まちづくりの推進を図る活動（23団体）
名称

概要

代表者

連絡担当者

電話

メールアドレス

主な活動場所

会員

NPO法人かみえちご山里ファン倶楽部

上越市の西部中山間地域を中心とした自然、景
観、文化、及び地域の産業を「守る、深める、創造
する」ことで豊かな地域文化を育みます。（1）地域
和瀬田 仙二
活動の支援、（2）仕事起し、（3）自主事業、（4）受
託事業、以上の4つの取り組み方を中心に、様々
なテーマで活動しています。

和瀬田 仙二

025-541-2602

kamiechigo＠nifty.com

324人

NPO法人女性みちみらい上越

女性の視点で社会資本整備の在り方を考え、産・
官・学とのパートナーシップを実現し、上越地域の
まちづくり活動を行う。 交流や連携を通して、文化
活動、経済活動の活性化を図り、地域の活力づく 野本 幸
りに貢献する。 上越地域3市をエリアに、まちづく
り活動をしています。女性や子どもの参加・参画
の地域づくりを応援しています。

野本 幸

025-521-2627

michimirai＠josei.org

29人

NPO法人新潟ホーム管理サービス

当法人は、平成28年に設立し、近年増加傾向に
ある空き家を通じて上越地域の活性化と放置空き
青木 英朗
家問題などの解決を主たる目的に活動していま
す。

青木 英朗

025-543-7227

info@home-kanri.com

NPO法人街なか映画館再生委員会

築105年を迎えた上越市本町6丁目にある映画館
「高田世界館」の再生と運営を行いながら、周辺
岸田 國昭
の街なかの再生や観光、文化の発信基地になる
活動を行っています。

上野 迪音

025-520-7626

info@takadasekaikan.com

高田世界館

NPO法人頸城野郷土資料室

後継者を失いつつある民俗文化、遺失や損壊の
石塚 正英
著しい郷土の文化財を保護、活用します。

石塚 正英

090-3516-8807

ogamachimasuya＠yahoo.co.jp

上越市内

Re青春サークル 万年青会

元気なシニア世代がより豊かに生活を送れるよ
う、「遊ぶ・学ぶ・楽しむ・働く」の中で地域貢献を
目指しています。会員みんなで様々なイベントや
講座を企画し、仲間同士の交流を深める活動を
行っています。 いつまでも青春をモットーにシニア 久保田 正
世代の経験と知恵をフル活動。自分たちで思う存
分活動していくことを自ら企画運営してみません
か。小さな地域貢献活動ですが、健康増進を図
り、仲間と一緒に楽しみましょう。

久保田 正

025-522-7202

いきいき春日野

平成17年1月、上越市の「健康リーダー制度」のも
と、春日野町内会の要請を受け、5名の健康リー
ダーで「いきいき春日野」を立ち上げ、上越市健康
づくり推進課を上部組織として自主活動を開始。
谷 健一
健康づくり教室「各種運動」を中心に、地域と学校
をつなぐ交流が高齢者の心の健康づくりや、まち
づくりに繋がっています。関心のある方はご連絡く
ださい。

谷 健一

025-524-6734

kfym.-ta＠joetsu.ne.jp

春日野町内会館

67人

かきざきコンシェルジュ生活学校

老若男女の居場所と出番づくりを目的とし、伝統
食の伝承と食品ロス削減全国運動への参画を通
じた食の安心安全講習会（味噌仕込み講座や笹 小出 優子
団子・こんにゃく作り講習会など）を開催していま
す。

小出 優子

025-536-2082

makoide2013.02@gmail.com

上越市内

15人

35人

41人

名称

概要

代表者

連絡担当者

電話

メールアドレス

主な活動場所

会員

くびき野みんなのテレビ局

地域づくりへの貢献を目指し、会員が公開ビデオ
を無償制作し、広く市民と分かち合う活動です。地
域への愛と暮らしの喜びなど市民の目線で取材し
編集します。 初心者でも、先輩の指導を受けてビ
デオ作りに参加でき、養成講座もあります。自分
上野 一美
の考えで自由にビデオ作品を企画・撮影・編集で
きます。ただし、放送したり公開したりするには、
倫理や法令、時間などの制約を受けます。 JCV
内の当会の番組やネット動画などで視聴頂きま
す。

上野 一美

090-7802-1724

yebisu46＠gmail.com

どうぶつ愛護福祉研究所（どうぶつのきもち）

人と動物の共生共存を目指し、地域住民、行政、
動物病院などと連携し、理解し合いながら、動物
の適正飼育者を増加させるとともに、命の大切さ
を認識し動物と仲良く暮らせる社会づくりを目指し
多田 松樹
ます。 •現在の活動内容：動物の里親探し、一時
預かり、保護、譲渡会の開催、地域ねこ活動、動
物の適正飼育に関する普及啓発 •今後の活動予
定：動物とのふれあい活動等

多田 松樹

080-2676-5409

info.d.a.f.k＠gmail.com

4人

フューチャー牧

牧の未来を考えて、地域住民が一体となった活動
西條 英夫
をしていくことを目的に活動しています。

西條 英夫

025-533-6413

qqmz3kpqk＠dream.ocn.ne.jp

12人

一般社団法人上越をわくわく楽しみ隊

3世代交流、えごま作り、4さつまいも作り、ハーブ
ガーデン作り、季節ごとのイベントを企画したり、
介護予防教室を開催したりしています。笑顔元気 松田 光代
を拡めていく事を目的とし活動しています。仲間を
応援し合う団体です。

松田 光代

090-5510-4081

jyoetsuwakuwaku@gmail.com

上越市まちづくり市民大学OB会

上越市のまちづくりを推進することを目的に、観光
振興や景観づくり、協働等まちづくりに関して学習
会を開催しながら、各種市民活動団体と連携して
まちづくりに積極的にかかわっています。また、ま
ちづくりの人材育成に取り組み、平成23年度から
「上越市まちづくり市民大学」を主催しています。
平成15年度の上越市まちづくり市民大学の受講
生の仲間です。上越市のまちづくりに関して行政 増田 和昭
と協働していくこととしています。各種パブリックコ
メントに積極的に取り組んで行政に意見提言をし
ています。まちづくり市民大学を通してまちづくり
の仲間を増やしていきたいと思っています。市民
大学の受講の有無に関係なく、まちづくりに関心
のある市民の皆さんの参加をお待ちしておりま
す。

増田 和昭

025-544-5927

maka5927＠joetsu.ne.jp

25人

住民自治を進める会

市町村合併を通じての自治体への不信と住民自
治の危機感を経験する中で、住民が主人公の地
域再生と住民力の向上をめざして研究、学習、提
案づくりを行っています。また、市政と地域社会の
課題解決をめざしての活動にも取り組んでいま
佐藤 忠治
す。 地方分権と住民自治を進めようと平成の大
合併に関心をもち、学習会や講演会を開き調査、
研究、情報収集、アンケート調査、意見交換など
を取り組んできました。自治力と自治意識の向上
に関心のある方、ぜひ入会を。

佐藤 忠治

025-534-3259

hfrjx184＠yahoo.co.jp

17人

上越地域

上越地域

62人

40人

名称

概要

代表者

連絡担当者

電話

メールアドレス

四季の縁日 実行委員会

四季の縁日実行委員会は、上越地域の市民団体
が集まり、毎年春と秋にチャリティイベントを開催
しています。子ども達もジュニアスタッフとして活動
し、実行委員の一員で社会活動に参加してもらっ
ています。 四季の縁日実行委員会は、小さなお 上野 一美
店や個人の活動を応援するため、2013年春に発
足し、チャリティイベントを企画運営しています。毎
回開催するたびに来場者も増え、ジュニアスタッフ
と共に実行委員も頑張っています。

渡邉 裕人

090-3148-3623

寺町まちづくり協議会

寺町は、67寺社の寺院群を有している全国的にも
まれな地域です。これらの歴史的な資産と共存
し、さらに魅力ある新しい寺町のあるべき姿を地
木村 廣
域をあげて追及しています。「寺町づくりプラン」の
推進とともに地域外からも広く寺町を訪れてもらえ
る活動を実施しています。

礪波 康範

025-524-8063

市政モニターOB会

私たちは市政モニターの経験者のグループです。
引き続き市民の立場に立ったモニター活動を続け
ていきたいと考えている人が自主的に集まってい
ます。私たちは市政やまちづくりについて「言いづ
らい、聞きづらい、解りづらい」をみんなで理解し、
意見をまとめ、行政に提案していきます。楽しみな
がら、市政やまちづくりを考え、行動する仲間づく
りをしながら市民と行政の橋渡し役をつとめてい
きます。行政及び市民と共に考え、協働して私た
増田 和昭
ち市民のための住みよいまちづくりに取り組みま
す。 毎月第2水曜日に午後6時半より市民プラザ
の市民活動室において定例会を開いています。
その時どきの市政の問題や社会的な問題や話題
について話し合っています。その中からOB会とし
て意見を提出するものをまとめて市に意見提出を
しています。入会はモニター経験者に限定してい
ませんので、関心のある方は以下にご連絡くださ
い。皆さんの参加をお待ちしております。

増田 和昭

025-544-5927

maka5927＠joetsu.ne.jp

松平忠輝公と五郎八姫の会

高田城初代藩主松平忠輝公と五郎八姫の二人の
生涯を歌と紙芝居で綴ったものを上映(30分位)、
またDVD「松平忠輝 天下泰平へと続く孤高の道」
を上映(17分位)しています。ご依頼があれば出向
いて行います。 歴史を次世代に引き継ぎ、故郷を 佐藤 真司
誇りに思い、大切にする心が育ちますように、また
平和を願い信念を持って強く生きた二人の姿か
ら、世界の平和を上越から全国へ世界へ向けて
発信していきます。随時、会員を募集しています。

福澤 恭子

090-7270-0780

k1944@joetsu.ne.jp

花いっぱい上越

魅力に満ちた、花いっぱいの上越にするため、年
間を通して会員たちは努力を惜しまず作業をして
いる。草花をこよなく愛し、やさしさに満ちた人々 風間 恵子
の集まり。わいわいがやがや賑やかで、いつも笑
い声の絶えない会である。

風間 恵子

025-525-2010

yukke＠poppy.ocn.ne.jp

主な活動場所

whiroto0512＠gmail.com

会員

8人

上越市寺町地域

1145人

8人

上越市内

11人

50人

名称

概要

代表者

連絡担当者

電話

メールアドレス

主な活動場所

会員

若者みらい会議

理想のまちづくりのために、若い世代の想いや考
えを市政に届けるための市議会議員との意見交 伊崎 博幸
換などを、毎月2回、昼と夜に行っています。

伊崎 博幸

025-530-9485

jonolsson1004＠gmail.com

15人

越後高田・雁木ねっとわーく

高田の町の文化遺産である雁木の保全、改善、
利活用と魅力ある景観とまちづくりのために、毎
年7月～8月に「風鈴街道in雁木」として、雁木のあ
る町内の雁木の軒先に風鈴を飾るイベントを実施
しています。 雁木の補助金制度の普及活動を
高野 恒男
行っています。また、まちづくり先進地の視察研修
を行っています。高田の町の雁木を守って生かし
ていきたいと思っていますので、賛同される方の
入会をお願いします。

増田 和昭

025-544-5927

maka5927＠joetsu.ne.jp

70人

郷土の地名と歴史を訪ねる会

郷土の史跡・寺院・神社を訪ね、地名の由来、地
域社会と人びとの魅力を発掘して市民相互の親
ぼくと交流を深めようと心がけています。入会して
みませんか。 年２回の上越地域への歴史散歩。
長井 泰雄
地名と郷土の歴史に関する調査・研究なども取り
組み、勉強会・講演会の開催も行います。会員相
互の親ぼくと交流を大切にし、民主的な会の運営
に努めています。

佐藤 忠治

025-534-3759

hfrjx184＠yahoo.co.jp

19人

郷土の誇り継承委員会

若者よ、立ち上がれ！松平忠輝公ヒーロープロ
ジェクト展開中。上越市在住で３０～４０歳代の会
員１０数名で、知っているようで全然知られていな 井部 真介
い、高田藩初代藩主松平忠輝公を郷土の偉人に
すべく活動しています。

井部 真介

080-5403-0281

contact@joetsu-pride.com

上越市内

