
種別CD　　1：試験研究費助成 61件 29,730 (千円）

2：試験研究機関の設置費等助成 5件 1,700 (千円）

3：科学技術知識普及及び事業費助成 43件 9,820 (千円）

4：地域活性化・再生事業助成 111件 34,460 (千円）

5：生活弱者支援事業助成 33件 7,290 (千円）

計 253件 83,000 (千円）

通し№ 種別CD 機関名 学部・主催者 職位 氏名 研究課題・テーマ

1 1 長岡技術科学大学
工学研究科　機械
創造工学専攻

准教授 本間　智之
重元素置換したハーフホイスラー型NiSnTi化合物
の高機能化

2 1 長岡技術科学大学
工学研究科　電気
電子情報工学専攻

助教 高橋　一匡
ﾚｰｻﾞｰイオン源による電荷中和を用いた大電流密
度イオンビームの実現

3 1 長岡技術科学大学
工学研究科　電気
電子情報工学専攻

助教 勝部　大樹
高性能スピントランジスタ創成に向けた磁性薄膜/
金属酸化物基板界面の形成過程の解析

4 1 長岡技術科学大学
工学研究科　物質
材料工学専攻

助教 戸田　智之
藻類由来モノマーをもちいる新規プラスチックの
開発

5 1 長岡技術科学大学
工学研究科　物質
材料工学専攻

助教 山本　和広
高効率メタン直接発電に向けた不定比酸化物含
有SOFC燃料極の開発

6 1 長岡技術科学大学
工学研究科　技術
科学イノベーション
専攻

教授 伊東　淳一
電圧指令値補正量にオートチューニングを有する
V/f制御によるコンプレッサの低速時における速
度リプルの改善

7 1 長岡技術科学大学
工学研究科　情報・
制御工学専攻

博士2年 蔦　将哉
生体内のバイオイメージングに向けた
YVO4:Yb3+,Er3+蛍光体材料のアップコンバー
ジョン発光の解析

8 1 新潟大学　理学部
理学科・数学プログ
ラム

特任助教 吉川　悠一
複素ﾋﾙﾍﾞﾙﾄ主成分分析を用いた多変量時系列
の予測モデルの構築

9 1 新潟大学　理学部
理学科・物理学プロ
グラム

教授 宮田　等
有機無機ハイブリッド半導体放射線検出器の開
発

10 1 新潟大学　理学部
理学科・物理学プロ
グラム

准教授 石川　文洋
酸素量を制御したプラセオ系銅酸化物の合成と
物性の研究

11 1 新潟大学　理学部
理学科・物理学プロ
グラム

准教授 大村　彩子 ディラック半金属超伝導体の物性解明

12 1 新潟大学　理学部
理学科・化学プログ
ラム

教授 古川　和広
神経軸索ケーブルの選択的配置と神経伝達制御
機構の解明

13 1 新潟大学　理学部
理学科・化学プログ
ラム

准教授 岩本　啓
ロタキサンの回転運動制御を基盤とする高感度金
属イオンセンサーの開発

14 1 新潟大学　理学部
理学科・化学プログ
ラム

准教授 田山　英治
分子内キレート脱芳香族シグマトロピー反応を利
用した芳香環修飾法の開発

15 1 新潟大学　理学部
理学科・生物学プロ
グラム

教授 長束　俊治
小型魚類の仔魚が体外に分泌する糖ペプチドの
構造と機能の研究

16 1 新潟大学　理学部
理学科・生物学プロ
グラム

助教 鈴木　詔子
志賀毒素の細胞内取り込みに関与する糖タンパ
ク質の同定

17 1 新潟大学　理学部
理学科・地質科学
プログラム

准教授 椎野　勇太
腕足動物プラチストロフィア類の殻形態が備えた
流体力学的特性

18 1 新潟大学　理学部
理学科・自然環境
科学プログラム

教授 宮﨑　勝己
新潟沖日本海産キタクシノハクモヒトデの成長と生
活史に関する研究

19 1 新潟大学　大学院
自然科学研究科・
材料生産システム
専攻

博士後期課程1年曽根　和哉
プロトン受容分子を修飾した酸化マンガンアノード
による高効率酸素発生触媒の開発

20 1 新潟大学　大学院
自然科学研究科・
環境科学専攻

大学院生
ツェンデー　バ
ヤルティサイハ
ン

Synthesizing Hydrogen from Mongolian Brown
coal by Using Fluidized Bed Reactor

21 1 新潟大学　大学院
自然科学研究科・
環境科学専攻

大学院生 石原　道秀 中流河川における破堤危険性の評価方法の構築

22 1 新潟大学　大学院
自然科学研究科・
材料生産システム
専攻

博士後期課程2年棚橋　祐樹
革新的分子触媒の創製：水からの過酸化水素生
成触媒機構の解明と高性能化

23 1 新潟大学　工学部
工学科・人間支援
感性科学プログラム

教授 堀　潤一
負に帯電したナノミスト環境が脳波・心拍変動に
与える影響

24 1 新潟大学　工学部
工学科・知能情報
システムプログラム

助教 柄沢　直之
情報フロ－ティング技術を適用したセンサネット
ワークシステムの開発と効率的な情報共有に関す
る研究

25 1 新潟大学　工学部
工学科・化学システ
ム工学プログラム

助教 李　留云 充填層によるバイオマス完全ガス化技術の開発

26 1 新潟大学　工学部
工学科・化学システ
ム工学プログラム

准教授 郷右近　展之
熱化学プロセスによる二酸化炭素の再資源化／
固定化に関する研究

【令和元年度　各種助成者名簿】
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通し№ 種別CD 機関名 学部・主催者 職位 氏名 研究課題・テーマ

27 1 新潟大学　工学部
工学科・材料科学
プログラム

特任助教 坪ノ内　優太
光合成の酸素発生中心に倣った複合金属錯体触
媒の創製

28 1 新潟大学　工学部
附属工学力教育セ
ンター

技術専門職員羽鳥　拓
スマート・ドミトリーによる低学年における研究力推
進プログラム

29 1 新潟大学　工学部
工学科・社会基盤
工学プログラム

助教 中村　亮太
数値計算と現地調査に基づく離岸堤・潜堤の津
波防災対策としての機能評価－新潟海岸を対象
として－

30 1 新潟大学　農学部 教授 児島　清秀 様々な果実の貯蔵性へのナノミストの効果の実証

31 1 新潟大学　教育学部 准教授 山口　智子 旧薪炭林の広葉樹資源の利活用に関する研究

32 1 新潟大学　人文社会・教育科学系
保健体育・健康ス
ポーツ科学講座

准教授 天野　達郎
暑熱環境下における簡便で効果的な新しい熱中
症対策：学校現場への応用へ向けて

33 1 新潟大学　人文社会・教育科学系 技術科・教育専修 准教授 平尾　篤利
超音波キャビテーションを援用した高効率放電加
工法に関する研究

34 1 新潟工科大学　工学部 工学科 准教授 倉知　徹
新潟県内雁木通りにおける近年の適法で優良な
雁木の形態と適法対応の実態調査

35 1 新潟工科大学　工学部 工学科 准教授 小林　義和 小型水中ハツリ機の性能調査と改良

36 1 新潟工科大学　工学部 工学科 准教授 笹川　圭右
軟部組織を考慮した大腿骨近位部のカスタムメイ
ド解析モデルを用いた骨折予測システムの構築

37 1 新潟工科大学　工学部 工学科 准教授 吉田　宏二
アルカリ金属水酸化物を用いた高温超伝導体の
合成法開発と超伝導特性の研究

38 1 新潟工科大学　工学部 工学科 講師 海老澤　賢史
低消費電力な計算機技術に向けた光－電気結合
レーザーカオスネットワーク

39 1 長岡工業高等専門学校 機械工学科 教授 大石　耕一郎
デバイス化に向けたケステライト・バルク結晶の移
動度の改善

40 1 長岡工業高等専門学校
電気電子システム
工学科

准教授 島宗　洋介
植物発電システム実現を目指した要素技術の研
究

41 1 長岡工業高等専門学校
電気電子システム
工学科

准教授 竹内　麻希子
太陽電池材料のためのCu2ZnSnS4バルク多結晶
のラマン分光法を用いた構造評価Ⅱ

42 1 長岡工業高等専門学校
電気電子システム
工学科

助教 田村　文裕
IOT世代のための自動計測・制御系設計の教育
設備開発　～電力系統学習でIOTを実践するして
みよう～

43 1 長岡工業高等専門学校 物質工学科 教授 村上　能規
レーザ照射による非平衡表面サイトの形成とエネ
ルギー貯蔵型新規光触媒作製

44 1 長岡工業高等専門学校 物質工学科 教授 田﨑　裕二 中鎖脂肪酸を高生産する酵母変異株の作出

45 1 長岡工業高等専門学校 物質工学科 助教 宮田　真理
バイオマス資源から成る吸水性高分子機能膜の
開発と合成法の開拓

46 1 公益財団法人燕三条地場産業振興センター 課長 椿　宗久
ファインバブルを用いた金属洗浄技術に関する研
究

47 1 公益財団法人燕三条地場産業振興センター 主任技師 横見　直樹
二相ステンレス鋼の超音波振動切削に関する研
究

48 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 助教 小島　勝
植物由来ポリフェノールを触媒に用いる二酸化炭
素固定化反応に関する研究

49 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 博士研究員 大野　正貴
閉鎖性海域における二枚貝養殖に起因した光環
境の動態とその影響評価

50 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 助教 山崎　晴丈
油脂酵母Lipomyces starkeyi のオートファジーによる油
脂分解機構の解析～酵母による油脂生産を目指して
～

51 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 助教 井口　晃徳
特定化学物質を含有する電子工場排水を処理するメタ
ン発酵プロセスの微生物群集構造解析および重要微
生物の分離培養

52 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 教授 佐藤　眞治
エルゴチオネイン消化管吸収に及ぼすマイナスイ
オンナノミストサウナとフィチン酸の併用促進効果

53 1 新潟薬科大学 応用生命科学科 教授 新井　祥生
アルキルコバロキシム錯体の結晶を用いた固相不
斉酸素挿入反応の研究（２）

54 1 新潟大学　研究推進機構
研究推進機構　超
域学術院

助教 鈴木　一輝
土壌タイプは水田土壌の細菌群衆にいかなる影
響を与えるか

55 1 新潟大学　医学部
保健学科　検査技
術科学専攻

准教授 富山　智香子
ナノミストサウナ入浴を最大限に生かす温熱刺激
方法の探求　－免疫応答を中心に－

56 1 新潟大学　研究推進機構
研究推進機構共用
設備基盤センター

准教授 古川　貢
光誘起複合機能性物質TTF-R系におけるアドバ
ンスドESR法によるメカニズム解明
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通し№ 種別CD 機関名 学部・主催者 職位 氏名 研究課題・テーマ

57 1 新潟大学 　佐渡自然共生科学センター
佐渡自然共生科学
センター　演習林

准教授 阿部　晴恵
ヤブツバキとユキツバキの交雑帯における花形質
多型と遺伝的基盤の関係

58 1 新潟県央工業高等学校 情報電子科 教諭 小池　茂樹 競技ロボット（リモコン及び自立動作）の製作

59 1 万代治療院 院長 渡邉　真弓
新しい温熱刺激であるナノミストサウナを用いた｢
冷え｣の東洋医学的解明とその予防

60 1 柳田　宏光 柳田　宏光 アズマササの研究

61 1 西田　裕 西田　裕
マグネシウム空気電池の研究開発と応用及環境
保全について4R方式システムと国際性の研究

62 2 NPO法人　みかわ天文台 台長 小千田 節男 出張観測用機材、ドーム周辺整備、子育て支援

63 2 特定非営利法人　星空ファクトリー 代表者 宮澤　謙一
小中学生を意識した、最新天体観測講座の機器
ｼｽﾃﾑ構築

64 2 三条市立理科教育センター 三条市教育長長谷川　正二
・プログラミング教材MESH（ﾎﾞﾀﾝ、人感、明るさ、
温度、湿度、GPIO）・蓄電実験器ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
ﾐﾆ

65 2 見附市教育センター 所長 糀谷　正夫 デジタル気体測定器

66 2 燕・弥彦科学教育センター 所長 遠藤　浩
プログラミングスイッチScratch用、Scratch用マグ
ネットシート

67 3 長岡技術科学大学
工学研究科　物質
材料工学専攻

准教授 本間　剛 理科実験教室「化学のおもちゃ箱2019」

68 3 長岡技術科学大学 技術支援センター 技術職員 宮　正光
小・中学生のためのサイエンス教室，科学実験指
導講習会

69 3 新潟大学　理学部
理学科・化学プログ
ラム

教授 俣野　善博
持続可能な社会を支える「グリーンケミカルエネル
ギー」に関する最先端研究の紹介

70 3 新潟大学　工学部
附属工学力教育セ
ンター

技術専門職員羽田　卓史
「平成31年度教育・学習成果発表会」におけるエネル
ギー・環境に関するワークショップ及び知識普及の実施

71 3 新潟工科大学　工学部 工学科 教授 佐藤　栄一 新潟工科大学　ドローン・チャレンジ2019

72 3 新潟工科大学　工学部
地域産学交流セン
ター

センター長 古口　日出男
SDGs志向の「ものづくり」に活かす再生エネル
ギー・水素普及に関する技術セミナー

73 3 長岡工業高等専門学校 機械工学科 准教授 井山　徹郎 世界大会に出場したサッカーロボット体験事業

74 3 長岡工業高等専門学校 電子制御工学科 教授 高橋　章
長岡高専出前授業・体験授業、オープンキャンパ
ス

75 3 上越教育大学
大学院学校教育研
究科

教授 下里　俊行
講演会とワークショップ「持続可能な地域づくりと
学校教育の課題」

76 3 上越教育大学
大学院学校教育研
究科

教授 畔上　直樹
講演会+シンポジウム「緑と農のまちづくりと学校
教育の将来の課題」

77 3 電気学会東京支部新潟支所 支所長 江　偉華
最新の電力エネルギー技術の工学および産業に関す
る特別講演会［第29回電気学会東京支部新潟支所研
究発表会］

78 3 協同組合　三条工業会 理事長 齋藤　一成 2019年度　伝統的鍛冶技術継承事業

79 3 上越市少年少女発明クラブ 会長 川崎 直哉 上越市少年少女発明クラブ　クラブ活動

80 3 音楽と科学のふれあい広場実行委員会 代表 星 理恵子
音楽と科学のふれあい広場－親と子の名曲なか
よしコンサート、楽器や簡単な科学実験装置で遊
べる広場－

81 3
青少年のための科学の祭典新潟県大会実行委員
会

会長 花角　英世 青少年のための科学の祭典2019　新潟県大会

82 3 特定非営利活動法人　新潟の科学・自然探偵団 代表理事 坪川　紀夫
第11回　サイエンス宿　～温泉に入って、浴衣に
着替えてあぐら座でサイエンス談義～

83 3 特定非営利活動法人　にいがたエジソン学園 代表 高橋　豊
青少年向けへの技術教育支援を啓発する公開講
座の実施

84 3 公益社団法人　平成令終会 理事長 丸山　智
①日本海側雪国の里山における自然生態系の保全活
動とその普及啓発活動　②里山自然生態系の保護に
関する体験学習、環境教育活動

85 3 認定特定非営利活動法人　森の会 理事長 佐久間　將
街づくりに関する事業、子供たちの健全育成に関
する事業

86 3 NPO法人　ｴｺﾛｼﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ 代表 片岡 廣夫 環境講座みどりのカフェサロン2019
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通し№ 種別CD 機関名 学部・主催者 職位 氏名 研究課題・テーマ

87 3 新潟気軽に省エネくらぶ 代表 波多野 千代 食品ロスと向き合う

88 3 三条市科学教育推進事業実行委員会 代表 圡田　栄林
（1）「科学ゼミナール」（2）「子どもの科学教室」
「科学・模型工作教室」（3）「わくわく科学フェス
ティバル」

89 3 NPO法人　にいがた里山研究会 代表 小林 良範 環境体験学習会（野遊び楽校など）

90 3 新潟県立高田高等学校 校長 長谷川　雅一
講座：｢自然科学を高高生と学ぼう！～高高ＳＳ
スーパーサイエンス講座｣

91 3 雪の市民会議 代表 本間 弘達 （仮称）第14回雪の市民会議　ｉｎ　東京農業大学

92 3 一般社団法人　新潟県発明協会 代表 吉井　久夫
｢第83回新潟県発明工夫展・第68回新潟県模型
展｣

93 3 長岡市民放射線測定会 代表 佐藤 公俊
新潟県原子力災害広域避難計画を市民目線で
考える-原子力災害に備える市民マニュアル作り-

94 3 わくわくランドあらい運営委員会 理事長 塚田　信行 科学クラブ

95 3 わくわくランドあらい運営委員会 理事長 塚田　信行 わくわくランドあらい｢子どものための科学の祭典｣

96 3 長岡工業高等学校　ロボカップチーム 代表 富山 高志
自立型ロボット製作およびマイコンプログラミング
技術（ロボカップ世界大会を目指したロボットの開
発）

97 3 新潟県立新発田高等学校 校長 中戸　義文 芝高サンエンスラボ

98 3 妙高市理科教育センター 所長 川上　晃 妙高サイエンス塾

99 3 妙高市理科教育センター 所長 川上　晃 「関川の魚を探る・水族館を作ろう」

100 3 柏崎工業高等学校　マイコンチーム 代表 栁　昇 マイコン制御自律型ロボット製作

101 3 おもしろ科学教室実行委員会 代表 高橋　晴夫 子どもおもしろ科学教室と科学実験講座

102 3 長岡技科大・長岡高専退職教員グループ 代表 藤井　信行 子ども理科工作・実験講座

103 3 上越総合技術高等学校 代表 田中　秀和
マイコン制御マシンおよびソーラーパネル搭載ラ
ジコンカー製作

104 3 科学の万華鏡 代表 岡田　幸子 科学工作教室｢つくって・あそぼう！｣

105 3 新潟市ネイチャーゲームの会 代表 大島　慶子
自然体験プログラム運営と身近な自然から学ぶ環
境教育活動

106 3 食と健康を考える会 代表 波多野 昇 食と健康を考える会

107 3 にいがた菌ちゃん野菜応援団 代表 伊藤　明世
こころとからだを改善する、生命（いのち）の循環
をかじめよう。

108 3 化学ＰＬＵＳ+ 代表 桑原　理絵 出張・体験型ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ“カガクplus＋2019”

109 3 新潟県シェアリングネイチャー協会 理事長 春川　純一 ネイチャーゲーム体験会と指導者養成

110 4 新潟大学　理学部
理学科・数学プログ
ラム

教授 田中　環
数理科学分野における東アジア地区の次世代研
究者育成プログラム

111 4 新潟産業大学 経済学部 准教授 アブドゲニィ　アブドレヒミ
子どものための理科工作・プログラミングロボット・モノづ
くり体験教室
(1)理科工作、(2)ロポット教室、(3)モノづくり体験教室

112 4 新潟産業大学 経済学部 教授 金　光林
火焔型土器のPR活動及び火焔型土器の2020年東京
オリンピック・パラリンピックの聖火台モデル採用に向け
た支援活動

113 4 日本化学会関東支部新潟地域懇談会 代表 湯川 靖彦 新潟県化学インターハイ

114 4 NPO法人ネットワークみどり緑 理事長 齋藤　紀美江 都会型自然公園づくりと学びの場の提供

115 4 ノジコの会 会長 宗村 里士 道心坂オオヤマザクラ並木の保全・再生事業

116 4 特定非営利活動法人　湯沢みどりの会 代表理事 南雲　實
百年先の夢事業　｢きれいな地球を未来の子ども
に｣
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通し№ 種別CD 機関名 学部・主催者 職位 氏名 研究課題・テーマ

117 4 特定非営利活動法人　ロボコンシャパン 理事長 丸山 光博 ロボコンシャパンカップ2019

118 4 サイエンスの広場実行委員会 代表 荒木 保次 小・中学生の継続性を意識した科学事業

119 4
特定非営利活動法人　熱帯森林保護団体　新潟支
部

代表 遠藤 真理
アマゾン、シングー川流域に居住するインディオ
の経済的自立促進を目的とする養蜂事業

120 4 三条凧協会 会長 須藤　謙一 三条凧合戦の伝承と後継者育成

121 4 一般社団法人　燕三条青年会議所 代表 神田　晃
三条市下田地区観光発信事業～スタイリッシュな
美しい里観光ｉｎ下田～

122 4 大地の芸術祭実行委員会 実行委員長 関口 芳史 大地の芸術祭の里　越後妻有プログラム

123 4 三条エコノミークラブ 会長 古寺　健太郎 三条エコノミークラブ公開例会【かなえるチカラ】

124 4 一般社団法人　県央研究所 理事長 茨木　和雄
平成31年度　県央地区地域再生のための防災
キャンプ事業　｢第7回　けんおう防災キャンプ｣

125 4 三条市立大浦小学校 代表 熊倉　正樹
大浦環境プロジェクト（大浦キッズプロジェクト）～五十
嵐川・熊堂山との生物回廊の形成・整備と大浦の自然
の友だち作戦Ｐａｒｔ6～

126 4 子どもサイエンス実行委員会 代表 高橋　浩一 PTA・公民館等科学関連教室支援事業

127 4 一般財団法人十日町地域地場産業振興センター 理事長 関口 芳史
『伝統文化～きもの　手織技術の伝承～手織講座
の開講』

128 4 特定非営利活動法人しただの里 理事長 大竹　晴義 八十里越トレッキングルート整備事業

129 4 三条高校｢県民の森｣づくり代表者会議 会長 中田　亮一
三条高校｢県民の森｣バタフライガーデンの生物
多様性を増す園内再整備

130 4 寺子屋つばさ100km徒歩の旅実行委員会 代表 嘉瀬  一洋 第12回寺子屋つばさ100km徒歩の旅

131 4 寺子屋つばさ実行委員会 代表 高橋　克典
第9回ゆきんこカップIn新潟経営大学　　～逃走中
～

132 4 NPO法人日印交流を盛り上げる会 代表 長谷川 時夫 日印文化交流の推進

133 4 NPO法人県央地域に舞台芸術を育む会 代表 小林　裕之 県央地域における芸術文化の向上と地域活性化

134 4 新潟美人実行委員会 代表 栗山 靖子 新潟美人Exhibition

135 4 新潟美人実行委員会 代表 栗山 靖子 村上新茶振舞　町屋音楽祭

136 4 創造性豊かな人材育成支援実行委員会 代表 太田 雅壽
子どもの特徴を生かした、創造性、独自性豊かな
子育てについて語りあう広場

137 4 白井智雄 白井 智雄 自然の恵みをムダにしない里山再生

138 4 新極真会　新潟支部 代表 古川　章
青少年育成チャリティー　第6回　オープントーナ
メント　全北陸空手道選手権大会

139 4 みらいの生活を考える会・三条 代表 田中　透
三条地域の環境啓発活動、不登校、障害児につ
いても実態報告

140 4 新潟県高等学校文化連盟自然科学専門部 専門部部長 宮田　佳則
新潟県高等学校自然科学系クラブ活動の活性化
事業

141 4
世界大正琴交流大会　琴リンピック新潟実行委員
会

代表 金子 秀樹
｢大正琴を世界に拡めよう｣～日本の大正琴を外
国にお嫁に～運動

142 4 光風会新潟 会長 池山 阿有 第105回記念　光風会展　新潟巡回展

143 4 理科観察実験支援センター運営委員会 代表 関　麻美
理科・科学分野の小中学校及びPTA、公民館活
動における市民参加型支援活動の構築

144 4 愛宕山ゆきつばき保存会 代表 柳田 宏光 愛宕山ユキツバキ保存整備

145 4 三条歴史研究会 代表 大野　鉄男
1.三条関係の各所に散在する古絵図地図などの複製
を｢三条古地図展｣により閲覧・展示するための装具材
料などの購入　　2.三条の歴史を研究・紹介する郷土
史｢三条歴史研究｣の発行。外部講師による公開講座

146 4 TEAM　HANZO　新潟支部 代表 磐下　英二
芸術とスポーツで被災地の子供たちを元気にする
プロジェクト
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147 4 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 代表 石丸 涼子
新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団第6回
演奏会およびそのための年間活動

148 4 伝統芸能継承詩吟剣詩舞連盟 代表 近藤　岳玄
新潟県知事杯争奪コンクール並びに国民文化祭
代表選考会

149 4 MUSIC　ROOM　GOTO 代表 後藤 ナガ子
～音楽で心に癒しとエネルギーを～ミュージック
セラピーを活用した心の居場所づくりと世代間交
流活動

150 4 MUSIC　ROOM　GOTO 代表 後藤 ナガ子
ミュージックセラピーを活用した放課後支援活動・
世代間交流活動

151 4 新潟総踊り実行委員会 会長 福田　勝之
下駄総踊りと永島流新潟樽砧の伝承によるコミュ
ニティの再生そして創生

152 4
一般社団法人　おらってにいがた市民エネルギー
協議会

代表 佐々木　寛
アーティスト・クリエイターと市民が地域探検しなが
らつくる｢地球循環共生型｣環境エネルギー学習

153 4 三条市PTA連合会 代表 佐藤　道春 改元記念『ふるさと三条かるた』リニューアル事業

154 4 ＮＰＯ法人マグノリアの灯　新潟支部 代表 遠藤真理
Magnulia Light Project（空をきれいにする畑）2019　放
射能汚染地域再生事業とポリスティックな医療施設創
成プロジェクト新潟・福島

155 4 喜楽会 代表 樋口　清
第5回　生涯現役セミナー｢引っ込んでおられる
か｣

156 4 長岡技術科学大学同窓会 代表 磯部　広信 マラソン大会を通じた地域交流イベントの開催

157 4 長岡大学　経済学部　權ゼミナール 教授 權　五景
十分杯飾りデザイン大会開催と日本語・英語版
（改訂版）及び中国語版十分杯リーフレッドの作
成

158 4 森のようちえん　ふたばっこ 代表 古川　貞子 森のようちえん　園舎建設

159 4 里山文化研究会 代表 横田　力 マコモ栽培による里山再生と地域活性化

160 4 城下町村松のぼり旗祭り実行委員会 委員長 松尾　幸一 城下町村松のぼり旗祭り

161 4 新潟エステティシャン・セラピスト協同組合 代表 庭山　仁美
新潟のエステティック利用者へ、安心して安全に
利用してもらいための環境と基準づくり

162 4 一般社団法人スマイルアットホーム 代表 小島　嘉晴
婚活支援事業「婚活セミナー」テーマ：結婚するっ
てどういうこと？

163 4 大荒戸町町内会 代表 桜井　英紀 地域に伝わる神楽舞の伝承

164 4 一般社団法人　日本子ども安全教育協会 代表 武士俣　昭司
ものづくり教室による子ども安全教育及び地場産
業理解推進事業

165 4 三條太鼓　三小相承会 代表 田辺　政則 ふるさと三条の和太鼓伝承事業

166 4 にいがた菌ちゃん野菜応援団 代表 伊藤　明世
『生ごみリサイクル』菌ちゃん（微生物）による土や
元気野菜づくり、いのちの循環づくり

167 4 ど田舎○ごとがんばり隊 代表 香田　茂 楢山峠トレッキングコース整備事業

168 4 ECO　village　SHELTER　project 代表 荻原　学
こどもたちのための自然の学び場　～ぐるーりの
森整備・植樹事業～

169 4 特定非営利活動法人　えんがわ 代表 長野　源世
楽器ハンドパンづくりと三条を中心とした地域活性
化

170 4 新潟けん玉部　GATAKEN 代表 長谷川　哲朗
けん玉が人と人をつなぐコミュニケーションツール
となり、世代間交流や地域活性化につなげたい。

171 4 株式会社　真米 代表 米山　真由美
「ナノリッチとエステ」｢ナノリッチと高齢者｣の健康
需要の拡大

172 4 長岡傾聴ボランティアサークル 代表 田所　典子 傾聴スキルアップ講座　心に寄り添う傾聴活動

173 4 新潟県央ジュニア合唱団“ブレーメン” 代表 中澤　幸雄
子ども☆チャレンジアップ『“ブレーメン”にじいろ
キッズコンサートvol.2』

174 4 小戸下組町内会 代表 井浦　博男 小戸下組獅子舞伝承事業

175 4 特定非営利活動法人　五泉トゲソの会 代表 中村　吉則 地域の宝、環境の見張り番トゲソの保全活動

176 4 特定非営利活動法人　Cocollabo　Party 代表 本間　庸子
地住民が集い、語らう場づくりのための「地域の茶
の間」事業
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177 4 特定非営利活動法人　三条ＩＴ少年団 理事長 増澤　昌人 小学生親子　防災デイキャンプ

178 4 ヤマタノオロチ伝説まつり実行委員会 代表 三上　行雄 第18回ヤマタノオロチ伝説まつり

179 4 一躍子ども会 会長 古田　聡子
文化芸能による多地域間交流及び青少年健全育
成事業

180 4 はっぴーズコミュ 代表 土田　陽子
１.子育てママと子供と一緒に音と自然ふれあいコ
ンサート　2.鳥笛をつくって鳥と遊び　篠笛をふい
てみよう！

181 4 NPO法人　心と體いきいき塾 理事長 古川　文也 健康な農作物と健康（3ヶ年計画-②2年目）

182 4 ものづくりのまち三条こども祭り実行委員会 代表 坂井　勇資 三条祭り大名行列　絵はがきコンクール

183 4 長岡市立上通小学校 代表 田中　和代
地域も学校も活性化ふるさとへの誇りと愛着を育むグ
ローカルプロジェクト～地域の環境、地域の特産を学
び発信する「はなはす・れんこん・かみおどり・プロジェク
ト」2019～

184 4 第九を楽しく歌おう会 代表 上野　史朗
青少年と共に感動体験を！｢第九を楽しく歌おう
会｣定期公演

185 4 波多野　昇 代表 波多野　昇 ソマチッド研究（位相差顕微鏡による）

186 4 本の森のなかま・西蒲 代表 成田　由美 本の森のなかま・西蒲

187 4 見附盆踊り保存会　紡ぎ 代表 五十嵐　奨太
失われつつある地域伝統芸能の「見附盆踊り」で
見附を繋げるプロジェクト

188 4 新潟大学工作戦隊ハグルマン 代表 田村　武夫
新潟市の青少年育成に向けた「ものづくり」体験
講座の開催

189 4 ホーリーバジル協会　新潟県支部 代表 堀川　孝一
ミラクルハーブ「ホーリーバジル」の栽培研究・認
知普及活動と、マンダラミュージアムの活用と維持
管理

190 4 新潟市立小合中学校 代表 皆川　宏志
地域に愛され地域に活力を与える「地域の学校」づくり
(２年次）～地域を愛し地域貢献に取り組む生徒の育成
と、地域に必要とされる学校を目指して～

191 4 五泉市母子保健推進員の会 会長 山下　浩子 「ごせんファミリーフェスティバル☆2019」の開催

192 4 麓栄会 代表 伊藤　亘 子供達の健全育成と地域の再生・活性化

193 4 新潟県立長岡農業高等学校 代表 川上　聡美 新潟県内における食用ギクの嗜好に関する研究

194 4 三条こどもの居場所づくり実行委員会 代表 加藤　裕子 子どもの居場所づくりフォーラム２０２０in三条

195 4 三条歴史文化担い手育成会 代表 湯本　福数 三条祭り担い手育成事業

196 4 ミュージカル劇団オンディーヌ 代表 滑川　美紀 ミュージカル劇団オンディーヌ　プレ公演

197 4 Ｖｏｒｔｒａｇ（フォルトラーク） 代表 浅野　加歩理 Ｖｏｒｔｒａｇメンバーによるクラシックコンサート

198 4 あかりコンサート実行委員会 代表 永桶　康子
全国無二のコンサート【三条別院あかりコンサー
ト】を三条地域の新しい文化に育てあげたい！

199 4 ウインドオーケストラ燕 代表 永井　和文
燕地域に於ける吹奏楽の育成と音楽提供と音楽
交流による地域貢献

200 4 飛燕メサイア合唱団 代表 小野塚　美鈴 ヘンデル　オラトリオ｢メサイア｣演奏会

201 4 ゆきわりの会 代表 宮島　慎一 不登校生親の交流の場づくり

202 4 （一財）みんなの家力財団 代表 木村　里恵
愛和社会実現プロジェクト｢すべての人が光り輝
き、尊重し合える、愛和の社会実現のための活
動｣

203 4 Lively　Sessions 代表 新田　奈緒美
音楽の力とボディマネジメントで創り出す地域コ
ミュニティへの社会参加

204 4 小須戸ＡＲＴプロジェクト実行委員会 代表 石田　高浩 小須戸ＡＲＴプロジェクト2019

205 4 親なるサポート三条 代表 金子　和保 産後クライシス予防・パパの子育て支援事業

206 4 おたがいさま食堂 代表 関崎　智弥 おたがいさま食堂・みんなの居場所づくり事業
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207 4 ジュニアリーダーズクラブ三条 代表 近藤　雅哉 ポニー遊びの広場＆デイキャンプ

208 4 西潟為蔵会 代表 弥久保　宏
地域再生フォーラム『西潟為蔵の功績と後世への
メッセージ』

209 4 MOA健康クラブ三条 代表 平　茂一郎
地域の人達に潤いと明るく元気に暮らしていただ
くために

210 4 墨遊小路｢文化交流｣実行委員会 代表 佐藤　泰男 日本文化と古代ギリシャ文化の交流

211 4 産業文化展示室 代表 松井　義敬 産業文化財保護

212 4 八百万の神喜劇実行委員会　新潟支部 代表 荒川　裕二
八百万の神喜劇による、こどもたちへの神話の伝
承

213 4 高野町舞保存会 代表 西　正憲 町内に伝わる神楽舞の伝承

214 4 65歳以上の劇団 代表 岡田　美香
65歳以上の劇団　地域に届ける演劇、表現活動を通じ
て新しいコミュニケーションの場をつくるための活動資
金

215 4 濱田　伸子 代表 濱田　伸子
二小学校の統合に伴う閉校記念ミネハハコンサー
トの実施

216 4 岩田青年会 代表 小林　薫
若者世代の交流活動を深め、岩田祭りの活性化
を図る

217 4 （一社）上越をわくわく楽しみ隊 代表 松田　光代 滝寺不動尊保存、環境整備事業

218 4
特定非営利活動法人　母と子の生命をつなぐオー
バージーン

代表 板倉　未来 施設の子ども達・施設退園後の子ども達の支援

219 4 和（NAGI）の会 代表 涌井　泰二
信越地域の伝統芸能の発掘及び若者への継承
事業

220 4 三条雲蝶会 代表 角田　道雄
石川雲蝶のボランティアガイドを通して三条市の
文化・産業を紹介し発信します。

221 5 新潟大学　工学部
工学科・材料科学
プログラム

教授 山内　健
障害を持つ子供達やフリースクールの子ども達な
どを対象とした「科学の不思議体験・工作教室」

222 5 音声訳　虹の会 代表 横山　喜代子
1.全国音声ボランティアネットワーク第7回総会旅費・宿
泊費　2.ブラザーレーザーカラープリンター交換トナー
購入費

223 5 社会福祉法人　青空福祉会 代表 金子　謙一
ともしび工房での出店販売で使用するソフトクリー
ム製造機等の購入

224 5 Sounding　Joy　JAPAN 代表 大竹 孔三
東日本大震災高齢避難者の生き甲斐創出に向け
た居場所作り

225 5 Sounding　Joy　JAPAN 代表 大竹 孔三
癌をわずらう子どもとその家族のための心の居場
所作り

226 5
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会　障がい福
祉サービス事業　すてっぷ

理事長 鈴木守男
施設利用者（障がい者）の余暇の充実及び体力
の維持・向上の為の備品整備

227 5
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会　障がい福
祉サービス事業　さくら

理事長 鈴木守男
施設利用者（障がい者）の工賃向上の為の備品
整備

228 5 特定非営利活動法人　らいふすてーじ 理事長 岩山　みさほ 屋外車いす用スロープの壁取付

229 5 江南高等特別支援学校放課後活動クラブ 代表 田中 明美
障害者と健常者が一緒に参加できるバスケット
ボール体験会の開催

230 5 特定非営利活動法人ＮＰＯさんじょう 理事長 川瀬 和敏
発達障がい者・不登校・ひきこもり支援のための
ゲートキーパー養成講座

231 5 プラザファンタスティック 代表 中野　利久
ようこそバリアフリーな新潟へ　実地調査とＨＰ制
作

232 5 特定非営利活動法人　こども凸凹くらぶ 代表 大橋　清二
発達障がい理解促進及び当事者交流の場づくり
事業

233 5 三条地区手をつなぐ育成会 代表 小林　勝幸 知的障がい（児）・者の余暇支援事業

234 5 にいがた医療通訳委員会 代表 坂口　淳
医療通訳者及び医療通訳者派遣コーディネータ
の育成

235 5 特定非営利活動法人　自立支援ネットにいがた 理事長 寺尾　知香子
ホームレス生活を脱した人たちをはじめとする住宅困窮
者が製造する乾燥野菜・果物の販売強化－ラベラー機
購入による包装デザインの向上－

236 5 特定非営利活動法人　Cocollabo　Party 代表 本間　庸子
障がい者が安心してくつろげる地域の居場所づく
り・活躍の場づくり
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237 5
特定非営利活動法人　母と子の生命をつなぐオー
バージーン

代表 板倉　未来 生活弱者の居場所作り

238 5 特定非営利活動法人　新潟夢みらいネット 理事長 田代　勝巳
発達障がいのある子の育ち支援　小嶋悠紀講演
会

239 5 特定非営利活動法人三条おやこ劇場 理事長 兼古　和枝
子育てママのメンタルケア　～絵本セラピー等を
活用した子育て支援事業～

240 5 特定非営利活動法人日本ゲートキーパー協会 理事長 大小原　利信
児童生徒のメタ認知力向上による自殺防止対策
事業

241 5 松陰高等学校　燕三条校 代表 梅田　純子
通信制高校生の基礎学力、自己表現力及びコミュニ
ケーション力の向上を図るための学習環境並びに教具
の整備

242 5 新潟県音楽療法士協会 代表 後藤 ナガ子
支援を必要とする子どものための親子ミュージック
セラピー

243 5 新津手話サークル竹の子 代表 佐藤　美智代
聴覚に障害を持つ人への手話、要約筆記による
情報伝達、情報保障等に関する講演会の開催

244 5 ワークセンター日和山 施設長 大橋　道子
地域交流の場である『日和山まつり』における、地
域の皆さんが一体となって参加できるコンサートの
実施

245 5 傾聴ボランティア陽だまり 代表 富岡　五子 ｢聴く｣だけでできる社会貢献

246 5 子どもみらい食堂 代表 日吉　均子
子どもみらい食堂～子どもの居場所づくりと地域多世
代交流の場をつくり、子ども達の生きる希望を育み、親
の育児サポートを地域社会全体でする事業～

247 5 岩室あなぐま芸術祭実行委員会 代表 高橋　和枝
生きるということを考える日－終末期医療から見つ
め直す“私たち”の人生

248 5 五泉市社会福祉関係団体　ハピネス 代表 伊藤　まゆみ
発達障がい者への理解と安心して住める地域づく
り

249 5 三条市認知症地域支援推進員 代表 弥久保　忠男
軽度の認知機能低下のある人が活躍できる場づ
くり

250 5 みつけふれあい食堂 代表 佐々木　志津子みつけふれあい食堂

251 5 フードバンク加茂 代表 武石　拓 フードバンク加茂　設置事業

252 5 かも子ども食堂 代表 佐野　誠 かも子ども食堂立ち上げ事業

253 5 にいがた精神障害者の家族の支援を考える会 代表 大屋　未輝
新潟県の精神障害者等を抱えた家族支援～家族の支
援を考えるプロジェクト（個別プランニングの研修会）～
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