
平成 29年度 第４回三和区地域協議会次第 
 

                                                 日時：平成 29年 9月 8日（金） 

午後 6時 30分から 

場所：三和コミュニティプラザ 

2階 会議室 1 

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議  題 

（１）平成 29年度地域活動支援事業３次募集事業のプレゼンテーションについて 

 

 

 （２）平成 29年度地域活動支援事業３次募集事業の審査について 

 

 

（３）自主的審議事項について 

 

 

 （４）平成 29年度地域活動支援事業３次募集事業の採択について 

 

 

（５）委員研修（視察）について 

 

     

 （６）その他 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉  会 

 



資料№１

順番 事　業　名 提案者 (団体)名
事業費
千円

助　成
希望額
千円

時　　　間

1 三和ジュニア野球活性化事業 三和ジュニア野球 577 576 18時35分～18時45分

合計 577 576

○三和区補助金追加募集額　６５１千円

平成29年度　三和区地域活動支援事業　【３次募集事業】　プレゼンテーション日程表

※発表の順番は提案書の受付順です。

平成29年9月8日（金）　18：35 ～

○提案数　１事業　１団体

【プレゼンテーションの留意事項】

○プレゼンテーションは、発表と質疑をそれぞれ5分ずつ、計10分の予定です。

発表開始から5分経過した時点でお知らせしますので、発表の途中であっても説明を

まとめていただき終了するよう、ご協力をお願いします。

1／1



資料№２ 

平成 29年度 

地域活動支援事業に対する質問事項 

～（３次募集）～ 

 

 

 

整理№１ 三和ジュニア野球活性化事業 

 

 

 

 

 



 

提案者：三和ジュニア野球 

 

【整理№１】 三和ジュニア野球活性化事業 

 

質問①：現行のユニフォームを確認したいので、プレゼンテーションの際に持

参してください。 

    また、更新するユニフォームのカタログや、「三和」のロゴ見本があれ

ば、確認させてください。 

    

 

（以下は、主に三和ジュニア野球規約第４条、５条関すること） 

質問②：年間の練習及び基本的な指導計画について 

ア 幼年期の子どもの成長過程で、野球教育、技術面のレベルアップ 

に関して、参考になる事例をお持ちでしたら教えてください。 

 

    イ 現在、クラブの運営に協力いただいている指導者は、何人くらい 

      おられますか。 

 

 

質問③：クラブの主な収入源と使途を教えてください。 

 

 

質問④：現在着用しているユニフォームの所有は、クラブですか、個人ですか。 

 

 

質問⑤：提案されたユニフォームについて（クラブ所有の場合） 

    ア ユニフォームの整備について、数年かけて更新していくような年 

度計画を検討されましたか。 

 

    イ 子どもは成長期にあるため、ユニフォームのサイズ選定は難しい 

      と考えられますが、今後加入される子どもについての対応はどう 

考えておられますか。現会員のみを対象として提案されたのです 

か。 

 

 

質問⑥：積極的な会員募集や PRは検討されていますか。 

    また、学校教育との連携について、どうお考えですか。 



資料№３

事業費 補助希望額 区分 （区分名） 担当課 依頼日 回答日 所見 特記事項

8月25日
三和ジュニア野球活
性化事業

三和ジュニア野球 577 576

ユニフォーム等を更新することで、地域のス
ポーツ振興及び子どもたちの健全育成を図
り、子どもたちの活動を通して地域の活性
化に繋げる。
また、統一したユニフォームを更新・着用す
ることで協調性を育成し、地域に支えられて
いることを学び感謝する気持ちを育み、地
域を誇れる人間形成に資する。

6 子どもの健全育成

追加募
集額
（単位：
千円）

651 差引 75 577 576 1

担当課所見

三和区

平成29年度　地域活動支援事業提案書受付一覧（３次募集）　

区　名 受付日 事業の名称 団体等の名称
新規
提案
団体

複数に提案し
ている場合

事業費等（単位:千円）
事業内容の概要 備　考



　　　　　平成２９年度　地域活動支援事業　アフターフォロー 資料№４

事業費 補助金額

1
小・中学生が「三和を愛する
心を育む」ための事業

三和の子どもを「共
に」育てる会

460 460

「いじめ根絶」や「同和教育」などの講演会の開催や、
さんわ祭りの取組を通じ、児童・生徒の豊かな心を育
み地域とのつながりを深めることにより、将来の地域
社会を担う人材育成に寄与する。

森　委員 宮沢委員

2
鼓笛を通して地域とふれあう
事業

上杉小学校PTA 340 340
伝統ある鼓笛隊の楽器を更新することにより、児童の
演奏意欲を喚起し、行事等を通じて地域と触れ合うこ
とにより、地域の一体感を醸成する。

渡邊委員 森　委員

3
島倉獅子舞神楽保存伝承活
動備品整備活用事業

島倉獅子舞神楽保存
クラブ

377 376
現在保有していない音響設備を整備することにより、
演者の士気や質の向上を図り、活動を活発化すること
で、芸能伝承意欲の向上や地域の活性化に資する。

松井会長 渡邉委員

4
里公小学校区マーチングDE
みんな元気！事業

里公小学校後援会 307 300
マーチングバンドのユニフォームを更新し、児童の演
奏意欲を高めるとともに、演奏を披露することで地域と
の交流を深め、地域の活性化に資する。

小林委員 松井会長

5 三和のまなびを深める事業 三和まなびの会 72 72
地域の文化財等について、講師を招いて研修会を開
催し、現状を知り知識を深めるとともに、小・中学生や
PTAにもアピールし、地域の宝を再認識する。

平成29年
8月16日 飯田委員 金井副会長

6
新潟県指定文化財等の「歴
史的文化遺産」の保存・伝承
事業

所山田町内会 1,294 1,290

県指定文化財等の適切な保存を図るため保管庫を整
備する。また、パンフレットを作成するとともに案内看
板を設置し、PRと来訪者等に紹介・対応できる体制を
整える。

江口一秋委員 飯田委員

7 婚活支援事業 地域を大切にする会 319 178
男女の出会いのきっかけを創出するため、婚活パー
ティーを開催・支援し、定住人口の増加を図る。 江口　晃委員 江口一秋委員

8
子どもの健全育成を図り、地
域住民のスポーツへの関心
を高める事業

美守小学校後援会 231 230

劣化が激しい陸上大会用のユニフォームを更新するこ
とにより、児童の競技力向上意欲を喚起する。また、
保護者や地域住民に観戦してもらうことで、スポーツ
への関心を高める。

金井副会長 小林委員

9
コピー機更新によりスポーツ
環境整備に役だつ事業

NPO法人さんわス
ポーツクラブ

577 577

現在のコピー機は購入から12年が経過し、劣化が激し
く部品の供給もなくなったことから、更新によりランニン
グコストを削減するとともに、体育館の利便性・快適性
を高め、利用者や住民へのサービス向上を図る。

平成29年
6月30日 髙橋委員 江口　晃委員

10
三和の子どもたちの健康で
健やかな成長を支援するた
めの事業

NPO法人さんわス
ポーツクラブ

1,150 840

運動部で活動する中学生に対して、効果的な運動や
栄養などの専門的な学びの機会を提供するとともに、
休日等の部活動に地域の指導者を派遣し部活動を支
援、地域との関わりを深めるとともに、教職員の負担
軽減を図る。

田辺委員 髙橋委員

11
OneUp⤴　さんわ音頭でさんわ祭
りを盛り上げる事業

三和区青少年育成会議 467 466

三和中学校生徒が中心となり、「越後さんわ音頭」で
地域の活性化を図ろうと活動しているが、その取組の
一つとして「さんわ祭り」を盛り上げPRを図るため、法
被を整備する。

平成29年
8月18日 星野委員 田辺委員

12
里公小学校陸上　DE　地域に元
気を発信！事業

里公小学校後援会 320 320

劣化が激しい陸上大会用のユニフォームを更新するこ
とにより、児童の活動意欲が高まるとともに、地域から
の期待を実感することで地域を愛する心が育まれるこ
とが期待される。

松井隆夫委員 星野委員

13 三和ジュニア野球活性化事業 三和ジュニア野球 577 576

ユニフォーム等を更新することで、地域のスポーツ振
興及び子どもたちの健全育成を図り、子どもたちの活
動を通して地域の活性化に繋げる。
また、統一したユニフォームを更新・着用することで協
調性を育成し、地域に支えられていることを学び感謝
する気持ちを育み、地域を誇れる人間形成に資する。

丸山委員 松井隆夫委員

6,491 6,025

事業実施団体　アフターフォロー実施日 アフターフォロー担当者
実施
有無

結果
提出

合計

Ｎｏ 事業の名称 団体等の名称
事業費等（単位:千円）

事業内容
実績報告書
受付年月日


