
第 6回新市の施策及び事業に関する小委員会次第 

  

日時：平成 16 年 3 月 30 日（火） 

                         午前 11 時から 

場所：上越市厚生南会館 大会議室 

 

 

開    会 

 

 

１ 審議 

 

 

   （１）共通事業及び地域事業について              … 資料１ 

 

 

 

   （２）公営企業会計事業について 

 

 

 

（３）県事業について 

 

 

 

 

２ その他 

 

 

 

 

閉    会 

 



新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名

１　市民主体のまちづくりの推進

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 安塚町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 浦川原村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 大島村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 牧村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 柿崎町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 大潟町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 頸城村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 吉川町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 中郷村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 板倉町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 清里村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 三和村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 名立町

集落活性化センター整備事業 地域 牧村

集会施設整備事業 地域 大島村

集会施設整備事業 地域 牧村

集会施設整備事業 地域 中郷村

市民と行政の協働
の推進 (仮称)住民自治基本条例検討事業 (仮称)住民自治基本条例検討事業 共通

２　環境の保全と活用

柿崎いこいの森整備事業 地域 柿崎町

御手洗池周辺公園整備事業 地域 大潟町

生活環境保全林施設整備事業 地域 大潟町

（仮称）くびきの森自然公園整備事業 地域 頸城村

田園自然環境保全整備事業 地域 頸城村

ふるさと海岸整備事業 地域 大潟町

ふるさと海岸整備事業 地域 名立町

庄屋の家かやぶき体験棟整備事業 地域 大島村

田舎体験宿泊施設整備事業 地域 浦川原村

交流・研修施設整備事業 地域 浦川原村

農山村都市交流拠点施設整備事業 地域 吉川町

農村体験交流施設整備事業 地域 清里村

米パラダイス研修棟新築事業 地域 三和村

ふるさと村自然と憩の森園内整備事業 地域 牧村

自然散策道整備事業 地域 牧村

大池いこいの森整備事業 地域 頸城村

特定農山村地域活動支援事業 特定農山村地域活動支援事業 地域 清里村

し尿処理施設増設整備事業 し尿処理施設増設整備事業 共通

焼却施設建設事業 焼却施設建設事業 共通

一般廃棄物最終処分場整備事業 共通

旧車地一般廃棄物最終処分場の隣接集落農地整備
事業

地域 柿崎町

一般廃棄物最終処分場適正閉鎖事業 地域 吉川町

環境調和型エネル
ギーの導入促進

新エネルギー導入促新事業
雪冷熱エネルギー活用推進事業 地域 安塚町

自然体験施設等整備事業

新市建設計画共通事業・地域事業（原案）

施　策　区　分

廃棄物の減量化と
適正処理の推進

豊かな自然環境を
基調とした景観の保
全

集落活性化センター・集会施設整備事
業

一般廃棄物最終処分場整備事業

自然公園等整備事業

ふるさと海岸整備事業

コミュニティ・プラザ整備事業

自然環境を活用し
た交流事業の推進

多様な担い手による
地域づくり活動の支
援

体験・交流施設等整備事業

 「事業区分」の凡例       共通…共通事業　　　地域…地域事業

平成16年3月30日
新市の施策及び事業に関する小委員会資料

資料 １
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

３　健康と福祉の充実

高齢者支援ネットワーク整備事業 高齢者支援ネットワーク整備事業 地域 安塚町

小規模授産施設整備 地域 板倉町

やまびこ作業所施設整備 地域 三和村

介護予防・生活支援施設整備事業 介護予防・生活支援施設整備事業 地域 中郷村

特別養護老人ホーム整備事業 特別養護老人ホーム整備事業 地域

デイサービスセンター整備事業 地域 大島村

デイサービスセンター整備事業 地域 三和村

高齢者生活支援ハウス整備事業 地域 牧村

高齢者生活支援ハウス整備事業 地域 三和村

福祉センター整備事業 福祉センター整備事業 地域 三和村

グループホーム整備事業 地域 吉川町

グループホーム整備事業 地域 板倉町

保育所整備事業 地域 柿崎町

保育所整備事業 地域 吉川町

保育所整備事業 地域 中郷村

保育所整備事業 地域 板倉町

児童館整備事業 児童館整備事業 地域 板倉町

学童保育施設整備事業 学童保育施設整備事業 地域 三和村

保健・医療・福祉関
連施設の連携シス
テムの整備

診療所施設整備事業 診療所施設整備事業 地域 牧村

保健センター整備事業 地域 中郷村

保健センター整備事業 地域 三和村

パターゴルフ場整備 地域 牧村

ひばり荘整備 地域 中郷村

健康増進施設整備事業 地域 三和村

温泉掘削事業 温泉掘削事業 地域 三和村

市民の連携による福
祉の担い手の拡大 福祉活動支援施設整備事業 福祉活動支援施設整備事業 地域 板倉町

４　産業の振興

地場農産物高度利用研究事業 地場農産物高度利用研究事業 地域 上越市

農村環境計画策定事業 農村環境計画策定事業 地域 安塚町

農村整備事業 地域 安塚町

農村整備事業 地域 牧村

農村整備事業 地域 名立町

基盤整備事業 基盤整備事業 地域 清里村

棚田保全整備事業 地域 安塚町

棚田保全整備事業 地域 浦川原村

棚田保全整備事業 地域 大島村

棚田保全整備事業 地域 牧村

棚田保全整備事業 地域 名立町

かんがい排水事業 かんがい排水事業 地域 清里村

農業用排水路整備事業 農業用排水路整備事業 地域 中郷村

用水対策事業 用水対策事業 地域 中郷村

土砂対策事業 土砂対策事業 地域 中郷村

ため池整備事業 地域 大島村

ため池整備事業 地域 中郷村

ため池整備事業 地域 清里村

農道整備事業 地域 大島村

農道整備事業 地域 頸城村

農道整備事業 地域 中郷村

保育所整備事業

棚田保全整備事業

農道整備事業

健康増進施設整備事業

ため池整備事業

保健センター整備事業

農村整備事業

デイサービスセンター整備事業

ハード・ソフトの基盤
整備による農林漁業
の振興

地域の子育て環境
の整備

健康づくり・生きがい
活動の推進

広域的な連携による
福祉サービスの充
実

高齢者福祉施設の
計画的な整備

豊かな田園や中山
間地をいかした環境
保全型農業など付
加価値の高い農業
の展開

高齢者生活支援ハウス整備事業

グループホーム整備事業

障害者通所施設整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

林道整備事業 地域 安塚町

林道整備事業 地域 浦川原村

林道整備事業 地域 柿崎町

林道整備事業 地域 吉川町

林道整備事業 地域 中郷村

林道整備事業 地域 板倉町

林道整備事業 地域 名立町

園芸集出荷場整備事業 園芸集出荷場整備事業 地域 上越市

堆肥センター整備事業 地域 安塚町

農業生産施設整備事業 地域 大島村

農産物加工施設整備事業 農産物加工施設整備事業 地域 大島村

環境保全型農業新技術支援事業 環境保全型農業新技術支援事業 地域 柿崎町

漁港整備事業 地域 柿崎町

漁港整備事業 地域 大潟町

漁港漁村活性化対策整備事業 漁港漁村活性化対策整備事業 地域 大潟町

大型観光案内看板整備事業 大型観光案内看板整備事業 共通

雪だるま高原夏期集客施設整備事業 地域 安塚町

雪国文化村リゾート推進事業 地域 安塚町

山本ぶどう園展望台・水道施設整備事業 地域 浦川原村

菖蒲高原整備事業 地域 大島村

深山荘整備事業 地域 牧村

ふるさと村ふるさとの家整備事業 地域 牧村

オフロードコース整備事業 地域 牧村

上下浜海岸駐車場整備事業 地域 柿崎町

鵜の浜温泉街再開発事業 地域 大潟町

松ケ峯温泉給湯設備改修事業 地域 中郷村

ゑしんの里周辺整備事業 地域 板倉町

聖の窟周辺整備事業 地域 板倉町

坊ケ池周辺整備事業 地域 清里村

観光農園整備事業 地域 名立町

リサイクル系事業が集積する環境産業団地整備事業 地域 上越市

工業団地施設整備事業 地域 大潟町

産業振興センター建設事業 産業振興センター建設事業 地域 上越市

LNG火力発電所熱利用事業 LNG火力発電所熱利用事業 地域 上越市

知的インフラの整備 森の文化・匠の里づくり事業 森の文化・匠の里づくり事業 地域 吉川町

安塚ＩＣ周辺整備事業 地域 安塚町

ふるさと産業会館整備事業 地域 浦川原村

地元農産物等直売場整備事業 地域 柿崎町

道の駅整備事業 地域 吉川町

道の駅整備事業 地域 三和村

５　教育・文化の充実

歴史文化博物館建設事業・公文書館整理事業 地域 上越市

歴史民俗資料館改修事業 地域 安塚町

歴史民俗資料館建設事業 地域 柿崎町

縄文資料館整備事業 地域 中郷村

宮口古墳公園改修事業 地域 牧村

林富永邸整備事業 地域 三和村

豊かな個性を伸ば
す学校教育の充実 上越市教育総合センター設置事業 上越市教育総合センター設置事業 共通

小・中学校校舎改造事業 地域 浦川原村

小・中学校校舎改造事業 地域 大島村

小・中学校校舎改造事業 地域 吉川町

小・中学校校舎改造事業 地域 柿崎町

学校施設環境の整
備

観光産業の育成へ
向けた域内連携の
強化

戦略的企業誘致の
推進

コミュニティビジネス
など身近な地域資
源を活用した地域
おこしの推進

小・中学校校舎改造事業

地域の文化・歴史の
継承と活用の推進

観光施設整備事業

博物館・資料館等整備事業

歴史的遺産等保存活用事業

産業団地等整備事業

新産業創出へ向け
た環境づくりの推進

漁港整備事業

林道整備事業

農業生産施設整備事業

地域特産物加工販売施設等整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

小・中学校校舎改築事業 地域 大潟町

小・中学校校舎改築事業 地域 中郷村

小・中学校校舎改築事業 地域 清里村

小・中学校施設整備事業 地域 安塚町

小・中学校施設整備事業 地域 浦川原村

小・中学校施設整備事業 地域 大島村

小・中学校施設整備事業 地域 牧村

小・中学校施設整備事業 地域 柿崎町

小・中学校施設整備事業 地域 大潟町

小・中学校施設整備事業 地域 頸城村

小・中学校施設整備事業 地域 板倉町

小・中学校施設整備事業 地域 三和村

小・中学校施設整備事業 地域 名立町

スクールバス更新事業 地域 安塚町

スクールバス更新事業 地域 柿崎町

雪氷熱利用施設整備事業 雪氷熱利用施設整備事業 地域 安塚町

太陽光発電システム導入事業 太陽光発電システム導入事業 地域 三和村

統合小学校建設調査事業 統合小学校建設調査事業 地域 三和村

統合小学校建設事業 統合小学校建設事業 地域 清里村

図書館ネットワークシステム整備事業 図書館ネットワークシステム整備事業 共通

生涯学習施設整備事業 地域 大島村

生涯学習施設整備事業 地域 牧村

生涯学習施設整備事業 地域 柿崎町

生涯学習施設整備事業 地域 頸城村

生涯学習施設整備事業 地域 板倉町

生涯学習施設整備事業 地域 名立町

上越総合運動公園整備事業 地域 上越市

柿崎町総合運動公園整備事業 地域 柿崎町

中郷村総合運動公園整備事業 地域 中郷村

スポーツ施設整備事業 地域 安塚町

スポーツ施設整備事業 地域 浦川原村

スポーツ施設整備事業 地域 牧村

スポーツ施設整備事業 地域 大潟町

スポーツ施設整備事業 地域 頸城村

スポーツ施設整備事業 地域 板倉町

市民の芸術・文化・
生涯学習活動の充
実

文化・スポーツ振興団体育成事業 文化・スポーツ振興団体育成事業 地域 浦川原村

６　都市基盤・生活基盤の整備

除雪機械整備事業 地域 浦川原村

除雪機械整備事業 地域 大島村

除雪機械整備事業 地域 大潟町

消融雪施設整備事業 地域 中郷村

消融雪施設整備事業 地域 板倉町

流雪溝整備事業 地域 牧村

流雪溝整備事業 地域 柿崎町

流雪溝整備事業 地域 中郷村

地吹雪対策事業 地吹雪対策事業 地域 頸城村

災害に強いまちづく
り

防災行政無線及び消防団無線設備更
新事業

防災行政無線及び消防団無線設備更新事業 共通

公共施設耐震調査・設計・改修事業 公共施設耐震調査・設計・改修事業 共通

災害対策事業 地すべり対策事業 地域 板倉町

急傾斜地対策事業 地域 大島村

河川改修事業 地域 三和村

河川改修事業 地域 名立町

地域の要望に応じ
た学校規模等の適
正化の検討
生涯学習施設、ス
ポーツ関連施設の
整備と既存施設の
有効活用

スクールバス更新事業

小・中学校校舎改築事業

小・中学校施設整備事業

雪対策の充実 除雪機械整備事業

消融雪施設整備事業

流雪溝整備事業

総合運動公園整備事業

生涯学習施設整備事業

スポーツ施設整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

排水路整備事業 地域 大島村

排水路整備事業 地域 板倉町

災害時備蓄倉庫建設事業 地域 頸城村

関川東部オフィスアルカディア整備支援
事業

関川東部オフィスアルカディア整備支援事業 地域 上越市

下水道排水設備補助事業 下水道排水設備補助事業 地域 中郷村

合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽設置整備事業 地域 浦川原村

地籍調査事業 地籍調査事業 地域 板倉町

公営住宅整備事業 地域 安塚町

公営住宅整備事業 地域 浦川原村

公営住宅整備事業 地域 大島村

公営住宅整備事業 地域 牧村

公営住宅整備事業 地域 柿崎町

公営住宅整備事業 地域 三和村

公営住宅整備事業 地域 名立町

農村集落環境整備事業 農村集落環境整備事業 地域 三和村

コミュニティ広場整備事業 地域 大潟町

牧公園整備事業 地域 牧村

緑地公園整備事業 地域 三和村

桜づつみ・あじさい遊歩道整備事業 地域 浦川原村

街路樹植替整備事業 地域 三和村

柿崎川ダム周辺地域開発振興事業 柿崎川ダム周辺地域開発振興事業 地域 柿崎町

ユートピアくびき施設等公園都市整備事
業

ユートピアくびき施設等公園都市整備事業 地域 頸城村

百々川やすらぎ荘周辺整備事業 百々川やすらぎ荘周辺整備事業 地域 板倉町

達野特定斜面整備事業 達野特定斜面整備事業 地域 板倉町

道路照明灯・防犯灯整備事業 地域 板倉町

道路照明灯・防犯灯整備事業 地域 三和村

地域公共交通ネットワーク整備事業 共通

マイクロバス整備事業 地域 柿崎町

犀潟駅周辺整備事業 地域 大潟町

黒井駅南口整備事業 地域 頸城村

バスターミナル施設整備事業 地域 牧村

道路整備事業 地域 上越市

道路整備事業 地域 安塚町

道路整備事業 地域 浦川原村

道路整備事業 地域 大島村

道路整備事業 地域 牧村

道路整備事業 地域 柿崎町

道路整備事業 地域 大潟町

道路整備事業 地域 頸城村

道路整備事業 地域 吉川町

道路整備事業 地域 中郷村

道路整備事業 地域 板倉町

道路整備事業 地域 清里村

道路整備事業 地域 三和村

道路整備事業 地域 名立町

自歩道整備事業 地域 安塚町

自歩道整備事業 地域 板倉町

自歩道整備事業 地域 清里村

自歩道整備事業 地域 三和村

新幹線新駅周辺整備事業 共通

新幹線新駅周辺整備事業 地域 上越市

新幹線建設対策事業（北陸新幹線建設
工事負担金）

新幹線建設対策事業（北陸新幹線建設工事負担金） 共通

生活基盤の整備

広域的な位置的優
位性と新幹線・高速
道路・港をいかした
交流拠点都市の実
現

まちのバリアフリー
化、ユニバーサルデ
ザインの促進

地域間のネットワー
クを支える交通体系
の整備

多様なライフスタイ
ルに対応できる居住
環境の整備

公営住宅整備事業

緑地公園等整備事業

道路照明灯・防犯灯整備事業

自歩道整備事業

新幹線新駅周辺整備事業

地域公共交通ネットワーク整備事業

駅・バスﾀｰﾐﾅﾙ周辺整備事業

道路整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 安塚町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 大島村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 牧村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 柿崎町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 吉川町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 中郷村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 清里村

地域ケーブルテレビ運営事業 地域 大潟町

地域ケーブルテレビ運営事業 地域 三和村

情報通信網整備事業 情報通信網整備事業 地域 名立町

移動通信用鉄塔施設整備事業 地域 牧村

移動通信用鉄塔施設整備事業 地域 浦川原村

地域情報交流拠点施設整備モデル事
業

地域情報交流拠点施設整備モデル事業 地域 中郷村

７　合併することにより新たに整備が必要となる事業の促進
行政運営 戸籍電算化事業 戸籍電算化事業 共通

総合文書管理システム構築事業 総合文書管理システム構築事業 共通

情報ネットワーク等整備事業 情報ネットワーク等整備事業 共通

総合福祉システム整備事業 総合福祉システム整備事業 共通

保健システム整備事業 保健システム整備事業 共通

介護保険システム整備事業 介護保険システム整備事業 共通

森林地図情報システム一元化事業 森林地図情報システム一元化事業 共通

農家農地台帳システム一元化事業 農家農地台帳システム一元化事業 共通

庁舎資料棟整備事業 庁舎資料棟整備事業 共通

庁舎改修事業 庁舎改修事業 共通

産業や生活を支え
る情報基盤の整備

移動通信用鉄塔施設整備事業

地域ケーブルテレビ運営事業

地域ケーブルテレビ施設整備事業
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事業区分別事業費一覧表（16.3.28現在)

 （単位：百万円）

国 県 起　　債 その他特財 合併特別交付金 一般財源 計

共通事業費 5,377 276 11,190 328 0 12,645 29,815 23,835 22

地域事業費 18,485 2,449 17,633 4,636 6,500 32,293 81,996 49,926 513

共通＋地域 23,862 2,725 28,823 4,963 6,500 44,938 111,811 73,761 535

公営企業会計事業費 27,389 279 62,560 12,645 0 10,470 113,344 73,031 85

計 51,251 3,004 91,383 17,608 6,500 55,409 225,154 146,792 620

県事業 67,352 58,493 4,770 4,431 0 3,053 138,099 131

総計 118,602 61,497 96,153 22,040 6,500 58,461 363,253 146,792 751

※　県事業には「事業費未定」が含まれるため、額の変動がある。

計画事業費
起　債 ＋
一般財源

事業区分 事業数

（参考資料）



平成１６年 ３月３０日 
 
上越地域合併協議会 会長 木浦正幸 様 

 
新市の施策及び事業に関する小委員会 

                            委員長 村 山 秀 幸 
 
 

小 委 員 会 調 査 審 議 報 告 書 
 
 
本小委員会が調査、審議を指定された事項について、上越地域合併協議会小委員会規程

第８条の規定により下記のとおり報告します。 
 
 

記 
 
 
 １ 調査、審議事項    新市の施策及び事業について 
 
 ２ 調査、審議の経過    別紙小委員会資料及び小委員会会議録のとおり(省略) 
 
３ 調査、審議の結果    別紙｢新市建設計画登載事業｣のとおり 

 



新市建設計画登載事業
○ … 県が事業主体となる事業

新市建設計画登載事業

１　市民主体のまちづくりの推進

コミュニティ・プラザ整備事業

集落活性化センター・集会施設整備事業

市民と行政の協働の推進 (仮称)住民自治基本条例検討事業

２　環境の保全と活用

自然公園等整備事業

ふるさと海岸整備事業

体験・交流施設等整備事業

自然体験施設等整備事業

特定農山村地域活動支援事業

し尿処理施設増設整備事業

焼却施設建設事業

一般廃棄物最終処分場整備事業

○　産業廃棄物処理施設整備事業

環境調和型エネルギーの導入促進 新エネルギー導入促進事業

３　健康と福祉の充実

高齢者支援ネットワーク整備事業

障害者通所施設整備事業

介護予防・生活支援施設整備事業

高齢者福祉施設の計画的な整備 特別養護老人ホーム整備事業

デイサービスセンター整備事業

高齢者生活支援ハウス整備事業

福祉センター整備事業

グループホーム整備事業

保育所整備事業

児童館整備事業

学童保育施設整備事業

上越地域医療センター病院設備整備事業

診療所施設整備事業

保健センター整備事業

健康増進施設整備事業

温泉掘削事業

健康づくり・生きがい活動の推進

施策の方向

多様な担い手による地域づくり活動の
支援

豊かな自然環境を基調とした景観の保
全

自然環境を活用した交流事業の推進

保健・医療・福祉関連施設の連携シス
テムの整備

廃棄物の減量化と適正処理の推進

広域的な連携による福祉サービスの充
実

地域の子育て環境の整備

報告資料 １
　平成16年3月30日
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○ … 県が事業主体となる事業

新市建設計画登載事業施策の方向

市民の連携による福祉の担い手の拡大 福祉活動支援施設整備事業

４　産業の振興

地場農産物高度利用研究事業

農村環境計画策定事業

農村整備事業

基盤整備事業

棚田保全整備事業

かんがい排水事業

農業用排水路整備事業

用水対策事業

土砂対策事業

ため池整備事業

農道整備事業

林道整備事業

園芸集出荷場整備事業

農業生産施設整備事業

農産物加工施設整備事業

環境保全型農業新技術支援事業

漁港整備事業

漁港漁村活性化対策整備事業

○　ほ場整備事業

○　中山間地域総合整備事業

○　農地環境整備事業

○　かんがい排水事業

○　農地防災排水事業

○　中山間地域総合農地防災事業

○　ため池等整備事業

○　地域防災対策総合治山事業

○　農道整備事業

○　林道整備事業

国際物流拠点としての直江津港をいか
した産業の活性化 ○　直江津港港湾整備事業

大型観光案内看板整備事業

観光施設整備事業

戦略的企業誘致の推進 産業団地等整備事業

豊かな田園や中山間地をいかした環境
保全型農業など付加価値の高い農業の
展開

観光産業の育成へ向けた域内連携の強
化

ハード・ソフトの基盤整備による農林
漁業の振興
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○ … 県が事業主体となる事業

新市建設計画登載事業施策の方向

産業振興センター建設事業

ＬＮＧ火力発電所熱利用事業

知的インフラの整備 森の文化・匠の里づくり事業

コミュニティビジネスなど身近な地域
資源を活用した地域おこしの推進 地域特産物加工販売施設等整備事業

５　教育・文化の充実

博物館・資料館等整備事業

歴史的遺産等保存活用事業

豊かな個性を伸ばす学校教育の充実 上越市教育総合センター設置事業

学校施設環境の整備 小・中学校校舎改造事業

小・中学校校舎改築事業

小・中学校施設整備事業

スクールバス更新事業

雪氷熱利用施設整備事業

太陽光発電システム導入事業

統合小学校建設調査事業

統合小学校建設事業

図書館ネットワークシステム整備事業

生涯学習施設整備事業

総合運動公園整備事業

スポーツ施設整備事業

○　（仮称）新潟県立上越多目的スポーツ施設整備事業

市民の芸術・文化・生涯学習活動の充
実 文化・スポーツ振興団体育成事業

６　都市基盤・生活基盤の整備

除雪機械整備事業

消融雪施設整備事業

流雪溝整備事業

地吹雪対策事業

○　国・県道の消融雪施設整備事業

○　国・県道の雪崩、地吹雪対策事業

○　雪崩対策事業

災害に強いまちづくり 防災行政無線及び消防団無線設備更新事業

公共施設耐震調査・設計・改修事業

災害対策事業

○　国・県道の災害防除対策事業

雪対策の充実

地域の要望に応じた学校規模等の適正
化の検討

地域の文化・歴史の継承と活用の推進

新産業創出へ向けた環境づくりの推進

生涯学習施設、スポーツ関連施設の整
備と既存施設の有効活用
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○ … 県が事業主体となる事業

新市建設計画登載事業施策の方向

○　砂防事業

○　地すべり防止事業

○　急傾斜地対策事業

○　ダム事業

○　河川改修事業

○　海岸整備事業

関川東部オフィスアルカディア整備支援事業

住宅用地造成事業

ガス事業

上水道事業

簡易水道事業

下水道事業

農業集落排水事業

下水道排水設備補助事業

合併処理浄化槽設置整備事業

○　特定環境保全公共下水道事業

○　農業集落排水事業

地籍調査事業

公営住宅整備事業

農村集落環境整備事業

緑地公園等整備事業

柿崎川ダム周辺地域開発振興事業

ユートピアくびき施設等公園都市整備事業

百々川やすらぎ荘周辺整備事業

達野特定斜面整備事業

道路照明灯・防犯灯整備事業

地域公共交通ネットワーク整備事業

駅・バスターミナル周辺整備事業

道路整備事業

○　道路整備事業

自歩道整備事業

○　国・県道の自歩道設置事業

新幹線新駅周辺整備事業

新幹線建設対策事業（北陸新幹線建設工事負担金）

多様なライフスタイルに対応できる居
住環境の整備

まちのバリアフリー化、ユニバーサル
デザインの促進

生活基盤の整備

広域的な位置的優位性と新幹線・高速
道路・港をいかした交流拠点都市の実
現

地域間のネットワークを支える交通体
系の整備
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○ … 県が事業主体となる事業

新市建設計画登載事業施策の方向

地域ケーブルテレビ施設整備事業

地域ケーブルテレビ運営事業

情報通信網整備事業

移動通信用鉄塔施設整備事業

地域情報交流拠点施設整備モデル事業

７　合併することにより新たに整備が必要となる事業の促進

戸籍電算化事業

総合文書管理システム構築事業

情報ネットワーク等整備事業

総合福祉システム整備事業

保健システム整備事業

介護保険システム整備事業

森林地図情報システム一元化事業

農家農地台帳システム一元化事業

庁舎資料棟整備事業

庁舎改修事業

行政運営

産業や生活を支える情報基盤の整備

5



新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名

１　市民主体のまちづくりの推進

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 安塚町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 浦川原村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 大島村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 牧村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 柿崎町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 大潟町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 頸城村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 吉川町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 中郷村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 板倉町

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 清里村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 三和村

コミュニティ・プラザ整備事業 地域 名立町

集落活性化センター整備事業 地域 牧村

集会施設整備事業 地域 大島村

集会施設整備事業 地域 牧村

集会施設整備事業 地域 中郷村

市民と行政の協働
の推進 (仮称)住民自治基本条例検討事業 (仮称)住民自治基本条例検討事業 共通

２　環境の保全と活用

柿崎いこいの森整備事業 地域 柿崎町

御手洗池周辺公園整備事業 地域 大潟町

生活環境保全林施設整備事業 地域 大潟町

（仮称）くびきの森自然公園整備事業 地域 頸城村

田園自然環境保全整備事業 地域 頸城村

県営大潟水と森公園整備事業 県 大潟町

ふるさと海岸整備事業 地域 大潟町

ふるさと海岸整備事業 地域 名立町

庄屋の家かやぶき体験棟整備事業 地域 大島村

田舎体験宿泊施設整備事業 地域 浦川原村

交流・研修施設整備事業 地域 浦川原村

農山村都市交流拠点施設整備事業 地域 吉川町

農村体験交流施設整備事業 地域 清里村

米パラダイス研修棟新築事業 地域 三和村

ふるさと村自然と憩の森園内整備事業 地域 牧村

自然散策道整備事業 地域 牧村

大池いこいの森整備事業 地域 頸城村

特定農山村地域活動支援事業 特定農山村地域活動支援事業 地域 清里村

し尿処理施設増設整備事業 し尿処理施設増設整備事業 共通

焼却施設建設事業 焼却施設建設事業 共通

一般廃棄物最終処分場整備事業 共通

旧車地一般廃棄物最終処分場の隣接集落農地整備
事業

地域 柿崎町

一般廃棄物最終処分場適正閉鎖事業 地域 吉川町

産業廃棄物処理施設整備事業 産業廃棄物最終処分場整備事業 県 上越市

風力発電事業 公営 上越市

新エネルギー導入促進事業 公営 上越市

雪冷熱エネルギー活用推進事業 地域 安塚町

新市建設計画登載事業（参考資料）

コミュニティ・プラザ整備事業

自然環境を活用し
た交流事業の推進

多様な担い手による
地域づくり活動の支
援

施　策　区　分

廃棄物の減量化と
適正処理の推進

環境調和型エネル
ギーの導入促進

豊かな自然環境を
基調とした景観の保
全

集落活性化センター・集会施設整備事
業

自然公園等整備事業

ふるさと海岸整備事業

体験・交流施設等整備事業

自然体験施設等整備事業

新エネルギー導入促進事業

一般廃棄物最終処分場整備事業

 「事業区分」の凡例　　共通…共通事業　　地域…地域事業　　公営…公営企業会計事業　　県…県事業

報告資料 ２
　

平成16年3月30日
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

３　健康と福祉の充実

高齢者支援ネットワーク整備事業 高齢者支援ネットワーク整備事業 地域 安塚町

小規模授産施設整備 地域 板倉町

やまびこ作業所施設整備 地域 三和村

介護予防・生活支援施設整備事業 介護予防・生活支援施設整備事業 地域 中郷村

特別養護老人ホーム整備事業 特別養護老人ホーム整備事業 地域

デイサービスセンター整備事業 地域 大島村

デイサービスセンター整備事業 地域 三和村

高齢者生活支援ハウス整備事業 地域 牧村

高齢者生活支援ハウス整備事業 地域 三和村

福祉センター整備事業 福祉センター整備事業 地域 三和村

グループホーム整備事業 地域 吉川町

グループホーム整備事業 地域 板倉町

保育所整備事業 地域 柿崎町

保育所整備事業 地域 吉川町

保育所整備事業 地域 中郷村

保育所整備事業 地域 板倉町

児童館整備事業 児童館整備事業 地域 板倉町

学童保育施設整備事業 学童保育施設整備事業 地域 三和村

上越地域医療センター病院設備整備事
業

上越地域医療センター病院設備整備事業 公営 上越市

診療所施設整備事業 診療所施設整備事業 地域 牧村

保健センター整備事業 地域 中郷村

保健センター整備事業 地域 三和村

パターゴルフ場整備 地域 牧村

ひばり荘整備 地域 中郷村

健康増進施設整備事業 地域 三和村

温泉掘削事業 温泉掘削事業 地域 三和村

市民の連携による福
祉の担い手の拡大 福祉活動支援施設整備事業 福祉活動支援施設整備事業 地域 板倉町

４　産業の振興

地場農産物高度利用研究事業 地場農産物高度利用研究事業 地域 上越市

農村環境計画策定事業 農村環境計画策定事業 地域 安塚町

農村整備事業 地域 安塚町

農村整備事業 地域 牧村

農村整備事業 地域 名立町

基盤整備事業 基盤整備事業 地域 清里村

棚田保全整備事業 地域 安塚町

棚田保全整備事業 地域 浦川原村

棚田保全整備事業 地域 大島村

棚田保全整備事業 地域 牧村

棚田保全整備事業 地域 名立町

かんがい排水事業 かんがい排水事業 地域 清里村

農業用排水路整備事業 農業用排水路整備事業 地域 中郷村

用水対策事業 用水対策事業 地域 中郷村

土砂対策事業 土砂対策事業 地域 中郷村

ため池整備事業 地域 大島村

ため池整備事業 地域 中郷村

ため池整備事業 地域 清里村

農道整備事業 地域 大島村

農道整備事業 地域 頸城村

農道整備事業 地域 中郷村

健康増進施設整備事業

豊かな田園や中山
間地をいかした環境
保全型農業など付
加価値の高い農業
の展開

デイサービスセンター整備事業

高齢者生活支援ハウス整備事業

ハード・ソフトの基盤
整備による農林漁業
の振興

グループホーム整備事業

広域的な連携による
福祉サービスの充
実

高齢者福祉施設の
計画的な整備

地域の子育て環境
の整備

保健・医療・福祉関
連施設の連携シス
テムの整備

健康づくり・生きがい
活動の推進

保育所整備事業

棚田保全整備事業

ため池整備事業

保健センター整備事業

農村整備事業

障害者通所施設整備事業

農道整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

林道整備事業 地域 安塚町

林道整備事業 地域 浦川原村

林道整備事業 地域 柿崎町

林道整備事業 地域 吉川町

林道整備事業 地域 中郷村

林道整備事業 地域 板倉町

林道整備事業 地域 名立町

園芸集出荷場整備事業 園芸集出荷場整備事業 地域 上越市

堆肥センター整備事業 地域 安塚町

農業生産施設整備事業 地域 大島村

農産物加工施設整備事業 農産物加工施設整備事業 地域 大島村

環境保全型農業新技術支援事業 環境保全型農業新技術支援事業 地域 柿崎町

漁港整備事業 地域 柿崎町

漁港整備事業 地域 大潟町

漁港漁村活性化対策整備事業 漁港漁村活性化対策整備事業 地域 大潟町

ほ場整備事業 県 上越市

ほ場整備事業 県 板倉町

ほ場整備事業 県 三和村

ほ場整備事業 県 清里村

中山間地域総合整備事業 県 大島村

中山間地域総合整備事業 県 牧村

中山間地域総合整備事業 県 板倉町

農地環境整備事業 県 牧村

農地環境整備事業 県 柿崎町

農地環境整備事業 県 吉川町

かんがい排水事業 県 大潟町

かんがい排水事業 県 頸城村

かんがい排水事業 県 吉川町

かんがい排水事業 県 板倉町

かんがい排水事業 県 清里村

かんがい排水事業 県 三和村

農地防災排水事業 県 上越市

農地防災排水事業 県 柿崎町

農地防災排水事業 県 大潟町

農地防災排水事業 県 頸城村

農地防災排水事業 県 吉川町

中山間地域総合農地防災事業 県 牧村

中山間地域総合農地防災事業 県 板倉町

中山間地域総合農地防災事業 県 清里村

中山間地域総合農地防災事業 県 名立町

ため池等整備事業 県 浦川原村

ため池等整備事業 県 柿崎町

ため池等整備事業 県 大潟町

ため池等整備事業 県 吉川町

ため池等整備事業 県 板倉町

ため池等整備事業 県 三和村

ため池等整備事業 県 名立町

地域防災対策総合治山事業 地域防災対策総合治山事業 県 柿崎町

農道整備事業 県 安塚町

農道整備事業 県 大島村

農道整備事業 県 吉川町

農道整備事業 県
浦川原村
頸城村

林道整備事業 県 板倉町

林道整備事業 県 上越市

農業生産施設整備事業

漁港整備事業

林道整備事業

林道整備事業

農地防災排水事業

中山間地域総合農地防災事業

ため池等整備事業

農道整備事業

ほ場整備事業

中山間地域総合整備事業

農地環境整備事業

かんがい排水事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

国際物流拠点として
の直江津港をいかし
た産業の活性化

直江津港港湾整備事業 直江津港港湾整備事業 県 上越市

大型観光案内看板整備事業 大型観光案内看板整備事業 共通

雪だるま高原夏期集客施設整備事業 地域 安塚町

雪国文化村リゾート推進事業 地域 安塚町

山本ぶどう園展望台・水道施設整備事業 地域 浦川原村

菖蒲高原整備事業 地域 大島村

深山荘整備事業 地域 牧村

ふるさと村ふるさとの家整備事業 地域 牧村

オフロードコース整備事業 地域 牧村

上下浜海岸駐車場整備事業 地域 柿崎町

鵜の浜温泉街再開発事業 地域 大潟町

松ケ峯温泉給湯設備改修事業 地域 中郷村

ゑしんの里周辺整備事業 地域 板倉町

聖の窟周辺整備事業 地域 板倉町

坊ケ池周辺整備事業 地域 清里村

観光農園整備事業 地域 名立町

リサイクル系事業が集積する環境産業団地整備事業 地域 上越市

工業団地施設整備事業 地域 大潟町

産業振興センター建設事業 産業振興センター建設事業 地域 上越市

LNG火力発電所熱利用事業 LNG火力発電所熱利用事業 地域 上越市

知的インフラの整備 森の文化・匠の里づくり事業 森の文化・匠の里づくり事業 地域 吉川町

安塚ＩＣ周辺整備事業 地域 安塚町

ふるさと産業会館整備事業 地域 浦川原村

地元農産物等直売場整備事業 地域 柿崎町

道の駅整備事業 地域 吉川町

道の駅整備事業 地域 三和村

５　教育・文化の充実

歴史文化博物館建設事業・公文書館整理事業 地域 上越市

歴史民俗資料館改修事業 地域 安塚町

歴史民俗資料館建設事業 地域 柿崎町

縄文資料館整備事業 地域 中郷村

宮口古墳公園改修事業 地域 牧村

林富永邸整備事業 地域 三和村

豊かな個性を伸ば
す学校教育の充実 上越市教育総合センター設置事業 上越市教育総合センター設置事業 共通

小・中学校校舎改造事業 地域 浦川原村

小・中学校校舎改造事業 地域 大島村

小・中学校校舎改造事業 地域 吉川町

小・中学校校舎改造事業 地域 柿崎町

小・中学校校舎改築事業 地域 大潟町

小・中学校校舎改築事業 地域 中郷村

小・中学校校舎改築事業 地域 清里村

小・中学校施設整備事業 地域 安塚町

小・中学校施設整備事業 地域 浦川原村

小・中学校施設整備事業 地域 大島村

小・中学校施設整備事業 地域 牧村

小・中学校施設整備事業 地域 柿崎町

小・中学校施設整備事業 地域 大潟町

小・中学校施設整備事業 地域 頸城村

小・中学校施設整備事業 地域 板倉町

小・中学校施設整備事業 地域 三和村

小・中学校施設整備事業 地域 名立町

地域特産物加工販売施設等整備事業

小・中学校校舎改造事業

小・中学校校舎改築事業

小・中学校施設整備事業

歴史的遺産等保存活用事業

産業団地等整備事業

新産業創出へ向け
た環境づくりの推進

観光産業の育成へ
向けた域内連携の
強化

戦略的企業誘致の
推進

コミュニティビジネス
など身近な地域資
源を活用した地域
おこしの推進

地域の文化・歴史の
継承と活用の推進

学校施設環境の整
備

観光施設整備事業

博物館・資料館等整備事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

スクールバス更新事業 地域 安塚町

スクールバス更新事業 地域 柿崎町

雪氷熱利用施設整備事業 雪氷熱利用施設整備事業 地域 安塚町

太陽光発電システム導入事業 太陽光発電システム導入事業 地域 三和村

統合小学校建設調査事業 統合小学校建設調査事業 地域 三和村

統合小学校建設事業 統合小学校建設事業 地域 清里村

図書館ネットワークシステム整備事業 図書館ネットワークシステム整備事業 共通

生涯学習施設整備事業 地域 大島村

生涯学習施設整備事業 地域 牧村

生涯学習施設整備事業 地域 柿崎町

生涯学習施設整備事業 地域 頸城村

生涯学習施設整備事業 地域 板倉町

生涯学習施設整備事業 地域 名立町

上越総合運動公園整備事業 地域 上越市

柿崎町総合運動公園整備事業 地域 柿崎町

中郷村総合運動公園整備事業 地域 中郷村

スポーツ施設整備事業 地域 安塚町

スポーツ施設整備事業 地域 浦川原村

スポーツ施設整備事業 地域 牧村

スポーツ施設整備事業 地域 大潟町

スポーツ施設整備事業 地域 頸城村

スポーツ施設整備事業 地域 板倉町

（仮称）新潟県立上越多目的スポーツ施
設整備事業

（仮称）新潟県立上越多目的スポーツ施設整備事業 県 上越市

市民の芸術・文化・
生涯学習活動の充
実

文化・スポーツ振興団体育成事業 文化・スポーツ振興団体育成事業 地域 浦川原村

６　都市基盤・生活基盤の整備

除雪機械整備事業 地域 浦川原村

除雪機械整備事業 地域 大島村

除雪機械整備事業 地域 大潟町

消融雪施設整備事業 地域 中郷村

消融雪施設整備事業 地域 板倉町

流雪溝整備事業 地域 牧村

流雪溝整備事業 地域 柿崎町

流雪溝整備事業 地域 中郷村

地吹雪対策事業 地吹雪対策事業 地域 頸城村

国・県道の消融雪施設整備事業 国・県道の消融雪施設整備事業 県

国・県道の雪崩・地吹雪対策事業 国・県道の雪崩・地吹雪対策事業 県

雪崩対策事業 雪崩対策事業 県

防災行政無線及び消防団無線設備更
新事業

防災行政無線及び消防団無線設備更新事業 共通

公共施設耐震調査・設計・改修事業 公共施設耐震調査・設計・改修事業 共通

地すべり対策事業 地域 板倉町

急傾斜地対策事業 地域 大島村

河川改修事業 地域 三和村

河川改修事業 地域 名立町

排水路整備事業 地域 大島村

排水路整備事業 地域 板倉町

災害時備蓄倉庫建設事業 地域 頸城村

国・県道の災害防除対策事業 国・県道の災害防除対策事業 県

砂防事業 砂防事業 県

地すべり防止事業 地すべり防止事業 県

急傾斜地対策事業 急傾斜地対策事業 県

ダム事業 儀明川ダム建設事業 県 上越市

総合運動公園整備事業

除雪機械整備事業

消融雪施設整備事業

流雪溝整備事業

災害対策事業

生涯学習施設整備事業

スポーツ施設整備事業

スクールバス更新事業

地域の要望に応じ
た学校規模等の適
正化の検討
生涯学習施設、ス
ポーツ関連施設の
整備と既存施設の
有効活用

災害に強いまちづく
り

雪対策の充実
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

河川改修事業 県 上越市

河川改修事業 県 浦川原村

河川改修事業 県 牧村

河川改修事業 県 柿崎町

河川改修事業 県 大潟町

河川改修事業 県 頸城村

河川改修事業 県 吉川町

河川改修事業 県 板倉町

河川改修事業 県 三和村

河川改修事業 県 名立町

海岸整備事業 県 上越市

海岸整備事業 県 柿崎町

海岸整備事業 県 大潟町

海岸整備事業 県 名立町

生活基盤の整備 関川東部オフィスアルカディア整備支援
事業

関川東部オフィスアルカディア整備支援事業 地域 上越市

住宅用地造成事業 公営 浦川原村

住宅用地造成事業 公営 清里村

住宅用地造成事業 公営 三和村

ガス事業 公営 上越市

ガス事業 公営 柿崎町

ガス事業 公営 大潟町

ガス事業 公営 中郷村

上水道事業 公営 上越市

上水道事業 公営 柿崎町

上水道事業 公営 大潟町

上水道事業 公営 頸城村

上水道事業 公営 吉川町

上水道事業 公営 板倉町

上水道事業 公営 三和村

簡易水道事業 公営 上越市

簡易水道事業 公営 安塚町

簡易水道事業 公営 浦川原村

簡易水道事業 公営 大島村

簡易水道事業 公営 牧村

簡易水道事業 公営 柿崎町

簡易水道事業 公営 板倉町

簡易水道事業 公営 清里村

簡易水道事業 公営 名立町

公共下水道事業 公営 上越市

公共下水道事業 公営 柿崎町

公共下水道事業 公営 頸城村

公共下水道事業 公営 大潟町

特定環境保全公共下水道事業 公営 浦川原村

特定環境保全公共下水道事業 公営 中郷村

特定環境保全公共下水道事業 公営 板倉町

農業集落排水事業 公営 上越市

農業集落排水事業 公営 安塚町

農業集落排水事業 公営 牧村

農業集落排水事業 公営 大潟町

農業集落排水事業 公営 三和村

下水道排水設備補助事業 下水道排水設備補助事業 地域 中郷村

合併処理浄化槽設置整備事業 合併処理浄化槽設置整備事業 地域 浦川原村

特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 県 浦川原村

河川改修事業

海岸整備事業

住宅用地造成事業

ガス事業

上水道事業

簡易水道事業

下水道事業

農業集落排水事業
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

農業集落排水事業 県 安塚町

農業集落排水事業 県 牧村

地籍調査事業 地籍調査事業 地域 板倉町

公営住宅整備事業 地域 安塚町

公営住宅整備事業 地域 浦川原村

公営住宅整備事業 地域 大島村

公営住宅整備事業 地域 牧村

公営住宅整備事業 地域 柿崎町

公営住宅整備事業 地域 三和村

公営住宅整備事業 地域 名立町

農村集落環境整備事業 農村集落環境整備事業 地域 三和村

コミュニティ広場整備事業 地域 大潟町

牧公園整備事業 地域 牧村

緑地公園整備事業 地域 三和村

桜づつみ・あじさい遊歩道整備事業 地域 浦川原村

街路樹植替整備事業 地域 三和村

柿崎川ダム周辺地域開発振興事業 柿崎川ダム周辺地域開発振興事業 地域 柿崎町

ユートピアくびき施設等公園都市整備事
業

ユートピアくびき施設等公園都市整備事業 地域 頸城村

百々川やすらぎ荘周辺整備事業 百々川やすらぎ荘周辺整備事業 地域 板倉町

達野特定斜面整備事業 達野特定斜面整備事業 地域 板倉町

道路照明灯・防犯灯整備事業 地域 板倉町

道路照明灯・防犯灯整備事業 地域 三和村

地域公共交通ネットワーク整備事業 共通

マイクロバス整備事業 地域 柿崎町

犀潟駅周辺整備事業 地域 大潟町

黒井駅南口整備事業 地域 頸城村

バスターミナル施設整備事業 地域 牧村

道路整備事業 地域 上越市

道路整備事業 地域 安塚町

道路整備事業 地域 浦川原村

道路整備事業 地域 大島村

道路整備事業 地域 牧村

道路整備事業 地域 柿崎町

道路整備事業 地域 大潟町

道路整備事業 地域 頸城村

道路整備事業 地域 吉川町

道路整備事業 地域 中郷村

道路整備事業 地域 板倉町

道路整備事業 地域 清里村

道路整備事業 地域 三和村

道路整備事業 地域 名立町

道路整備事業（上越魚沼地域振興快速道路） 県
三和村～
大島村

道路整備事業（一般国道） 県

道路整備事業（主要地方道） 県

道路整備事業（一般県道） 県

道路整備事業（都市計画道路） 県

道路整備事業（県代行村道） 県
大島村
牧村

自歩道整備事業 地域 安塚町

自歩道整備事業 地域 板倉町

自歩道整備事業 地域 清里村

自歩道整備事業 地域 三和村

国・県道の自歩道設置事業 国・県道の自歩道設置事業 県

農業集落排水事業

自歩道整備事業

地域公共交通ネットワーク整備事業

駅・バスﾀｰﾐﾅﾙ周辺整備事業

道路整備事業

多様なライフスタイ
ルに対応できる居住
環境の整備

公営住宅整備事業

緑地公園等整備事業

道路照明灯・防犯灯整備事業

まちのバリアフリー
化、ユニバーサルデ
ザインの促進

地域間のネットワー
クを支える交通体系
の整備
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新市建設計画登載事業 該　当　事　業　名
事業
区分

地域名施　策　区　分

新幹線新駅周辺整備事業 共通

新幹線新駅周辺整備事業 地域 上越市

新幹線建設対策事業（北陸新幹線建設
工事負担金）

新幹線建設対策事業（北陸新幹線建設工事負担金） 共通

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 安塚町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 大島村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 牧村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 柿崎町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 吉川町

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 中郷村

地域ケーブルテレビ施設整備事業 地域 清里村

地域ケーブルテレビ運営事業 地域 大潟町

地域ケーブルテレビ運営事業 地域 三和村

情報通信網整備事業 情報通信網整備事業 地域 名立町

移動通信用鉄塔施設整備事業 地域 牧村

移動通信用鉄塔施設整備事業 地域 浦川原村

地域情報交流拠点施設整備モデル事
業

地域情報交流拠点施設整備モデル事業 地域 中郷村

７　合併することにより新たに整備が必要となる事業の促進
行政運営 戸籍電算化事業 戸籍電算化事業 共通

総合文書管理システム構築事業 総合文書管理システム構築事業 共通

情報ネットワーク等整備事業 情報ネットワーク等整備事業 共通

総合福祉システム整備事業 総合福祉システム整備事業 共通

保健システム整備事業 保健システム整備事業 共通

介護保険システム整備事業 介護保険システム整備事業 共通

森林地図情報システム一元化事業 森林地図情報システム一元化事業 共通

農家農地台帳システム一元化事業 農家農地台帳システム一元化事業 共通

庁舎資料棟整備事業 庁舎資料棟整備事業 共通

庁舎改修事業 庁舎改修事業 共通

地域ケーブルテレビ施設整備事業

地域ケーブルテレビ運営事業

移動通信用鉄塔施設整備事業

新幹線新駅周辺整備事業広域的な位置的優
位性と新幹線・高速
道路・港をいかした
交流拠点都市の実
現
産業や生活を支え
る情報基盤の整備
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