
平成２１年度三島地域の主な事業について 資料№６－(1)

単位：千円

事　　　　業　　　　名

市民活動推進課

町内関係事業(町内会報償金　ほか) 8,187

交通安全対策事業(三島交通安全協会負担金　ほか) 675

まちを明るくするための事業(防犯灯設置・維持管理費　ほか) 2,043

三島地域コミュニティセンター活動推進事業(推進費・管理費　ほか) 7,605

合計 18,510

地域振興戦略部

地域委員会運営事業 813

地域自治振興事業(ふるさと創生基金事業) 2,260

地域自治振興事業(地域コミュニティ事業補助金) 500

市出身者等交流事業(首都圏みしま会補助金　ほか) 610

合計 4,183

危機管理防災本部

防災行政無線事業(戸別受信機設置・保守点検費　ほか) 3,983

防災訓練の実施（自主防災活動報償費） 405

合計 4,388

スポーツ振興課

みしま西山連峰登山マラソン大会補助金 700

地区体育協会補助金、地区スポーツ少年団補助金 770

地域スポーツ大会運営経費 906

合計 2,376

国体推進室

トキめき新潟国体・三島地域協力会に対する委託料 1,000

合計 1,000

学務課

遠距離通学児童生徒支援事業 1,072

合計 1,072

子ども家庭課

成人式開催経費 97

少年教育活動費（ジュニアリーダー、ウィークエンド夢事業） 852

放課後児童健全育成費 928

三島地域青少年育成会議補助金 180

合計 2,057

中央公民館

地区館長、公民館振興員報酬 1,575

合計 1,575

予算額

【地域振興課】
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単位：千円

事　　　　業　　　　名

市民生活課

敬老会事業 2,335

合計 2,335

単位：千円

事　　　　業　　　　名

農林整備課　

農業用作業道等維持管理事業費 2,500

林業施設維持管理費 2,370

合計 4,870

農政課　　　　

地産地消推進事業 297

中山間地域活性化推進事業費 10,908

合計 11,205

商業振興課　　

みしま交流センター管理運営費 5,749

三島町商工会補助金 6,200

合計 11,949

観光課　　

三島まつり補助金 5,240

みしま産業まつり補助金　　　　　　　 1,300

みしま観光推進協議会補助金 1,000

越後三島みこし会補助金 600

全日本丸太早切選手権大会補助金 1,500

天地人観光誘客推進【地域｢愛デア｣】支援事業費 250

合計 9,890

単位：千円

事　　　　業　　　　名

道路管理課

道路維持修繕料 1,500

道路維持工事請負費 14,800

消雪施設維持管理謝金 1,795

消雪施設維持管理修繕料 10,980

消雪施設維持管理委託料 1,500

消雪施設維持管理工事請負費 11,420

消雪施設整備事業（臨時交付金）工事請負費 24,200

【建設課関係】

予算額

【市民生活課関係】

予算額

【産業課関係】

予算額



平成２１年度三島地域の主な事業について 資料№６－(1)

道路除雪対策委託料 22,800

道路除雪機械整備（補助）備品購入費 18,000

交通安全施設維持管理修繕料 1,000

交通安全施設等整備事業（単独）工事請負費 2,200

合計 110,195

公園緑地課

街路樹維持管理委託料 1,000

公園緑地維持管理賃金 1,959

公園緑地維持管理謝金 1,297

公園緑地維持管理工事請負費 1,932

合計 6,188

交通政策課

路線バス運行負担金 2,600

合計 2,600

道路建設課

長岡三島ふれあい道路整備事業 230,000

道路新設改良事業（単独）工事請負費 6,600

合計 236,600

下水道課

下水道管渠維持管理修繕料 2,000

下水道管渠維持管理委託料 9,500

下水道管渠維持管理工事請負費 1,500

ポンプ場維持管理修繕料 3,600

ポンプ場維持管理委託料 4,750

ポンプ場維持管理工事請負費 1,700

公共下水道整備事業工事請負費（上岩井浸水対策工事） 20,000

公共ます取付管設置工事請負費 1,700

中越沖地震公共下水道施設災害復旧工事請負費 2,500

合計 47,250

河川課

河川整備事業工事請負費（長坂沢川） 7,000

合計 7,000



※変更になる場合がありますので、予めご承知ください。 平成21年４月７日現在

月 期　日 曜日 行事・事業名 会場等 主催・問い合わせ先

４月 4月10日 金
交通安全ヘリコプター日吉小学校
訪問

日吉小 日吉小・地域振興課

5月9日 土 地域一斉クリーン作戦 三島地域全域 地域振興課

5月17日 日
第25回記念みしま西山連峰登山マ
ラソン大会

みしま体育館
スタート・ゴール

みしま西山連峰登山マラソン
大会実行委員会・地域振興課

6月7日 日 消防団春季演習 三島支所 与板消防署

6月14日 日 三島地域夏季野球大会
三島野球場
三島中グラウンド

三島公民館

6月21日 日
三島地域防災訓練・土砂災害防災
訓練

三島地域全域・各地
区

地域振興課・各地区自主防災
会

6月28日 日
みしまコミュニティセンターまつ
り

みしまコミュニティ
センター　他

コミセン事務局・地域振興課

7月5日 日 三島地域ソフトボール大会 三島野球場 三島公民館

7月12日 日 三島地域体育祭 脇野町小グラウンド
三島地域体育祭実行委員会・
地域振興課

7月19日 日 広域事業バレーボール講習会 みしま体育館 広域行政組合・地域振興課

7月26日 日 三島まつり協賛野球大会
三島野球場
三島中グラウンド

三島まつり実行委員会・三島
地区体育協会

8月15日 土 三島地域成人式 みしま交流センター 地域振興課

8月15日 土 三島まつり前夜祭 まつり会場
三島まつり実行委員会・産業
課

8月15日 土 三島まつり協賛野球大会
三島野球場
三島中グラウンド

三島まつり実行委員会・産業
課

8月16日 日 三島まつり まつり会場
三島まつり実行委員会・三島
地区体育協会

8月16日 日 全日本丸太早切選手権大会 まつり会場
全日本丸太早切選手権大会実
行委員会・産業課

8月19日
～21日

水
金

みしまジュニアリーダー研修会 県立少年自然の家 地域振興課

9月12日 土 三島地域敬老会 三島体育センター 市民生活課

9月20日 日 地域一斉クリーン作戦 三島地域全域 地域振興課

10月2日
～5日

金
月

トキめき新潟国体競技(少年女子
バレーボール)

みしま体育館
国体推進室・地域振興課・国
体三島地域協力会

10月31日 土 みしま交通安全大会 三島体育センター
三島交通安全協会・地域振興
課

11月3日
火
祝

産業まつり みしま会館
みしま産業まつり実行委員
会・産業課

11月3日
火
祝

三島地域駅伝大会 三島地域全域 三島公民館

11月29日 日 三島地域混合バレーボール大会 みしま体育館 三島公民館

12月 12月6日 日 三島地域ソフトバレーボール大会 三島中体育館 三島地区体育協会

１月 1月3日 日 三島地域賀詞交換会 地域内 地域振興課

２月 2月28日 日 三島地域バドミントン大会 三島中体育館 三島地区体育協会

３月 3月7日 日 三島地域綱引き大会 三島体育センター 三島公民館

平成２1年度　主要事業予定表　(計画)
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