
《夢プロジェクト～竹田勘兵衛翁生誕 230年記念顕彰事業～》 

 令和 3年度の新規自主事業のお知らせです。 

 名立地区公民館との連携事業として今年と来年の２ヶ

年をかけ、「竹田勘兵衛翁生誕 230年記念顕彰事業」を

実施します。 

 名立にお住いの方ならよくご存じの竹田勘兵衛翁は

1791 年（寛永 3 年）の生まれで、今年は生誕 230 年に

当たるとともに、翁の偉業として今もその恩恵に浴して

いる川東用水（竹田用水）の完成から約 185 年が経過

する節目の時期を迎えています。 

宝田小学校では近年、竹田勘兵衛翁や川東用水について学んでいますが、広く名立区全体で竹田 

勘兵衛翁と川東用水を通じ、名立の歴史・文化を学ぶことで地域愛や郷土愛を喚起するとともに、住民  

参加型の演劇公演の取組みを通じ、地域の一体感・つながりを醸成していきたいと考えています。 

詳細な事業内容は今後、まち協だよりや公民館だより、チラシ、ポスター等でお知らせしていきます。 

ぜひ多くのみなさんから参加していただき、翁の偉業を次代につなげていきたいと思いますので、 

よろしくお願いします。 

◇5月 25日付け全戸配布チラシ「夢プロジェクト」をご参照ください 

《地域支え合い事業》  

今年度も名立地区公民館を会場に「すこやかサロン」「はつ

らつ健康教室」「ほんわかカフェ」を開催していますので、ご希

望の方は事務局までご相談ください。 

このほか今年度は各地区のいきいきサロンの会場で「出前

サロン」を実施することにしています。 

4 月は小泊地区のさざなみ会、5 月は横町いきいきサロン

で、参加者のみなさんと軽体操や“ふまねっと”で体を動かし

ました。 

“ふまねっと”はどなたでも簡単にできる運動です。 

今後も順次各地区のサロンにお伺いしますので、みなさんどうぞ

お気軽にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《令和 3年度名立まちづくり協議会の取り組みについて 

～一人ひとりの生命と暮らしを守り…～》 

令和 3年度も早いもので２ヶ月が過ぎようとしています。 

“ピカピカの一年生”も小学校生活に慣れてきたころでしょうし、 

 水田には植えられたばかりの苗が薫風に揺れています。 

暦の上では立夏を迎え、こうした風景はいつもと変わらないのに、 

 残念ながら新型コロナウイルス感染症は依然として収束の気配も 

 なく、感染症拡大に伴う「新しい生活様式」も 2年目に入りました。 

そんな中、先日からワクチン接種が始まり、少し“光”が見えてきた  

気持ちですが、それでもまだまだ一人ひとりが自分にできる感染症  

対策を確実に行っていくことが大切です。 

そうした意味では、昨年度、多くのみなさんと話し合い、策定した 

名立まちづくり計画に掲げられた「一人ひとりの生命と暮らしを守り、  

みんなでつくる誰もが安心して暮らせるまち・名立」は、今の…そし 

て、これから私たちが心から望むまちづくりの姿と言えます。 

名立まちづくり協議会はそうした多くのみなさんの願いや思いをしっかり受けとめるとともに、その実現

に向け、今年度も各種事業に取り組んでいきますので、今後もみなさんのご理解とご協力をよろしくお願い 

します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 10 日（月） 

宝田小学校 5 年生田植え風景 

まち協だより 
2021年 5月 25日発行 

【立夏号】 

 
No.１２ 

《会費納入のお願い》 

名立まちづくり協議会規約では「会員は名立区に住所を有する住民及び団体等」となってい

て、まち協は名立に暮らす一人ひとりの会員（住民）によって成り立っています。 

 今年度も町内会長さんを通じて会費の納入をお願いさせていただいています。 

早期に納入いただきました町内会（会員）のみなさまには心よりお礼申し上げます。 

なお、今年度から 75歳以上のみの世帯の会費を 2,000円から 1,000円に変更させていただき

ました。 

これは地区住民組織や代議員等からのご意見やご要望を踏まえ見直したものであり、今後も

地域のみなさんとの連携をより深めながら当会の活動を進めていきたいと考えています。 

引き続き当会への入会と会費の納入についてよろしくお願いします。 

 

名立まちづくり協議会 会報 

5 月 16 日（日） 

横町いきいきサロンで出前サロン 

【竹田勘兵衛・川東用水クイズ】 

問１ 川東用水の総延長は？ 

①約 11㎞ ②約 16㎞ ③約 21㎞ 

問２ 川東用水の灌漑面積約 200haは 

宝田小学校全敷地の何倍でしょうか？ 

①約 80倍 ②約 90倍 ③約 100倍 

（＊正解は次号で…） 

【編集・発行】 名立まちづくり協議会 会長 三浦 元二 

上越市名立区名立大町 200-1（名立地区公民館内） 

担当：金子 僚子、石井 三千代 

☏：025-537-2182  FAX：025-546-7041   

✉：matikyo-nadati@bz04.plala.or.jp 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《令和３年度事業計画について》 

表紙に記したように、今年度は「一人ひとりの生命と暮らしを守り、みんなでつくる誰もが安心して暮らせるま

ち・名立」に込められた想いをどのように実現していくか･･･のスタートの年になりますが、名立まちづくり計画は

“住民による住民のためのまちづくり計画”を趣旨としていますので、これからも多くのみなさんとの連携を深め

ながら取り組んでいくことが大切と考えています。 

そのためにも名立まちづくり協議会はまちづくりの中核組織としての役割、責任を果たしていかなければなら

ないと考え、自主事業や受託事業等に取り組むひとつの“活動体”であるとともに、各種団体・組織との有機的

な関係性を構築する“プラットフォーム”機能を充実させ、一人ひとりの生命と暮らしを守り、 

いつでも誰もが安心して暮らせるまちづくりに向け、今年もみなさんと一緒に“名立のまちづくり”に取り組んで

いきたいと思います。 

 

 

◇自主事業 

１ 名立まちづくり計画の実現に向けて    

２ 外出支援事業（＊下記「おしらせ」参照）    

３ 広報発行  

４ 新春まちづくり交流会（仮称）  

５ 名立まつり 

＊５月２１日（金）開催の関係者会議で開催の有無を決定予定ですので、その後、まち協だより等でお知らせ

します 

６ 地域活性化事業  

（１）公民館連携事業「竹田勘兵衛翁生誕 230年記念顕彰事業」（＊次ページ「夢プロジェクト」参照） 

（２）団体活動助成 

７ 地区住民組織活動助成 

◇受託事業 

１ 名立地区公民館・名立コミュニティプラザ 

時間外等受付業務委託  

２ 保育園通園バス運行委託  

３ 草刈管理事業委託  

４ 地域支え合い事業委託 

５ 名立区敬老会実施事業委託  ほか 

 

 

 

 

 

 

《外出支援事業》 

 5月 12日（水）、五月晴れの中、3台の車に分乗し、6名の利用者と 2名のボランティアのみなさんと 

外出支援事業に出かけてきました。 

買い物前に訪れたのが、板倉区にある温浴施設やすらぎ

荘周辺で満開を迎えた芝桜です。 

 参加者のみなさんはベンチに座りゆっくり眺める方も 

いれば、力強く階段を登って一周した方もいて、それぞれの 

体力（脚力）に合わせて楽しまれていました。 

 その後、ショッピングセンターやホームセンターで食料品や

生活用品を購入されました。 

 こうして、今年度も毎月 1 回、季節ごとに楽しめる場所を訪

れながら買い物をしていただく外出支援を行います。 

 お買い物やお出かけはもちろんですが、往復の車中や休憩場所などでワイワイお話できるのも楽しみのよう

です。 

 ご自分で車の運転ができなかったり、公共交通の利用が難しい方で外出支援をご希望の方は名立まちづくり

協議会までお気軽にご相談ください。 

そうそう、参加費は 1回 300円です。 

【令和 3年度名立まちづくり協議会予算書】 

予算書】 項 目 予算額 説明 項目 予算額 説明 

１.会 費 1,564,000 一般会費、賛助会費 ３.補助金 630,000 名立まつり 

２.事業収入  12,237,000  ４.雑収入 30,000 外出支援利用料等 

1  敬老会 828,000  ５.繰越金 2,448,000 前年度繰越金 

   2 事務委託    249,000 安協、体協 
 

 

収入計 16,909,000 
3 業務委託 

 

11,160,000 

公民館管理費、通園バス

運行費、草刈管理費、 

地域支え合い事業 

 

項 目 予算額 説明 項目 予算額 説明 

１.会議費 121,000 諸会議負担金等 
4-1-5 

地域活性化事業 

 

500,000 

公民館連携事業、 

部会等活動助成 

２.役員手当  114,000 副会長、会計、監事 

4-2 

地区住民組織活動

助成 

 

779,000 

北部、下名立、 

上名立、不動地区 

住民組織活動助

成 

3.事務局費 4,175,000 

人件費、事務諸費 

（消耗品、印刷費、通

信費、備品購入費、 

旅費、保険料等） 

4-3 

受託業務 

 

7,990,000 

 

 1 公民館管理費 2,420,000  

 2 通園バス運行費 1,720,000  

4.事業費 10,629,000   3 草刈管理費 250,000  

1.自主事業 1,860,000   4 地域支え合い事業 2,800,000  

 1 外出支援 50,000 保険料、燃料費等 5 敬老会 800,000  

 2 広報発行 150,000 印刷費 5.予備費 370,000  

 3 新春交流会 50,000 会場使用料等 6.積立金 1,500,000  

4 名立まつり 1,110,000 実行委員会助成 支出計 16,909,000 

 

＜収入の部＞ 

＜支出の部＞ 

おしらせ 

【林道瓜原線草刈作業の様子】 


