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167200 じょうえつ市議会だより その１ 4200 上越市同和対策等審議会 その１

167300 ホームページの管理 その１ 4300 平和記念公園展示館運営 その１

167400 上越市議会政務調査費 その１ 5000 住宅新築資金等貸付金償還事務 その１

167500 上越市議会定例会 その１ 5100 議会事務 その１

167600 叙勲申請事務 その１ その１

167700 死亡叙勲（叙位）申請事務 その１ その１

167800 高齢者叙勲申請事務 その１ 5500 町内会表示板の設置 その１

167900 各会派の事務 その１ 5600 他の課に属さない陳情書に関する事務 その１

168000 議員クラブ その１ 5700 住民情報の提供事務 その１

168100 野球クラブ その１ 5800 町内会データの管理 その１

168200 議員報酬事務 その１ 6000 借上げ自動車のチケット発行及び管理 その１

168300 議員の費用弁償事務 その１ 6100 レタックス使用周知業務 その１

168400 市議会議員共済会関係事務 その１ 6200 後援・共催承認事務 その１

168500 議会図書室の管理 その１ 6300 市民コピー機の管理 その１

168600 行政視察 その１ 6400 事務費振替作業 その１

168700 行政視察の受け入れ その１ 6500 自衛隊行事 その１

170400 決算審査 その１ 6900 庁用自動車運転日誌・月報作成業務 その１

170500 現金出納例月検査 その１ 7000 庁用自動車経費統計資料作成 その１

170600 定期監査 その１ 7300 有料道路使用料振替作業 その１

170700 行政監査 その１ 7400 審議会等の会議公開 その１

170800 工事技術調査委託 その１ 7500 上越市長の資産等の公開に関する事務 その１

100 映画鑑賞会 その１ 7600 郵便局関連事務（郵便物関連業務除く） その１

200 広島平和記念式典参加事業 その１ 7800 印刷事務 その１

400 研究集会等への参加 その１ 7900 文書の収受・発送事務 その１

500 研修会、学習会の開催 その１ 8000 情報公開制度 その１

600 自衛官募集事務 その１ 8100 個人情報保護制度 その１

800 自衛隊特別訓練周知事務 その１ 8200 告示及び掲示受託 その１

900 街頭啓発事業 その１ 8300 事務用紙の管理 その１

1000 結婚相談業務 その１ 8400 公印管理 その１

1010 結婚サポート事業交付金 その１ 8500 例規審査・例規集編さん事業 その１

1100 市の境界に関する証明 その１ 8600 顧問弁護士法律相談業務 その１

1110 住民要望に基づく字の変更 その１ 8700 運搬料の支払業務 その１

1200 認可地縁団体印鑑登録証明書 その１ 8800 上越南地区交通安全事業主会 その１

1300 認可地縁団体登録証明書 その１ 8900 庁用自転車 その１

1400 平成14年就業構造基本統計調査 その１ 9000 新聞購読事務 その１

1500 商業統計調査 その１ 9100 無過失事故見舞金交付 その１

1600 全国物価統計調査 その１ 9110 排雪作業委託契約 その１

1700 工業統計調査 その１ 9120 上越地方市町村連絡協議会 その１

1800 新潟県消費者物価調査 その１ 9130 あしたの新潟県を創る運動協会 その１

1900 住宅・土地統計調査単位区設定 その１ 9140 北方領土返還に関すること その１

2000 学校基本調査費 その１ 9150 防犯協会 その１

2010 統計調査総務費 その１ 9160 行政相談委員 その１

2400 町内会集会場便所水洗化補助金 その１ 9170 皇室に関すること その１

2500 町内会集会場冷房設備整備費補助金 その１ 9200 上越市表彰式 その１

2700 平和の担い手養成講座 その１ 9300 上越市新年祝賀会 その１

2800 平和学習活動補助金 その１ 9400 祝辞等の点検 その１

2900 安全運転管理者事務 その１ 9500 電報、メッセージ等の作成 その１

3000 自動車整備管理者事務 その１ 9600 月間行事予定表の作成 その１

3100 上越市自衛隊協力会会費納入事務 その１ 9700 週間予定表の作成 その１

3200 解放運動団体補助金 その１ 9800 日程調整 その１

3300 上越人権擁護委員協議会補助金 その１ 9900 庁議の運営 その１

3400 法律扶助協会補助金 その１ 10000 叙位・叙勲その他の表彰事務 その１

3800 事故処理委員会（交通事故等損害賠償金） その１ 10100 市長会事務 その１

3900 上越市公平委員会 その１

4000 上越市情報公開･個人情報保護制度審議会 その１

4100 上越市情報公開･個人情報保護審査会 その１ 168900 選挙常時啓発（常時・新成人への啓発） その１

姉妹都市上田市の子どもたちへの夏の贈
り物

選挙常時啓発（選挙時・明るい選挙推進
協議会）

5200

168800

１ページから１７ページの１，６８０件の事務事業については、合併時から上越市の制度に統一する。

その１
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17200 自動車事故対策センター その１

17300 防災委員会に関すること その１

17500 冬期集落保安要員に関すること その１

17600 常備消防に関すること その１

17700 消防団員現況調査に関すること その１

17800 消防団員等公償組合に関すること その１

169300 選挙人名簿調製のための調査 その１ 18100 消防団員の任免に関すること その１

18200 女性消防団員に関すること その１

18300 市役所消防隊に関すること その１

169500 検察審査員候補者名簿調製のための調査 その１ 18500 消防団員の表彰に関すること その１

169700 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 その１

170000 県内市選挙管理委員会連合会分担金 その１

170100 上越市町村選挙管理委員会協議会負担金 その１

170200 選挙管理委員会 その１

9190 危機管理事務 その１ 19300 水害に関すること その１

13000 上越市総合防災訓練 その１ 19400 水防訓練に関すること その１

19700 災害救助物資の備蓄に関すること その１

19900 自主防災組織に関すること その１

13200 春季幼児交通安全教室（5歳児対象） その１ 20000 女性救急隊に関すること その１

20200 防災計画に関すること その１

13600 罹災証明に関すること その１

13700 県公償組合事務費負担金 その１ 20600 一斉除排雪対策に関すること その１

13800 県公償組合公務災害負担金 その１ 20700 ＦＭ緊急割込装置に関すること その１

13900 県公償組合消防賞じゅつ金負担金 その１ 20800 一斉順次通報装置に関すること その１

14000 県公償組合退職報償金負担金 その１ 20900 行方不明者捜索に関すること その１

14100 団員福祉共済負担金 その１ 21000 震度計に関すること その１

14200 県消防協会市町村負担金 その１ 21100 水防計画に関すること その１

14300 県消防協会上越地区支会負担金 その１ 10300 広報じょうえつ その１

14400 消火栓新設工事等負担金 その１ 10400 こども広報じょうえつ その１

10500 コミュニティＦＭ放送 その１

10600 ホームページ その１

10700 テレビ広報 その１

10800 市勢要覧 その１

14700 自治体通信衛星機構負担金 その１ 10900 テレホンガイド その１

14800 県防災行政無線維持管理費負担金 その１ 11000 新潟日報市政ガイド その１

14900 県ヘリコプター航空隊連絡協議会負担金 その１ 11100 声の広報 その１

15000 上越市防災委員会補助金 その１ 11200 ＬＥＤディスプレイ その１

15100 少年消防隊育成補助金 その１ 11300 有線放送市政の窓 その１

15200 自主防災組織資機材整備費補助金 その１ 11400 屋外広告掲示板 その１

15300 防災街区整備事業補助金 その１ 11500 記者会見 その１

15400 水難救済会補助金 その１ 11600 報道機関への情報提供 その１

16000 上越市交通安全計画 その１ 11700 市民対話コーナー事業 その１

16200 上越市交通安全対策会議 その１

16400 交通モニター制度 その１

16500 自転車駐輪場管理 その１ 12000 市政モニター事業 その１

16600 道路照明灯・防犯灯維持 その１ 12100 市民の声を聴くポスト事業 その１

17100 新潟県交通遺児基金 その１ 12200 対話集会事業（現場でトーク） その１

全国市区選挙管理委員会連合会北信越支
部総会特別負担金

高齢者世帯（70歳以上）交通安全訪問指
導

直江津地区石油コンビナート防災対策負
担金

選挙常時啓発（常時・啓発ポスターの募
集）

選挙常時啓発（常時・選挙物品の貸し出
し）

選挙常時啓発（常時・総会、研修会への
参加）

新潟海区漁業調整委員会委員選挙人名簿
の調製のための調査

農業委員会委員選挙人名簿調製のための
調査

上越・大潟・頸城石油化学工業地帯防災
対策負担金

「全国交通安全運動」「交通事故防止運
動」計画の策定

防災行政無線に関すること（県防災行政
無線）

市民相談室（日常生活にかかる弁護士・
司法書士相談）

日本消防協会・県協会・上越地区支会に
関すること

開発行為による消防水利の設置に関する
こと

消防施設等の整備計画及び事業に関する
こと

火災報告の整理及び火災統計に関するこ
と

11900

その１

その１

その１

その１

その１

市民相談室（日常生活にかかる一般相
談）

水難救助及び漂流物件の処理に関するこ
と

直江津地区石油コンビナート防災対策に
関すること

その１ 11800

169000

169100

169200

169400

13300 その１

169600

169800

169900

その１

その１

小・中学校、福祉施設、老人クラブ等に
対する交通安全教室

秋季幼児交通安全教室（全幼・保育園53
園巡回教室）

全国市区選挙管理委員会連合会北信越支
部負担金

その１

その１

その１

13500 その１

14500 その１

その１13100

16100

18700

19200

20100

20300

19000

19100

14600 その１

18800

その１

その１

その１

その１

その１

その１
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12300 記録写真データベース化 その１ 23800 高田地区農業所得協議会 その１

12400 県広報協議会 その１ 23810 上越市租税教育推進協議会 その１

12500 庁内週報 その１

12600 報道機関との連絡調整 その１

12700 市民要望等データベースシステム開発 その１ 29410 男女共同参画地域推進員 その１

35600 パブリックコメントの運用 その１ 29420 女性人材バンク その１

21200 備品カードの作成及び整理 その１ 29430 男女共同参画啓発情報紙ニュースレター その１

21400 普通交付税算定 その１ 29600 男女共同参画推進センター講座 その１

21500 予算編成・決算調製業務 その１ 29700 上越市ＰＲビデオ配布事業 その１

21510 財政課全般 その１ 29800 男女共同参画推進情報紙（カスタネット） その１

21520 設計書審査事務 その１ 29900 女性相談事業 その１

21530 工事検査事務 その１ 30000 住民満足度調査 その１

21540 公共工事コスト縮減推進委員会 その１ 30400 男女共同参画活動研究補助金 その１

21550 優良工事等表彰 その１ 31500 （第5次）総合計画策定事業 その１

21560 物品検査事務 その１ 31600 雁木保存・整備検討事業 その１

31700 スポーツ・健康都市宣言検討事業 その１

31800 男女共同参画審議会 その１

23900 市民プラザ全体運営委員会 その１ 31900 男女共同参画行政推進会議 その１

24100 市民プラザ緑化推進事業 その１

24200 市民プラザ視察対応 その１

24300 レインボーセンター維持（委託業務） その１ 33400 政策検討会議 その１

24600 雁木通りプラザ業務委託 その１ 33500 政策調整官会議 その１

24700 公共施設状況調査業務 その１ 34600 大学誘致促進 その１

25200 公有財産統括業務（異動・集計整理） その１ 42600 ニュースレター発行事業 その１

25300 建物、自動車損害共済加入請求業務 その１ 42700 調査研究事業 その１

25700 上越市高陽会館維持 その１ 42800 上越市創造行政研究所企画運営委員会 その１

25800 上越市厚生南会館維持 その１ 42900 上越市創造行政研究所維持 その１

25900 公有財産管理システム管理 その１ 30600 （財）地方自治研究機構負担金 その１

26000 国有財産の用途廃止業務 その１ 30700 防衛施設周辺整備全国協議会 その１

26100 財産に関する手続き業務 その１ 30800 新潟県防衛施設周辺整備促進協議会 その１

26400 市有財産に関する照会・回答業務 その１ 30900 新潟県発電関係市町村協議会 その１

26500 施設定期点検業務 その１ 31000 新潟県県営発電所所在市町村協議会 その１

26600 春秋会館維持 その１ 31100 上越地域広域行政組合負担金 その１

26700 大字財産に関する業務 その１ 31200 地方の拠点まちづくり協議会 その１

26900 普通財産維持管理業務 その１ 31300 新潟県並行在来線対策協議会 その１

27000 普通財産貸付 その１ 31400 上越新幹線直行特急早期実現期成同盟会 その１

27100 普通財産売払い その１ 32100 上越市並行在来線対策市民懇談会 その１

27200 用地取得事務 その１ 32200 上越市内官公長連絡協議会 その１

27300 土地開発基金の運用 その１ 32300 ＮＰＯ育成支援委託料 その１

28500 リージョンプラザ上越誘客活動 その１ 32500 上越地方振興促進協議会 その１

28600 施設運営業務 その１ 32600 ＲＯＵＴＥ日本海・太平洋シンポジウム その１

28700 施設整備業務（科学館含む） その１

21700 固定資産税納税通知書発行事業 その１

22000 相続税法58条関係処理 その１ 32800 北陸新幹線建設促進期成同盟会 その１

22200 高田地区納税貯蓄組合連合会補助金 その１

22400 土地地価鑑定業務 その１

22500 入力、台帳作成業務 その１ 33000 北陸新幹線関係都市連絡協議会 その１

22700 固定資産現況調査等業務（土地） その１ 33100 上越モデル定住圏計画管理委員会 その１

22800 家屋調査及び賦課業務（家屋） その１ 33200 上越地域空港整備研究・調査会 その１

22900 家屋固定資産評価替え業務 その１ 33300 山麓新都心整備土地利用促進協議会 その１

23000 家屋台帳の異動処理 その１ 33600 まちづくりコーディネート事業 その１

23100 軽自動車税賦課業務 その１ 33700 自前のまちづくり基金事業 その１

23200 法人住民税賦課業務 その１ 33800 土地利用対策 その１

23300 市民税関係賦課業務 その１ 33900 上越市主要事業・関連プロジェクト その１

23400 口座振替事務作業 その１ 34000 市単独要望 その１

23500 市税等徴収業務 その１ 34100 国・県予算情報収集・分析 その１

23600 市町村たばこ税賦課業務 その１ 41300 日韓フレンドシップコンサート その１

23700 入湯税賦課業務 その１ 41400 友好都市写真展 その１

委託業務評価委員会(平成15年度新規事
業：委員会設置準備中)

男女共同参画推進センター企画運営委員
会

その１

32000

29400

32900

32700
信越本線・しなの鉄道利用促進沿線地域
活性化協議会

北陸新幹線長野・糸魚川間フル規格整備
推進上越広域協議会

男女共同参画フォーラム・映画祭実行委
員会交付金事業

21570

その１

その１

その１

その１
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

41600 外国人相談事業 その１

41800 国際交流センター運営事業 その１

47400 都市公園整備工事（単独） その１

47500 マイミニパーク事業 その１

42000 国際交流員活動 その１ 47600 都市公園の指定 その１

42100 中高生海外留学支援事業 その１ 47700 公園の事業決定申請 その１

42110 北東アジア留学生受入れ事業 その１ 47800 公園の調査、計画決定 その１

42200 青年海外協力隊等国際協力に関すること その１ 47900 新幹線建設対策事業（地元対策） その１

42300 上越市研修生受入れ事業 その１ 48100 グリーンキーパー制度 その１

42400 日ロ沿岸市長会議 その１ 56700 建築相談に関すること その１

42500 国際化推進アドバイザー その１ 56900 車庫証明交付事業 その１

57000 持家住宅低利建築資金貸付金 その１

57100 克雪住宅協調整備事業補助金 その１

36000 じょうえつＩＣカード事業 その１ 57110 克雪住宅低利建築資金貸付金 その１

57200 上越市建築審査会 その１

57300 市営住宅管理 その１

43000 景観デザイン賞 その１ 57400 公営住宅修繕（定期的な修繕） その１

43100 上越市みどりの日フェスティバル その１ 57700 市営住宅運営 その１

43200 景観セミナー その１ 58000 建替に伴う移転補償に関すること その１

43300 景観情報誌作成 その１ 58200 公営住宅管理データベース その１

43400 景観アドバイザー制度（景観相談窓口） その１ 58400 公営住宅の建替計画等に関すること その１

43500 優良宅地の認定 その１ 58900 県営住宅運営 その１

43600 優良田園住宅建設計画の認定 その１ 59000 県営住宅管理 その１

43700 開発行為の許可 その１

43800 建築等の制限 その１

43900 市街化区域・調整区域の決定、変更 その１ 59500 子安住宅整備事業 その１

44000 地区計画の届出 その１

44100 都市計画決定・変更 その１

44200 都市計画図書の縦覧 その１

44300 公共施設緑化に関する調査 その１

44400 21世紀に残したい大切なみどり その１

44500 景観形成活動助成 その１

44600 都市計画基礎調査 その１ 59900 建築物に関する完了検査に関すること その１

44800 新潟県花いっぱい連盟負担金 その１

45100 上越市みどりの基金事業補助金 その１

45300 上越市景観審議会 その１ 60100 建築許可申請 その１

45400 都市計画審議会 その１ 60300 道路位置の指定 その１

45500 ドライバーの森づくり事業 その１ 60400 道路相談・調査に関すること その１

45700 五智キャンプ場運営 その１ 60500 建築認定申請 その１

45800 こどもプール運営 その１ 60600 優良住宅認定に関すること その１

45900 市有空閑地・市有花壇植栽管理 その１ 60800 違反建築に関すること その１

46000 五智交通公園運営 その１ 60900 特殊建築物の定期報告に関すること その１

46100 公園維持（都市公園） その１

46300 開発登録簿の調製、閲覧 その１

46400 パーク・パートナーシップ その１

46500 都市公園の使用許可 その１

46600 上越市花と緑のまちづくり協議会 その１

61300 中高層建築に関する指導 その１

49300 市道〇〇線道路改良工事 その１

49400 市道〇〇線道路改良工事（補助事業） その１

46900 ○○○○線道路改良工事　（補助工事） その１

47000 土地区画整理事業（組合施行）（補助） その１

47200 信越本線移設事業 その１ 49600 県への事業要望 その１

（新）オーストラリア・カウラ市との友
好交流提携事業

テレトピア推進事業（Ｓ61、テレトピア
構想指定地域）

地域安全活動上越地区国際交流企業連絡
協議会に関すること

都市公園整備工事（統合補助金に係る都
市公園）（補助）

47300

その１

公共建築物に関る設備工事設計及び工事
監理

土地区画整理事業（公共団体施行）（補
助）①

土地区画整理事業（公共団体施行）（補
助）②

（仮）新幹線駅西口線ほか道路改良工事
（補助工事）

○○○○線道路改良工事（組合施行土地
区画整理事業）　（補助工事）

都市計画道路　設計・施行・監督（補助
事業）

49520

49530

49500

61200

にいがた価値ある住まいづくり推進協議
会に関すること

公共建築物に関る建築工事設計及び工事
監理

建設工事に係る資材の再資源化に関する
法律に関すること

土木工事施工要望（工事の箇所付け・予
算計上まで）

都市計画道路　事業決定申請（補助事
業）

60000

59800

その１

その１

その１

その１

その１

59700

59600

59400

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

61100

61000

建築物の建築等に関する申請及び確認に
関すること

住宅金融公庫資金貸付住宅等の工事審査
に関すること

高齢者、身体障害者等に係る特定建築物
の建築に関する法律

新潟県福祉のまちづくり条例に関するこ
と

41900

46800

46810

46820

42510

36200

47100
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

50100 市道、法定外公共物の管理瑕疵賠償業務 その１ 55600 砂防関連業務 その１

50200 市道境界確定業務 その１ 55700 治水事業の促進 その１

50300 市道区域確定業務 その１ 55800 関川等災害復旧事業 その１

50500 道路台帳修正業務 その１ 55900 保倉川・戸野目川激特事業 その１

50700 法定外公共物境界確定業務 その１ 56000 関川直轄河川改修事業 その１

50800 国・県事業の地元調整 その１ 56100 保倉川放水路事業 その１

50900 国・県からの調査依頼 その１ 56200 冠水被害軽減対策事業 その１

56300 水辺環境プラザ整備事業 その１

56400 桜づつみモデル事業 その１

51200 豊かで快適な雪国づくり推進事業 その１ 56500 青田川河川再生事業 その１

51300 河川水加温消雪パイプ点検管理業務 その１ 56600 その他河川環境整備事業 その１

51500 消雪パイプ点検管理業務 その１ 56620 正善寺ダム再開発事業に関すること その１

51700 直江津港交流促進事業 その１ 61800 下水道計画策定事業 その１

51900 港湾改修事業負担金 その１ 61900 下水道センター運転管理 その１

52000 全国市長会港湾都市協議会負担金 その１ 62000 排水設備設置資金貸付 その１

52100 県港湾協会負担金 その１ 62200 下水道使用料賦課徴収 その１

52200 ウォーターフロント開発協会負担金 その１ 62300 日本下水道事業団補助金 その１

52300 友好港湾都市交流事業負担金 その１ 62400 都市下水路管理事業 その１

52400 日本港湾協会負担金 その１ 62500 公共下水道事業 その１

52500 海上保安協会上越支部負担金 その１

83900 農業集落排水処理場放流水水質検査 その１

52700 ガントリークレーン導入事業負担金 その１ 84100 農業集落排水施設管理 その１

52800 直江津港湾協会・直江津港清港会補助金 その１ 84600 農業集落排水事業 その１

53100 マリーナ上越クラブハウス補助金 その１ 51800 ポートセールス その１

62700 アイディアコンテスト その１

62800 上越産業フェア その１

53300 河川維持保全業務 その１ 62900 中小企業永年勤続表彰（市長表彰） その１

63100 ひらめき発明実践教室 その１

63200 情報ネットワーク技術習得推進講座 その１

53600 排水樋管の維持管理 その１

53700 河川公園・緑地等の維持管理 その１

53800 地すべり巡視業務 その１ 63400 消費者啓発事業① その１

53810 地すべり感知器の設置 その１ 63410 消費者啓発事業② その１

53900 直江津港湾協会 その１ 63420 消費者啓発事業③ その１

54000 儀明川ダム連絡協議会事務局 その１ 63430 立入検査 その１

54010 儀明川美化協議会事務局 その１ 63500 消費生活相談事業 その１

54100 上越水資源開発利用協議会事務局 その１ 63600 景気動向調査 その１

54200 桑曽根川改修促進期成同盟会 その１

54300 飯田川改修促進期成同盟会 その１

54400 重川改修期成同盟会 その１ 64000 中小企業振興資金利子補給補助金 その１

54500 戸野目川改修期成同盟会 その１ 64100 小企業等経営改善資金利子補給補助金 その１

54600 関川水系河川改修促進期成同盟会 その１ 64200 企業立地資金利子補給補助金 その１

64700 ＩＳＯ14001認証取得支援事業 その１

64800 ＴＭＯ調査研究事業補助金 その１

54900 地下水実態調査に関すること その１ 64900 イベント支援事業補助金 その１

55000 準用河川改修事業（前川） その１ 65100 テナントミックス推進事業補助金 その１

55100 八千浦地区周回道路整備事業 その１ 65200 なおえつ茶屋活用事業補助金 その１

55200 電源立地等初期対策交付金業務 その１ 65500 上越卸商連盟事業補助金 その１

55300 電源立地対策費（地元対策） その１ 65600 中心市街地創業者支援モデル事業補助金 その１

55400 海岸事業の促進 その１ 65800 新産業創造支援事業補助金 その１

55500 準用河川の管理 その１ 65900 地域産業等支援事業補助金 その１

除雪車点検整備～除雪業者引渡し～回収
業務

道路監理員の任命及び身分証明書交付業
務

上越人材ハイスクール模範卒業生市長表
彰

伝統的産業等支援事業（マイスター認
定）

排水設備等計画（変更）確認申請の審査
及び完了検査

排水設備設置等工事費助成補助事業（共
同管）

全国地下水利用対策団体連合会に関する
こと

日本海にぎわい交流海道ネットワーク負
担金

中心市街地に関する県民意識・消費動向
調査

中小企業関連倒産防止対策利子補給補助
事業

63700

市道京田儀明線・市道塩荷谷線合併施行
協定に関すること

62600 その１

その１

その１

その１

64300 その１

その１

その１

その１

61700

その１51100

51600 その１

52600 その１

53200 その１
関川及び戸野目川改修事業土地等取得金
利子補給事業

54700

54800

63300

6300053400 その１

53500 その１

関川及び戸野目川改修事業土地等取得資
金利子補給補助事業

直江津港看板及びモニュメント維持管理
業務
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事務事業
コ ー ド

事務事業名
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事務事業
コ ー ド

事務事業名
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70900 岩内町の観光と物産展 その１

71000 上越市の観光と物産展（室蘭市） その１

71100 上越市の観光と物産展（清水市） その１

71200 姉妹都市・友好港湾都市交流 その１

71300 上越はすまつり その１

71400 ビーチスポーツフットボール大会 その１

66100 勤労者福祉事業補助金 その１ 71500 マリンフェスティバル その１

66300 新潟県労働者信用基金協会無利子貸付 その１ 71600 レルヒ祭－日本スキー発祥92周年－ その１

66400 技能五輪等出場選手強化訓練補助金 その１ 71700 観桜会 その１

66500 職業訓練事業補助金 その１ 71800 謙信公祭 その１

66600 上越地域職業訓練センター運営費補助金 その１ 71900 上越まつり その１

66900 上越産業フェア実行委員会交付金 その１ 72000 久比岐県立自然公園 その１

67000 中小企業特許取得支援補助金 その１

72110 姉妹都市等物産展（観光宣伝計画） その１

67500 企業団地管理運営費 その１ 72200 観光資料の収集、刊行物の作成 その１

67600 勤労者野外活動施設運営（本体業務） その１ 72300 観光入込動向 その１

67700 勤労者野外活動施設運営（維持業務） その１ 72400 居多まつり武道大会交付金 その１

67800 上越勤労者総合福祉センター運営 その１ 72500 うるおい観光ロード整備事業負担金 その１

67900 上越市勤労青少年ホーム運営 その１ 72600 越後くびき観光協議会負担金 その１

68000 新しい社会人を励ますつどい開催事業 その１

68100 雇用対策相談センター管理・運営 その１

68200 内職あっせんセンター管理・運営 その１ 72800 金谷山スキー場安全対策連絡協議会 その１

68300 地方産業育成資金預託金 その１ 72900 県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 その１

68400 中小企業振興資金預託金 その１ 73000 高田駅振興会負担金 その１

68500 中小企業活性化資金預託金 その１ 73100 新潟県観光協会負担金 その１

68600 中小小売業活性化支援資金預託金 その１

68700 商店街近代化資金預託金 その１

68800 工場移転特別資金預託金 その１

68900 景気対策特別資金預託金 その１

73500 直江津鉄道振興会負担金 その１

73600 南越後観光協議会負担金 その１

73700 上越コンベンション協会補助金 その１

73900 上越ホタルの会養殖研究整備事業補助金 その１

69200 景気対策特別資金損失補償事務 その１ 74000 上越観光案内協会補助金 その１

69300 「上越市の通商産業」作成事業 その１ 74100 観光案内所基盤強化事業補助金 その１

69400 中小企業研究開発等支援資金 その１ 74200 菊花展事業補助金 その１

69500 工場等設置資金 その１ 74300 上越市観光充実検討委員会 その１

69600 勤労者住宅建築資金低利貸付 その１ 74500 上越市バイシクルモトクロス その１

69700 家庭用計量器検査業務 その１ 74600 その他公園等維持 その１

69800 大規模小売店舗立地法業務 その１ 74700 海水浴場維持 その１

69900 特定計量器定期検査業務 その１ 74800 上越観光物産センター運営 その１

70000 上越市ビジネスガイダンス（説明会） その１ 75000 金谷山公園維持 その１

70200 企業誘致促進事業 その１ 75100 各公衆トイレ維持 その１

70300 中国経済ミッション派遣事業 その１

75300 心のふるさと道維持 その１

70510 直江津・室蘭港情報交換会議 その１ 75400 駐輪場維持 その１

70520 産業クラスター形成事業 その１ 75500 直江津屋台会館管理運営 その１

70530 ものづくり企業ネットワーク化事業 その１ 75700 上越市職員民謡協賛会 その１

75800 上越地域観光連絡協議会（事務局） その１

75900 特産品開発推進事業 その１

151500 女性サポートセンター事業 その１

152500 女性サポートセンター運営 その１

70600 ＢＭＸ大会 その１ 76300 野菜価格安定対策事業 その１

70800 観桜会物産展 その１ 76400 契約栽培促進事業 その１

その１

勤労者福祉事業各種負担金（新規学校卒
業就職者教育講座負担金）

上越市中小企業研究開発等支援資金融資
委員会（ベンチャー審査会）

雇用対策プロジェクト（仮称）会議の設
置

観光ボランティア育成事業（観光宣伝計
画）

観光ホームページの作成事業（観光宣伝
計画）

その１

その１

72100

勤労者福祉事業各種負担金（（財）21世
紀職業財団賛助会員負担金）

その１

勤労者福祉事業各種負担金（勤労者美術
展負担金）

その１

中小企業融資（融資申請～申込決定ま
で・景気を除く全資金）

中小企業融資（融資申請～申込決定ま
で・景気対策特別資金）

北東アジア友好都市地域経済交流研究事
業

索道事業（金谷山スーパーボブスレー＆
スキー）

その１

その１

その１

75200

中心商店街創業者独立支援モデル事業補
助金

園芸産地整備事業（園芸機器、施設整備
事業）

その１

76100 その１

その１

北陸信越地方索道協会信越地区部会負担
金

73300

ほくほく線沿線地域振興連絡協議会負担
金

北陸信越地方索道協会負担金（旧　新潟
地方索道協会）

66000

66010

66020

67200

67400

69000

69100

70400

70540

その１

72120 その１

72700 その１

73200 その１

その１
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84200 農業用施設等維持管理費 その１

84900 土地改良事業 その１

85000 土地改良事業 その１

48000 緑の募金 その１

78800 市町村森林整備計画策定業務 その１

78900 地域材利用システム促進事業 その１

77200 畜産振興事業（補助金） その１ 79000 特用林産物の振興、調査業務 その１

77300 中ノ俣牧場関係事業 その１ 79100 山のこどもの国 その１

77400 中山間地域等活性化対策事業 その１ 79200 間伐材の利用促進に関すること その１

77500 農村資源活用農業構造改善事業 その１ 79400 森林施業計画の認定 その１

77600 農業農村活性化農業構造改善事業 その１ 79900 市民の森整備事業 その１

77700 新規就農 その１ 80000 南葉高原キャンプ場管理運営 その１

80700 市営分収林の維持管理 その１

78000 農作物病害虫の防除 その１

78100 農薬の使用規制 その１ 81400 松くい虫防除事業 その１

78200 農林水産業振興協議会 その１ 81600 作業路開設工事委託 その１

78300 農作物の被害に関すること その１ 81700 林道難波線改築事業 その１

78600 農都市地域計画 その１ 81800 流域森林総合整備事業 その１

79600 上越農業振興地域整備促進協議会 その１ 82800 森林パトロール その１

80100 芙蓉荘管理運営 その１ 82900 伐採届出の審査 その１

80200 ファームセンター管理運営 その１ 201500 森林整備地域活動支援事業補助金 その１

80300 ラーバンセンター管理運営 その１

80400 多目的研修センター管理運営費（高士） その１

79800 海洋フィッシングセンター管理運営 その１

80800 栽培漁業試験研究 その１

80900 水産施設災害関係 その１

81000 さけふ化場整備 その１

81500 農村地域定住促進対策事業 その１ 82910 漁港漁村活性化対策事業 その１

82000 米穀流通消費改善対策事業 その１ 85100 環境保全推進事業 その１

82400 農業・農村ネットワーク事業 その１ 85200 環境市民の集い その１

82500 リフレ上越山里振興（株）関すること その１ 85300 地球環境学校推進事業 その１

82600 農林水産統計に関すること その１ 85400 こども環境生活冊子発行事業 その１

82700 高齢者等肉牛飼育モデル事業 その１ 85500 環境保全設備整備促進事業 その１

170900 和解の仲裁 その１ 85600 上越市地球環境大賞 その１

171000 農地転用事実確認証明 その１ 85700 市民版ＩＳＯ事業 その１

171100 非農地証明 その１ 85800 環境保全啓発誌販売事業 その１

171200 耕作証明 その１ 85900 環境啓発誌発行事業 その１

171300 課税特例証明 その１ 86200 環境啓発誌発行事業 その１

86300 道路交通振動の測定 その１

86400 ダイオキシン類調査 その１

171700 農業及び農民に関する事項の啓発宣伝 その１ 86500 河川の水質測定 その１

171800 農業者年金 その１ 86600 環境ホルモン調査 その１

172000 標準小作料の設定、公示 その１ 86700 魚類調査 その１

172100 農業者年金受給者連絡協議会 その１ 86800 工場排水の監視 その１

172200 農地部会 その１ 86900 地下水の水質測定 その１

172300 農業生産法人 その１ 87000 農業用水の水質測定 その１

87100 油流出事故調査 その１

87200 環境騒音の測定 その１

172500 農事連絡員 その１ 87300 工場・事業場の監視 その１

172600 農業経営基盤強化促進事業 その１ 87400 特定建設作業の監視 その１

172800 農業委員会委員に関すること その１ 87500 届出書の受理 その１

172900 意見の公表・建議答申 その１ 87700 環境大気の測定 その１

46200 農村公園維持 その１ 87800 協定締結工事の重油中硫黄含有調査 その１

83300 農業用施設等維持管理費 その１ 87900 地下水位・地層収縮量の観測 その１

83700 里のこどもの国整備事業 その１ 88000 水準測量の実施 その１

88100 節水の啓発（研修会） その１

88200 揚水設備設置の立会 その１

園芸生産拡大対策事業（園芸産地活性化
支援事業）

園芸生産拡大対策事業（学校給食用野菜
産地育成事業）

その１

その１

広域基幹林道南葉高原線建設期成同盟会
の指導

有間川漁港放置艇収容施設(ﾌｨｯｼｬﾘｰﾅ)管
理運営

その１

その１

81100

79700

農業及び農村振興計画及び農業生産等に
関する調査研究

農作業料金・農業機械利用料金に関する
こと

園芸生産拡大対策事業（花き生産拡大事
業）

主要食糧の需給及び価格安定に関する法
律の施行に関すること

アーバンビレッジ推進事業（アーバンビ
レッジ新規地区の推進）

その１

76500

76600

76700

77900

80500 その１

80510 その１

多目的研修センター管理運営費（桑取・
谷浜・新道・和田）

多目的研修センター管理運営費（中の
俣・下馬場・四辻・岩木）

83800

その１

その１

171600 その１

172400 その１
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88300 改善勧告及び改善命令 その１ 96600 日本赤十字関係業務 その１

88400 届出書の受理 その１ 96700 障害者住宅整備資金貸付 その１

88500 協定に基づく協議申し出に関する事務 その１ 96800 行旅人旅費支給 その１

88600 協定に基づく定期報告に関する事務 その１ 96900 行旅病人等援護 その１

88700 緊急時対策 その１ 97000 行旅死亡人取扱い その１

88800 揚水設備の設置等の届出 その１ 97100 生活保護の実施 その１

88900 揚水量報告 その１ 97200 更生医療給付 その１

89000 こどもエコクラブ活動支援事業 その１

89100 雨水利用促進事業 その１

89200 環境保全設備整備促進事業 その１ 97500 介護者用自動車改造費助成事業 その１

89300 地球環境大使団体活動補助事業 その１ 97600 障害者住宅リフォーム助成事業 その１

89500 どんぐりの森整備モデル事業 その１ 97700 特別障害者手当等支給 その１

89600 地球温暖化対策事業 その１ 97900 心身障害者扶養共済 その１

89700 環境影響評価会議 その１ 98100 日常生活用具給付事業（身体障害者） その１

89800 環境審議会 その１ 98200 特別児童扶養手当 その１

89900 環境情報センター運営事業 その１ 98300 在宅重度重複障害者介護見舞金 その１

90400 風力発電事業 その１ 98400 情報バリアフリー化支援事業 その１

90500 全国アメニティ推進協議会 その１ 98600 施設等通所交通費助成 その１

90600 有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲許可 その１ 98700 有料道路割引証発行 その１

90700 意見書の作成 その１ 98800 駐車禁止除外指定車標章交付 その１

90800 苦情処理 その１ 99100 保護事務費 その１

90900 リサイクル施設見学会 その１ 99500 身体障害者福祉電話貸与事業 その１

91200 地区衛生活動補助金 その１ 99700 身体障害者訪問入浴サービス事業 その１

91900 ごみ処理手数料 その１ 99800 点図くん配備 その１

92300 一般廃棄物処理計画策定 その１ 99900 手話奉仕員派遣養成等事業（委託事業） その１

92500 廃棄物減量等推進審議会 その１ 100100 障害者生活支援事業（委託事業） その１

92600 清掃センター管理 その１ 100400 ＮＨＫ受信料減免 その１

92800 県地区衛生組織連合会（上越市事務局） その１ 100600 保護観察費 その１

93000 フロンガス回収事業 その１ 100700 社会福祉総務管理費 その１

93200 廃食用油再生燃料化事業 その１ 100800 福祉業務管理システム開発・運営費 その１

93300 ごみ処理量統計資料整理 その１

93400 生ごみの資源化計画策定 その１

93500 ごみ集積所巡回・資源化促進業務事業 その１ 101100 人にやさしいまちづくり推進事業 その１

93700 リサイクルの推進 その１ 101110 居宅生活支援費支給事務 その１

94000 全市クリーン活動 その１ 101120 施設訓練等支援費支給事務 その１

94100 側溝土砂収集運搬 その１

94300 薬師山処分場適正管理事業 その１

94400 障害者スポーツ教室開催事業 その１ 101140 精神障害者グループホーム補助金 その１

94500 声の広報発行事業 その１ 101300 市民いこいの家運営管理 その１

94600 補装具給付事業 その１ 101400 総合福祉ｾﾝﾀｰ運営管理 その１

94700 福祉相談業務（福祉総合窓口センター） その１ 101800 精神障害者居宅介護事業 その１

94800 精神障害者保健福祉手帳申請・交付事務 その１ 110800 シニアスポーツ大会 その１

110900 シニアフリーマーケット開催 その１

111000 花いっぱい運動 その１

95000 身体障害者手帳交付 その1 111200 健康相談業務 その１

95100 療育手帳交付 その1 111300 男性のいきいき生活塾 その１

95200 メモリアルホームみずほ建設費負担金 その1 111500 老人趣味の家趣味講座運営 その１

111600 地域趣味の家、高齢者講座運営 その１

111700 フラワーセンター花卉園芸講座 その１

95400 かなやの里更生園増築建設費負担金 その1 111900 老人相談員事業 その１

95600 精神障害者通所授産施設運営費補助金 その1 112000 訪問指導事業 その１

95700 精神障害者社会復帰施設建設費負担金 その1 112200 ボランティア調整業務委託 その１

95800 上越つくし作業所補助金 その1 112300 高齢者向け住宅リフォーム補助事業 その１

95900 上越地区保護司会負担金 その1 112400 高齢者手すり設置助成事業 その１

96100 更生保護婦人会補助金 その1 113000 ゲートボール場整備費補助金交付 その１

96500 くるみ家族園管理運営 その1 113500 ゲートボールハウス維持 その１

身体障害者自動車改造・免許取得費助成
事業

県廃棄物処理施設整備構想（一廃）に関
すること

重度心身障害者移動支援事業（委託事
業）

その１ 100000

97400

上越市障害児（者）福祉ネットワーク構
築事業

（仮称）かなやの里ワークス建設費借入
金償還補助金

その１

その１

101130

100900

92400 その１

その１

94900

95300

その１

その１

精神障害者通院医療費公費負担申請・交
付事務

南さくら工房及び北さくら工房建設費借
入償還金補助金
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113600 ゲートボールハウス運営 その１ 120600 たんぽぽ園運営 その１

113700 老人憩の家維持 その１ 120700 ファミリーヘルプ保育園運営 その１

113800 老人趣味の家維持 その１ 120800 公立母子生活支援施設運営費 その１

113900 シニアセンター運営 その１ 121100 児童館運営費 その１

114000 フラワーセンター花卉栽培事業 その１

114100 高齢者住宅整備資金貸付事業 その１

114500 グループハウス管理運営事業 その１ 121300 乳幼児健康支援事業 その１

114700 成年後見制度利用助成事業 その１ 121600 ひまわり荘維持 その１

114800 訪問理美容サービス その１ 121700 ファミリーヘルプ保育園維持 その１

114900 老人福祉電話事業 その１ 121800 幼児言語治療室（大町小学校内）維持 その１

122200 母子及び父子福祉金 その１

122300 ひとり親家庭等医療費助成事業 その１

115800 公衆浴場無料入浴助成事業 その１ 122400 児童手当給付 その１

115900 シニアパスポート事業 その１ 122500 児童扶養手当給付 その１

116000 コミュニティケア活動促進事業 その１ 122600 一時保育事業（実施） その１

122800 私立母子生活支援施設運営費 その１

122900 障害児一時保育事業 その１

116500 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 その１ 123500 妊産婦新生児訪問指導事業 その１

116800 おはようコール事業 その１ 123700 ブックスタート事業 その１

116900 ボランティア活動支援事業 その１ 124100 保育園給食業務 その１

117100 地域ケア会議 その１ 124200 保育所職員研修業務 その１

124400 子育て支援① その１

124410 子育て支援② その１

117600 シニアサポートセンター運営 その１ 124420 子育て支援③ その１

152600 老人憩の家運営 その１ 124430 こどもセンター事業 その１

111400 ケアマネージャ研修の実施 その１

111800 介護情報ホームページの管理 その１

112100 介護保険サービスに関する苦情相談処理 その１

113200 上越市介護保険サービス評価会議 その１

113300 上越市介護保険運営協議会 その１ 124710 上越市産後ヘルパー派遣事業 その１

113400 要介護認定審査 その１ 102100 歯と歯ぐきの健康相談会（成人分野） その１

115400 食事の標準負担額減額事務 その１ 102200 増田明美運動講演会 その１

115600 介護保険サービス給付実績管理 その１ 102300 地区活動健康講座 その１

117400 被保険者の資格管理 その１ 102600 健康づくり活動チーム研修会 その１

117800 歯の健診及び相談事業 その１ 103000 妊婦の喫煙防止活動 その１

117900 マタニティカレッジ及びパパママ教室 その１ 103200 健康だより作成（広報じょうえつ） その１

117910 妊婦健診 その１ 103300 未成年者の喫煙防止事業 その１

117920 妊産婦医療費助成事業 その１ 103400 脳卒中情報システム事務 その１

118100 わんぱくキッチン その１ 103500 難病患者居宅生活支援事業 その１

118200 離乳食指導会 その１ 103600 一般相談、訪問業務 その１

118210 母子栄養強化食品給付事業 その１ 103900 健康に関する統計 その１

118500 こども文庫管理運営事業 その１ 104100 病院群輪番制運営事業負担金 その１

118600 保育園建設費補助事業 その１ 104200 休日歯科診療センター運営事業負担金 その１

118900 私立保育園児通園バス購入費等補助事業 その１ 104500 公衆浴場設備改善補助金 その１

119300 私立保育園保育士等研究費補助金 その１

119400 私立母子生活支援施設給与改善費補助金 その１

119500 保育園士雇用補助金 その１ 104800 上越医師会交付金 その１

119600 助産師会地域活動交付金 その１

119610 助産師電話相談 その１

119800 子育て支援利子補給補助事業 その１ 105200 歯科保健打合せ会議 その１

105300 上越市健康づくり推進協議会 その１

105400 休日急患診療所維持 その１

120000 上越地域予防接種健康被害調査委員会 その１ 105500 休日急患診療所運営 その１

120100 こどもの家維持 その１ 105600 小規模水道維持 その１

120200 こどもの家運営 その１ 105700 中ノ俣診療所維持 その１

120300 南三世代交流プラザ維持 その１ 105800 中ノ俣診療所運営 その１

120400 南三世代交流プラザ運営 その１ 105900 墓地、埋葬等に関する法律に関すること その１

120500 大手福祉館維持＝たんぽぽ園維持 その１ 106000 上越斎場運営 その１

その１

121200

保育士等の産前産後休暇、育児休暇に関
すること

保育所、児童館、母子生活支援施設の法
人設立業務

上越歯科医師会高田・直江津支部連合会
交付金

上越地域総合健康管理センター建設費補
助金

その１

その１

104700

124700

124500

115200

116400

117300

その１
上越市地域子育て支援事業（子育てひろ
ば）

老人短期入所事業（緊急ショートステ
イ）

のびやかデイサービス（直営：中ノ俣、
桑取）

養護老人ホーム運営（五智養護老人ホー
ム）

その１

その１

119900 その１

104900 その１

上越養護所　若竹寮への負担金にかかる
事務

その１
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事務事業
コ ー ド

事務事業名
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106100 上越斎場維持 その１ 128200 死体埋火葬許可証の発行業務 その１

106200 保健センター運営 その１ 128300 母子手帳への出生証明業務 その１

106300 保健センター維持 その１ 128400 身上調査照会業務 その１

106600 上越市運動普及推進員協議会 その１ 128500 犯歴事務 その１

106700 高齢者予防接種事業 その１ 128510 戸籍記載事務業務 その１

106800 大気汚染医療費助成事業 その１ 128520 戸籍届の受理業務 その１

106900 中ノ俣簡易水道事業繰出金 その１ 128530 戸籍届出入力及び戸籍附票入力業務 その１

107000 上越地域水道用水供給企業団繰出金 その１ 128540 成年後見制度事務業務 その１

107100 患者輸送事業 その１ 129000 臨時運行業務 その１

107200 畜犬管理事業 その１ 129100 住居表示証明事務 その１

107300 医療通訳ボランティア その１

107400 老人保健法に基づく補助金関係事務 その１

107500 保健師に関する報告業務 その１

129400 上越市住居表示審議会 その１

129500 住民基本台帳業務 その１

130000 在外選挙人名簿業務 その１

130100 産声・おくやみ業務 その１

108600 精神保健促進事業 その１

108800 老人保健・地域保健事業報告 その１ 130210 自動交付機証明書交付暗証番号登録業務 その１

109200 寝たきり者の喀痰検査 その１ 130300 実態調査業務 その１

109500 肝炎ウィルス検診事業 その１ 130400 住民基本台帳ネットワークシステム業務 その１

130500 人口動態業務 その１

110120 ダイエット通信講座 その１

110140 上越市食の安全を考える市民会議 その１ 130700 土地の名称・地番変更業務 その１

110150 職域こころの健康講座 その１ 130800 住居表示符定事務 その１

110160 痴呆予防事業 その１ 130900 街区表示板整備事業 その１

110200 病院運営協力交付金 その１ 136711 母子手帳の交付（出張所） その１

110300 病院事業会計繰出金 その１ 136717 死体埋火葬許可証の発行業務（出張所） その１

110400 上越市病院事業会計 その１ 136719 住居表示証明事務（出張所） その１

110500 関係団体との連絡・調整 その１ 136723 母子手帳への出生証明業務（出張所） その１

124800 納税相談 その１ 136726 保険給付事業（療養費）（出張所） その１

125000 事務費交付金に関すること その１

125200 谷浜診療所運営（本来業務） その１

125300 谷浜診療所運営（維持的業務） その１ 136728 保険給付事業（葬祭費）（出張所） その１

125400 上越市国民年金委員協議会 その１

125500 一般・退職被保険者療養給付 その１

125700 一般・退職被保険者高額療養費 その１ 136730 保険給付事業（高額療養費）（出張所） その１

136731 老人医療給付事務（出張所） その１

136732 老齢福祉年金関係用務（出張所） その１

126100 一般・退職被保険者療養費給付 その１ 136733 国民年金保険料免除申請書受付（出張所） その１

126300 保険給付事業（出産育児一時金） その１

126400 保険給付事業（葬祭費） その１

126500 老人医療費助成事業（県老） その１

126600 老人医療給付事務 その１

126800 資格異動処理 その１

126900 医療費適正化特別対策事業 その１

127000 老齢福祉年金関係用務 その１ 136737 20歳到達国民年金適用者受付（出張所） その１

127100 20歳到達国民年金適用者受付・報告 その１ 136738 資格異動処理（出張所） その１

136739 補装具交付修理申請書の受付（出張所） その１

127400 国民年金保険料免除申請書受付・報告 その１

127500 障害基礎年金関係用務 その１ 136742 県障医療費助成申請書の受付（出張所） その１

136744 住民基本台帳業務（出張所） その１ 144300 環境教育推進事業 その１

住民票写し・印鑑登録証明書自動交付業
務

個別健康相談事業保健・福祉関係実習受
け入れ窓口事務 世帯数・人口集計等業務（月間等集計事

務）

その１

その１

その１

その１

精神保健促進事業精神障害者訪問・相談
事業

精神保健促進事業精神障害者ケアマネジ
メント

精神保健促進事業精神障害者当事者の会
（南交流会）

保険給付事業（入院時食事療養費）（出
張所）

保険給付事業（出産育児一時金）（出張
所）

一般・退職被保険者食事療養負担額減額
認定

被保険者（第3号被保険者を除く）の異動
に伴う届出の受付（出張所）

その１

136727

136729

136734

国民年金保険料学生納付特例申請書受
付・報告

国民年金裁定請求、国民年金未支給請求
の受付・報告

保護変更申請書（傷病届）の受付（出張
所）

身体障害者手帳交付等申請書及び返還届
の受付（出張所）

その１

その１

国民年金未支給請求の受付・報告（出張
所）

国民年金保険料学生納付特例申請書受付
（出張所）

136735

136736

被保険者（第3号被保険者を除く）の異動
に伴う届出の受付・報告

有価物集団回収奨励金交付申請書の受付
（出張所）

その１

108200

108300

その１

129300 その１

上越地区戸籍住基外国人登録事務協議会
負担金

住民基本台帳事務に係る本人確認情報保
護及び苦情処理委員会

129200

108500

110100

125900

127200

127300

127600

130200 その１

130600 その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

その１

136740

136741

136743
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136745 住居表示符定事務（出張所） その１ 144700 学校・地域ネットワーク事業 その１

136746 市民対話コーナーの開設（出張所） その１ 144800 上越市就学指導委員会 その１

136747 市民の声ポストの管理（出張所） その１ 144900 生徒指導緊急業務（小・中学校） その１

145400 学校医師会交付金（協力費） その１

145500 上越市学校保健会補助金 その１

145700 保健室備品整備 その１

146300 交通安全帽交付事業 その１

146600 市立幼稚園使用料 その１

146700 寄宿舎（霜台寮）運営関係 その１

146800 英会話クラブ外部講師派遣事業 その１

146900 外国人児童生徒支援謝礼 その１

147400 フッ素洗口推進事業 その１

147700 教職員健康診断 その１

147810 全国市長会学校災害賠償補償保険金 その１

147900 児童生徒定期健康診断・就学時健康診断 その１

148000 教職員の叙勲、表彰関連 その１

136757 保育料の収納（出張所） その１

136758 介護認定申請書の受付（出張所） その１

148400 環境衛生検査 その１

148700 伝染病発生報告 その１

149700 教職員のコンピュータ等研修 その１

136761 介護保険料減免申請の受付（出張所） その１ 150100 不登校児童生徒適応指導教室 その１

150200 カウンセリング研修会 その１

150300 教育センター発行事業 その１

136763 市史研究・叢書などの販売（出張所） その１ 150600 学校訪問カウンセラーによる教育相談 その１

136765 戸籍届の届出受付業務（出張所） その１ 150800 教育センター企画・運営委員会 その１

136766 告示及び掲示受託（出張所） その１ 151000 環境教育研究推進委員会 その１

137000 私立高等学校運営費補助金 その１ 151100 コンピュータ研修推進委員会 その１

137100 上越市小・中学校校長会補助事業 その１ 151200 上越市立教育センター維持 その１

137300 上越市学校教育研究会補助事業 その１ 27500 各種スポーツ教室 その１

137600 上越市教育委員会定例会 その１ 27700 リージョン自主事業 その１

138000 小中学校・幼稚園施設営繕工事・修繕 その１ 27900 リージョンその他自主事業 その１

138200 上越セミナーハウス運営 その１ 139700 子育て学習の全国展開 その１

138500 謙信公アカデミー推進事業 その１ 140800 上越市青少年問題協議会 その１

141400 白山会館管理 その１

153700 青少年健全育成センター管理 その１

142200 コンピュータ整備事業（小・中学校） その１ 154800 市民親善ゴルフ大会 その１

142700 学校教育実践上の重点策定に関すること その１ 154900 幼年・少年・青年野球大会 その１

142800 学校要覧の編集 その１ 155200 県縦断郡市対抗駅伝競走大会 その１

142900 教科書採択協議会の業務 その１ 155300 謙信公祭奉納武道大会 その１

143000 上越市教育課程研究集会 その１ 155400 上越レガッタ その１

143100 長欠・いじめ調査に関すること その１ 155500 Jカップファミリー綱引大会 その１

143200 幼稚園児募集業務 その１ 155800 スポーツ交流事業 その１

143400 統計業務（学校基本調査） その１

143500 私立幼稚園運営費補助金 その１

143600 就園奨励費補助金 その１ 156400 上越市小学校・中学校体育連盟補助金 その１

143700 教育支援費補助金 その１ 156700 上越市スポーツ振興審議会 その１

143800 園児検診料補助金 その１ 156800 学校体育スポーツ連絡会 その１

144100 入学支度金支給事業（小・中学校） その１

147800 その１

145100 その１

日本体育・学校健康センター共済掛金負
担金

150700 その１

148200

148100 その１

その１

児童生徒の就学に関すること（区域外・
校区外就学）

児童生徒の就学に関すること（入学・卒
業）

「子どもほっとライン」による電話相談
業務（教育相談）

142000 その１

156100 その１

やる気・元気・総合的学習支援事業
（小・中学校）

エクササイズ作成とニュースポーツの教
室の開催

136764 その１

生ごみ処理機補助金申請書の受付（出張
所）

自動交付機証明書交付暗証番号登録業務
（出張所）

136760 その１
介護保険受給資格証明書の交付（出張
所）

136762 その１

136756

その１136759

その１

その１

乳・幼児医療費受給資格証交付・変更・
再交付・喪失届の受付（出張所）

乳・幼児医療費助成申請書の受付（出張
所）

介護被保険者証の再交付申請の受付（出
張所）

ひとり親医療費助成申請書の受付（出張
所）

児童手当認定・額改定・変更・消滅申請
書の受付（出張所）

市営・県営住宅使用料の納付に関するこ
と（出張所）

公営住宅入居者収入申告書の受付（出張
所）

上越市同和教育指定研究校（小・中学
校）

136752 その１

136748

136749

136750 その１
公営住宅家賃の減免及び徴収猶予申請書
の受付（出張所）

犬の死亡届・登録事項変更届の受付（出
張所）

下水道受益者負担金の収納に関すること
（出張所）

136753 その１

136754

136755

136751 その１

その１

その１

その１
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158300 図書館こども祭 その１

158400 絵本原画展 その１

158500 図書館映写会 その１ 165000 飼育展示全体業務 その１

158600 歴史講座 その１ 165100 展示計画に基づく生物購入に関すること その１

158700 図書館だより「パピルス」発行 その１ 165200 飼料購入に関すること その１

165300 医薬品購入に関すること その１

165400 飼育に係る物品購入に関すること その１

158900 上越市立図書館協議会 その１ 165500 市民アートギャラリー企画展開催事業 その１

159200 上越市立高田図書館運営 その１ 165600 特別展開催事業 その１

159300 研究及び利用の相談（レファレンス） その１ 165700 企画展開催事業 その１

159600 自動車文庫「みゆき号」運行 その１ 165800 教育普及事業 その１

159800 障害者サービス（録音図書・対面朗読） その１

160100 図書館見学案内 その１

160200 資料整理 その１ 166000 博物館実習の受け入れ その１

160300 寄贈資料の受け入れ その１ 166100 年報作成業務 その１

160310 上越市立図書館・社会教育館維持管理 その１ 166200 レファレンス（照会・回答） その１

160400 ＡＶコーナー運営 その１ 166300 調査研究 その１

160500 おはなし会 その１ 166400 上越市美術資料収集委員会 その１

160700 「上越こども読書の日」関連事業 その１ 166800 市民アートギャラリーロビー展示 その１

160900 「子ども読書の日」に関する取組 その１ 166900 資料の整理保管 その１

161400 社会教育館運営 その１ 167000 資料収集事業 その１

161500 夏季特別展 その１ 167100 美術品取得基金事業 その１

161600 春季特別展 その１ 154300 プラネタリウムの投影 その１

161700 水族博物館写生会 その１ 154500 青少年文化センター維持 その１

161800 「障害者の日」特別展示 その１ 154600 青少年文化センター運営 その１

161900 お正月企画 その１ 157600 国民体育大会開催準備費 その１

162000 水族館クイズラリー その１ 158200 オールシーズンプール維持 その１

162100 「飼育係の一日」体験学習 その１ 166500 市民アートギャラリー維持・運営 その１

162200 舞台裏ウオッチング その１ 166700 総合博物館維持・管理・運営 その１

162300 「夜の水族館」探検隊 その１ 37100 坂口謹一郎顕彰事業 その１

162400 「桑取川のサケ」観察・体験学習 その１ 37400 心を潤す俳句との出会い その１

162500 水族館飼育教室 その１ 37500 童話が開く心の扉 その１

162600 なぎさ探検隊 その１ 37600 小川未明童話創作入門講座 その１

162700 自由研究のお手伝い その１ 37700 夏休みこども俳句教室 その１

162800 実習生の受け入れ その１ 37800 小林古径邸茶会 その１

162900 学校との連携 その１ 37900 小林古径邸美術講座、建築講座 その１

163000 水族博物館広告宣伝事業 その１ 38000 小川未明文学館（仮称）整備 その１

163100 壁新聞 その１

163200 来館者向け印刷物の作成 その１

163300 館内アンケート調査 その１ 38200 小川未明顕彰委員会交付金 その１

163400 社団法人日本動物園水族館協会 その１ 39200 高田ごぜ顕彰事業 その１

163700 上越市博物館協議会 その１ 39300 文化振興アドバイザー その１

163800 水族博物館運営（開館業務） その１ 40330 人材育成事業 その１

163900 水族博物館運営（入館状況集計） その１ 40500 ふるさと市史トーク その１

40600 市史講座 その１

40700 連続講座「上越市史」をよむ その１

164100 水族博物館運営（クーポン請求） その１

164200 水族博物館維持（施設、設備の維持管理） その１

164300 職員・臨時職員の勤務日割振り その１ 138900 美術展覧会事業 その１

164400 臨時職員の雇用 その１ 139000 文化講演会事業 その１

139900 県委託発掘調査事業 その１

140000 市内遺跡発掘調査事業 その１

140620 各種協議会及び諸会議出席負担金 その１

141200 埋蔵文化財センター（運営） その１

164800 その1

165900 その１

164900 その１

158800 その１

164000

164500

164600

164700

その１

その１

その１

158000 その１
上越市立オールシーズンプール水泳競技
大会

自動車文庫だより「みゆき号つうしん」
発行

水族博物館運営（財産管理、教育財産の
使用許可）

飼育展示業務－トロピカランド等（ブ
ロックⅠ－①）

飼育展示業務－熱帯クラスター（ブロッ
クⅠ－②）

飼育展示業務－温帯クラスター（ブロッ
クⅡ－①）

その１141100

40900 その１

38100 その１

春日山城史跡広場春日山城ものがたり館
（維持）

「上越市史叢書」「上越市史研究」の発
刊

直江兼続公をＮＨＫ大河ドラマに推進す
る会

小林古径記念美術館名誉館長講演会開催
事業

その１

飼育展示業務－アザラシ・ペンギン等
（ブロックⅢ）

飼育展示業務－寒帯クラスター（ブロッ
クⅡ－②）
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

141300 埋蔵文化財センター（維持） その１ 178700 宅地造成工事に係る工事負担金の算定 その１

141800 銃砲刀剣類登録 その１

38300 旧師団長官舎維持 その１

38400 旧師団長官舎運営 その１ 178900 本支管工事の施行管理に関すること その１

38500 高田城三重櫓維持 その１

38600 高田城三重櫓運営 その１

38800 小林古径邸維持 その１

38900 小林古径邸運営 その１

39000 日本スキー発祥記念館維持 その１ 179400 ガス水道本支管工事費の調定 その１

39100 日本スキー発祥記念館運営 その１ 179500 じょうえつの水源めぐり その１

40300 上越文化会館管理運営 その１ 179600 ガス水道フェア その１

173100 ガス供給計画策定 その１ 179900 給水鉛管対策 その１

173300 書面保安監査（特命事項） その１ 180200 納入証明書発行業務 その１

173700 所管施設の報告 その１ 180500 他工事関連工事の立会 その１

174000 原料ガスの確保 その１ 181000 検定満期ガス･水道メーター交換業務 その１

174500 ガス本支管及び供給管の漏えい検査 その１ 181400 道路占用に関する業務 その１

174800 防食状況の調査 その１ 181700 宅地内修繕費の取扱い その１

175500 地震計及びその附属設備の維持管理 その１ 6800 庁用自動車運転・整備 その２

176800 ガス供給所維持管理業務 その１ 12800 上越市消防出初式 その２

176900 ガス供給整圧器室維持管理業務 その１ 15500 団本部運営交付金 その２

15600 消防分団運営交付金 その２

15700 消防部運営交付金 その２

15800 ラッパ隊運営交付金 その２

16700 カーブミラー・道路標識維持 その２

177200 供給所の施設及び設備の保守 その１ 16800 道路区画線標識維持 その２

16900 上越市直江津地区交通安全母の会連合会 その２

17000 新潟県交通災害共済組合事務 その２

177400 供給所の設備の運転 その１ 25600 本庁舎施設維持管理 その２

21600 固定資産税宛名データ管理事業 その２

22600 固定資産税賦課業務（土地） その２

177600 ガス供給量の確保 その１ 30200 地域別まちづくり実践事業 その２

178300 冬期圧力調査事業 その１ 32400 ふるさと上越ネットワーク事務局 その２

179410 その他供給所に関すること その１ 50400 市道占用許可・協議、道路工事承認業務 その２

179700 安心ガスライフ21運動 その１

179800 定期保安検査 その１

180000 専用整圧器等の維持管理 その１

180100 白ガス内管対策 その１

181500 都市ガス営業 その１ 84000 農業集落排水処理場管理（地元管理） その２

84300 排水設備設置資金融資 その２

67300 上越市企業振興審議会 その２

75600 露店市場運営事業 その２

91400 アメシロ駆除対策事業補助金 その２

91500 環境衛生薬剤散布機購入費補助金 その２

91800 有価物集団回収奨励事業 その２

173500 水道（用水供給）事業計画策定 その１ 92100 衛生券の売りさばき その２

173600 上越市水道水源保護審議会 その１ 92200 廃棄物処理券の売りさばき その２

173900 水利使用に係る報告 その１ 92700 資源物常時回収ステーションの管理運営 その２

174600 水道管の漏水検査 その１ 93100 資源物分別収集事業 その２

174700 他工事関連工事の立会 その１ 93800 衛生害虫の駆除等 その２

93900 環境パトロール員 その２

94200 不法投棄防止事業 その２

176000 水道水源の整備計画（企業団第3水源） その１ 98500 上越市タクシー利用料金等助成事業 その２

176400 所管施設の管理 その１ 101150 心身障害者福祉団体助成 その２

178100 洗管に関すること その１ 101160 上越市家族会 その２

114200 日常生活用具助成事業（高齢者） その２

117000 在宅介護支援センター運営事業 その２
178200 その１

51000

50600

173400 その１

175900 その１

173000 その１

173200 その１

177300 その１

177500 その１

供給所施設及び設備の修繕工事の設計、
施工監理

ＮＧ受入量、送出量、電力量等諸機器運
転上の記録

ガス水道事業概要作成（業務全般の統
計）

ホームページ維持管理・更新（事業の総
合的企画）

177000 その１

177100 その１

176500 その１ 7200

178800

179000

179300

その２

その２

その２

庁用消耗品等の一括購入及び管理・受払
い事務

ガス供給所の施設及び設備の整備計画設
計及び工事設計

地区整圧器の巡視点検、分解点検その他
の維持管理

ガスの熱量試験、成分試験及び燃焼性の
管理

本支管工事の構造・材質・施行基準に関
すること

本支管布設工事の請負業者への技術指導
に関すること

本支管布設工事に係る道路等占用に関す
ること

水源地域のパトロール（水道水源保護関
係）

水道水源の整備計画（後谷ダム浚渫工事
への対応）

貯蔵品のうち導管原材料の管理に関する
事業

法定外公共物管理（占用・承認工事）業
務

ハンドガイド付小型除雪機械維持修繕か
ら貸与まで

その１

その１

その１
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

117730 100歳祝賀事業 その２ 36110 ＯＡシステム費 その２

119000 母子福祉会運営費補助金 その２ 48200 私道整備事業補助金 その２

122100 不妊治療費助成事業 その２ 48310 建設期成同盟会 その２

123100 保育園新年度入園決定業務 その２ 49510 道路の災害復旧工事 その２

123200 保育料賦課徴収業務 その２

123600 こども発達相談室 その２

123900 乳幼児健診事業 その２ 49800 施設管理運営（道路維持） その２

124600 保育所維持 その２ 49900 その他（道路修繕工事） その２

102400 個別健康教育（糖尿病） その２ 51400 市道の除雪 その２

103100 親子歯みがき教室における情報提供 その２ 51410 流雪溝の建設及び管理業務 その２

104300 食品衛生協会補助金・調理師会補助金 その２ 63900 地方産業育成資金利子補給補助金 その２

127700 戸籍謄抄本等の交付業務 その２ 64600 中小企業人材育成支援事業 その２

127900 受理証明の交付業務 その２ 65700 企業設置等奨励金 その２

128000 届書の記載事項証明の交付業務 その２

129800 外国人登録業務（登録） その２

129810 外国人登録業務（変更） その２ 76000 施設園芸産地育成補助事業 その２

129820 外国人登録事務（閉鎖） その２

136710 納税証明交付事業（出張所） その２

136712 印鑑登録証明書交付業務（出張所） その２

136714 戸籍証明の交付事務（出張所） その２

136715 戸籍謄抄本等の交付事務（出張所） その２ 77000 経営構造対策事業 その２

136716 戸籍の附票の写し交付業務（出張所） その２ 77800 自然循環型農業推進事業 その２

136718 受理証明の交付業務（出張所） その２ 78500 上越市食料・農業・農村基本計画 その２

78700 農業農村公社の設立 その２

81200 上越市農林水産業振興資金 その２

136721 身分証明書の交付業務（出張所） その２ 81900 水田農業経営確立対策推進事業 その２

82100 認定農業者確保育成 その２

82200 生産組織の育成 その２

136724 固定資産証明交付事業（出張所） その２ 83100 農地保全管理支援原材料 その２

136725 所得証明交付事業（出張所） その２ 83500 土地改良事業（国・県営） その２

137500 各学校上部団体負担金 その２ 84400 農村総合整備事業 その２

84500 農地、農業用施設災害復旧費 その２

46700 上越市緑の少年団育成会 その２

160000 図書購入 その２

161000 図書館ホームページ管理・維持 その２

176700 所管事務に係る用地の取得及び借用 その２ 79300 治山事業及び保安林指定 その２

300 町内会長に感謝の集い その２ 80600 林道維持管理 その２

81300 松くい虫被害対策促進事業 その２

81710 林道整備事業 その２

2200 地方バス路線運行対策費 その２ 87600 環境中ダイオキシン類調査 その２

2600 町内会長連絡協議会 その２ 91300 生活環境協議会 その２

93600 シュレッダーダスト最終処分 その２

98000 心身障害者扶養共済制度掛金助成事業 その２

5900 お茶券管理・受払い事務 その２

6600 庁内放送 その２

12900 上越市消防点検 その２ 115100 要援護世帯除雪費助成事業 その２

19500 気象情報収集、整理に関すること その２ 116100 コミュニティデイホーム事業 その２

19600 降積雪調査に関すること その２ 116300 のびやかデイサービス（委託分） その２

19800 災害時相互応援協定に関すること その２

117720 地区敬老会委託事業 その２

112600 ケアハウス建設費補助金 その２

112700 特別養護老人ホーム建設費補助金 その２

112800 老人デイサービスセンター整備費補助金 その２

112900 老人保健施設建設費補助金 その２

119100 一時保育事業補助金 その２ 66700 雇用対策事業各種負担金 その３

49700 その２

66200 その２

76200

76800

76900 その２

その２

その２

その２

その２114600

78400 その２

ボランティア利用助成事業「美助っ人さ
ん」

老人短期入所事業（五智養護老人ホー
ム）

115300

20500

21300

117200 その２

防災行政無線に関すること（消防団無
線）

バランスシート、行政コスト計算書の作
成

軽費老人ホーム運営（ケアハウス、千寿
園）

13400 その２

20400 その２

ＦＭ上越、有線上越等を媒体とした交通
安全運動広報

防災行政無線に関すること（一斉同報無
線）

700 その２

5400 その２

136722 その２

137800 その２

136713 その２

136720 その２

外国人登録原票記載事項証明書交付業務
（出張所）

住民票の写し・記載事項証明交付業務
（出張所）

届書の記載事項証明の交付業務（出張
所）

施設管理運営（道路維持）道路側溝及び
排水路の清掃

勤労者住宅建築資金低利貸付利子補給補
助金

園芸産地特産化事業（ベンチャー作物支
援事業）

園芸生産拡大対策事業（果樹生産拡大事
業）

稲作振興事業（経営構造対策事業補助
金・農業生産総合対策事業補助金）

小学校中学校幼稚園施設管理・事務管
理・教材費

自衛隊訓練（上湯谷射撃場、関山演習
場）周知事務

町内会長連絡用ファックスの移設、修繕
等の手配等

林業関係団体の補助金、負担金及び連絡
調整

その２

その２
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
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事務事業名
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コ ー ド

事務事業名
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119200 私立保育園給与改善費補助金 その２

120900 幼児言語治療室運営 その２

121000 ファミリーサポートセンター運営事業 その２ 77100 畜産振興事業（負担金） その３

121400 放課後児童クラブ その２ 82300 生活改善グループ その３

121900 母子保健推進員協議会 その２ 172700 農家基本台帳 その３

123000 障害児保育事業 その２ 89810 環境基本計画推進事業 その３

123800 フッ素塗布事業 その２ 92000 し尿くみ取り委託・手数料 その３

105100 健康シティ上越２０１０計画 その２ 96300 援護団体補助事業 その３

100500 民生委員活動費 その３

201900 障害者在宅介護手当給付事業 その３

142400 外国語指導助手による語学指導事業 その２ 110700 シニアゲートボール大会 その３

143300 心の教室相談員活用調査研究委託事業 その２ 111100 シニア作品展 その３

148800 上越市児童生徒科学研究発表会 その２ 113100 老人クラブ補助金交付 その３

148900 教職員対象の理科学習研修会 その２ 115000 寝具丸洗いサービス乾燥サービス事業 その３

155600 高田城ロードレース大会 その２ 117710 シルバー人材センター補助金交付事業 その３

156300 スポーツ活動サポート事業 その２ 115700 訪問介護負担金助成事業 その３

158100 水泳教室 その２ 201600 保育所における苦情解決体制業務 その３

40200 上越文化会館企画委員会 その２ 122700 延長保育事業（実施） その３

40310 自主事業（招聘公演） その２ 124000 予防接種事業 その３

41100 公文書以外の歴史資料の収集・整理事業 その２ 201800 特別保育事業（地域活動事業） その３

102000 健康体験フェスタ その３

107600 肺がん検診事業 その３

107800 電算システム事業 その３

108000 大腸がん検診 その３

140200 文化・スポーツ振興基金 その２ 108900 災害関係事業 その３

141500 市民芸能祭事業 その２ 109000 骨粗鬆症検診事業 その３

141900 文化財指定 その２

5300 町内会長事務委託料の交付 その３

170300 選挙の管理執行 その３ 109800 胃がん検診事業 その３

15900 交通安全関係団体補助金交付事業 その３ 109900 レディース検診事業 その３

17900 消防団員の報酬に関すること その３ 125100 上越市国民健康保険運営協議会 その３

18000 消防団員の手当に関すること その３ 127800 戸籍証明の交付業務 その３

18600 消防団被服貸与に関すること その３ 128100 身分証明書の交付業務 その３

128600 住民票の写し交付業務 その３

128700 印鑑登録証明書交付事業 その３

26200 市営駐車場の維持 その３ 128800 外国人登録原票記載事項証明書交付業務 その３

24000 市民プラザ運営（受付案内等業務） その３ 128900 戸籍の附票の写し交付業務 その３

24400 レインボーセンター運営 その３ 129600 印鑑登録業務 その３

24500 雁木通りプラザ貸し館業務 その３ 129700 閲覧業務 その３

24800 上越市厚生南会館運営 その３ 129900 戸籍の附票業務 その３

24900 上越市高陽会館運営 その３ 137400 関根学園高等学校施設整備費補助事業 その３

25000 春秋会館管理 その３

26300 市営駐車場の管理運営 その３

146100 特殊教育就学奨励費（小・中学校） その３

147000 学習指導支援事業（小・中学校） その３

202500 学校図書館学習指導補助員設置 その３

29100 個人使用施設業務（レジャープール） その３ 27400 春季・夏季特別展 その３

29200 個人・団体使用施設業務（市民プール） その３ 27600 科学館教室 その３

21800 固定資産証明交付事業 その３ 139100 高校生リーダー養成事業 その３

21900 所得証明交付事業 その３ 139200 小中学校同和地区学習会 その３

22100 納税証明交付事業 その３ 139300 学校教職員等現地学習会 その３

136800 上越市資金管理運用委員会 その３ 139400 人権を考える講和会 その３

136810 支払事務 その３ 139500 上越わんぱくラリー その３

29500 上越市まちづくり市民大学運営事業 その３ 139600 上越市青少年チャレンジクラブ その３

65000 たばこ販売事業補助金 その３ 139800 生涯学習年間ガイドブック作成業務 その３

その３

66800 その３

145900 その３

109100 その３

18900 その３

28800 その３

41200 その２

41210 その２

廃棄公文書の歴史資料としての収集・整
理

歴史的資料の保存・活用（公文書館の設
置）

防災施設整備事業及び防災まちづくり事
業に関すること

103800 その２

110000 その２

禁煙支援事業「禁煙チャレンジ通信講
座」

個別健康相談事業健診結果ハイリスク者
相談事業

中小企業勤労者福祉サービスセンター運
営費補助金

上越市民生委員児童委員会協議会連合会
補助金

96000

貸館業務（インドアスタジアム、コン
サートホール、リージョンプラザその他
施設）

結核検査事業（集団検診、地区巡回検
診）

要保護及び準要保護児童生徒援助費
(小・中学校)
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

140400 上越地区広域視聴覚教育協議会負担金 その３ 181200 ガス水道開閉栓業務 その３

181300 滞納整理 その３

181600 下水道使用料等賦課徴収業務受託 その３

141600 上越地区広域視聴覚教育協議会 その３ 181710 需要家台帳管理業務 その３

141910 上越市レクリエーション協会補助金 その３ 2300 町内会集会場建設費補助金 その３

141920 「上越市の社会教育」冊子作成 その３ 25500 本庁舎運営管理 その３

141930 上越市美術デザイン専門員に関する事務 その３ 200500 収納事務 その３

141940 地域発見　子ども記者クラブ事業 その３ 50000 市道の認定・廃止・変更業務 その３

141950 体育館以外の学校施設開放事業 その３ 83000 排水設備設置費助成 その３

151600 負担金の納付 その３ 84800 農業集落排水処理施設使用料賦課徴収 その３

152000 公民館高田・直江津地区館貸館業務 その３ 92900 ごみ収集運搬事業 その３

152100 公民館直江津地区館（ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ）維持 その３ 202300 新エネルギービジョン策定 その３

152700 上越公民館連絡協議会 その３ 83400 土地改良事業（団体営） その３

152800 上越市レクリエーション協会 その３ 97300 重度心身障害者医療費助成（県障）事業 その３

152900 青少年非行防止研究会 その３ 110600 敬老会 その３

153000 「社会を明るくする運動」街頭啓発活動 その３ 116200 上越市ぬくもりサロン事業 その３

153100 「伸びよう伸ばそう青少年」刊行 その３ 116600 家族介護者等支援事業 その３

153200 「青少年健全育成のあゆみ」刊行 その３ 116700 転倒予防事業（高齢者） その３

153500 社会環境実態調査 その３ 117740 高齢者記念品贈呈事業 その３

153600 育成センター運営協議会 その３ 115500 介護保険サービス利用者負担金助成事業 その３

153800 青少年健全育成委員協議会 その３ 121500 保育園保健関係業務 その３

154000 健全育成委員の確保 その３ 201700 日本体育学校健康センター事務 その３

154200 クラブ活動、集い・催し物 その３ 107700 糖尿病予防教室 その３

157800 上越市スポーツ少年団事務 その３ 136900 私立高等学校学費助成補助金 その３

157900 スポーツ障害保険 その３ 145800 奨学金貸付事業 その３

159000 図書館情報システム その３ 147500 学校給食 その３

159400 図書貸出業務 その３ 202600 特殊学級臨時介護員配置事業 その３

159500 未返却資料の督促 その３ 151300 公民館事業（地区館事業） その３

159700 相互貸借 その３ 151400 分館事業 その３

202000 社会教育指導員費 その３ 151900 公民館高田地区館維持 その３

174310 ガス本支管及びその付属施設の修繕 その３ 152300 公民館14分館運営 その３

174100 水資源の確保及び渇水対策 その３ 153900 青少年健全育成協議会連合会 その３

174400 水道本支管及びその他付属施設の修繕 その３ 155700 市民体育祭 その３

174900 加圧ポンプ場施設の運転維持管理 その３ 155900 スポーツ教室 その３

175200 水質検査 その３ 156200 スポーツ振興プランの普及 その３

175600 給水量の確保に関する事務 その３ 156900 体育施設管理運営 その３

175700 試験用薬品及び機器類の保守管理 その３ 157500 学校体育施設開放事業 その３

40320 共催事業（招聘公演） その３

175100 浄水場設備の運転 その３

34200 行政処分等の調査 その４

34300 行政改革の推進計画策定事業 その４

34500 公共事業評価監視委員会 その４

34900 事務委譲交付金事務 その４

176600 ガス水道の月報及び年報の作成及び報告 その３ 35000 職員提案事業 その４

177700 浄水場施設の維持管理（設備の保守） その３ 35200 第3セクターの経営管理 その４

177800 施設の運転記録事務 その３ 35300 事務事業の見直し その４

177900 排水処理作業 その３ 35400 事務事業評価 その４

178000 配水管末水質調査 その３ 35500 政策・施策評価 その４

179100 本支管整備計画に関すること その３ 35700 委員会委員名簿の集中管理 その４

22300 上越市固定資産評価審査委員会 その４

203300 農業経営基盤強化措置特別会計事務 その４

180400 宅地内の維持管理 その３ 203500 農事組合法人に関する事務 その４

180800 水道料金の減免 その３ 203100 心身障害者通所援護事業 その４

181100 装置工事業務 その３ 203200 福祉バス運行事業 その４

124900 その３

203400 その４

その３

その３

その３

その３

176300

179200 その３

その３

ガス水道本支管及び付帯設備の設計に関
すること

154400

175800

176100

176200

140610 その３
PTAウィークエンドこども体験活動事業交
付金

こども発明工夫・模型工作展実行委員会
交付金

施設・設備の修繕工事の設計施工監理業
務

取水、導水及び配水に係る施設設備の整
備計画及び工事の設計

簡易水道施設の維持管理（維持管理業務
委託）

簡易水道施設の維持管理（中ノ俣簡易水
道施設）

人間ドック助成金（国保総合健康診断助
成事業）

姉妹都市交流（各町村の友好姉妹都市交
流関係は、上越市に引き継ぐ。）
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　　合併時から上越市の制度に統一

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

事務事業
コ ー ド

事務事業名
提案
区分

202400 教職員住宅維持管理 その４

202100 地域スポーツクラブ育成事業 その４

その４

その４

203700 ガス料金 その４

その４

その４

16300 上越市交通安全指導員 その４

18400 上越市消防団に関すること その４

201000 入湯税課税免除 その４

202700 施設利用学習（小・中学校） その４ 114300 紙おむつ助成事業 その１０

138800 上越市成人式 その４ 114400 在宅介護手当給付事業 その１０

141700 社会教育関係団体の認定 その４

200300 契約全般 その５

203000 証拠書類の保管事務 その５

41500 中高生海外ホームステイ交流事業 その５ 108700 基本健診受診者のための結果説明会事業 その１０

203600 制度資金助成事業費（農政） その５ 200600 都市計画税納税義務者 その１２

138710 上越市立学校使用事業 その５

91600 ごみ集積施設設置費補助金 その５

144000 特殊学校通学費補助金 その５

200800 法人市町村民税税率 その６

200900 個人市町村民税税率 その６

64500 中小企業振興対策費補助金 その８

30100 地域別まちづくり計画支援事業 その８

30300 ボランティア活動支援補助事業 その８

63800 信用保証協会保証料補助金 その８

65400 商店街等活性化支援事業 その８

97800 精神障害者入院医療費助成事業 その８

117700 ふれあいランチサービス運営 その８

118800 公立保育園児通園バス購入費等補助事業 その１０

156600 その８

上越市社会教育委員
・社会教育委員の具体的な職務及び報酬
等については、合併時から上越市の制度
に統一する。
・ただし、委員の定数については、合併
後2回目の改選期となる平成19年6月まで
は25人以内とし、そのうち13人について
は、旧町村の区域の住民のうちから各1人
を委嘱する。
　また、平成19年7月以降は15人以内とす
る。

101200

社会福祉協議会補助金
・社会福祉協議会への運営費補助金は、
交付税算入のある福祉活動専門員分とす
る。ただし、合併後の社会福祉協議会の
状況を勘案しながら、現状の体制を維持
するために必要な職員派遣(兼務)及び人
件費補助を当分の間継続する。
・社会福祉協議会事業への補助は、地域
の実情や事業の内容を精査し実施する。
・社会福祉協議会に委託する事業費の積
算にあたっては、当該事業に必要な人件
費相当額を含むものとする。

その１０

乳幼児医療費助成事業
・合併後、最優先で財源を確保し、対象
年齢を速やかに引き上げるよう最大限努
力する。

122000 その１０

その１０

202200

7700

61600
排水設備設置費助成事業（生活保護、低
所得世帯）

地域ジュニア競技スポーツクラブ育成事
業

文書管理事務（文書の収受・発送を除
く。）

140900 その８

上越市体育指導委員会（体育指導委員）
・体育指導委員の任務及び報酬等につい
ては、合併時から上越市の制度に統一す
る。
・ただし、委員の定数については、平成
19年3月までは、現在の上越市の委員33人
に、昭和32年4月25日付け文部事務次官通
達の示すところにより旧町村の区域ごと
に算出した数（ただし、算出した委員の
数が1人となる区域については2人とす
る。）を加えた61人以内とし、そのうち
28人については、旧町村の区域の住民の
うちから当該区域ごとに算出した数を委
嘱する。
　また、平成19年4月以降は、その時点の
上越市の人口に応じた定数とする（現在
の14市町村の合計人口であれば52人）。
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　　合併後、段階的に上越市の制度に統一

41700
上越国際交流協会運営費
補助

・各国際交流団体への補助金について、安塚町の場合は年間７万
5,000円、吉川町と三和村の場合は年間20万円を3年以内の時限で交
付する。

その２

106400
上越市食生活改善推進員
協議会

・食生活改善推進員の資格付与の条件（講習時間40時間）を3年間で
段階的に統一する。
・合併後、旧町村単位で活動する場合には、その活動は推進員の自
主運営とする。

その２

110130 機能訓練事業 ・対象者及び送迎の実施について3年間で段階的に統一する。 その２

140600 文化財保存事業補助金

・町村所有の指定文化財で国・県指定文化財の維持管理委託料につ
いては合併後も引き続き補助対象とする。
・上記以外の補助金等については3年以内に段階的に上越市の制度に
統一する。

その２

109400 基本健康診査事業
・検診項目、対象者の基準、個人負担金を3年間で段階的に統一す
る。

その３

140300
小中学校ＰＴＡ連合会補
助金

・合併後3年以内に各町村の団体が統合されるよう働きかける。
・統合までの間、各団体に対し、財政状況を勘案した上で補助・交
付金を交付する。

その３

140500 少年少女団体補助金
・合併後3年以内に各町村の団体が統合されるよう働きかける。
・統合までの間、各団体に対し、財政状況を勘案した上で補助・交
付金を交付する。

その３

157700 上越市体育協会
・合併後3年以内に各町村の団体が統合されるよう働きかける。
・統合までの間、各団体に対し、財政状況を勘案した上で補助・交
付金を交付する。

その３

178400
本支管台帳及び施設関連
図書の整備及び保管

・管理図面の縮尺、修正の方法について、5年以内に統一する。
・各種台帳が無い場合は上越市の水準で5年以内に新規に作成する。

その３

180700 使用水量の認定

・5年以内に町村ごとに料金を統一することとし、個々の業務につい
ては下記のとおり段階的に上越市の制度に統一する。
・検針のサイクルと冬期間の取扱い（都市ガス供給区域内は毎月検
針、区域外は隔月。特例を設置し簡易水道地区の降雪時に適用）、
検針の委託、検針単価（山間部等検針条件が厳しい地区は別単価を
設定）について、5年以内に段階的に統一する。
・異常使用量判定基準は合併時から上越市に統一する。

その３

180900
ガス水道等料金賦課徴収
業務

・5年以内に町村ごとに料金を統一することとし、個々の業務につい
ては下記のとおり段階的に上越市の制度に統一する。
・調定回数：5年以内に統一する。（都市ガス供給区域は毎月、区域
外は隔月を原則）
・口座振替済通知：5年以内に統一する。（「検針のお知らせ」に表
記）
・納入通知書の仕様：合併後可能な限り早い段階で統一する。
・納入期日の設定及び月の途中での基本料金の特例については、合
併時から上越市に統一する。

その３

84700
農業集落排水事業分担金
賦課徴収

・現事業認可区域の分担金は、当該区域の事業終了（最長で平成19
年度）まで現行どおりとする。

その４

202800 ＩＳＯ推進事業
・上越市のシステムを段階的に支所に広げていく。吉川町は、関係
団体との調整がつくまで吉川町方式で継続するが、調整がつき次
第、上越市の制度に統一する。

その４

203800 水道料金
合併後、5年以内に料金を統一する。ただし、統一の方法について
は、旧町村の事業ごとの経営状況を十分精査し、市の財政状況を勘
案の上、逐次事業ごとに実施する。

その８

62100
受益者負担金及び分担金
の賦課徴収

合併時の事業認可区域における負担金の賦課徴収は、平成21年度ま
で現行どおりとし、平成22年度から上越市の制度に統一する。ただ
し、頸城村については、現行制度を事業終了まで地域限定で継続
し、平成22年度以降の上越市の賦課制度との差額については、特定
目的の基金をもって充てる。

その１０

91000
生活排水対策事業（合併
処理浄化槽設置補助事
業）

現在、当該事業を実施中の町村については、合併後、3年間に限り現
行の補助水準を継続する。ただし、浦川原村については、現行制度
をさらに2年間継続し、その財源は特定目的の基金をもって充てる。

その１０

123300 保育料
保育料については平成17年3月までは現行どおりとし、平成17年4月
から上越市と旧町村の保育料の差額を1／2に縮小し、さらに平成18
年4月から上越市の保育料に統一する。

その１０

200700 都市計画税税率
・大潟町、頸城村における都市計画区域の市街化区域への課税は5年
間不均一課税とし（税率:1年目～3年目0.04％、4年目0.08％、5年
目0.12％）、6年目から上越市に統一する。

その１２

１８ページの１８件の事務事業については、合併後、段階的に上越市の制度に統一する。

提案区分事務事業名 説　明
事務事業
コ ー ド
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　　合併後、段階的に新制度、新基準を適用

117500 介護保険料賦課徴収
・保険料については平成17年度の料金改正まで現行どおりとし、平
成18年度から新基準を作成し、適用する。
・納期については平成17年度から上越市の制度に統一する。

その４

144500 遠征費交付金（小・中学校）

・平成19年度までの3年間は現行どおりとし、平成20年度から新基
準（対象及び金額）を作成し、適用する。
・スクールバスは可能な限り利用する。

その４

146400 通学援助費（小・中学校）

・平成21年度までの5年間は現行どおりとし、平成22年度から新基
準（距離・補助率）を作成し、適用する。
・補助対象距離は上越市に統一することとし、地域事情を考慮した
教育長の判断による特例を認める。
・距離計算の起点は集落の中心地からとする。
・スクールバスについては必要なものは継続する。

その４

126700
国民健康保険税賦課徴収
事業

新基準として、納期は12期、賦課方式は所得割、均等割、平等割に
割り振る3方式とし、均等割額と平等割額の計と所得割額との比率を
50：50（平準化）とする。
ただし、合併した年の1～3月は旧市町村の保険税額、又は保険料額
を適用する。

その８

202900 ごみ収集有料化事業

現在、ごみ処理を有料化としている町村の区域においては、現行の
制度を継続することとし、その収益を当該区域内の環境対策経費に
充てるための特定財源として取り扱うことができるものとする。
合併後3年を目途に、全市の有料化に向けて取り組むものとし、有料
化にあたっては、新制度を創設し適用する。

その１０

１９ページの５件の事務事業については、合併後、段階的に新制度、新基準を適用する。

提案区分事務事業名 説　明
事務事業
コ ー ド
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　　町村が独自に実施している事務事業

・取扱い欄の〔　〕内の数字は、関連する事務事業コードである。

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

177 大潟町 大潟町土地改良区補助事業 合併時に廃止する。 その７

178 大潟町 朝日池土地改良区補助事業 合併時に廃止する。 その７

193 吉川町 土地改良事業(事務費助成) 合併時に廃止する。 その７

212 板倉町
高品質「板倉米」生産運動推
進事業

合併時に廃止する。 その７

213 板倉町
低コスト稲作実践集団等育成
事業

合併時に廃止する。 その７

215 板倉町 物産交流事業 事業をＪＡに引き継ぎ、自治体の事業としては合併時に廃止する。 その７

220 板倉町
農業振興事業補助金（圃場整
備･基盤整備事業測量及び調査
設計費）

合併時に廃止する。 その７

224 清里村 農業機械リース事業
合併後、既に認定済みの者の償還期間が終了する平成22年4月まで
リース料金の一部(市町村負担分)を現在と同様の基準で支払うが、該
当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

その７

229 清里村 農村公園整備工事（単独） 合併時に廃止する。 その７

232 清里村 国県平準化事業
既に実施中の事業のため、当該手続きに係る事務を上越市に引き継
ぐ。

その７

233 清里村 担い手育成事業
既に実施中の事業のため、当該手続きに係る事務を上越市に引き継
ぐ。

その７

242 名立町
ふるさと名立特産品づくり事
業補助金

合併時に廃止する。 その７

259 安塚町
やすづか自由学園（運営費補
助）

当該事業を上越市に引き継ぎ、学園の安定的運営を引き続き支援す
る。

その７

260 安塚町
アルペンスキー授業の実施
（スキー場利用料補助）

合併時に廃止する。 その７

269 柿崎町
頸北地区言語・難聴児担任者
会負担金

合併時に制度を廃止し、上越市学校教育研究会の内部組織である障害
児教育部会の通級（言語・難聴）担当者会に移行する。

その７

279 吉川町 スポーツ指導者育成補助 合併時に廃止する。 その７

285 板倉町 特殊教育就学援助
単独上乗せ補助分は合併時に廃止し、就学援助については上越市の特
殊教育就学奨励費〔146100〕の制度に移行する。

その７

288 三和村 交通安全推進大会への補助金 合併時に廃止する。 その７

313 大島村 集落集会所克雪化事業補助金
合併時から上越市の町内会集会場建設費補助金制度〔2300〕に移行す
る。

その７

316 牧村 山村振興等地域連携推進事業
期間を限定して既に実施中の事業であるため、当該事務事業を上越市
に引き継ぎ、平成16年度末まで地域限定として現在の制度で継続す
る。

その７

324 柿崎町 柿崎川ダム渇水調整協議会 合併時から上越市の河川維持保全業務〔53300〕に移行する。 その７

352 浦川原村
林業関係団体の補助金、負担
金及び連絡調整(日本さくらの
会)

合併時に廃止(日本さくらの会を脱退)する。 その７

357 大島村 生産森林組合活動補助金 合併時に廃止する。 その７

366 柿崎町 農家組合長活動助成金 合併時に廃止する。 その７

378 板倉町
消防団はしごのぼり部助成事
業

当該助成事業を上越市に引き継ぎ、地域限定で継続する。なお、補助
金の額については毎年の予算編成による。

その７

385 名立町
名立町農地関係地すべり防止
事業推進協議会へ補助金の支
出

合併時に廃止する。 その７

386 柿崎町 エンジェル祝金支給事業 合併時に廃止する。 その７

387 頸城村
心身障害者通所援護事業補助
金

合併時から上越市の心身障害者通所援護事業〔203100〕に移行する。 その７
388 吉川町 健康増進施設利用負担金助成 合併時に廃止する。 その７

389 吉川町 すこやか子育て支援事業 合併時に廃止する。 その７

398 清里村
白内障手術時装用眼鏡代等助
成

合併時に廃止する。 その７

400 清里村
チャイルドシート購入費補助
金交付事業

合併時に廃止する。 その７

401 名立町 名立町保健衛生協議会補助金 合併時から上越市の制度地区衛生活動補助金〔91200〕に移行する。 その７

404 名立町 すこやか赤ちゃん祝い金 合併時に廃止する。 その７

419 板倉町
板倉町治山林道事業促進連絡
協議会

合併時に廃止する。 その７

466 安塚町
全国明るい雪自治体会議負担
金

上越市に引き継ぐが、その後の継続については上越市が判断する。 その７
467 安塚町 環境自治体会議負担金 上越市に引き継ぐが、その後の継続については上越市が判断する。 その７

480 大島村 村駅伝大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

481 柿崎町 米山山麓ロードレース大会 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その７

483 柿崎町
スポーツ交流事業(頸北五ケ町
村)

合併時に事業を廃止する。
ただし、これまで実施してきた事業の目的と効果を踏まえ、合併後に
再検討する。

その７

２０ページから３４ページの５００件の事務事業については、「取扱い」のとおりとする。

・事務事業番号欄の「－」は、当該事務事業を他の町村が実施している事務事業と併せて調整したため、事務事業番号が付与されて
いないことを意味する。
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

484 柿崎町 ニュースポーツ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
名立町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

485 柿崎町 町民ソフトボール大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

486 大潟町 大潟グラウンドゴルフ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

487 大潟町 町民ソフトボール大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

488 大潟町 町民バレーボール大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

489 大潟町 町民卓球大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

490 吉川町
頸北五ケ町村交流ソフトボー
ル大会

合併時に事業を廃止する。
ただし、これまで実施してきた事業の目的と効果を踏まえ、合併後に
再検討する。

その７

491 吉川町 スカイスポーツ大会 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その７

492 吉川町 各種スポーツ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

493 中郷村 親子ニュースポーツ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
名立町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

498 板倉町 各種スポーツ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

499 板倉町 ビーチボール大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

500 清里村 各種スポーツ大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

501 三和村 少年少女球技大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

502 三和村 村一周駅伝大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

503 名立町
母子球技大会(おやこきゅうぎ
たいかい)

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

504 名立町 女性ソフトバレーボール大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

505 名立町 壮年男子スポーツの集い
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

506 名立町 不動山登山
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

514 浦川原村 芸術祭
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

515 大島村
ふれあいコンサート（招聘公
演）

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その７

516 大島村 村民音楽祭
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

517 頸城村 生涯学習フェスティバル
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
板倉町・大島村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

518 吉川町 生涯学習フェステバル
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
大島村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

519 中郷村 中郷村作品展
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

520 名立町 生涯学習フェスティバル
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村・大島村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

524 柿崎町
かきざきドームチャレンジ・
デー

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

525 大潟町 なんでもチャレンジ教室
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
吉川町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

526 吉川町 吉川スノーフェステイバル
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

527 清里村 友好町村交流事業

期間を限定して既に実施中の特産品交流事業であるため、当該事務事
業を上越市に引き継ぎ、平成17年度まで、地域限定として現在の制度
で実施する。
なお、事業期間終了後、同地域が引き続き同様の交流を行うかどうか
は、合併後の上越市が検討する。

その７

542 浦川原村
地方バス路線運行対策事業
（デマンドバス）

当該事業を合併後も継続するが、今後の新市の生活交通体系（バス路
線）について平成17年10月からの生活交通確保計画（国・県補助路線
及び単独路線を含む）策定時から調整する。
平成16年10月からの生活交通確保計画（補助対象期間：平成16年10
月～平成17年9月）は、現在の各市町村がそれぞれ現行の生活交通確
保計画をベースとして作成する。

その７
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

543 大島村 生活路線バスの運行事業

当該事業を合併後も継続するが、今後の新市の生活交通体系（バス路
線）について平成17年10月からの生活交通確保計画（国・県補助路線
及び単独路線を含む）策定時から調整する。
平成16年10月からの生活交通確保計画（補助対象期間：平成16年10
月～平成17年9月）は、現在の各市町村がそれぞれ現行の生活交通確
保計画をベースとして作成する。

その７

544 牧村 コミュニティバス事業

当該事業を合併後も継続するが、今後の新市の生活交通体系（バス路
線）について平成17年10月からの生活交通確保計画（国・県補助路線
及び単独路線を含む）策定時から調整する。
平成16年10月からの生活交通確保計画（補助対象期間：平成16年10
月～平成17年9月）は、現在の各市町村がそれぞれ現行の生活交通確
保計画をベースとして作成する。

その７

545 牧村 村営バス事業

当該事業を合併後も継続するが、今後の新市の生活交通体系（バス路
線）について平成17年10月からの生活交通確保計画（国・県補助路線
及び単独路線を含む）策定時から調整する。
平成16年10月からの生活交通確保計画（補助対象期間：平成16年10
月～平成17年9月）は、現在の各市町村がそれぞれ現行の生活交通確
保計画をベースとして作成する。

その７

546 吉川町 へき地患者等輸送事業

当該事業を合併後も継続するが、今後の新市の生活交通体系（バス路
線）について平成17年10月からの生活交通確保計画（国・県補助路線
及び単独路線を含む）策定時から調整する。
平成16年10月からの生活交通確保計画（補助対象期間：平成16年10
月～平成17年9月）は、現在の各市町村がそれぞれ現行の生活交通確
保計画をベースとして作成する。

その７

548 浦川原村 東頸城農業特区
当該事務事業を上越市に引き継ぐ。
なお、エリアの拡大などについて、必要に応じて合併後に見直す。

その７

549 大島村 東頸城農業特区
当該事務事業を上越市に引き継ぐ。
なお、エリアの拡大などについて、必要に応じて合併後に見直す。

その７

555 三和村 排水設備設置資金利子補給金
合併前に交付決定された利子補給金の給付は、交付期間5年間の残期
間は継続し、平成21年度に制度を廃止する。

その７

570 吉川町
冬期集落安心づくり推進員設
置事業

合併時から上越市の冬期集落保安要員設置事業〔17500〕に移行す
る。

その７

574 三和村 新入園児交通安全帽交付事業 合併時に廃止する。 その７

575 三和村
環境推進員制度（環境に関す
る各種推進員制度）

合併時から上越市のごみ集積所巡回・資源化促進業務〔93500〕の制
度に移行する。

その７

576 三和村
リサイクル推進員制度（環境
に関する各種推進員制度）

合併時から上越市のごみ集積所巡回・資源化促進業務〔93500〕の制
度に移行する。

その７

620 安塚町 古文書講座
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

621 安塚町 死生学セミナー
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

622 安塚町 家庭教育講座
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

624 柿崎町 ふれあいスポーツ・デー
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

625 柿崎町 生涯スポーツ振興事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

627 大潟町 幼児家庭教育学級
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

628 大潟町 親子にこにこ体力つくり教室
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

629 大潟町 ニュースポーツ教室
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
名立町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

630 大潟町 大潟町スポーツ指導者研修会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

631 頸城村 人材バンク事業
合併時から上越市の生涯学習年間ガイドブック作成業務〔139800〕の
事業に移行する。
牧村・中郷村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

632 頸城村 地域学セミナー
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

636 吉川町 家庭教育振興事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

637 吉川町 成人･高齢期学習講座
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

638 吉川町 ニュースポーツ普及事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
名立町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

639 吉川町 スポーツ関係者研修会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

640 中郷村 公民館講座事業

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村・清里村・板倉町・頸城村で実施している事業についても同じ扱
いとする。

その７

－22－



　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

641 板倉町 公民館事業（本館事業）
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

643 板倉町 トランポビクス教室
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

644 板倉町 リフレッシュ健康教室
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

645 清里村 清里村公民館・社会教育事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

646 三和村 女性防火クラブの設置
当該事業を合併時に廃止するが、今後、自主防災組織を拡充していく
中で、クラブの設置の趣旨を引き継ぎ、積極的に女性の参加を進め
る。

その７

647 三和村
竹の子の会（障害をもつ児童
の保護者交流、支えあい）

合併時から上越市のたんぽぽ園運営事業〔120600〕に移行する。 その７

649 三和村 ニュースポーツ教室及び大会
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
名立町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

650 名立町 女性学級
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

651 名立町 乳幼児家庭教育学級
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
板倉町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

652 名立町
好齢者学級(こうれいしゃがっ
きゅう)

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

603 吉川町
集落排水処理組合及び連絡協
議会の事務

当該処理組合等の事務を外郭団体事務として上越市に引き継ぎ継続す
る。
ただし、各処理組合（7組合）に対する補助金は、合併時に廃止す
る。

その７

693 板倉町
板倉町住みよい集落づくり町
道舗装事業

合併時に廃止する。 その７

710 安塚町
町民健康・体力づくり推進事
業

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

711 大島村 健康・体力づくり運動の推進
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
中郷村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

713 吉川町 健康家庭表彰 合併時に廃止する。 その７

717 三和村
子ども健康手帳「たいよう」
配布

合併時に廃止する。 その７

718 三和村
元気茶屋(生活習慣病予防事
業）

合併時から上越市の上越市食生活改善推進員協議会事業〔106400〕に
移行する。

その７

751 板倉町 高齢者等生活支援事業 合併時から上越市のボランティア利用事業〔114600〕に移行する。 その７

756 三和村
ひなた荘老人クラブ利用助成
事業

合併時に廃止する。 その７

765 安塚町 ウィークエンド事業

当該事業を上越市に引き継ぐが、平成17年3月31日の事業完了時点で
事業を廃止し、その後上越市が行っている青少年健全育成に関する事
業に取り込み継続する。大島村・浦川原村で実施している事業につい
ても同じ扱いとする。

その７

766 安塚町
地域に開かれた学校づくり事
業

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

767 安塚町 芸術文化鑑賞事業 合併時に廃止する。 その７

769 大島村
おおしまウィークエンドひろ
ば

当該事業を上越市に引き継ぐが、平成17年3月31日の事業完了時点で
事業を廃止し、その後上越市が行っている青少年健全育成に関する事
業に取り込み継続する。安塚町・浦川原村で実施している事業につい
ても同じ扱いとする。

その７

770 大島村
ウィークエンド推進委員会
（兼：地域教育力・体験活動
推進協議会）

合併時から上越市の奉仕活動・体験活動等支援事業（平成15年度から
実施）に移行する。
なお、清里村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

772 牧村
いきいきウィークエンド夢事
業

当該事業を上越市に引き継ぐが、平成17年3月31日の事業完了時点で
事業を廃止し、その後上越市が行っている青少年健全育成に関する事
業に取り込み継続する。三和村・清里村で実施している事業について
も同じ扱いとする。

その７

773 柿崎町 頸北地区子どもセンター事業
合併時に事業を廃止する。
広域的に取り組んできた事業については、上越市が行っている青少年
健全育成に関する事業に取り込み継続する。

その７

774 大潟町 学校週5日制対応事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
牧村・吉川町で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

775 大潟町
頸北地区子どもセンター事業
（広域事業）

合併時に事業を廃止する。
広域的に取り組んできた事業については、上越市が行っている青少年
健全育成に関する事業に取り込み継続する。

その７

776 頸城村 子ども広域連携事業
合併時に事業を廃止する。
広域的に取り組んできた事業については、上越市が行っている青少年
健全育成に関する事業に取り込み継続する。

その７
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777 吉川町 広域連携事業
合併時に事業を廃止する。
広域的に取り組んできた事業については、上越市が行っている青少年
健全育成に関する事業に取り込み継続する。

その７

778 吉川町 子どもふれあい広場
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

779 吉川町
子どもたちの学校内外を通じ
た体験活動等推進事業

合併時から上越市の奉仕活動・体験活動等支援事業（平成15年度から
実施）に移行する。
なお、牧村・大島村で実施している事業についても同じ扱いとする。

その７

783 三和村
頸北地区子どもセンター事業
（共同）

合併時に事業を廃止する。
広域的に取り組んできた事業については、上越市が行っている青少年
健全育成に関する事業に取り込み継続する。

その７

784 三和村
頸中「いきいきウィークエン
ド夢事業」（共同）

当該事業を上越市に引き継ぐが、平成17年3月31日の事業完了時点で
事業を廃止し、その後上越市が行っている青少年健全育成に関する事
業に取り込み継続する。牧村・清里村で実施している事業についても
同じ扱いとする。

その７

785 三和村
さんわ完全学校週５日制対応
事業（三和村単独）

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。
清里村・頸城村・名立町で実施している事業についても同じ扱いとす
る。

その７

786 三和村 学社融合連携事業
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その７

806 浦川原村 福祉交通費助成事業
合併時から上越市のタクシー利用料金等助成事業〔98500〕に移行す
る。

その７

807 牧村 心身障害者機能訓練事業 合併時から上越市の心身障害者通所援護事業〔203100〕に移行する。 その７
808 柿崎町 授産施設相互利用事業 合併時から上越市の施設訓練等支援事業〔101120〕に移行する。 その７
812 吉川町 授産施設相互利用事業 合併時から上越市の施設訓練等支援事業〔101120〕に移行する。 その７

813 中郷村
身体障害者デイサ－ビス委託
事業

合併時から上越市の居宅生活支援費支給事業〔101110〕に移行する。 その７

814 板倉町 身体障害者ディサービス事業 合併時から上越市の居宅生活支援費支給事業〔101110〕に移行する。 その７
815 三和村

ひなた荘福祉団体利用助成事
業

合併時に廃止する。 その７

816 名立町 福祉バス利用助成
合併時から上越市のタクシー利用料金等助成事業〔98500〕に移行す
る。

その７

821 清里村 環境と健康づくり推進協議会
合併時から上越市の健康づくり活動チーム研修会〔102600〕に移行す
る。

その７

578 大島村 地籍管理事務
合併時から上越市の固定資産現況調査等業務事務〔22700〕に移行す
る。

その７

585 吉川町 地積図の管理事務
合併時から上越市の固定資産現況調査等業務事務〔22700〕に移行す
る。

その７

587 三和村 交通安全推進大会 合併時に廃止する。 その７

599 牧村 公団造林事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、緑資源公団との分収契約に基づき実施
する。

その７

600 柿崎町 公団造林事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、緑資源公団との分収契約に基づき実施
する。

その７

601 柿崎町 柿崎漁港管理
合併時から、漁港の使用料・占用料を含めて、上越市の有間川漁港管
理条例に準じて新たに条例を設置し、管理する。

その７

605 名立町 公団造林地保育事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、緑資源公団との分収契約に基づき実施
する。

その７

614 板倉町 地下水採取規制
合併時から上越市の揚水設備設置の立会い事業〔88200〕に移行す
る。

その７

619 三和村 喫煙状況調査
当該事業を上越市に引き継ぎ、健康増進法の趣旨を踏まえて実施す
る。

その７

826 大潟町 汀線測量調査作業委託 合併時から上越市の海岸事業の促進の事業〔55400〕に移行する。 その７

827 大潟町 小山作之助資料収集事業
合併時から上越市の公文書以外の歴史資料の収集・整理の事業
〔41100〕に移行する。

その７

833 板倉町 北陸新幹線水文調査事業
合併時から上越市の新幹線建設対策事業（地元対策）〔47900〕の事
業に移行する。

その７

137 安塚町 商工業振興対策事業補助金 合併時に廃止する。 その９

139 安塚町 棚田景観保全対策 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

140 安塚町
全国棚田（千枚田）連絡協議
会への加入

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９
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847 安塚町 里地棚田保全整備事業 その９

848 安塚町 県単農業農村整備事業 その９

844 大島村 団体営里地棚田保全整備事業 その９

845 大島村 県単農業農村整備事業 その９

855 大島村
団体営田園自然環境保全整備
事業

その９

846 牧村 里地棚田保全事業 その９

849 牧村 県単農業農村整備事業 その９

850 清里村
中山間地域総合整備事業（農
道・集落道整備）

その９

851 清里村
中山間地域総合整備事業（暗
渠排水整備、かんがい排水路
整備）

その９

852 三和村 中山間地域総合対策事業 その９

853 名立町 団体営里地棚田保全整備事業 その９

854 名立町 県単農業農村整備事業 その９

148 大島村 県営中山間地域総合整備事業
既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の受益
者負担率で実施する。

その９

154 牧村 県営中山間地域総合整備事業
既に実施中の事業のため、事業が終了する平成20年度まで現在の受益
者負担率で実施する。

その９

867 三和村
県営かんがい排水事業（錦川
地区）負担金

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の受益
者負担率で実施する。

その９

239 三和村
三和村土地改良事業補助金
（事務費補助）

合併時に廃止する。 その９

151 大島村
農村地域工業導入促進セン
ター負担金

合併時に廃止する。 その９

156 牧村
農業振興一般（堆肥製造施設
維持管理費助成）

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の制度
で実施する。

その９

161 牧村 小規模水田条件整備事業
当該事業を名立町の類似事業（246：畑地整備事業）と統合し、合併
時から全市に展開して実施する。

その９

246 名立町
名立町農業基盤整備事業(畑地
整備事業)

当該事業を牧村の類似事業（161：小規模水田整備事業）と統合し、
合併時から全市に展開して実施する。

その９

162 柿崎町 柿崎町産業開発事業補助金
合併時から上越市の新産業創造支援事業補助金〔65800〕の制度に移
行する。

その９

163 柿崎町 商店街活性化事業補助金 合併時に廃止する。 その９

164 柿崎町
柿崎町地場産業アピール活動
事業費補助金

合併時に廃止する。 その９

165 柿崎町
柿崎町商業活性化ハイプラン
推進事業費補助金

合併時に廃止する。 その９

166 柿崎町 出稼ぎ者支援事業 合併時に廃止する。 その９

168 柿崎町
水産資源増殖種苗放流事業
（補助金交付事業）

その９

258 名立町 稚魚放流事業補助金 その９

171 柿崎町 その９

－ 牧村 その９

179 大潟町 その９

214 板倉町 その９

227 清里村 その９

－ 安塚町 その９

202 中郷村
婦人グループ育成事業（農村
地域生活アドバイザー活動補
助金）

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止し、あわせて組織の自立を
図る。

その９

192 吉川町
工業再配置促進連絡協議会
（負担金）

合併時に廃止する。 その９

194 吉川町
土地改良事業(山間地域加入促
進助成)

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の補助
率で実施する。

その９

195 吉川町
吉川町環境保全型農業推進事
業（組織環境活動補助金）

合併時から全市に展開して実施する。 その９

431 大島村 その９

359 牧村 その９

435 柿崎町 その９

200 中郷村 その９

345 名立町 その９

－ 安塚町 その９

担い手育成活動助成（農業後
継者育成）

園芸部活動補助 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

観光関係団体育成事業（補助
金）

当該事業を合併後も継続するが、補助金額は各団体が行う事業の規模
や内容等を考慮し、5年以内に見直す。

当該事業は、各町村が既に策定済の農業農村整備事業管理計画又は過
疎地域自立促進計画に掲載されており、かつ既に住民との協議により
実施を決定している事業に限定して、合併後5年間に限り、現在の制
度で行う。

当該事業を上越市に引き継ぐが、上越市の栽培漁業試験研究
〔80800〕の制度改正も視野に入れ、合併後、3年以内に見直す。

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。
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－ 大潟町 その９

－ 吉川町 その９

－ 板倉町 その９

205 中郷村
担い手育成支援事業(事務手続
き)

既に実施中の事業のため、当該手続きに係る事務を上越市に引き継
ぐ。

その９

207 中郷村 作業道開設補助金
既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の補助
率で実施する。

その９

878 中郷村 その９

879 板倉町 その９

208 板倉町
板倉町道路除雪融雪事業補助
金

当該事業を平成18年度まで現行水準で継続し、平成19年度からは、上
越市のハンドガイド付小型除雪機械維持修繕から貸与まで〔51000〕
の制度に移行する。

その９

211 板倉町
環境保全型農業推進事業（稲
わら腐食促進剤購入補助金）

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。 その９

222 清里村
春季消雪促進対策事業（種子
育成地域消雪補助金）

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

225 清里村 集落景観形成事業
既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の補助
率で実施する。

その９

255 名立町 水源涵養補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

261 安塚町 ジュニアスポーツ育成事業 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。 その９

262 安塚町
いきいき女性ネットワーク育
成事業

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。 その９

267 牧村 地区婦人学級補助金 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。 その９

268 柿崎町 新生活運動推進協議会補助金 その９

328 大潟町

心なごむ潮さいのまち「大潟
町」をつくる推進協議会補助
金（新生活運動推進協議会補
助金）

その９

281 中郷村
ジュニアXCスキー育成会補助
金

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

298 安塚町
直峰城少年交流補助金（横浜
市名瀬町）

その９

286 板倉町
小学生交流事業助成（沖縄県
宮古島）

その９

300 浦川原村 地域づくりリーダー育成事業
合併時から上越市の上越市まちづくり市民大学運営事業〔29500〕の
制度に移行する。

その９

306 大島村 その９

317 牧村 その９

307 大島村 その９

318 牧村 その９

335 吉川町
地域ビジョン策定・実現推進
事業

その９

309 大島村 大島村地区振興事業交付金 合併時に廃止する。 その９

311 大島村
大島村四季のふるさと会補助
金

合併時に廃止する。 その９
323 柿崎町

柿崎町定住促進奨励金交付事
業

その９

336 吉川町 ふるさと定住者助成金 その９

338 板倉町 板倉町ふるさと定住促進事業 その９

339 板倉町 少子化対策助成事業 その９

327 大潟町
緑化推進事業（生垣設置助
成）

合併時に廃止する。 その９
342 三和村

越後バッカス街道協議会負担
金

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その９

350 安塚町 その９

354 大島村 その９

353 大島村 大島村音楽協会補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

355 大島村 その９

－ 清里村 その９

－ 名立町 その９

356 大島村 その９

－ 清里村 その９

358 牧村
ジャンボツリーとジャンボツ
リーの集い活動費補助

合併時に廃止する。 その９

362 柿崎町
米山山頂避難小屋連絡協議会
（負担金）

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

374 吉川町 尾神岳エリヤ協会補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

877 中郷村 中郷地区労働組合会議補助金
合併時から上越市の勤労者福祉事業補助金〔66100〕の制度に移行す
る。

その９

383 板倉町 シルバー大学院助成事業 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。 その９

423 安塚町 その９

428 浦川原村 その９

429 大島村 その９

上越地区県行造林協会負担金 当該事業を上越市に引き継ぐ。

当該事業を上越市に引き継ぐ。
上越地区生産森林組合連絡協
議会負担金

当該事業を上越市に引き継ぎ、さらに全市的な展開を図るなど積極的
に取り組む。

越後田舎体験推進事業（負担
金）

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成19年度まで当該事業を
実施する。

安塚職業協会負担金 合併時に廃止する。

合併時に廃止する。

地域ビジョン策定推進事業

地域ビジョン実現推進事業

合併時に廃止する。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

新井高等職業訓練校運営費補
助金

当該事業を上越市に引き継ぐ。

観光関係団体育成事業（補助
金）

当該事業を合併後も継続するが、補助金額は各団体が行う事業の規模
や内容等を考慮し、5年以内に見直す。
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432 牧村 その９

424 安塚町
ほっと安塚小さな旅事業（補
助金）

その９

425 浦川原村 若葉まつり補助金 その９

426 浦川原村 うらがわらまつり補助金 その９

430 大島村 おおしま夏まつり補助金 その９

433 牧村 むらまつり補助金 その９

436 柿崎町
柿崎時代夏まつり協議会補助
金

その９

437 大潟町 大潟まつり補助金 その９

438 大潟町
地域振興活性化事業（鵜の浜
温泉まつり補助金）

その９

443 吉川町
よしかわやったれまつり補助
金

その９

444 吉川町 越後よしかわ酒まつり補助金 その９

445 中郷村 なかごう夏まつり補助金 その９

446 板倉町 板倉ふれあいまつり補助金 その９

449 名立町 名立まつり補助金 その９

427 浦川原村
柴又交流事業（児童交流を含
む。）

その９

442 吉川町
友好都市交流（東京都荒川
区）補助金

その９

447 清里村 都市農村交流事業（補助金） その９

448 名立町
長野県北御牧村との交流事業
（補助金）

その９

434 柿崎町
柏崎地域観光連絡協議会（負
担金）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その９

310 大島村
大島村ふるさと交流推進協議
会補助金

合併時に廃止する。 その９

415 大潟町
犀潟、潟町鉄道間線路側溝利
用者協議会負担金

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

474 三和村
関東甲信越静地区工業再配置
促進連絡協議会負担金

合併時に廃止する。 その９

145 浦川原村 山本ぶどう祭 その９

146 浦川原村 その９

－ 安塚町 その９

－ 大島村 その９

477 大島村 ほたるまつり その９

153 牧村 くびき牛丸焼きまつり その９

169 柿崎町 産業まつり その９

172 大潟町 農業振興祭 その９

226 清里村 そば祭り その９

522 大島村 越後・大島雪ほたるロード その９

528 大島村
地区別ふるさと体験の企画・
運営事業

その９

314 牧村 雪国行って見体験 その９

534 吉川町 ふるさとイベントの開催 その９

274 大潟町
卯の花音楽祭（生涯学習推進
事業）

その９

276 大潟町 生涯学習フェスティバル その９

787 三和村 その９

－ 牧村 その９

－ 清里村 その９

304 浦川原村
雪上カーニバル（生涯学習推
進事業）

その９

532 大島村 大島リンク事業（物産展） その９

482 柿崎町
山梨県須玉町との各種スポー
ツ交流事業（児童、生徒交流
事業を含む）

その９

533 吉川町
生活協同組合東京マイコープ
との交流事業

その９

536 三和村
東京都葛飾区金町との交流事
業

その９

537 三和村 栃木県真岡市との交流事業 その９

541 吉川町
法政大学人間環境学部との交
流

その９

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

農業祭

生涯学習大会（生涯学習推進
事業）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。
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341 三和村
中国黒龍江省哈爾濱市呼蘭県
康金鎮との友好交流事業

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

550 柿崎町
柿崎町中小企業設備等改善資
金利子補給事業

合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成19年度ま
で現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時
に事業を廃止する。

その９

551 柿崎町
柿崎町地方産業育成資金利子
補給事業

合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成17年度ま
で現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時
に事業を廃止する。

その９

552 柿崎町
柿崎町中小商業・サービス業
組織的展開資金利子補給事業

その９

553 吉川町
商工業設備近代化事業資金利
子補給

その９

880 板倉町
板倉町地方産業育成資金利子
補給

合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成22年度ま
で現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時
に事業を廃止する。

その９

557 大島村
ふるさと定住促進資金貸付制
度

合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成21年度ま
で現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時
に事業を廃止する。

その９

558 柿崎町
柿崎町緊急経済対策特別資金
貸付

合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成17年度ま
で現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時
に事業を廃止する。

その９

561 浦川原村 企業誘致(固定資産税減免）
当該事業を上越市に引き継ぎ、過疎地域自立促進特別措置法に基づく
地区指定により継続する。

その９

567 吉川町 企業誘致(固定資産税減免） その９

209 板倉町
工場設置支援事業（固定資産
税減免）

その９

562 柿崎町
工業開発に関する奨励金交付
事業

合併時までに認定される者に限り、事業が終了する平成19年度まで現
在の制度で実施する。

その９

881 板倉町 工場建設奨励金交付事業
合併時までに認定される者に限り、事業が終了する平成21年度まで現
在の制度で実施する。

その９

568 三和村 県産業立地促進地域申出事務 合併時から上越市の企業誘致促進事業〔70200〕の制度に移行する。 その９

529 大島村 その９

535 吉川町 その９

538 三和村 その９

－ 浦川原村 その９

573 板倉町
ふるさと名物・特産品開発事
業

当該事業を合併時から全市に展開して実施する。 その９

577 浦川原村 集落担当制度 合併時に廃止する。 その９

633 吉川町 町づくり推進大会 合併時に廃止する。 その９

764 安塚町
地域生涯楽習推進事業（学習
活動支援）

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その９

782 板倉町
生涯学習推進事業（推進会
議・出前講座　他）

合併時から生涯学習推進会議、出前講座については、それぞれ上越市
の社会教育委員〔140900〕、出前講座事業（平成15年度から実施）
の事業に移行する。
その他の事業については地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、
事業の実施方法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その９

788 三和村
生涯学習推進事業（チャレン
ジサークル活動）

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その９

264 大島村
ＣＡＰプロジェクト（村は大
自然の美術館）

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

655 大島村
村民合唱団・合奏団の活動支
援

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方
法などについては、合併後の状況を踏まえて見直す。

その９

608 吉川町
原子力発電の事故対策に係る
よう素剤の保管管理

当該事業を上越市に引き継ぎ、合併後も必要な措置を講じる。なお、
県とも協議しながら上越市として独自の原子力災害への迅速な対応を
示した活動マニュアル作りを進め、合併後の上越市全域に対応できる
方向で検討する。

その９

817 浦川原村
70歳以上の高齢者への優待証
の交付（霧ヶ岳温泉）

合併時から上越市のシニアパスポート事業〔115900〕の制度に移行す
る。

その９

872 大潟町 ＬＰガス供給販売事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９
869 三和村 多能用水組合補償金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９
870 三和村 水源地管理費負担金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

523 柿崎町
露店管理（坂田池観桜会、お
引上げ商工まつり、納涼花火
大会、朝市）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その９

868 大潟町 工業用水給水事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

農園貸付制度（オーナー制
度）

当該事業を上越市に引き継ぎ、農村地域工業等導入促進法に基づく地
区指定により継続する。

合併時に廃止する。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後、速やかに4町村の事業を統
合する。
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

602 吉川町 その９

－ 大島村 その９

－ 柿崎町 その９

662 板倉町
板倉町直轄地すべり対策事業
推進協議会事務

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の事務
を実施する。

その９

834 三和村 簡易郵便局取扱事務
近隣に金融機関がない地域事情等から、当該事務事業を上越市に引き
継ぎ、地域限定で継続する。

その９

654 浦川原村 その９

－ 安塚町 その９

－ 大島村 その９

－ 牧村 その９

842 大潟町 その９

257 名立町 その９

－ 中郷村 その９

607 大潟町
大潟町県営都市公園対策委員
会

当該事業を上越市に引き継ぐ。 その９

1
安塚町

他
公の施設の管理運営（使用料
及び利用料金等）

・公の施設を占用して利用する際の使用料及び利用料金に係る使用料
基準、時間割料金設定、減免基準及び冷暖房設備料金基準並びに類似
施設における開・閉館時間の取扱いについては、別紙のとおりとす
る。（別紙は、本冊子35～38ページに掲載）
・公の施設を占用せずに利用する際の使用料及び利用料金について
は、現行のとおりとし、合併後、検討する。

その１１

141 浦川原村 その１１

152 牧村 その１１

197 吉川町 その１１

210 板倉町 その１１

243 名立町 その１１

－ 安塚町 その１１

－ 大島村 その１１

－ 柿崎町 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 頸城村 その１１

－ 中郷村 その１１

－ 清里村 その１１

－ 三和村 その１１

157 牧村
畜産一般（笹ヶ峰牧場利用助
成）

その１１

158 牧村
畜産一般（畜産コントロール
センター利用助成）

その１１

187 頸城村 畜産振興対策補助金 その１１

203 中郷村
乳牛育成牛及び肥育牛の放牧
共同育成事業

その１１

247 名立町
名立町農業基盤整備事業（畜
産基盤整備事業）

その１１

251 名立町
畜産振興事業（出荷搬送費補
助金）

その１１

252 名立町
畜産振興事業（牧場入下牧搬
送費補助金）

その１１

253 名立町 畜産振興事業（補助金） その１１

160 牧村 牧村水田農業確立推進事業 その１１

176 大潟町
水田農業確立推進対策助成事
業

その１１

183 頸城村
頸城村水田農業確立推進協議
会補助金

その１１

191 頸城村 認定農業者規模拡大支援事業 その１１

199 吉川町 吉川町とも補償推進事業 その１１

206 中郷村 転作補助 その１１

234 三和村
水田農業推進助成金（土地集
積）

その１１

235 三和村
水田農業推進助成金（とも補
償）

その１１

249 名立町
名立町緊急生産調整推進対策
事業

その１１

当該事業を上越市に引き継ぐが、補助金額は各商工会が行う事業の規
模や内容、会員数等を考慮し、5年以内に見直す。

合併時に廃止する。ただし町村における酪農の状況を考慮して、合併
後速やかに上越市の畜産振興事業(補助金)〔77200〕を拡充する。

商工業振興補助金

内水面資源利活用推進事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、休耕田の有効活用を通じて中山間地振
興と農村体験交流等の推進を図る。

合併時に廃止する。ただし、全市的な転作作物の作付け拡大と特産化
の実現のため、合併後速やかに新制度の創設を図る。

松くい虫防除事業(単独)
当該事業を地域限定で継続するが、合併後に全市域での総合的な病害
虫制度の構築を検討する。

電源立地特別交付金事業（柏
崎・刈羽原子力発電所）

合併時から上越市の電源立地等初期対策交付金業務〔55200〕に移行
する。
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

167 柿崎町 その１１

181 頸城村 その１１

196 吉川町 その１１

170 柿崎町 その１１

173 大潟町 その１１

185 頸城村 その１１

201 中郷村 その１１

223 清里村 その１１

254 名立町 その１１

－ 牧村 その１１

－ 三和村 その１１

180 頸城村
頸北４カ町村企業ガイドブッ
ク負担金

合併時に廃止する。 その１１

182 頸城村 その１１

－ 大島村 その１１

－ 柿崎町 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 吉川町 その１１

184 頸城村 ユートピアくびき塾補助金 その１１

186 頸城村
頸城地区農家組合長連絡協議
会補助金

その１１

190 頸城村 くびき女性アグリセミナー その１１

351 安塚町 その１１

360 牧村 その１１

369 大潟町 その１１

373 吉川町 その１１

282 中郷村 その１１

382 板倉町 その１１

－ 柿崎町 その１１

－ 頸城村 その１１

－ 三和村 その１１

277 頸城村
大瀁小学校沖縄交歓事業補助
事業

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その１１

301 浦川原村 集落づくり計画支援事業 その１１

344 名立町
集落・地域づくり計画作成事
業

その１１

343 名立町 集落・地域づくり実践事業
合併時から上越市の地域別まちづくり実践事業〔30200〕の制度に移
行する。

その１１

321 柿崎町
地域づくり活動活性化支援事
業

その１１

326 大潟町 活力ある町づくり推進事業 その１１

333 頸城村 地域コミュニティ促進事業 その１１

659 吉川町 地域づくり会議への支援 その１１

302 浦川原村 集落づくり支援事業
合併時から上越市の地域別まちづくり実践事業〔30200〕及びその他
の町内会等への補助事業の制度に移行する。

その１１

337 板倉町 集落整備助成事業
合併時から上越市の地域別まちづくり計画支援事業〔30100〕及び地
域別まちづくり実践事業〔30200〕並びにその他の町内会等への補助
事業の制度に移行する。

その１１

346 浦川原村 その１１

347 頸城村 その１１

348 中郷村 その１１

349 板倉町 その１１

312 大島村 大島村出身者の会補助金 その１１

－ 頸城村 頸城ふるさと会補助金 その１１

330 頸城村 県ほたる連絡協議会負担金 当該事業を上越市に引き継ぐ。 その１１

331 頸城村
越後バッカス街道協議会負担
金

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その１１

361 柿崎町 その１１

372 吉川町 その１１

380 板倉町 その１１

－ 浦川原村 その１１

合併後3年以内に、上越市の市民体育祭〔155700〕の交付基準による
報償費に移行する。

合併時から上越市の地域別まちづくり計画支援事業〔30100〕の制度
に移行する。

合併時に廃止する。

体育祭補助金

合併時から上越市の地域別まちづくり計画支援事業〔30100〕及び地
域別まちづくり実践事業〔30200〕の制度に移行する。

青年団補助金 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

文化協会補助金 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。認定農業者団体補助金

当該事業を上越市に引き継ぐが、事業の規模や内容、会員数等を考慮
し、合併後、5年以内に見直す。

合併時から全市に展開して実施する。

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止し、あわせて組織の自立を
図る。

酒造研究会補助金

新潟県地域農業システム確立
農地集積事業
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

－ 大島村 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 頸城村 その１１

－ 中郷村 その１１

－ 清里村 その１１

－ 三和村 その１１

329 頸城村 その１１

384 三和村 その１１

－ 安塚町 その１１

－ 浦川原村 その１１

－ 大島村 その１１

－ 牧村 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 中郷村 その１１

－ 板倉町 その１１

371 頸城村
西福島工業団地管理組合補助
金

合併時に廃止する。 その１１

725 中郷村 脳ドック事業（補助金）
合併時に廃止する。ただし、「脳ドック」の重要性に鑑み、合併時か
ら上越市が受診者の受付窓口となり、医療機関との連絡調整事務等を
行う。

その１１

439 頸城村 頸城の祭典補助金 その１１

440 頸城村 ほたる観賞会助成金 その１１

905 清里村
サマーカーニバルin清里補助
金

その１１

441 頸城村
全国鵜の木まつり補助金（東
京都大田区）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。 その１１

450 浦川原村 その１１

451 大島村 その１１

456 吉川町 その１１

457 中郷村 その１１

462 清里村 その１１

－ 安塚町 その１１

－ 牧村 その１１

－ 柿崎町 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 頸城村 その１１

－ 板倉町 その１１

－ 三和村 その１１

－ 名立町 その１１

452 大潟町 生ごみ処理機購入費補助金 その１１

460 清里村 生ごみ処理機購入費補助 その１１

465 名立町
電動型生ごみ処理機設置補助
金事業

その１１

464 三和村
宮崎新田の産業廃棄物の不法
放置を早期に解決する活動補
助金

合併時に廃止する。ただし、市民の安心・安全を確保する観点から、
現状をできる限り早急に解消するため、「三和村の自然と環境を守る
会」の活動に対応を任せるのではなく、行政の責任において、積極的
に最大限の努力をしていく。

その１１

887 中郷村 下水道排水設備補助事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、4年間に限り地域限定で継続する。な
お、その財源は特定目的の基金をもって充てる。

その１１

478 頸城村 大池いこいの森さくら祭り その１１

479 頸城村 大池まつり その１１

856 安塚町
制度資金助成事業費（新規参
入者経営安定資金）

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成25年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

864 浦川原村 農林漁業資金利子補給
既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成28年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

857 牧村
緊急農業経営安定対策資金利
子補給補助金

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成19年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

559 柿崎町
柿崎町農業振興資金利子助成
事業

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成18年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

－ 柿崎町
農業経営基盤強化資金利子助
成事業

合併時から上越市の制度資金助成事業費〔203600〕の制度に移行す
る。

その１１

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

合併時に廃止する。

当該事業を上越市に引き継ぐ。

合併時に廃止する。

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

町村単位の交通安全協会への
補助金

森林地図情報システム保守負
担金

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

青年団補助金
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

－ 柿崎町
新規参入者経営安定資金利子
助成事業

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成24年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

865 頸城村
各制度資金の利子補給及び助
成

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成18年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

859 吉川町
吉川町農業近代化資金利子補
給

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成17年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

554 板倉町 農業近代化資金利子補給事業
既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成28年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

860 板倉町
緊急農業経営安定対策資金利
子補給事業

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成19年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

862 名立町
制度資金助成事業費（名立町
農業近代化資金）

既に認定済の者に限り、その償還が終了する平成23年度まで現在と同
様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃
止する。

その１１

569 頸城村
新潟県特別栽培農産物等認証
制度に関すること

当該事業を上越市に引き継ぎ、平成17年度で廃止する。 その１１

906 名立町
名立町漁業近代化資金利子補
給補助金

合併時までに認定されるものに限り、その償還が終了する平成22年度
まで現在と同様の基準で利子補給を行い、該当者の償還期間終了と同
時に事業を廃止する。

その１１

667 三和村
宮崎新田の産業廃棄物の不法
放置を早期に解決する活動に
かかわる事務

当該事務を上越市に引き継ぐ。ただし、市民の安心・安全を確保する
観点から、現状をできる限り早急に解消するため、「三和村の自然と
環境を守る会」の活動に対応を任せるのではなく、行政の責任におい
て、積極的に最大限の努力をしていく。

その１１

572 吉川町
吉川町農業労働災害互助会に
関する事務

当該事務を上越市に引き継ぎ、地域限定で実施する。 その１１

698 安塚町 その１１

699 浦川原村 その１１

700 大島村 その１１

701 牧村 その１１

702 柿崎町 その１１

703 頸城村 その１１

704 吉川町 その１１

705 板倉町 その１１

707 清里村 その１１

708 三和村 その１１

709 名立町 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 中郷村 その１１

873 安塚町 その１１

731 牧村 その１１

728 浦川原村 その１１

874 大島村 その１１

875 柿崎町 その１１

733 大潟町 その１１

882 頸城村 その１１

876 吉川町 その１１

737 板倉町 その１１

738 清里村 その１１

740 三和村 その１１

保育所通園バス運行事業

合併後、3年間は現行どおりとし、平成20年度から新制度・新基準を
作成し、適用する。なお、新制度・新基準は以下の3点を基本とす
る。
①通園バス運行補助制度と路線バス利用補助制度の併用とし、それぞ
れの町村が現在実施している制度を継続することを原則とする。
②通園バス運行は、保育園ごと又は地域ごとに運行組織をつくり運営
するものとする。
③受益者負担を求めることとし、あわせて公平性を保つための上限を
設けるものとする。

児童生徒の血液検査

当該事業を合併時から全市に展開して実施する。
・検査項目は合併時までに調整する。
・検査は小学校在学中に1回、中学校在学中に1回行う。
・受益者負担として費用の1/2を徴収する。

保育所通園費助成
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

744 名立町 その１１

－ 中郷村 その１１

735 大潟町 その１１

736 頸城村 その１１

771 大島村 その１１

780 吉川町 その１１

790 三和村 その１１

－ 安塚町 その１１

－ 浦川原村 その１１

－ 牧村 その１１

－ 大潟町 その１１

－ 頸城村 その１１

－ 板倉町 その１１

－ 清里村 その１１

－ 名立町 その１１

795 大島村 その１１

796 牧村 その１１

797 柿崎町 その１１

798 大潟町 その１１

799 頸城村 その１１

800 吉川町 その１１

801 中郷村 その１１

802 板倉町 その１１

803 清里村 その１１

804 三和村 その１１

805 名立町 その１１

－ 安塚町 その１１

－ 浦川原村 その１１

898 安塚町 その１１

888 大島村 その１１

893 牧村 その１１

894 柿崎町 その１１

895 吉川町 その１１

896 板倉町 その１１

897 清里村 その１１

891 名立町 その１１

889 大島村 その１１

890 清里村 その１１

892 名立町 その１１

841 頸城村 農道管理
当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後3年以内に制度の見直しを図
る。

その１１

883 大潟町
大潟町地域インターネット事
業

合併時から図書予約システムについては上越市の図書館情報システム
〔159000〕、行政相談システムについてはホームページ〔10600〕に
それぞれ移行し、施設予約システムについては休止する。

その１１

884 大潟町
ケーブルテレビの行政チャン
ネル運営事業

当該事業を上越市に引き継ぐが、必要経費については新市建設計画の
地域事業に含めるものとする。

その１１

885 中郷村
地域情報交流拠点施設整備モ
デル事業

当該事業を上越市に引き継ぎ、平成１７年度まで地域限定で実施する
が、必要経費については新市建設計画の地域事業に含めるものとす
る。

その１１

886 三和村 三和村ケーブルテレビ事業
当該事業を上越市に引き継ぐが、必要経費については新市建設計画の
地域事業に含めるものとする。

その１１

899 名立町 JR名立駅の管理受託業務 合併後、3年以内に管理業務を廃止する。 その１１

903 頸城村 その１１

904 三和村 その１１
防災行政情報告知端末の運用

合併時から上越市の防災行政無線に関すること(一斉同報無線)
〔20400〕に移行する。

当該事業を上越市に引き継ぐ。なお、合併後は、国保診療所及びへき
地診療所のあり方も含め、地域医療センター病院との連携の中で、全
市的な地域医療体制を検討し、診療所の役割を明確にする。

歯科診療所の運営

特殊学校通学送迎事業
平成21年度までの5年間は現行どおり地域限定で実施する。なお、そ
の間に運行形態、受益者負担について新基準を作成し、平成22年度か
ら適用する。

公民館総合賠償補償制度
合併時に現行の制度を廃止し、合併後、上越市が加入する総合賠償補
償保険の制度（全国市長会市民総合賠償補償保険、全国町村会総合賠
償補償保険など）に統一する。

保育所フッ素洗口事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。

診療所の運営

保育所通園バス運行事業

合併後、3年間は現行どおりとし、平成20年度から新制度・新基準を
作成し、適用する。なお、新制度・新基準は以下の3点を基本とす
る。
①通園バス運行補助制度と路線バス利用補助制度の併用とし、それぞ
れの町村が現在実施している制度を継続することを原則とする。
②通園バス運行は、保育園ごと又は地域ごとに運行組織をつくり運営
するものとする。
③受益者負担を求めることとし、あわせて公平性を保つための上限を
設けるものとする。
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　　町村が独自に実施している事務事業

事務事業
番　　号

実　施
町村名

事務事業名 取　扱　い
提案
区分

907 安塚町 板尾住宅団地 その１１

908 大島村 中島住宅団地 その１１

909 大潟町 第三宅地造成事業用地 その１１

912 名立町 白山団地 その１１

913 浦川原村 顕聖寺住宅団地造成事業 その１１

914 頸城村 両毛地区住宅団地造成事業 その１１

910 中郷村 郷清水住宅地造成事業 その１１

911 板倉町 稲増団地造成事業 その１１

919 板倉町 針町屋敷団地造成事業 その１１

915 清里村 平成団地造成事業 その１１

916 清里村 弥生団地造成事業 その１１

917 清里村 みらい団地造成事業 その１１

920 清里村
第2次清里みらい住宅団地造成
事業

その１１

918 三和村 三和南部住宅団地造成事業 その１１

921 三和村 三和北部住宅団地造成事業 その１１

922 安塚町 沢田工業団地 その１１

923 浦川原村 浦川原村第二工業団地 その１１

924 大島村 大島村岡第1工業団地 その１１

925 柿崎町 黒川工場団地 その１１

926 清里村 今曽根工業団地 その１１

927 板倉町 板倉北部工業団地造成事業 その１１

928 三和村 三和西部産業団地造成事業 その１１

当該事業を上越市に引き継ぎ、合併後新たに設置する工業団地特別会
計において、地域別に運営する。
なお、事業運営において生じる損益については、合併5年後の新市建
設計画の見直し時点において地域事業の配分額で清算する。

当該団地における未売却用地については、財産の取扱いに準じ、合併
時に普通財産として上越市に引き継ぐ。

当該事業を上越市に引き継ぎ、合併後新たに設置する住宅団地特別会
計において、地域別に運営する。
なお、事業運営において生じる損益については、合併5年後の新市建
設計画の見直し時点において地域事業の配分額で清算する。

当該団地における未売却用地については、財産の取扱いに準じ、合併
時に普通財産として上越市に引き継ぐ。
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調整対象施設の区分表

集会・会議施設

単独施設

会議・研修施設（集会室含む）

【公民館】 1

【町民会館・地区コミュニティーセンター】 2

【健康衛生施設（保健センター）】 3

【高齢者集会施設】 4

【児童・青少年関連施設】 5

【農林水産関連施設】 6

【農村環境関連施設】 7

【観光関連施設】 8

【雪対策関連施設】 9

【資料館関連施設】 10

【体育関連施設】 11

【生涯学習・社会教育関連施設】 12

その他貸館施設

【集会・会議施設に宿泊、入浴施設を含むもの】 13

複合施設

【複数の施設を備えた集会・会議施設】 14

【廃校利用による貸館的な施設】 15

単独施設

【体育館・武道館（相撲場）】 16

【学校施設（学校開放・学校使用）】 17

【テニスコート】 18

【ゲートボール場】 19

【野球場・ソフトボール場】 20

【プール】 21

【その他体育施設（グランド・広場など）】 22

複合施設

23

【キャンプ場・バンガロー施設】 24

【駐車場・駐輪場施設】 25

体育施設

その他施設

【複合施設（運動公園など、上記体育施設の単独施設に該当する個々の
施設を複合した施設）】

・原則として、合併時から上越市の施設を基にした開館・閉館時間に統一するが、地
域の実情に配慮し、例外措置を設ける。

使用料基準の取扱い

時間割料金設定の取扱
い

減免基準の取扱い

冷暖房設備料金基準の
取扱い

調整項目

公の施設の取扱いの調整に係る基本方針

類似施設における開
館・閉館時間の取扱い

基本方針

・原則として使用料を徴収していない施設については、受益者負担の視点に基づき、
合併後３年を目途に徴収するよう統一を図る。
・使用料算定基準については、合併後３年を目途に検討・調整する。

・原則として、合併時から１時間単位による利用料金設定に統一する。

・合併時から上越市の条例の規定に統一するが、具体的な運用（取扱い）基準につい
ては、合併後３年を目途に検討・調整する。

・合併後３年を目途に施設使用料に含めて冷暖房料金を徴収することで統一する。
（実費負担）
・算定基準については、合併後３年を目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設については、例外的に別途徴収する。

別  紙
29ページの事務事業番号1「公の施
設の管理運営（使用料及び利用料金
等）」の取扱い
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公の施設の取扱いに関する調整方針

施　設　名　称 施設数 使用料基準の取扱い 時間割料金設定の取扱い 減免基準の取扱い 冷暖房設備料金基準の取扱い 類似施設における開館・閉館時間の取扱い

1
集会・会議施
設＞公民館

公民館高田地区館　他

浦川原村中央公民館、大島村公民館、牧村就業構造センター
(牧村公民館）、柿崎町就業改善センター、柿崎町中央公民
館、柿崎町川西公民館、柿崎町下黒川公民館、柿崎町黒川公
民館・頸城村公民館（５地区館）、吉川町総合センター、名
立町名立公民館、名立町名南公民館、名立町不動公民館

17

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

当分の間現行どおりとし、合併後3
年を目途に使用料算定基準を検
討・調整する。（新基準を創設）

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

2

集会・会議施
設＞町民会
館・地区コ
ミュニティー
センター

－

安塚町民会館、大島村活性化交流施設、柿崎町民会館、柿崎
町七ヶ地区コミュニティーセンター、大潟町民会館、頸城村
西福島一区振興センター、吉川町多目的集会場、板倉町寺野
ふれあいセンター、清里村開発総合センター、三和村福祉セ
ンター、三和村ジュニア創作館

11

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

当分の間現行どおりとし、合併後3
年を目途に使用料算定基準を検
討・調整する。（新基準を創設）

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

3

集会・会議施
設＞健康衛生
施設（保健セ
ンター）

上越市保健センター
浦川原村保健センター、大潟町保健センター、中郷村保健相
談センター、板倉町保健センター、三和村保健センター 5

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

施設の目的に違いがあるため現状
維持とし、合併後3年を目途に検
討・調整を図る。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

4
集会・会議施
設＞高齢者集
会施設

老人憩の家（磯野園、
南寿園、ひなの園）
他

大潟町ふれあいセンター、吉川町高齢者センター福寿荘、中
郷村いきいきサロン 3

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

施設の目的に違いがあるため現状
維持とし、合併後3年を目途に検
討・調整を図る。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

5
集会・会議施
設＞児童・青
少年関連施設

青少年文化センター
（音楽室）　他

名立町名立児童館 1

青少年文化センターについては、
受益者負担の視点に基づき、合併
後3年を目途に徴収するよう統一を
図る。使用料算定基準について
は、合併後3年を目途に検討・調整
する。
その他の施設については現行のと
おりとする。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

6
集会・会議施
設＞農林水産
関連施設

農業研修センター芙蓉
荘　他

浦川原村横住総合交流促進センター、浦川原村末広地区転作
促進センター 2

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

7
集会・会議施
設＞農村環境
関連施設

－

大島村大島生活改善センター、大島村旭農村環境改善セン
ター、大島村菖蒲農村環境改善センター、大島村若者交流会
館、牧村交流研修館、柿崎町地域休養施設（大出口荘）、吉
川町旭地区農業拠点センター、清里村農村環境改善セン
ター、名立町多目的集会施設（円田荘）

9

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

8
集会・会議施
設＞観光関連
施設

上越観光物産センター 清里村駒池地区休憩施設 1 現行のとおりとする。 現行のとおりとする。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

現行のとおりとする。

調　　　整　　　項　　　目
区分 区分内容

上越市における
区分対象施設

町村における調整対象施設
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公の施設の取扱いに関する調整方針

施　設　名　称 施設数 使用料基準の取扱い 時間割料金設定の取扱い 減免基準の取扱い 冷暖房設備料金基準の取扱い 類似施設における開館・閉館時間の取扱い

調　　　整　　　項　　　目
区分 区分内容

上越市における
区分対象施設

町村における調整対象施設

9
集会・会議施
設＞雪対策関
連施設

－

安塚町克雪管理センター、安塚町雪のまちみらい館、吉川町
克雪管理センター、板倉町冬期孤立集落機能維持管理セン
ター（久々野地区除雪センター・板倉町筒方地区除雪セン
ター）

5

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

10
集会・会議施
設＞資料館関
連施設

水族博物館　他
浦川原村地域文化伝承館、頸城村坂口記念館、板倉町増村朴
斎記念館、清里村星のふるさと館 4

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

現行のとおりとする。

11
集会・会議施
設＞体育関連
施設

－ 大潟町老人福祉センター、板倉町クラブハウス 2

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

現行のとおりとする。

12

集会・会議施
設＞生涯学
習・社会教育
関連施設

社会教育館 浦川原村マナビィハウス 1

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

現行のとおりとする。

13

集会・会議施
設＞集会・会
議施設の他、
宿泊・入浴施
設を含む施設

市民いこいの家

大島村ふるさと体験交流施設、柿崎町老人憩いの家（白寿
荘）、柿崎町ハマナスふれあいセンター、柿崎町マリンホテ
ルハマナス、頸城村ビジターセンター、名立町老人憩いの家
（山海荘）

6

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

14

集会・会議施
設＞複数の施
設を備えた集
会・会議施設

上越市厚生南会館　他

頸城村ユートピアくびき希望館、頸城村ユートピアくびき中
央広場、中郷村総合文化会館（はーとぴあ中郷）、板倉町農
村環境改善センター（板倉町民会館）、清里村清里地区活性
化施設

5

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

15

集会・会議施
設＞廃校利用
による貸館的
な施設

上越セミナーハウス
他

安塚町カルチャーセンター田舎屋、安塚町地域生涯学習セン
ター（中川・菱里・須川・伏野・船倉）、大島村学習セン
ター（菖蒲地域・大島地域・旭地域）、柿崎町黒川公民館黒
岩分館、吉川町体験交流センター、吉川町旧町立小学校体育
館（立川・源・東田中・泉谷・勝穂・竹直・旭）、吉川町旧
町立源小学校水源分校体育館、名立町生涯学習センター（下
名立・上名立・不動）

22

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

16
体育館・武道
館（相撲場）

上越市総合体育館　他

浦川原村民体育館、大島村多目的ホールふれあい館、牧村民
体育館、牧村民第二体育館、柿崎町かきざきドーム、柿崎町
民体育館、柿崎町上中山体育館、大潟町大潟勤労者体育セン
ター、吉川町民体育館、板倉町農業者トレーニングセン
ター、清里村清里スポーツセンター、三和村民体育館、三和
村スポーツセンター、三和村西部スポーツハウス、三和村ひ
なたスポーツハウス

15

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。
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公の施設の取扱いに関する調整方針

施　設　名　称 施設数 使用料基準の取扱い 時間割料金設定の取扱い 減免基準の取扱い 冷暖房設備料金基準の取扱い 類似施設における開館・閉館時間の取扱い

調　　　整　　　項　　　目
区分 区分内容

上越市における
区分対象施設

町村における調整対象施設

17
学校施設（学
校開放・学校
使用）

市内小・中学校施設

【学校開放、学校使用、一般開放を含む】
安塚町小中学校体育館（2）、浦川原村小学校屋内運動場（下保倉・末広・中保倉
小学校）、浦川原村中学校屋内運動場、浦川原村小中学校教室（4）、浦川原村小
中学校校庭（4）、大島村立学校プール、大島村中学校屋外運動場照明施設（照明
付きグラウンド）、大島村小中学校体育施設（2）、柿崎町柿崎小学校、柿崎町上
下浜小学校、柿崎町下黒川小学校、柿崎町黒川小学校、柿崎町柿崎中学校、大潟町
中学校テニスコート、大潟町小中学校（2）、頸城村立小中学校施設（4）、吉川町
立吉川小中学校体育館（2）、吉川町立学校プール（2）、中郷村中学校、中郷村中
学校プール、中郷村小学校（中郷・片貝・岡沢）、板倉町立学校施設（15）、清里
村夜間照明施設、三和村学校体育施設（7）、名立町名立小学校、名立町宝田小学
校、名立町名立中学校

65

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

18 テニスコート
スポーツ公園テニス
コート　他

大島村大山広場テニスコート、柿崎町営テニスコート、頸城
村ユートピアくびきテニスコート、吉川町勤労者テニスコー
ト、三和村国民運動広場テニスコート、三和村西部テニス
コート

6

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

現行のとおりとする。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

19
ゲートボール
場

上越市インドアゲート
ボール場（4ヶ所）

安塚町多目的交流施設、浦川原村谷地区交流促進センター、
牧村民ゲートボール場（2）、柿崎町営ゲートボール場（柿
崎・三ツ屋浜・上直海・黒川）、大潟町コミュニティスポー
ツハウス、頸城村ユートピアくびきいきいきコート、板倉町
民ふれあいゲートボールコート、板倉町やすらぎゲートボー
ル場、三和村高齢者健康増進屋内運動場（屋内ゲートボール
場）

13

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

原則として、合併時から1時間単位
による利用料金設定に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

20
野球場・ソフ
トボール場

高田公園野球場　他
柿崎町営野球場、頸城村ユートピアくびき球場、吉川町民野
球場 3

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

現行のとおりとする。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

21 プール 市民プール　他
浦川原村民プール、牧村民プール、柿崎町屋内水泳プール、
大潟町民プール、板倉町洗心プール、板倉町育英プール、清
里村民プール、名立町北部町民プール

8 現行のとおりとする。 現行のとおりとする。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

－

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

22

その他体育施
設（グラン
ド・広場な
ど）

スポーツ公園多目的広
場　他

牧村国民運動場・牧村国民運動場照明施設、牧村ふれあい広
場、柿崎町民グラウンド、柿崎町営バレーコート、大潟町運
動広場、大潟町運動場、三和村国民運動場、三和村民グラウ
ンド、名立町名南グラウンド、名立町北部運動広場、名立町
不動運動広場、名立町田野上運動広場、名立町ひなさき運動
公園、名立町夜間照明施設

14

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

3年を目途に1時間単位で設定す
る。
ナイター照明については使用料と
別料金で3年を目途に統一する。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

－

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

23
複合型体育施
設

東埠頭多目的広場

安塚町Ｂ＆Ｇ海洋センター、安塚町和田スポーツ公園、浦川
原村運動広場施設、頸城村Ｂ＆Ｇ海洋センター、頸城村国民
運動場、中郷村総合運動公園、板倉町北部スポーツセン
ター、板倉町町民運動広場、板倉町町民庭球コート、板倉町
北部ゲートボールコート、板倉町北部テニスコート、清里村
スポーツ公園、清里村坊ヶ池湖畔公園（テニスコート・ゲー
トボール場テントサイト）、清里村スポーツ公園管理棟

14

原則として使用料を徴収していな
い施設については、受益者負担の
視点に基づき、合併後3年を目途に
徴収するよう統一を図る。
使用料算定基準については、合併
後3年を目途に検討・調整する。

3年を目途に1時間単位で設定す
る。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

合併後3年を目途に施設使用料に含
めて冷暖房料金を徴収することで
統一する。（実費負担）
算定基準については、合併後3年を
目途に料金の調整を図る。
※大規模な空間を備えた施設につ
いては、例外的に別途徴収する。

原則として、合併時から上越市の
施設を基にした開館・閉館時間に
統一するが、地域の実情に配慮
し、例外措置を設ける。

24
キャンプ場・
バンガロー施
設

五智公園キャンプ場
他

安塚町菱ヶ岳グリーンパーク、大島村田麦ぶなの森園、大島
村菖蒲高原緑地休養広場、牧村ふすべ山森林施設、牧村ふる
さと村自然と憩の森、柿崎町大出口キャンプ場、大潟町野外
活動施設、吉川町緑地等利用施設（キャンプ場、バンガ
ロー）、名立町不動キャンプ場

9 現行のとおりとする。 現行のとおりとする。

合併時から上越市の条例の規定に
統一するが、具体的な運用（取扱
い）基準については、合併後3年を
目途に検討･調整する。

－ 現行のとおりとする。

25
駐車場・駐輪
場施設

上越市雁木通りプラザ
駐車場　他

頸城村西福島駐車場、頸城村三分一駐車場、頸城村明治南地
区駐車場、頸城村高速道頸城バス停駐車場、板倉町旧郵便局
跡地駐車場、名立町営住宅駐車場

6 現行のとおりとする。 現行のとおりとする。 － － 現行のとおりとする。。
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