
平成２９年度 第７回大潟区地域協議会次第 

 

日時 平成 29年 11月 30日（木）午後 6時 30分から 

会場 大潟コミュニティプラザ 2階 中会議室 2 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 

（１）平成 29 年度冬期道路交通確保除雪計画について           …配布資料 

    

（２）地域協議会会長会議について                  …資料№1 

    

４ 協議事項 

 

（１）平成 30 年度地域活動支援事業に向けた今後のスケジュール等について  

（２）地域協議会会長会議について                  …資料№2 

  

（２）地域活動支援事業の成果報告会について        

 

（３）自主的審議事項「大潟区の魅力発見・発信」について         …資料№3 

     

 

５ その他 

 

６ 閉会 

 

 



地域協議会会長会議 次第 

 

と き 平成 29年 11月 21日（火） 

午後 3時 30分～ 

       ところ上越文化会館 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 連絡事項 

・平成 30年度地域活動支援事業について 

 

４ 自主的審議の活性化に向けた意見交換 

 ・制度及び各区の取組状況についての説明 

  

 

・会長間の意見交換 

（1）テーマ設定・審議開始まで 

 

 

 

 

（2）審議開始後から課題解決まで 

 

 

 

 

５ 閉会 

 

［資料］ 

 ・次第 

 ・資料１ 自主的審議の概要 

 ・資料２ 自主的審議事項の取組状況 

 ・資料３ 平成 28年度意見交換会実施状況 

平成29年11月30日（木）
第7回大潟区地域協議会

資料№1  



 

 

（２）自主的審議 

○自主的審議とは 

地域協議会は、自主的な判断で地域自治区の区域における課題等について審議する

ことができます。自主的審議事項として話し合った結果については、市長に意見書を

提出し、市政での実現を求めていくことができます。 

ただし、地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映するための仕組みであること

から、地域自治区に住む住民としての観点からの議論となり、市長に提出される意見

書についても、当該区との関わりを基にした内容でなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

① 地域との意見交換などを通じた地域課題への気付き

地域活動団体との意見交換

町内会長との意見交換

地域住民との意見交換

地域協議会委員が把握した情報

地域住民からの情報

市からの情報

委員からの提案

・地域協議会として自主的審議のテーマに取り上げるかどうかを協議

・地域関係者や市の担当課からの情報収集

・必要に応じた地域との意見交換

・課題の解決策の協議

意見書の提出

地域内での解決に向けた活動
地域を元気にするために

必要な提案事業の活用

地域活動支援事業の活用

② 地域協議会での協議

③ 自主的審議

審議せず

市と地域が連携

するときに、市

の予算が必要

市の補助を受け

て地域で解決
地域の中で

対応すべきもの

市で対応

すべきもの

図 6：自主的審議の流れ 

これまで自

主的審議で

どんな意見

が出された

のかな？ 

生ごみの指定

袋が大きすぎ

て使いにくい

という意見書

が出されて、

５リットルの

袋が作られた

こ と が あ る

よ。 

小学校や

保育園の

統合を進

めてほし

いという

意見書も

あった

よ。 

上越市地域協議会 

委員手引きから抜粋 
資料 １ 





平成 28年度 意見交換会実施状況 

 

・23の区で地域住民や各種団体等と地域課題に係る意見交換を実施（計 76回） 

（単位：回）  

地域協議会名 回数 主な内容 

高田区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域住民と意見交換 

新道区 2 ・町内会長協議会と地域課題について情報交換 

金谷区 6 
・出張地域協議会参加者と地域課題について意見交換 

・小学校保護者と地域課題について意見交換 

春日区 2 ・町内会長連絡協議会と地域課題について情報交換 

諏訪区 2 ・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

津有区 3 
・区内各団体と地域の現状や課題等について意見交換 

・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

三郷区 1 ・町内会長連絡協議会と委員研修会の感想等について意見交換 

和田区 1 ・小学校ＰＴＡ役員と和田区のこれからについて意見交換 

高士区 3 
・雄志中学校生徒会等と「きれいなまちづくり」について意見交換 

・地域住民と区の未来予想図や課題等について意見交換 

直江津区 5 
・地域住民との直江津のまちづくりについての意見交換 

・福島城を愛する会との意見交換 

有田区 2 
・小猿屋小学校跡地の有効活用について小猿屋小学校関係者と意見

交換 

八千浦区 1 
・町内会長や地域活動支援事業採択団体と地域活動支援事業につい

て意見交換 

保倉区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

北諏訪区 2 ・消防団関係者と消防団活動の現状と課題について意見交換 

谷浜・桑取区 2 ・町内会長連絡協議会と区の問題や課題等について意見交換 

浦川原区 6 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・浦川原中 2年生と地域課題や将来の在り方について意見交換 

大島区 4 
・まちづくり懇談会や事業所等との情報交換会で区内各団体と意見

交換 

柿崎区 4 
・地域住民と地域課題について意見交換 

・まちづくりフォーラムと併せて区内各団体と意見交換 

大潟区 2 ・区内各団体と地域の現状や課題等を意見交換 

吉川区 5 
・地域住民、区内各団体と地域課題、問題点等を意見交換 

・区内各団体と頸北斎場に係る諸課題を意見交換 

中郷区 1 ・地域協議会の活動報告会と併せて地域課題について意見交換 

板倉区 5 ・地域住民と小学校の在り方の検討結果について意見交換 

三和区 14 ・地域住民や関係者と三和区小学校のあるべき姿を意見交換 

計 76  

 

資料 ３ 



 

平成29年11月30日（木）
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資料№2－1  

平成 30年度地域活動支援事業に向けた今後のスケジュールについて（案） 

  

予定日 会議名など 内   容 備  考 

11月 30日（木） ・第 7回協議会 

・意見・課題及び提案者のアンケート

を参考に、大潟区取組方針（案）を検

討 

 

12月 21日（木） ・第 8回協議会 
・第 7 回で検討した大潟区取組方針

協議、決定 
 

1月 ・第 9回協議会 ・募集概要、募集要項の確認、決定  

2月 20日（火） 

 

・成果報告会 

・29年度実施事業の報告会 

・30年度大潟区取組方針、募集期間 

などを周知 

 

・第 10回協議会  
成果報告会

終了後 

3月 

 

・事前相談 
・30年度提案予定事業の事前相談を 

実施 
・事 務 局 

・第 11回協議会   
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平成 29年度地域活動支援事業大潟区取組方針 

 

１.大潟区の採択方針 

自然をいかし、いのちを活かす、心なごむ潮さいのまちづくりを目的に、地域独自の資

源や住民活動を活かし、住民自らが地域の課題解決や活力ある地域づくりを目指す取り組

みを推進するため、提案者が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優

先して採択します。 

 

  ■優先して採択する事業 

・福祉や健康を充実させるための事業 

・安全安心な地域づくりのための事業 

・交流人口の拡大等のための事業 

・地域資源等を活かした事業 

・文化・スポーツ活動等を振興させるための事業 

 

■その他の事業 

優先して採択する事業以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランスなどを考

慮して採択する。 

 

２.提案事業の制限 

①同一団体による提案件数制限…なし 

 

３.審査方法 

①審査員 

・地域協議会委員が審査を行う 

・審査員が提案事業の利害関係者であっても審査を行うことができる 

（利害関係者＝事業提案の代表者、担当者、構成員） 

②審査内容 

・書類及びプレゼンテーションにより審査する 

③採点方式 

・個別採点方式 

 

４.審査項目と事業の採択 

①基本審査 

・地域活動支援事業の目的の合致 適・否 

 

 

 

平成29年11月30日（木）
第7回大潟区地域協議会

資料№2－2
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②共通審査項目と点数配分 

審査項目 審査の視点 点数 

公益性 

提案事業の成果が広く地域に還元されるものか 

5点 全市的な方向性と合致しているか 

提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではな

いか 

必要性 

地域の実情や住民要望に対応したものか 

5点 

地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか 

緊急性の高い提案事業であるか 

ほかの方法で代替できないものであるか 

実現性 

目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか 

5点 関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか 

資金調達の規模や時期に無理はないか 

参加性 
提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参

加が期待できるものか 
5点 

発展性 

新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

5点 提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか 

事業の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できる

か 

 

③事業の採択等 

・出席した審査員のうち、1/2以上の審査員が大潟区採択方針に適合していると判断した事

業を、「優先して採択する事業」とし、1/2未満の事業は「その他の事業」とする。 

・「優先して採択する事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で、採択事業・補助額

を決定する。 

・配分額に余りがある場合は、「その他の事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で

採択・補助額を決定する。 

・ただし、辞退があった場合は、次点の提案事業を繰り上げて採択することができる。 

・「優先して採択する事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択とする。 

・「その他の事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択、平均点 12.5 点以上 15 点未満は

協議のうえ決定する。 

・最高と最低の得点で評価した審査員の得点を除外し、残りの審査員の得点で評価する。 

 

 

 

 



 

 

3 

 

５.審査手順 

  （審査前） 

1.事前に提案書の写しを委員へ送付（各自内容を確認） 

2.審査員全員で意見交換及び質問の取りまとめ 

3.提案者へ質問事項送付 

 （審査） 

4.提案事業ごとにプレゼンを行いながら質問書の回答を確認する。 

5.基本審査、採点 

6.提案事業ごとの集計 

7.全ての提案事業の結果集計 

8.採択事業・補助額の決定 

9.同一事業で採択が 3回目の助成事業について、補助率や補助額を協議、決定 

10.採択する事業に関わるその他の協議（結果通知の特記事項に記載） …交付条件 

 

６.助成回数・補助率・限度額 

・助成回数：同一事業は 3 回まで（平成 22 年度採択からカウントする） 

・補助率は 10/10以内 

・傾斜配分は行わない 

・事業内容や前回の事業の成果により、補助率や補助金額を減額することができる 

・3回目の助成事業は減額の対象とし、補助率や補助額を協議、決定する 

・補助金の上限額は設けない 

 

７.成果報告 

  実績報告書とは別に、活動の成果を 2月～3月頃に公開で報告する 

 

８.募集期間 

 ・平成 29年 4月 3日（月）～ 5月 8日（月） 

    ※28年度は、平成 28年 4月 1日（金）～4月 25日（月） 

   ○提案書を委員へ発送      5月中旬 

   ○質問事項取りまとめ（勉強会） 5月中旬 

   ○プレゼンテーション（協議会） 6月上旬 

   ○基本審査、採点（協議会）   6月上旬 

   ○採択事業・補助額決定（協議会）6月中旬 

 

９.周知・事前相談 

・3 月 13 日（月）からを新年度の募集に向けた相談期間とする（事業の趣旨や提案書の書き

方等について説明） 

・事前相談の実施に合わせ、事前告知のチラシを区内に回覧するとともに、「募集概要」を希

望者に配布する。（「募集要項」は 4月 1日付全戸配布） 

・事前相談及び募集について、防災行政無線を活用して区内に周知するとともに、町内会長協

議会で説明及びＰＲを行う。 



12事業（92％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地域活動支援事業（大潟区）をどこで知りましたか。　該当するものすべてに○を付けてください。

　　 （ｎ＝ 22 )

① 募集要項（全戸配布） 7 32%

② 防災行政無線 4 18%

③ 総合事務所からの案内 6 27%

④ 前任者からの引継ぎ 4 18%

⑤ その他 1 5%

【「その他」】

・以前から知っていた。

（ｎ＝ 12 )

① 長い 0 0%

② ちょうどよい 11 92%

③ 短い 1 8%

1.募集　-　募集期間について

　提案の募集期間は、4月3日～5月8日でしたが、期間についてどのように感じましたか。該当するもの一つに○を付
けてください。

平成29年度上越市地域活動支援事業（大潟区）採択事業13事業（10団体）

平成29年度上越市地域活動支援事業（大潟区）の
制度に関するアンケート集計結果

今年度事業採択された団体の意見を伺い、来年度以降の地域活動支援事業（大潟区）の取り組みの
参考とする

平成29年11月30日（木）

第7回大潟区地域協議会

資料№2-3

平成29年度上越市地域活動支援事業（大潟区）の
制度に関するアンケート集計結果

○調査目的

○対　 　象 平成29年度上越市地域活動支援事業（大潟区）採択事業13事業（10団体）

○回答割合

1.募集　-　周知について

① 募集要

項（全戸配

布）, 32%

② 防災行

政無線, 
18%

③ 総合事

務所からの

案内, 27%

④ 前任者

からの引継

ぎ, 18%

⑤ その他, 
5%

① 長い, 0%

② ちょうど

よい, 92%

③ 短い, 8%

1



（ｎ＝ 12 ）

① 早い 4 33%

② ちょうどよい 8 67%

③ 遅い 0 0%

【提出期限は、いつ頃が良いと思いますか。】

４月下旬

５月上旬

５月中旬

５月下旬 　3

6月上旬　 １

1.募集　-　募集方法について

　大潟区では、新たな提案者からの提案が少ない状況です。提案者の方から見て、どのような周知・募集を行ったら
新たな提案者からの応募が増えると思いますか。

・大潟区内の活動団体を把握（情報収集）し、目的や活動例をあげて周知する。また相談のあった団
体等へ出向き説明しても良いと思う。

1.募集　-　提出期限について

　提出期限が5月8日でしたが、期限についてどのように感じましたか。該当するもの一つに○を付けてください。

・各種団体へ提案を依頼する。（小グループ活動をしている団体も含む）
・市で作っている活動団体、例えば「元気が出るふるさと講座」などへの案内。

・周知期間が遅い⇒市の予算編成や執行者の動向もあるが、事業を実施する団体等が新年度に向
けての事業計画を検討する時期を配慮すべきだ。（遅くとも12月中には、区内の団体等や一般世帯に
支援事業を周知すべきだ。）

・あまり形にこだわりすぎる。こんなにうるさいやり方では応募に消極的にならざるを得ない。書類も含
めてもっと簡素化できないか。

・大潟区内の各種団体に資料を送付し周知する。

・今までの経緯を踏まえ補助金を受けた団体の交流会などを計画し、活動の大切さや必要性を考え直
す機会になれば良いと思います

・だれがどのようなことができるのか、案内に事例を示す。

・歴年の実施内容などを周知し、応募者側や利用者側の関心を得る。

① 早い, 
33%

② ちょうど

よい, 67%

③ 遅い, 0%

2



（ｎ＝ 12 ）

① 上限を設定してもよい 4 33%

【「理由」】

【「上限の額はいくらが良いと思いますか」】

50万円　　　　1

100万円　　　1

未回答　　　　2

② 上限は設定しない方がよい 8 67%

【「理由」】

③ その他 0 0%

・提案者の前向きな考えを阻害するため。

2.支援内容　-　補助額について

高額な補助希望額の提案があり配分額を超えた時、補助金が減額される場合があります。補助希望額に上限を設
定することについて、どのように思われますか
　　該当するもの一つに○を付けてください。

・上限を設定してしまうと活動に制限が出てくる。

・配分額を超えた場合に、提案事業の精査（単年度か複数年度
が可能か、事業内容の補助に合致か等）を改めて調査し提案者
と協議する。

・提案した団体へ補助金が配分されるために。

・より多くの提案を取り上げるため。

・広く補助すべき

・予算が限られており、できるだけ分配するため。

・事業に制約をかけずにより広い発想ができるようにしておくこと
が必要と考える。（事業採択において対応すれば良い）

① 上限を設

定してもよ

い, 33%

② 上限は設

定しない方

がよい, 67%

③ その

他, 0%
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　　 （ｎ＝ 12 ）

① 減額の対象としてよい 6 50%

【「理由」】

② 減額の対象としない方がよい 5 42%

【「理由」】

③ その他 1 8%

　　 （ｎ＝ 12 ）

① 3回まででよい 9 75%

【「理由」】

② 4回以上提案可能とした方がよい 0 0%

【「理由」】

③ その他 3 25%

・希望のある団体に広く配分するため。

　大潟区では、提案団体の自立性を求めるため、同一事業の提案は3回までとしていますが、どのように思われます
か。該当するもの一つに○を付けてください。

【「その他」】

・３回で完成、次の提案事業を促す上で。

・減額することにより事業目的が達成されない方が良くないから。

・自立性を求めるには、期限（回）を定め、その後どうなったのか
が重要と考える。

2.支援内容　-　補助率について

2.支援内容　-　助成回数について

・この制度に甘えすぎない方が望ましい。

・新事業として応募してきた時点で、その事業が何か年の事業計
画であるかの理由を明記させる。⇒事業の継続性を確認すること
により、助成回数を予め決定することができるのではないか。

・組織の継続性に影響が有るため。

・3回くらいなら、逆に継続を評価すべきだ。

・その団体が補助金だけに頼ることがない様に回数で判断はでき
ない。

・当然と考える。

・3回くらいが妥当だと思う。

・長く続ければ良いというものでもないし、新鮮味が薄れる。

・多くの団体が提案できるように。

・団体の運営資金で自立してもらうために。但し２０万円未満は対
象としない。

・次の○助成回数の設問と関連する。

・減額でも構わないと思う。

　大潟区では同一の事業で採択が3回目の場合は減額の対象としていますが、どのように思われますか。該当する
もの一つに○を付けてください。

① 減額の

対象として

よい, 50%

② 減額の

対象としな

い方がよい, 
42%

③ その他, 
8%

① 3回まで

でよい, 75%

② 4回

以上提

案可能

とした

方がよ

い, 0%

③ その他, 
25%
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（ｎ＝ 12 ）

① 特に問題はなかった 10 83%

② 経費の制限が厳しかった 2 17%

③ その他 0 0%

　　　 （ｎ＝ 18 ）

① 特に問題はなかった 8 45%

② 項目が多い 6 33%

③ 内容が難しい 0 0%

④ 書き方がわかりにくい 2 11%

⑤ 添付書類が多い 2 11%

⑥ その他 0 0%

【「その他」等】

（ｎ＝ 12 ）

① プレゼンテーションを行った方がよい 6 50%

【「理由」】

② プレゼンテーションを行わない方がよい 1 8%

【「理由」】

③ どちらでもよい 3 25%

【「理由」】

④ その他 2 17%

・申請書（紙ベース）では審査員に趣旨や目的・内容等が伝わら
ない所があるから。

3.応募方法　-　提案書について

　提案書の作成についてどう思われましたか。　該当するもの全てに○を付けてください。

4.審査方法　-　プレゼンテーションについて

　今年度の審査は書類審査とプレゼンテーション（事業内容の提示、説明）で行いましたが、プレゼンテーション）の必
要性についてどう思いますか。該当するもの一つに○を付けてください。また、その理由も書いてください。

・事業内容を理解していただくため

・提案書では伝わらない部分がプレゼンテーションで説明できる。

・書類選考後（一次パスした）の企画として、時間をもう少し長く、
１０分位。

2.支援内容　-　対象経費について

・手間がかかり、応募のハードルが高くなるから

・プレゼンはどちらかというと行った方が良い。⇒委員からの質疑
は良いとしても、個人的な意見については、如何なものか疑問を
感じる。また、委員はプレゼンの前に事業提案書をもう少し熟読
すべきではないか。

・提案の趣旨を理解してもらう上で。

　対象となる経費についてどのように感じましたか。　該当するもの一つに○を付けてください。

旅費に限る(領収書はもらえない物も当然ある。）

・ほとんど質問もない。何のためのプレゼンテーション？

① 特に問

題はなかっ

た, 83%

② 経費の

制限が厳し

かった, 17%

③ その他, 
0%

① 特に問

題はなかっ

た, 45%

② 項目が

多い, 33%

③ 内容が

難しい, 0%

④ 書き方が

わかりにく

い, 11%

⑤ 添付書

類が多い, 
11%

⑥ その他, 
0%

① プレゼン

テーションを

行った方が

よい, 50%

② プレゼン

テーションを

行わない方

がよい, 8%

③ どちらで

もよい, 25%

④ その他, 
17%
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（ｎ＝ 12 )

① 事業の継続が可能である 5 45%

【「継続方法」】

・自主財源や他の補助金制度を利用する。

② 事業の継続が困難である 1 10%

【「理由」】

③ わからない 6 45%

【「理由」】

5.その他　-　次年度の応募予定について

（ｎ＝ 10 ）

① 応募する 2 20%

② 応募しない 4 40%

③ わからない 4 40%

【未回答】 2 件

・１事業として考えると難しい。目標が達成できるか
という観点で考えた方が良い。

※提案回数３回目

（ｎ＝ 12 ）

① 応募する 4 33%

② 応募しない 0 0%

③ わからない 8 67%

　②新たな事業で平成30年度の地域活動支援事業（大潟区）に応募する予定はありますか。

　①同事業で平成30年度の地域活動支援事業（大潟区）に応募する予定はありますか。
　　　該当するもの一つに○を付けてください。（3回目の採択だった事業は記入不要です。）

・後援会費から支出する。学校備品として市に要望する。

・維持管理費程度は会で工面できそうだから。

　　大潟区では、同一の事業に対して、助成は3回までとしています。補助金がなくなってからも事業の継続が可能で
すか。

5.その他　-　事業の継続について

・後援会の収入が減ってきているため継続は年々難しい。

・利用者負担が高額となり子供たちの参加利用が見込めない。

・全額補助する事業はそうあるものでは無い。複数年に継続する
事業を組むには、それ相応の事業の発案・計画が必要となる。

① 事業の

継続が可能

である, 45%

② 事業の

継続が困難

である, 10%

③ わからな

い, 45%

① 応募す

る, 20%

② 応募し

ない, 40%

③ わから

ない, 40%

① 応募す

る, 33%
② 応募し

ない, 0%

③ わから

ない, 67%
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　当事業についてご意見がありましたらご自由にお書きください。

・今回は初めての応募で、右も左もわからない状況の中での応募でしたが、事業は参加者から好評を
得ました。改良する余地はいっぱいありますが、来年度もできれば応募したいと思っております。

・相談受付期間内の土、日曜日も相談できる日があると、相談しやすくなると思う。

5.その他　-　その他

・おかげさまで課外音楽部の活動を充実させることができ、子どもたちの希望もかなえられた。ありが
とうございました。

・提案までの苦労は多いが、結果は形として残るので達成感はある。
・会のメンバーも年を取って来たので次の世代につなげるべく新たな若いメンバーを仲間に入れる努
力をして行きたい。

・補助事業を受けることのできる団体等（間接的な営利目的の団体の取扱い等）か。さらに、区内で活
動している団体が自身のための事業なのか区内の地域活動の事業となっているのか精査をお願いし
たい。
・地域活動支援事業成果報告会の有無について…　例年、成果報告会を開催しても、参加者が少なく
参加される方も限られているようだ。成果報告会を開催せずに成果報告書を作成し、全世帯若しくは
隣組に回覧してはどうか。

・委員会が大切な市の財源を利用するにあたり、慎重とする事はもちろん大切な事ですが、あまり形
にとらわれすぎでないか、書類を含めもっと簡素化すべきだと思う。

・非常に良い事業なので維持継続してほしい。

・色々な団体及び地域活動グループは予算面が苦しく弱体化の道を少しずつ進んでいます。この事業
は非常に役立ちました。ありがとうございました。年間区民に対し諸団体のカンパ金や負担金が増え、
最も重要な子供たちの支援団体は難しい局面に立たされています。
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平成29年11月30日(木) 

第7回大潟区地域協議会 

資料№2-4 

地域活動支援事業に係る課題・改善策集計結果 
 

№ 提案委員 意見・課題の内容 改善策等 備考 
 

1 

 

君波 募集期間について、Ｈ29年度は4月3日から5月8 
日とした。Ｈ30年度も同じ期間で良いと思う。 

  

 
2 

 

君波 
採択方針、採点方法や採択事業・補助額決定に
ついては、Ｈ29年度方式、点数第1～以下順次 
方式は特に問題なく、継続しても良いと思う。 

  

  ・14件の応募中1件が不採択、採択事業中2件で ・不採択案件を無くす努力、減額配分を極力  

  配分額を調整する結果となった。 避ける対応策の検討が必要。 
3 君波 ・不採用となった提案団体、及び減額配分となっ ・提案書受領窓口での説明等（不採択条件 

  た2団体に対するフォローが十分であったかどう 等の明確化、現在規定されている以外の条 
  か。 件等） 
  

9月29日開催の合同研修会で 
牧田先生は講演の中で、地域活動支援事業の 

 

・検討する必要はないか。 

 

  対象案件として、「小・中学校の楽器購入」に対  

4 君波 して疑問を投げかけられていたように記憶して  

  いるが、検討の余地はないか？ 
（例）牧区の事例 「牧剣友会健全児童事業」で
指導者用の防具を購入したのこと。 

・大潟区の「防災士支部」から提案された案
件に通じる内容がありはしないか。 

 

5 

 

君波 
現在、検討されている「自主的審議事項」の中
から地域活動支援事業に応募する対象案件の
抽出作業の取り組み。 

具体的な提案案件と提案団体への応募依
頼の推進。 

 

  
事業提案をし3年間支援してもらっても、その後 

  

6 新保 の継続活動がなされていない場合がある。提案
者に活動の意志がないと思われる。地域の活性 

提案者に事業の継続がどうなっているか確
認し、活動するよう要求したらどうか。 

  化の役に立っていない。  

 

7 

 

新保 他の区で、市の執行事業のような事業提案がな
され採用されている。 

市の執行事業を認めて各町内会に提案を募
り活性化に寄与すると思われる事業を採用
したらどうか。 

 

 

8 

 

内藤 
 

各区によって点数基準に多少のズレがある。 ケースバイケースであるが、統一基準を作
る。 

 

 

9 

 

内藤 
 

町内会の支援事業 
 

見直しを図るべき。 

 

  地域活動支援事業の理解や周知について   

 
10 

 

中嶋 

支援事業の具体名や内容について十分理解さ
れているとは言い難い。一人でも多くの人に理
解されてこそ意味があり、それが提案の増加に
もつながる。 

文書の全戸配布、町内放送やたよりなどで 
周知を図ってきているが、他の方法も含めて
さらに努力が必要である。 

 

11 

 

中嶋 
支援事業の提案数について 

今年度の提案数は昨年度より多かった。その要
因について分析しておくことが次につながる。 

関係団体への積極的な働きがけが大切で
あり、働きかけの場や交流等の機会を持つ
ことはできないか。 

 

 
12 

 
中嶋 

支援事業の提案数の増に向けて 
提案しにくい要因があるのではないか。要因が
あればそれを検討し、場合によっては取り除い
ていく必要がある。 

・「団体等が主体的に」の「等」の検討。 
・支援を受けたメリットのアピール。 
・各団体間の交流（情報交換）の促進 

 

 
13 

 
中嶋 

助成回数について 

提案団体の自立性の育成の点から3年までと
なっているが、現段階においても妥当か。 

 

価値ある内容については延長もあることにし
たらどうか（厳しい条件は必要だが） 

 

 

14 

 

中嶋 
手続きについて 

提案書の作成、プレゼンテーション等の一連の
流れが負担となっていないか。 

協力体制や書類の簡便性等について検討
していく。 

 

 

15 

 

中嶋 
支援事業の成果報告会について 

全事業について一堂に会して報告会をする必要
があるか。 

主な事業について成果報告を受け、他につ
いては、事業報告や委員が現地視察して把
握するなど報告会の在り方を工夫する。 

 

 

16 

 

中嶋 
委員の研修の必要性 

役割の重要性を考えたとき、やはり研修は重要
である。 

・会の効率的な運用で時間を工面し、研修
の場を確保する。 
・月2回は不可能か。 

 

 



 

 

平成29年11月30日（木）
第7回大潟区地域協議会

資料№3

自主的審議事項「大潟区の魅力発見・発信」の進め方等について 

    

 

１ 今後の進め方等 

・「発信」のポイント 

①  地引網、夕日、鵜の浜温泉 

②・松林＆キャンプ場 

③・ハクガン（野鳥）、五つの潟湖(せきこ)  

④・小山作之助生誕 

⑤・かっぱ祭り（伝説） 

⑥・(仮称)上越市体操アリーナ 

 

・委員による内容、構成の検討（３つのグループ） 

 グループ リーダー メンバー 

 全体統括 佐藤会長 － 

１ 
地引網･夕日グループ 栁澤委員 栁澤委員、佐藤(博)委員、小山委員、内

藤委員、西田委員 松林･ｷｬﾝﾌﾟグループ 佐藤(博)委員 

２ 
野鳥・潟湖グループ 中嶋委員 中嶋委員、後藤委員、新保委員、山田委

員、山本委員、 小山作之助グループ 後藤委員 

３ 
かっぱ祭りグループ 君波副会長 君波副会長、金澤委員、石田委員、梅木

委員、細井委員 体操アリーナグループ 金澤委員 

 

・映像化、資料化 

   上記 6項目について「発信」のためＤＶＤ等を作製するとともに、その他の項目につ

いては「資料」として地域に伝承していく。 

 ・「発信」の対象 

 ・地域活動支援事業の活用 

   （まちづくり大潟が予定する事業との関連） 

 ・関係団体との連携（大潟区連絡会議 ほか） 

 

２ 今後のスケジュール等 

 ・直近のスケジュール 

平成 29年 11月 20日(月)  大潟区連絡会議(会長･副会長出席) 

平成 29年 11月 30日(木)  第 7回地域協議会 

 

 

平成 29年 12月 21日(木)  第 8回地域協議会 

 ・全体のスケジュール 

 

３ グループ協議について 

・各項目の内容について（例：体操アリーナかスポーツ全般か（位置付け）） 

・ストーリー、構成について 

 ・協議報告 

⇒ 12月 14日(木)  第 5回検討会（グループ協議）※全員出席 
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