてもらう
機会を創出する。また、コンクール作品やガイドマップをまちづくり振興会のHP
掲載やイベントで活用することで、大島区の魅力や観光情報等を広く発信し、
地域の活性化に寄与する。

谷浜・
桑取区

（配分額）
4,900千円

安塚区

（配分額）
5,100千円

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 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）
事業内容の概要

3
持続可能な活動を目的とす
る「薬師コンテンツ」創出事
業

細越平生会 1,572 1,572

薬師山道の整備も継続して行いながら、前年度に実施したコンテンツ事業に加
え、新たなコンテンツ事業を実施することにより、地域資源の掘り起こしと交流
人口の増加につなげる。地域資源を活かしたコンテンツ事業の実施や視察研
修、他団体との意見交換会により会員の視野が広がり、知識が向上されるとと
もに、他団体と協力しながら次年度の事業に向けた活動が展開できる。

4
上越市指定文化財「板山不
動尊」PR事業

板山町内会 786 786
「板山不動尊」の誘導看板を道路沿いに設置するほか、アウトドアサウナイベン
トを開催し、「板山不動尊」の認知度を上げることにより、交流人口の増加につ
なげる。

小計 3,806 3,806

1 自主防災活動支援事業 牧区防災士会 429 429
指定避難所にポップアップパーテーション等を設置し、防災士会会員や指定避
難所の管理責任者を対象に研修会を実施することで、地域の防災力の向上と
防災意識の高揚を図る。

2
「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 256 256
牧文化協会設立の節目となる、「30周年記念 夢まつり」を実施し、作品展や芸
能発表を通してこれまでの歩みを振り返ることで、学ぶことの楽しさや続けるこ
との喜びを伝える。

3
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

229 229
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い、ふるさと村の利用促進を図る。

4
宮口古墳花ロード活動事
業

宮口古墳花の会 436 436
宮口古墳公園入口標柱の円形花壇づくりや遊歩道の整備を行うことで、地域活
性化の拠点を目指すとともに、一般市民の誘客を促す。また、古墳文化の知識
を高めることを目的に、古墳群学習会を開催する。

5
「棚田きらめき」の駐車場造
成事業

泉町内会 680 680
「棚田のきらめき」開催にあたり、駐車場の造成や観賞用の椅子、テーブル等を
設置することで、来場者が安全・快適に楽しんでいただける環境を整える。

6 川上　山里の風プロジェクト 川上地区協議会 332 332
国登録有形文化財である川上会館でコンサートを開催することで、ほっと一息
つける時間と空間を提供するとともに、山間地の現状と魅力を区外へ広く発信
する。

7 地域づくり活性化事業 NPO法人　牧振興会 1,000 1,000
除雪機を活用し、牧区内で自力での除雪が困難な世帯に幅広く除雪を行うこと
で、冬期間も牧区で安心して暮らすことができるように支援する。

8 地域の活性化促進事業 牧区地区協議会連絡会議 957 957
「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。

小計 4,319 4,319

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

195 195
密蔵院周辺の整備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。

2
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

396 396
令和元年度から令和3年度に、農業者、非農業者、農業者世帯の非農業者を
対象に実施したアンケート調査の回答を分析し、その分析結果を基に意見交換
会を行い、農業地域ビジョンの策定を目指す。

3 ドーム周辺花いっぱい事業 花うえの会 256 256
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。

4
かきざき湖八重桜広場の
八重桜植樹事業

ガンバ米山 385 385
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。

5 坂田池園地桜植替え事業 柿崎観光協会 891 891
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。

6
第5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

440 440
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。

7
柿崎まちづくりカレンダー作
製事業

NPO法人　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。

8 猿毛城址登山道整備事業
NPO法人　柿崎まちづくり
振興会

612 612

猿毛城址登山道、山頂、曲輪の伐木･刈り払いと猿毛城址入り口の標柱の建て
替えを行い、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。

9 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
山古道散策と遺跡めぐり等を開催する。

10
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

1,000 1,000
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。

小計 5,675 5,675

大島区

（配分額）
4,900千円

牧区

（配分額）
5,000千円

柿崎区

（配分額）
7,100千円
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区　名 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）
事業内容の概要

1
九戸浜のお宝発掘事業
第3弾　米山道道標看板設
置

九戸浜町内会 159 159
令和3年度に作成した「九戸浜のお宝ピックアップ版」に掲載した「米山道道標」
の紹介看板を設置し、町内会に残る歴史資源に対する地域住民の理解や愛着
を深める。

2
2023　おおがた今昔物語カ
レンダー作成事業

まちづくり大潟 639 639
大潟区の歩みや時の流れとともに移り変わってきた様子を振り返ることで地元
愛を育むことを目的に、写真から先人の足跡や風土等の変化の比較が容易に
でき、家庭において手軽に保存できるカレンダーを作成する。

3
どんどの石井戸を後世に残
す事業

辨天池水道組合 1,403 1,403
風雨にさらされ風化が進む現状を打破し、老朽化により取り壊された上屋を再
建し、昔の生活全般に命の水として提供し続けた石井戸が果たした事実と風情
を後世に伝える。

4
屋外スポーツ活動等促進
AED整備事業

特定非営利活動法人　お
おがたスポーツクラブ

325 325
大潟体育祭をはじめ、多くの屋外活動を安全かつ安心に実施するため携行用
AEDを整備する。また、緊急時に対応できるよう地域やスポーツ団体を対象とし
た救命講習会を実施する。

5
「天保6年堀割御普請中日
記帳」解読文の増刷出版事
業

郷土史友の会おおがた 484 484

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知っていただき、郷
土の愛着と誇りを育み次世代への継承と交流人口の拡大を目的に、昨年出版
した天保6年堀割御普請中日記帳解読文を増刷し、講演会、パネル展、座談会
を開催する。

6
マタニティー＆子育て家族
フェス事業

特定非営利活動法人　ふぁ
みりり

595 595
妊娠・出産・育児をする世代の孤立、孤独、孤育てを防ぎ、妊娠期及び育児期
をより楽しく過ごすため、子育てを支援する企業、団体、サークル、個人に出展
もらい参加型フェスを開催し、安心して子育てができるまちづくりを目指す。

小計 3,605 3,605

1
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 1,444 1,444
雁金城跡の整備保存と知識の高揚を図ることを目的に、老朽化した登山道の
安全対策設備を整備する。

2
絵本「頸城鉄道物語　コッ
ペルじいさんのひとりごと」
普及事業

読み聞かせサークル　ワン
ダーランド

280 280
地域への愛着心を育み、地域の歴史を伝えるため、頸城鉄道を題材として2021
年に作成した絵本を増刷し、家庭でも楽しみ学べるようにおはなし会などの活
動の機会に頒布する。

3
くびき野レールパーク公開
及び枕木交換工事事業

NPO法人　くびきのお宝の
こす会

1,040 1,040
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、くびき野
レールパークで、軽便鉄道車両の乗車体験や枕木を交換するイベント開催す
る。

4
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

596 596
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、繭玉づくり、杜
氏さんによる酒造り文化を学ぶ講座など各種講座を開催する。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。

5
「大池ネーチャーミーティン
グ」開催事業

特定非営利活動法人　頸
城区観光協会

687 687
地元の豊かな地域資源を再認識する機会をつくることを目的に、大池いこいの
森での火起こし、トレッキングなどの体験イベントを実施する。

6 「くびきの収穫祭」開催事業
特定非営利活動法人　頸
城区観光協会

1,008 1,008
頸城地域の農産物を広く認知してもらうことを目的に、米の収穫時期にあわせ、
新米をぬか釜で炊く、伝統野菜を使った料理の開発、米や野菜の販売する収
穫祭を行う。

7
頸城区のまちづくり情報発
信力推進事業

特定非営利活動法人　くび
き振興会

2,000 2,000
当振興会をはじめ区内の町内会、諸団体が活発に活動していくことを目的に、
印刷機を更新しチラシ等の印刷物で広く情報発信できるようにする。

小計 7,055 7,055

1
『吉川区と上杉家の繋がり』
大乗寺遺産保存・伝承・振
興事業

大乗寺町内会 479 479

大乗寺の地名の由来となった「大乗寺」の住職は、上杉謙信にゆかりがある人
物であり、大乗寺跡に建つ大師堂は、今も地域の人々が大切に守り続けてい
る。歴史的遺産の価値を区内外に発信するため、講演会や武禘式を実施し、案
内看板の設置を行う。

2 落語寄席事業 夢をかなえる会 299 299
新型コロナウィルス感染症の影響で沈滞した状況を、笑いで少しでも明るい方
向に向かえるよう、上越市出身で吉川区とも以前からつながる「三遊亭白鳥さ
ん」を迎え、寄席を開催する。

3 長峰城址保存活用事業 越後長峰城址保存会 1,000 1,000
長峰城址の整備、見学会を行うとともに、説明板や案内看板、普及パネルを作
成するなど広報・啓発活動を行い、地域の宝として、長峰城址をPR、保存して
いく。

4
尾神岳パラグライダーラン
ディング整備事業

尾神岳スカイスポーツエリ
ア運営委員会

1,000 1,000

尾神岳スカイスポーツエリアの安全面の強化を図るとともに、更に多くの選手や
一般フライヤーの集客が可能となる大きな大会開催を計画できるよう整備・改
修する。また、パラグライダー大会に併せて尾神そば早食いイベントを実施し、
賑わいを創出する。

5 天岩戸尾神伝説PR事業 水源地域振興対策協議会 800 800

紙芝居や御朱印の作成、岩戸伝説の地の周辺整備を行い、市内外に発信して
きた「悠久の歴史かおる尾神岳伝説（天岩戸尾神岳伝説）」の更なるPRと賑わ
い創出を目指し、散策道の整備、のぼり旗やPRチラシの作成、現地説明会・講
演会の開催などを行う。

6
「地域のお宝自慢」探検隊
事業パート2　地域のお宝
マップづくり事業

吉川区青少年育成会議 494 494

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や現地調査・文献等を通じて、地
域の魅力を再発見し、「お宝自慢カード」にまとめグループごとに「地域のお宝
自慢集」を作成する。

7
吉川区昭和と平成の記憶
記録事業

里山文化研究会 350 350
地域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の変化を描く。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。

頸城区

（配分額）
7,200千円

吉川区

（配分額）
5,600千円

大潟区

（配分額）
7,100千円
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区　名 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）
事業内容の概要

8
よしかわ道の駅活性化促
進事業

吉川観光協会 591 591

よしかわ杜氏の郷、ゆったりの郷、四季菜の郷、くつろぎ長屋、トイレなど道の
駅各施設の配置や紹介、年間行事やイベントを掲載した「よしかわ道の駅案内
図」を製作し、区内住民や来訪者に配布する。また、案内図完成と同時に芸能
イベントを開催する。

小計 5,013 5,013

1
中・長期的な中郷区PR動
画の制作事業

NPO法人　中郷区まちづく
り振興会

1,000 1,000

中郷地域の四季を通じた観光資源を広く発信するために効果的なプロモーショ
ン動画を制作する。機材等の老朽化が進み、またこれまでは個人所有の機材
を使用していたため、最新の撮影機材、編集機材を購入し、本格的な映像制作
に取り組む。各地域イベントの記録として留めるだけでなく、思い出として末永く
残る映像作品を世に生み出し、今後の参加者増加を図る。

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 994 994

グラウンドゴルフ大会やノルディックウォーク研修会、手芸やガーデニングなど
多彩な用品・用具・技能を用いた体験の場を提供し、高齢者の「やりたい気持
ち」「できた達成感」を引き出すことで認知症予防や介護予防、閉じこもり防止を
目指す。グラウンドゴルフ用スティックやボールを購入し、大会での使用のほ
か、中郷区の住民及び団体を対象に貸出を行う。

3 「縄文の郷」具現化事業 縄文学校 697 906
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。泉縄文公園に令和4年度か
ら2か年かけて市民手作りによる竪穴住居を復元する。

4
地域でもっと楽しく、もっと
健やかに暮らせる事業

一般社団法人　中郷区さと
まる学校

1,000 1,000

幅広い年代層の交流を主軸に、地域のイベントや福祉活動に小中学生の思考
を向けていくことを目的に掲げ、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、カレンダーの配布を行っていく。ノートパソコンを購入しリモート対応環
境を整備するほか、高齢者をはじめとするパソコン操作個別指導を行う。子ども
たちから出た「大好き中郷」を車両にラッピングし、イメージを地域にPRし、自
助、共助、公助の気持ちが生まれることに期待する。

5 ニュースポーツで交流事業
中郷区身体障害者福祉協
会

180 259

障害を持っている方が健康でいきいきとした生涯をおくるために、ボッチャの用
具を購入し、誰もが気軽に体育・スポーツ活動に親しむ機会を提供する。障害
者と小・中学生がスポーツを通して交流する場を提供することで、「共に生きる」
を実践できる福祉教育の機会となる。

6
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 188 333
旧北国街道、二本木・松崎宿という歴史あるまちを、北国街道宿場案内図の増
刷、のぼり旗の掲出、雪灯篭の街道を行うことで、町内会、老人会、子ども会等
で再認識し、醸成することによる愛着できるまちづくりを目指す。

7
二本木駅を核とした地域活
性化事業

中郷商工会 1,000 1,000

二本木駅構内並びに駅前商店街で「スイッチバック市」を開催し、地区内外から
集客を集め、交流人口増による地域活性化を目指す。スタンプラリーを実施し、
スタンプ収集のための回遊による商店PRに努め、来店頻度向上による地域経
済活性化を図る。

小計 5,059 5,492

1
ヨモギ文庫プロジェクト
おやこでよみたい郷土絵本
～中村十作ものがたり～

ヨモギ文庫復活プロジェクト 550 550
郷土の偉人である中村十作の功績について、地元住民を中心とした多くの人
から関心をも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。

2 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

917 518
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。

3
焼山城址文化遺産を次世
代へつなぐ事業

焼山城狼煙を上げる会 547 393
焼山城址一帯を整備し、板倉区の花「山つつじ」を繁殖させ魅力を向上させる。
また、焼山城関連史跡パンフレットの作成や文化講演会の開催により地域の文
化遺産を広く周知し、次世代へ歴史文化を正しくわかりやすく伝承する。

4 栗沢桜の里づくり事業 栗沢桜の里をつくる会 82 82
桜や卯の花などの花木が咲き誇る栗沢桜の里に、敷砂利により駐車場及び遊
歩道を整備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。

5
板倉区の「ゆるキャラ」プロ
モーション事業

NPO法人　板倉まちづくり
振興会

805 805
令和3年度に誕生した板倉区イメージキャラクター「いたくらけいと」を周知PR展
開させるために、さまざまなポージングをデザインし、通園バスをラッピングの
他、子どもたちに郷土愛を醸成する活動等を行う。

6
芝桜とこいのぼり・春の競
演

みどりやすらぎグループ 937 767
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。そのためポールを追加購入し、上越地方最多となるこいのぼりが大空に
泳ぐ姿が見られるように整備する。

7
「不思議板倉郷-山の不思
議」

いたくら文化研究会 451 451
板倉区の丈ヶ山、人柱供養塔、山寺三千坊などを中心に、地元の愛着が一層
強まることを期待し「不思議板倉郷-山の不思議」を制作し区内外の学校施設
他で配布する。

8 光ヶ原高原再活用事業 光ヶ原高原ファン倶楽部 1,000 1,000
光ヶ原高原キャンプ場の老朽化した展望台を修繕するほか、新たにベンチを一
台設置することにより、安心安全に利用できる施設を提供し、光ヶ原高原の周
知及び誘客促進を図る。

9
地域に残る偉人の紙芝居
作成事業

寺野玉手箱グループ 168 168
板倉区の偉人増村朴斎翁の伝記を、子どもたちと一緒に紙芝居に作成し、学
校や施設、地域のイベントで披露することで、地域の歴史文化の伝承を図る。

10
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

丈ヶ山ファンクラブ 550 550
丈ヶ山に多くの方から安全に登山していただくため、また補修作業が行いやす
いように筒方登山道に砂利を敷き車が通れるように整備する。

小計 6,007 5,284

吉川区

（配分額）
5,600千円

中郷区

（配分額）
5,500千円

板倉区

（配分額）
6,300千円
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区　名 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）
事業内容の概要

1
白看板城址周辺のイワカガ
ミ群生地養生及びササユリ
の保全管理事業

荒牧狼煙を上げる会 350 282
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
行うとともに、自生するササユリの保全管理を行い、白看板城址一帯の景観づ
くりと自然環境の保全を図る。

2
歴史コロコロ（すごろく・絵
本・加美芝居）事業

星ふる清里会 814 671

50音歴史地の体験型すごろくを制作し、高齢者サロンや区の文化祭等で実演
することで、清里区の景勝地や歴史を学びながらストレス発散やコミュニケー
ションづくりを図る。また、公演活動に使用する新作の加美芝居や絵本を制作し
子どもたちとの交流や高齢者施設への訪問活動、他団体との交流を図る。

3
スターフェスティバル2022と
くしりんプラネタリウム映像
作品制作事業

天文指導協力員会 760 682

スターフェスティバルを開催し、天文講演会やコンサート、絵本の読み聞かせな
どを実施する。また、年間を通じた天文工作や天体観望会を開催するほか、櫛
池隕石のマスコットキャラクター「くしりん」が登場して星座や天体を紹介するプ
ラネタリウムの映像作品を制作上映することにより、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、上越清里星のふるさと館の魅力発信と地域活
性化、青少年の健全育成を図る。

4
支え合いの輪を広げる事
業

清里区住民福祉会 200 179

高齢者の交通安全と健康増進をテーマにした講演会や、地域高齢者サロン参
加者を対象にした歴史・文化施設への見学会を開催し、交流を深めるほか、事
業を通じてボランティアを育成する。また、一人暮らしや高齢者世帯で希望の
あった人を対象として月2回程度買い物支援を行う。

5 清里交通安全啓発事業
上越交通安全協会清里支
部

137 113
櫛池の隕石マスコットキャラクター「くしりん」を活用した交通安全広報用のマグ
ネットシートを作成し、NPO法人清里まちづくり振興会が所有する小型ワゴン車
に貼り付けて交通安全意識の啓発を図る。

6
まちづくり活動機能強化事
業

特定非営利活動法人　清
里まちづくり振興会

1,000 861
多機能装備を備えたワゴン車を購入し、まちづくり振興会が行う「青少年健全育
成のための事業」や「地域の健康や福祉向上のための企画・運営事業」におい
て活用する。

7 坊ヶ池湖畔活性化事業 きよさと観光交流協会 500 449

動物、植物、天文などの専門家を坊ヶ池湖畔に招致し、定期的な観察等の調
査を行い、データを蓄積しデータベース化するとともに、散策マップを作成し区
内全世帯へ配布するほか、坊ヶ池湖畔の散策資料として活用する。また、秋の
恒例イベントとなっている清里そば祭りを開催し、そばの直食・販売と農産物直
売市を開催する。

8 ビュー京ヶ岳運営管理事業
一般社団法人　櫛池農業
振興会

1,900 1,670
坊ヶ池湖畔来訪者の休憩・拠り所と市民交流活動の拠点としてビュー京ヶ岳を
運営管理し、カフェ営業やイベントの開催、各種団体・グループ、町内会等の研
修・交流に活用する。

9
地域の宝「櫛池の大杉」保
全管理事業

上中條町内会 334 293
地域の宝として認定された「櫛池の大杉」の管理保全に取り組むほか、大杉周
辺の歩道（歩行路）を整備する。

小計 5,995 5,200

1
オニバス復活環境対策事
業

三和の自然と地域を育む
会

1,430 1,430
谷内池のオニバス復活のため、重機を用いた湖底の攪拌等により発芽促進を
図るとともに、三和中学校生徒のワークショップと協働で種子を採取し、独自繁
殖に取り組む。

2 谷内池環境保全整備事業
三和の自然と地域を育む
会

1,012 1,012
オニバスが生息する谷内池の適切な維持管理を図り、安全に谷内池の自然に
触れてもらうため、東側の狭隘部分に杭柵・盛土工等を施し、通路（遊歩道）を
確保する。

3 灯火のイベント事業
三和の自然と地域を育む
会

154 154
地域の繋がりを深め、三和区が持つ本来の活力を導き出すため、既存の事業
や三和中学校生徒のワークショップと協働で灯火を活用したイベントを実施す
る。

4
米本陣de春の縁日への集
客・周知・実施事業

米本陣de春の縁日実行委
員会

444 444
地域の財産を未来へ繋げていくため、地域住民や各方面の関係者とともに、そ
の利活用について考えてもらう契機となる場としてイベントを実施する。

5
林富永邸一般公開応援事
業

林富永邸サポーターズクラ
ブ「がんばれ！林くん」

968 968
歴史的建造物である林富永邸の一般公開実施に当たり、来場者等の安全確保
のため駐車場を整備するなど受入環境を整える。

6
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

606 606
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、生徒
や指導者を対象とした講習会を開催する。

7 前島密翁にまなぶ事業 三和まなびの会 50 50
上越市の偉人である前島密について、前島密記念館の館長による講演会と現
地見学会を実施する。

8 昭和の風俗を振り返る事業 三和まなびの会 18 18
昭和を生きた人達が年々減少していく中、当時の出来事やしきたり、方言等を
後世へ伝えていくため、聞き取りを実施し、その内容をまとめる。

9 三和ふれあい食堂事業
三和ふれあい食堂運営委
員会

409 409
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。

10
さんわ桜の陣2023周知事
業

さんわ桜の陣実行委員会 99 99
地域及び商工業の活性化を図るため、「さんわ桜の陣」のチラシを作成し、区内
世帯、近隣町内世帯及び関係機関等へ配布する。

11
イルミネーションの毎年点
灯による地域を活性化する
事業

NPO法人　三和区振興会 320 320
三和の夏の風物詩の一つとなるよう毎年継続的にイルミネーションを点灯し、
地域活性化を図る。

12
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

333 333
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。

小計 5,843 5,843

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 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）
事業内容の概要

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

347 347
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。

2
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

740 740
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。

3
名立小泊機雷爆発地慰霊
碑・供養地蔵堂保存伝承事
業

名立小泊 1,000 1,000
名立区から平和の尊さを発信している機雷爆発地慰霊碑・供養地蔵堂の保存
と伝承を目的に、地蔵堂の破損個所の修復及び機雷爆発事件についての伝承
学習会等を行う。

4
不動地区　キラッと輝く地域
づくり活動内外発信事業

輝く里不動の会 455 455
新たに発足した会の目的や活動を内外に発信することで、交流や移住しようと
する人を増やし、地域の「誇り」と地域住民の「元気」の再生を目的に、ホーム
ページと、地区広報「不動」を作成する。

5
不動地区　キラッと輝く地域
づくり活動事業

輝く里不動の会 540 540
水源の森を活用した「みずの森フェスティバル」や、雪を活用した「灯の回廊」の
実施など、地域資源を生かした地域づくり活動を実施することで、地域の誇りと
地域住民の元気の再生を目指す。

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

272 272
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。

7
名立区老人クラブ連合会グ
ラウンド・ゴルフ推進事業

名立区老人クラブ連合会 123 123
屋外で高齢者でも手軽に楽しむことができるグラウンドゴルフ大会を開催する
ため、不足する器具を購入し、外出自粛等による運動不足の解消や、会員同
士の交流機会の創出を行う。

8
名立まちづくり計画推進事
業

名立まちづくり協議会 1,000 1,000
名立まちづくり協議会が実施する地域支え合い事業や外出支援事業、その他
車両を使う事業の安全性の確保、輸送の効率化のため、車両を購入し、地域
が一体となり策定した名立まちづくり計画の推進に向けた事業を実施する。

小計 4,477 4,477

160,243 150,422

名立区

（配分額）
5,200千円

合計
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