
平成２９年度 第１０回板倉区地域協議会 次第 

 

                      日 時：平成２９年２月６日(火) 

                           午後６時００分から 

                      場 所：板倉コミュニティプラザ 

                           ３階 市民活動室 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 所長あいさつ 

 

 

４ 協  議 

（１）地域活動支援事業について 

 ・平成 30年度の板倉区採択方針について（資料 1、資料 2-1～2-4） 

 

 

  ・地域活動支援事業報告会について（資料 3） 

 

 

（２）自主的審議事項について 

 ・小学校の在り方について（当日配布） 

 

 

（３）その他 

 

 

５ そ の 他 

 ・板倉区所管 4区の台風 21号による被害状況について（資料 4） 

 ・平成 30年度地域活動フォーラムについて（資料 5） 

 

６ 閉  会 

  ・次回（予定） ２月２３日（金） 午後６時～ 第 11回板倉区地域協議会 

板倉コミュニティプラザ ３階 市民活動室 
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平成 30年度地域活動支援事業案の概要 

 

※ 平成 29年度と比べて大きな変更点はない。 

 

１ 趣旨 

  ⑴ 目的 

 ⑵ 運用方針 

 ⑶ 審査体制 

２ 各区への配分額 

 ⑴ 総事業費 

 ⑵ 配分額 

 ⑶ 残額の取扱い 

３ 今後の主なスケジュール 

４ 事業の概要 

  ⑴ 実施方法 

  ⑵ 対象事業 

  ⑶ 対象経費 

  ⑷ 補助率・限度額の設定 

 ５ 事業の実施手順等 

  ⑴ 採択方針の取扱い 

  ⑵ 事業提案書の受付 

  ⑶ 提案事業の審査 

  ⑷ 事業の紹介・公表 

 

 

１ 趣旨 

（１）目的 

○ 地域自治区制度は、市民が地域の課題を主体的にとらえ、議論を行い、決定した意見

を市政に反映させていくための仕組みであり、また、身近な地域の課題解決に向けた自

主的・自発的な地域活動をより活発なものとしていくための仕組みでもあることから、

制度の実効性を高めていく手法として、本事業を制度化したもの。 

○ 資金の使い道を考えることを通じて、市民の皆さんが、自治とは何か、地域の豊かさ、

地域づくりとは何かということに思いを巡らせ、自らの発意を行動に移していく、こう

した市民主体のまちづくりを進めていく契機としていく。 

 

（２）運用方針 

○ 地域の住民が自ら考え、地域の課題解決や活力向上のために必要とする事業について

極力制限を加えることなく活用できるよう、全市的な規制を最小限に抑え、できる限り

地域の裁量に委ねる。 

 

（３）審査 

○ 住民の生活実感を踏まえた議論を経て、地域にとって真に必要な提案事業を採択する

ことは、地域の課題解決に向けた地域協議会の役割に適う活動であることから、各区の

「採択方針の決定」と「審査」は、引き続き各地域協議会に委ねることとする。 

○ 各地域協議会においては、提案事業の審査を通じて、地域の活動団体の状況や地域の

課題の把握にも努め、自主的審議の一層の活性化につなげていただきたい。また、審査

に当たっては、地域の活力向上や課題解決に対する効果、提案団体の自立の観点につい

て改めて十分な審議をいただき、本事業の更なる効果的な活用につなげていただきたい。 

 

 

 

 

資料１ 



- 2 - 

２ 各区への配分額 

（１）総事業費 

  1億 8,000万円 

（２）配分額 

  均等割 1億 2,600万円（450万円×28区）＋人口割 5,400万円 

  均等割 7：人口割 3 

  ※各区の配分額については 2月下旬の新年度予算案公表に併せて公表。 
 

（３）残額の取扱い 

 ○ 追加募集を行うかどうかは、各地域協議会の判断に委ねることとする。 

 ○ 配分額の残額は、翌年度に加算しない。 
 

３ 今後の主なスケジュール 

～2月下旬 各地域協議会において採択方針、募集期間等を決定 

2月下旬 新年度予算案の公表、制度の概要案の公表 

3月～ 新年度の募集に向けた相談の受付（たより・説明会・個別相談） 

4月 1日～ 事業の募集開始（募集期間は地域自治区により異なる） 

募集終了後 各地域協議会での審査 

審査終了後 採択事業の決定、公表 

採択決定後 補助金の交付決定、事業の実施 

   ※事業提案書の提出日以降の事前着手は認めることとする。 
 

４ 事業の概要 

（１）実施方法 

 ○ 「市が行う事業」は対象としない 

 ○ 事業の内容 

  ・団体等が、主体的に取り組む事業に対し、市が補助金を交付 

 ○ 事業を提案できる方 

  ・5人以上で構成し、市内で活動する法人又は団体（政治や宗教活動を目的とする法人又

は営利法人を除く） 
 

（２）対象事業 

○ 「身近な地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、市

民の皆さんが自発的・主体的に行う地域活動」を対象とする。 

ただし、次のものは対象外とする。 

・政治・宗教活動を目的とする事業 

・公序良俗に反する事業 

・国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業 

・市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業 

・行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業 
 

（３）対象経費 

○ 事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助する。 
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ただし、次に掲げる経費は補助の対象外とする。 

・応募や実績報告などに要する事務的な経費（提出資料のコピー代や郵送代、等） 

・応募団体等の運営（人件費、事務所の家賃、振込手数料等）に要する経費 

・応募団体の人が飲食を行う経費（弁当代やイベント終了後に行う懇談会の食事代等。

ただし、作業に参加した人へのお茶代・菓子代は対象とする。） 

・会議の時のお茶代・菓子代 

・金券（商品券、サービス券）などの発行に係る経費（個人の私的な資産形成に当たる

ものと捉えられることから対象外とする。） 

・その他対象とすることが適当でないと市長が認めた経費 
 

（４）補助率・限度額（上限・下限）の設定 

○ 住民の発意を大切にし、主体的な活動をより広く展開していくことを期待する趣旨か

ら、資金調達が障害とならないよう、補助率は 10/10以内とする。 

○ ただし、補助率の設定及び上下限の設定は、各地域協議会による地域の実情を踏まえ

た判断に委ねることとする。 
 

５ 事業の実施手順等 

（１）採択方針の取扱い 

 ○ 各区の採択方針は地域協議会がまとめる。 

  ・事業の募集に先立ち、各地域協議会は、地域で抱える課題に応じて、どのような事業

を実現すべきかを明らかにするため、地域の目指すべき姿、地域で課題となっている

ことなどを議論して採択方針としてまとめる。 

・採択方針は、地域の将来像や、優先的に採択する事業のほか、必要に応じて補助率や

補助金額の上限・下限、審査の配点などを含めて決定する。 
 

（２）事業提案書の受付 

○ 事業提案書は、事業の提案者が事業を行う区域の総合事務所又はまちづくりセンター

に持参する（直接面談の上内容の確認が必要であり、郵送での応募は受け付けない）。 

○ 審査を円滑に進めるため、土地利用等に関し提案者以外の承諾が必要な事業について

は、関係者と事前に協議が行われているかどうかを受付で確認する。 

○ 事業提案書の様式や添付書類は、補助金を交付する上で必要最低限のものであるため、

変更等は行わない。 

○ 提案書の作成等申請についての相談は各事務局が対応し、提案者をサポートする。 
 

（３）提案事業の審査 

○ ヒアリングやプレゼンテーションの実施は、各地域協議会の判断に委ねる。 

○ 審査は次の視点を基に行うこととする。 

 

視点 内容 審査の方法 

ア）基本審査 提案事業が「地域活動支援事業の目的と合致してい

るか」を確認するもの。 

※提案を受理した段階で確認が済んだと判断して審査

項目に加えないなど、区の状況に応じて実施しなく

てもよい。 

適否を確認 
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視点 内容 審査の方法 

イ）地域自治区 

の採択方針 

地域自治区ごとに設定する 

※地域の課題解決のために、どのようなテーマの提案

事業を実施すべきかを明らかにするもの。 

適否を確認 

ウ）共通審査 

 

※具体的な項目は

下記のとおり 

全ての地域自治区の審査で共通するもの 

※全ての地域自治区で共通の視点に立ち、提案された

事業を審査する上で必要最小限の基準。 

※配点は自由。 

※必ずしも点数をつけなくともよい。 

項目ごとに配

点し、採点 

 

＜共通審査の項目と視点＞ 

審査項目 審査の視点 

①公益性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか 

・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 

②必要性 

・地域の実情や住民要望に対応したものか 

・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 

③実現性 

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか 

・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 

④参加性 
・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。 

・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 

○ その他、審査においては、次のとおり取り組むものとする。 

・必要に応じて、共通審査項目に加えて、各区独自の審査項目の追加も可能。 

・審査に必要な書類がある場合は、各区の判断により提出を求めることも可能。 

・地域協議会委員は公平・公正な視点で採択審査に当たることが前提であるため、地域

協議会委員が事業提案者と関わりがある場合でも、当該委員が審査に加わることを一

律制限することはしない。ただし、各地域協議会での検討の結果、いわゆる利害関係

者を審査から外すことも可能。 

 

（４）事業の紹介・公表 

 ○ 当該事業の活用について、地域内の各種団体に広く周知するとともに、「まず、相談に

来てもらうこと」をＰＲする。 

○ 提案事業や採択事業は、市民の皆さんにその内容を広くお知らせするため、報道機関

に情報提供を行うほか、市のホームページなどで紹介する。 

○ また、採択事業の実施結果は、年度末に広く市民に公表する（広報や市ホームページ

での周知、成果報告会の開催、情報提供等）。  



平成30年2月9日

(1)地域協議会委員へのアンケートで示された課題及び改善策

№ 課題内容 改善策 検討結果

1

今まで集落の廃村に関する事業採択
もあったが、記憶に残すためのもの
であり、発展性がある案件ではない
と思う。

今後よく議論して
方針を決めた方が
よい。

板倉区地域協議会会長　様

地域活動支援事業に係る課題及び改善策の検討結果

　　地域協議会委員にアンケートを実施した「地域活動支援事業に係る課題及び改善策」の
　板倉区個別案件について、地域活動支援事業審査基準検討部会で検討したので、以下のと
　おり報告します。

この審査上の問題
点については地域
協議会でも一度確
認すべきである。

採択方針で認めたとの理由で無理や
り満額を認めた箕冠城址の案件は、
協議の結果、計画が根底から崩れた
ものであった。過去にこのような採
択事例はないが、こうした提案の採
択を認めてよいか。
採択方針で適当と認めたものに補助
しないのはおかしいとの指摘は正論
である。しかし、実情は下記のとお
りである。

・委員は、採点時には採択方針に適
合しているか確認する程度で、これ
が最終採択尺度となるとは考えてい
ない。
・委員には、採点で共通審査基準７.
５点以上のものを土俵に上げ、その
後協議の中で最終的な可否及び金額
を精査し決めればよいとの考えがあ
る。

課題の理由として、次の２点が挙げ
られる。

・７.５点以上だが点数の低い提案に
ついて、団体が苦労して提案したも
のを門前払いにできないという思い
がある。
・各委員の得意分野や意見が異なる
ことから、委員も区の採択方針段階
で全面否定するほどの自信がない。
区の採択方針段階で全面否定するほ
どの自信がない。

2

課題の背景には、採択方針及び審
査の基準の不明確さがあると考え
られることから、下記変更を行
う。
・「優先して採択すべき事業」の
方針が明確となるよう文章をより
わかりやすくする。
・「優先して採択すべき事業」
に、過去に採択した事業の具体例
を明記する。
・採択方針に「補助対象としない
事業」「補助対象としない経費」
を明記する。
・採択すべき事業、採択すべきで
ない事業の審査方法を変更する。
・採点票に、「優先して採択すべ
き事業」「その他の事業」「採択
すべきでない事業」の項目を追加
して、採択の優先順位を区別す
る。
・共通審査基準の平均点の合計が
１０点以下の事業は「採択すべき
でない事業」とし、審査しないよ
う、審査基準を引き上げる。
・採択事業の選定及び助成金額の
確認は、「優先して採択すべき事
業」の得点が上位の事業からと
し、配分額に余りがある場合に限
り、「その他の事業」の得点が上
位の事業から採択すべき事業とす
る。
・「優先して採択すべき事業」
は、内容を精査し採択額を決定す
るが、採択額は補助金希望額とな
らない場合があることを明記す
る。

　　　　　　　　地域活動支援事業審査基準検討部会

　　　　　　　　板倉区地域協議会

資料２-１
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№ 課題内容 改善策 検討結果

3

事業により、複数年度になると思わ
れるものでも、きちんと明記なく提
案されている場合がある。

複数年度にわたる
ときは、最初提案
する年に、計画も
含めて何年度計画
で実施したいのか
を明記する。ま
た、複数年度にわ
たるものは（内容
によるが）優先し
て審査する。

《その他考慮すべき事項》に、複
数年度に及ぶ事業は、申請時に提
案書に長期計画であることが明記
されていれば、採択回数は限定し
ないことを明記する。

4

物を買って解決する事業と、地元板
倉をＰＲする事業の取り扱いを考え
てほしい。

地元板倉をＰＲす
るような事業はも
う少し長い支援が
必要である。

・備品購入については、《その他
考慮すべき事項》の文章をよりわ
かりやすくする。
・長期計画に基づく事業について
は、（１）３を参照。

5

地域の活力とは？内容を具体的にす
る。

人口問題（移住者
を増やす）の観点
から見直す。

現状のままとする。
〈理由〉地域の活力は人口問題に
限らないため。

6

最近、各団体の中だけが潤いを得た
り、一地域だけが満足するような事
業の提案が目立つ。

板倉区全体に潤い
を与えられる事業
や、子供、孫の世
代まで続くような
事業の提案がほし
い。

7
一部地域に集中している。 公共性を優先す

る。

8
高齢者や同好者に限定されている。 全年齢者を対象と

する。

9

板倉区だけの発展性では不十分であ
る。

上越市の中心市街
地や、ネットを通
して他の地域の
人々の興味を持た
せられるかを考慮
する。

現状のままとする。
〈理由〉複数の区に応募する等、
現在の仕組みでも他区と連携した
事業の実施は可能であるため。ま
た、現在もインターネット等によ
る発信は行っているため。

10

学校関連、子供に対する補助につい
ては、地域活動支援事業の必要性を
なくす。

他の税金による補
助を充当させる。

現状のままとする。
〈理由〉他の補助金がないから提
案しているため。また、子供の育
成のための提案であるため。

11

建物、道路、神社が多い。 小中学校の施設や
道具（楽器）にも
拡大する。

現状のままとする。
〈理由〉他の小中学校から提案が
出ていないため。

12

説明会の後採点している。 採点の前に提出さ
れた事業を再検討
する機会を設け、
後日採点する。

現状のままとする。
〈理由〉意見交換をしてから採点
票に記入すると、他の委員の意見
に流されて個人の意見がなくなる
ため。

現状のままとする。
〈理由〉提案を出していない地域
及び団体にまで平等に補助金を交
付するのはおかしいため。提案が
提出された団体については、平等
に評価することが可能である。
・板倉区全体の活性化に役立つ事
業については、（２）４を参照。
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№ 課題内容 改善策 検討結果

13

地域協議会で審査する際、見積書に
ついては、現在１社のみ提示され審
査をしている。

見積書は２社提示
してほしい。

現状のままとする。
〈理由〉事務局で２社以上の見積
りを確認しており、その上地域協
議会委員もチェックする必要はな
いため。

14

地域協議会での審査は、一般公開で
なく非公開にした方がよい。（公平
さに欠ける採択、減額、不採択）

審査の結果は理由
をもって応募団体
（提案者）に通知
されるので非公開
にした方がよい。

現状のままとする。
〈理由〉地域活動支援事業の審査
は原則公開で行うため。

(２)地域活動支援事業審査基準検討部会で示された課題及び改善策

№ 課題内容 改善策 検討結果

1

採択方針として４点挙げてある中
で、１つでもそれらしいものがあれ
ば採択になってしまう。

2

採択方針に合致しているかどうかの
判定で、１人が×をつけていても、
他の委員が○をつけてしまえば採択
となってしまう。

3

工事や修繕に関する事業に関して、
団体によるソフト事業の実施が必要
であることが明記されておらず、わ
かりにくい。

審査の基準を設け
る。

《その他考慮すべき事項》に、工
事や修繕については、工事等の実
施が地域の課題解決や活力向上に
不可欠であるとともに、工事等が
住民及び団体が活動を行うために
必要であるかを判断することを明
記する。

4

補助金額の上限が１００万円とされ
ていると、板倉区全体の活性化に役
立つ大きな事業が提案しにくい。

補助金額の上限を
１００万円から引
き上げることを検
討する。

補助金額の上限を１２０万円とす
る。

5

小規模な事業についての補助が難し
い。

補助金額の下限を
１０万円から引き
下げることを検討
する。

補助金額の下限を５万円とする。

6

全市の中で板倉区が一番長く提案事
業の募集期間をとっている。

募集期間につい
て、部会で検討す
る。

提案事業の募集期間は４月１日～
５月２日までとする。

課題の背景には、採択方針及び審
査の基準の不明確さがあると考え
られることから、下記変更を行
う。
・「優先して採択すべき事業」の
方針が明確となるよう文章をより
わかりやすくする。
・「優先して採択すべき事業」
に、過去に採択した事業の具体例
を明記する。
・採択すべき事業、採択すべきで
ない事業の審査方法を変更する。
・採点票に「優先して採択すべき
事業」「その他の事業」「採択す
べきでない事業」の項目を追加し
て、採択の優先順位を区別する。

審査の基準を設け
る。
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優
先
し
て
採
択
す
べ
き
事
業

そ
の
他
の
事
業

採
択
す
べ
き
で
な
い
事
業

公
益
性

必
要
性

実
現
性

参
加
性

発
展
性

例 　○○○○○事業 ●●● ②、③ ○ 「優先して採択する事業」としなかった理由を記載してください。 4 2 3 5 1 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合
計
得
点

平成３０年度　地域活動支援事業　採点票

受付
番号

提　案　事　業　名 団体名称
「その他の事業」及び「採択しない事業」を

選んだ理由

共通審査基準

団
体
が
申
請
し
た
「
優
先
し
て

採
択
す
べ
き
事
業
」
の
該
当
項
目

採択方針との整合

いずれか１つに○ 審査項目(１項目５点満点)

５点…優れている　４点…やや優れている
３点…普通　　　　　２点…やや劣っている

１点…劣っている

板倉区

資料２-２
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

１ 板倉区の採択方針 

《優先して採択する 事業》 

板倉区の持つ資源と交通上の立地の優位性を生かし、内外との交流

を促進することにより地域の活力を高めることを目標に、地域住民が

自主的・主体的に取り組む事業と次世代の育成のための事業のうち、

次に掲げる事業を優先的に採択      する。 

①地域 の魅力を引き出し、情報を発信する事業 

キャッチフレーズの作成 、他地区との連携、インターネット

の活用などにより、板倉 の歴史・文化・特産物の情報   を

全国に発信する事業 

 

 

②    歴史や文化、民俗、景観など「板倉らしさ」を磨く   

事業 

板倉らしい歴史・文化等の伝承を行う        事業 

 

 

③地域の様々な資源を生かし、新たな価値を創り出す事業 

板倉区の様々な資源を、様々な団体の協力を得て、観光や体験

学習などに結び付ける事業 

 

 

 

 

 

④   世代間をつなぎ、元気と活力を生み出す事業 

   地域や団体の横のつながりを強め、子供から高齢者まで

が元気になるスポーツや芸術等のイベントの実施、助け合いによ

る暮らしやすい地域をつくる事業 

１．板倉区の採択方針 

《優先して採択すべき事業》 

板倉区の持つ資源と交通上の立地の優位性を生かし、内外 の交流

を促進することにより地域の活力を高めることを目標に、地域住民が

自主的    に取り組む事業             のうち、

次に掲げる事業を優先的に採択すべき事業とする。 

①板倉区の魅力を        発信する事業 

キャッチフレーズの作成や、        インターネット

の活用等 により 板倉区の歴史・文化・特産物の情報や魅力を

広く 発信する事業 

（例）・ホームページを構築し地域やイベントを紹介する事業 

・ガイドブックを作成し、観光スポットを紹介する事業 

②板倉区の歴史・文化               を伝承する

事業 

板倉区の 歴史・文化の保存や伝統行事を復活させる事業 

（例）・伝統文化である神楽や踊りを保存・継承する事業 

・地域に伝わる昔話を紙芝居にし、上演する事業 

③板倉区の         新たな価値を創り出す事業 

板倉区の様々な資源を             観光や産業

振興  に結び付ける事業 

（例）・地域の観光資源を整備し、説明員を育成して観光客を呼び

込む事業 

・区内にある貴重な資源（自然・物）を活かし、体験やイベ

ントを行う事業 

・観光振興のため研究会を開催する事業 

④地域や世代 をつなぐ           事業 

複数の地域・団体     間の交流や、子供から高齢者まで

の世代間交流を促進する                   

             事業 

資
料
２
－
３
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

 

 

 

 

 

《その他の事業》 

優先して採択する 事業（上記①～④）以外の事業で、地域の課題

解決や活力向上に資すると認められる場合は、制度の趣旨や全体のバ

ランスなどを考慮し採択      する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．審査項目について 

項  目 内    容 
審査の 

方法 

ア 採択

方針 

・提案事業が「板倉区の優先採択項目（4

項目）                

          に該当する事業

かどうか」を確認する。 

適否を 

確認 

イ 共通

審査基準 

・提案事業が「審査項目の基準を満たして

いるか」を視点に採点する。（全 28地域

自治区（全市）で共通） 

5点 

満点で

採点 

（例）・まちづくりのためのフォーラムを開催する事業 

・複数の団体と協力し地域おこしのイベントを開催する事業 

・中学生が地域やイベントで楽器を演奏し、地域と交流する

事業 

 

《その他の事業》 

優先して採択すべき事業       以外の事業で、地域の課題

解決や活力向上に資すると認められる場合は             

         採択すべき事業とする。 

 

《補助対象としない事業》【追加】 

・防犯灯のＬＥＤ整備事業 

・申請団体のみの交流促進に留まる事業 

 

《補助対象としない経費》【追加】 

イベントで不特定多数に料理を振る舞う場合等は、受益者負担とす

る。 

 

 

２．審査項目     

項  目 内    容 
審査の 

方法 

ア 採択

方針 

 提案事業が「    優先して採択すべ

き事業」、「その他の事業」、「採択すべき

でない事業」のいずれに該当する    

   か を審査する。 

該当 

項目に

○印 

イ 共通

審査基準 

 提案事業が「審査項目の基準を満たして

いるか」を視点に採点する。（全 28地域

自治区（全市）で共通） 

5点 

満点で

採点 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

 

《イ 共通審査基準》 

審査項目 審 査 の 視 点 配点 

①公益性 ・提案事業の成果が広く地域に還元されるも

のか。 

・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。 

5点 

②必要性 ・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・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。 

5点 

③実現性 ・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確

なものか。 

・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。 

5点 

④参加性 ・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 

 

⑤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。 

・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。 

5点 

合    計 25点 

 
 

 

《イ 共通審査基準》 

審査項目 審 査 の 視 点 配点 

①公益性 ・提案事業の成果が広く地域に還元されるも

のか。 

・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。 

5点 

②必要性 ・地域の実情や住民要望に対応したものか。 

・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。 

5点 

③実現性 ・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確

なものか。 

・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。 

5点 

④参加性 ・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 

⑤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。 

・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。 

5点 

合    計 25点 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

 
《配点の目安》 
５点…優れている 
４点…やや優れている 
３点…普通 
２点…やや劣っている 
１点…劣っている 

※ 採択方針で否と            した場合は、０点と

する         。 

 

《その他考慮すべき事項》 

①過年度に採択された事業で、同一団体から同一内容の事業が提案

された場合、3回目以降は、地域協議会で事業の必要性、発展性に

ついて、十分確認・審査し、必要な事業は選定する。 

 

 

②備品の取扱いについては、備品購入が地域の課題解決や活力向上

に不可欠であるとともに、それらを利用して住民自らの  活動

が行われることが必要であり、事業を実施する上での必要性につ

いて、十分確認・審査を行う                  

                  。 

                               

                              

                             

③防犯灯のＬＥＤ整備事業は、補助対象としない。 

④イベントで不特定多数に料理を振る舞う場合等は、受益者負担と

し、補助対象としない。 

 

 

 

 
《配点の目安》 
５点…優れている 
４点…やや優れている 
３点…普通 
２点…やや劣っている 
１点…劣っている 

※「採択すべきでない事業」に該当すると判断した場合は、共通審

査基準の採点は行わない。 

 

《その他考慮すべき事項》 

①過年度に採択された事業で、同一団体から同一内容の事業が提案

された場合、3回目以降は、地域協議会で事業の必要性、発展性に

ついて、十分確認・審査し、採択の可否を判断する。 

②複数年度に及ぶ事業は、申請時に提案書に長期計画であることが

明記されていれば、採択回数は限定しないこととする。 

③備品（※） については、備品購入が地域の課題解決や活力向上

に不可欠であるとともに、それらを利用して住民及び団体が活動

を行うために 必要であるかを判断する。なお、備品購入を行う

場合は、レンタル等で導入経費を削減できない理由や、償却期間

までの活用予定、管理体制等を確認する。 

（※）備品とは、耐久年数が 1年以上で、長期間にわたりその形状

を変えずに繰り返し使用できるものをいう。1回限りで使い切るま

たは使うにつれ量が減る文房具や紙類等の消耗品と区別する。 

【H29③は削除し《補助対象としない事業》に記載】 

【H29④は削除し《補助対象としない経費》に記載】 

 

④工事や修繕については、工事等の実施が地域の課題解決や活力向

上に不可欠であるとともに、工事等が住民及び団体が活動を行う

ために必要であるかを判断する。 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

 

 

３ 審査に関する事項 

（１）補助率 

・補助対象経費に対し、10／10以内とする。 

 

（２）補助金額の上限及び下限 

・補助金額の下限は 10万円以上、上限は 100万円とする。 

・ただし、単年度での事業実施が必要不可欠と認められる場合に限り、

100万円を超える補助金額とすることができる。 

 

（３）ヒアリング・プレゼンテーション 

・提案者（団体）へヒアリングを行う。 

 

（４）事業提案者に地域協議会委員が含まれる場合の取扱い 

・地域協議会委員が、提案団体の代表者又は担当者の場合は、当該事

業の審査から外れる。 

 

 

４ 審査方法 

（１）事務局による事業説明 

・提案事業一覧及び提案書 

・現地確認 

 

 

 

３ 審査に関する事項 

（１）補助率 

・補助対象経費に対し、10／10以内とする。 

 

（２）補助金額の上限及び下限 

・補助金額の下限は  5万円以上、上限は 120万円とする。 

・ただし、単年度での事業実施が必要不可欠と認められる場合に限り、

120万円を超える補助金額とすることができる。 

 

（３）ヒアリング・プレゼンテーション 

・提案者（団体）へヒアリングを行う。 

 

（４）事業提案者に地域協議会委員が含まれる場合の取扱い 

・地域協議会委員が 提案団体の代表者又は担当者の場合は、当該事

業の審査から外れる。 

 

 

４ 審査方法 

（１）事務局による事業説明 

・提案事業一覧及び提案書 

・現地確認 
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（２）提案者へのヒアリング 

・提案者へ質問・回答 

 

（３）採点票の記入 

・各委員（無記名）は、評価結果を採点票に記入する。 

 

 

 

・            各審査項目に 5点を配点し、1事業当た

り 25点満点とする。                      

                         。 

・各項目を 5段階評価し、0点は付けない。 

・事業提案者である委員              は、提案事業

の採点は行わない。 

※ 採択方針で否とした       場合は、0点とする。 

 

（４）採点票の回収、採点結果一覧の作成 

・総合事務所は、       評価項目ごとに合計点（平均点）の

算出等を行う。 

・板倉区 採択方針への適否・         高得点の順に   

   並べ替えた一覧を作成する。 

 

（５）採択すべき事業、採択すべきでない事業についての協議 

①板倉区 採択方針との適合性の確認 

・委員の過半数が「適合する」と判断した事業を「適合」とし、「優

（２）提案者へのヒアリング 

・提案者へ質問・回答 

 

（３）採点票の記入 

・各委員（無記名）は、評価結果を採点票に記入する。 

・採択方針との整合については、提案された事業が「優先して採択す

べき事業」、「その他の事業」、「採択すべきでない事業」のどの項

目に該当するか、いずれか 1つに○印を記入する。 

・共通審査基準については、各審査項目に 5点を配点し、1事業当た

り 25点満点とする。ただし、「採択すべきでない事業」に該当す

ると判断した場合は、共通審査基準の採点は行わない。 

・各項目を 5段階評価し、0点は付けない。 

・地域協議会委員が提案団体の代表者又は担当者の場合は、提案事業

の審査はできない。 

※【削除】 

 

（４）採点票の回収、採点結果一覧の作成 

・総合事務所は、共通審査基準の各審査項目の平均点と、その合計の

算出等を行う。 

・板倉区の採択方針との整合及び共通審査基準の合計が高い順に申請

事業を並べ替えた一覧を作成する。 

 

（５）採択すべき事業、採択すべきでない事業についての協議 

①板倉区の採択方針との整合 の審査 

・委員の過半数が「優先して採択すべき事業」と判断した事業は「優



平成３０年度地域活動支援事業採択方針等（案）について 
～板倉区地域活動支援事業採択方針等新旧対照表～ 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

先して採択する 事業」とする。 

・適合しないと判定された          事業は、「その他の

事業」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②共通審査項目の最低基準の設定 

・採点結果（集計後）の合計得点が 7.5点未満の事業は、 採択すべ

きでない事業 とする。 

 

（６）採択すべき事業の選定及び助成金額の確認 

・               得点が上位の事業から、今年度の

板倉区配分額の範囲で採択すべき事業を選定する。その際、事業

費の内訳を精査して助成額を決める。 

 

 

・配分額に余りがある場合に限り、板倉区の採択方針で「その他の事

業」とした事業のうち、地域の問題解決や活力向上に資すると認

められる事業を      採択すべき事業とする。ただし、制

先して採択すべき事業」とする。 

・委員の過半数が「その他の事業」と判断した事業は 「その他の

事業」とする。 

・委員の過半数が「採択すべきでない事業」と判断した事業は「採

択すべきでない事業」とする。 

・「優先して採択すべき事業」と「その他の事業」がともに過半数で

同数だった場合は「優先して採択すべき事業」とする。 

・「優先して採択すべき事業」と「採択すべきでない事業」がともに

過半数で同数だった場合は「優先して採択すべき事業」とする。 

・「その他の事業」と「採択すべきでない事業」がともに過半数で同

数だった場合は「その他の事業」とする。 

・どの項目も過半数に達さなかった場合、「優先して採択すべき事業」

と「その他の事業」の合計が過半数に達する場合は「その他の事

業」とする。 

 

②共通審査項目の最低基準の設定 

・各審査項目の平均点の合計  が 10点以下の事業は、「採択すべ

きでない事業」とする。 

 

（６）採択すべき事業の選定及び助成金額の確認 

・「優先して採択すべき事業」は、得点が上位の事業から採択すべき

事業とする。 

・「優先して採択すべき事業」は、内容を精査し採択額を決定するが、

採択額は補助金希望額とならない場合がある。 

・採択額は今年度の板倉区配分額の範囲で決定する。 

・配分額に余りがある場合に限り、         「その他の事

業」                            

  の得点が上位の事業から採択すべき事業とする。      



平成３０年度地域活動支援事業採択方針等（案）について 
～板倉区地域活動支援事業採択方針等新旧対照表～ 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

度の趣旨や全体のバランスなどを考慮するものとする。 

 

 

（７）事業実施者等への地域協議会の意見の取りまとめ 

・               事業実施者に対し、採択事業の執

行上配慮すべき点の取りまとめを行う。 

・                  事業提案者に対し、不採択

事業について地域協議会の意見の取りまとめを行う。 

 

 

５ スケジュール 

① 事前相談の受付：            3/1～ 

 

② 地域活動支援事業活動報告会の開催 

（採択基準の説明含む）：           3/23 

 

③ 募集要項等の配布開始：         3月下旬～ 

 

④ 提案の募集期間：           4/1～5/9 

 

⑤ 地域協議会での審査：          5月中旬～ 

考え方：＊審査期間を十分に確保することを考慮する。 

 

提案事業一覧表・提案書の写しの配付  5月中旬 

 

審査手順の確認・現地確認       5月中旬 

・提案者へのヒアリング 5月下旬 

 

                          

・残額が生じた場合は、必要に応じて追加募集を行う。 

 

（７）事業実施者等への地域協議会の意見の取りまとめ 

・「採択すべき事業」については、事業実施者に対し、  事業の執

行上配慮すべき点の取りまとめを行う。 

・「採択すべきでない事業」については、事業提案者に対し、不採択

理由等の            取りまとめを行う。 

 

 

５ スケジュール 

① 事前相談の受付：            3/1～ 

 

② 地域活動支援事業活動報告会の開催 

（採択基準の説明含む）：         3/ 

 

③ 募集要項等の配布開始：          3月下旬～ 

 

④ 提案の募集期間：             4/1～5/2 

 

⑤ 地域協議会での審査：           5月中旬～ 

考え方：＊審査期間を十分に確保することを考慮する。 

 

提案事業一覧表・提案書の写しの配付  5月中旬 

 

審査手順の確認・現地確認       5月中旬 

・提案者へのヒアリング 5月下旬 

 



平成３０年度地域活動支援事業採択方針等（案）について 
～板倉区地域活動支援事業採択方針等新旧対照表～ 
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平成２９年度 平成３０年度（案） 

採点票の提出             5月下旬 

 

採択すべき事業等の審査        5月下旬 

 

⑥ 採択   事業の決定・公表：     6月上旬～ 

 

⑦ 補助金の交付決定・事業の実施：    6月中旬～ 

 

⑧ 追加募集の実施 

１次募集事業の審査終了後、改めて審議する。 

採点票の提出             5月下旬 

 

採択すべき事業等の審査        5月下旬 

 

⑥ 採択すべき事業の決定・公表：       6月上旬～ 

 

⑦ 補助金の交付決定・事業の実施：      6月中旬～ 

 

⑧ 追加募集の実施 

１次募集事業の審査終了後、改めて審議する。 

 



【板倉区】平成29年度地域活動支援事業　採点結果一覧【得点順】

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 各項目の計
（配点） (5) (5) (5) (5) (5) (25)
平均値 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 14人

(最低値) (2) (1) (1) (1) (1) ×: 0人

平均値 3.5 3.7 3.5 3.2 3.5

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 13人

(最低値) (1) (2) (2) (1) (1) ×: 0人

平均値 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 13人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 1人

平均値 3.7 3.3 3.4 3.2 3.5

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 14人

(最低値) (1) (1) (1) (1) (1) ×: 0人

平均値 3.3 3.6 3.4 3.4 3.4

(最高値) (5) (5) (5) (4) (5) ○: 14人

(最低値) (1) (1) (1) (1) (1) ×: 0人

平均値 3.5 3.6 3.1 3.3 3.6

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 13人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 1人

平均値 3.2 3.5 3.1 2.9 3.1

(最高値) (5) (5) (5) (5) (5) ○: 13人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 1人

平均値 2.9 2.7 2.8 2.9 2.8

(最高値) (5) (4) (5) (5) (5) ○: 14人

(最低値) (1) (1) (1) (1) (1) ×: 0人

平均値 2.6 2.6 2.7 2.6 2.9

(最高値) (5) (5) (5) (4) (5) ○: 13人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 1人

平均値 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3

(最高値) (4) (4) (4) (4) (4) ○: 12人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 2人

平均値 2.4 2.4 2.2 2.1 2.2

(最高値) (4) (4) (4) (4) (4) ○: 12人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 2人

9
高齢者健康寿命向上
地域活動事業

板倉いきいき達
者会

287 246 161 11.3

・達者の方だけでは足・腰の
悪い障害者の送迎がされな
い。
・デイサービスと重複してお
り、送迎が必要な参加者もい
るため。

5
寺野地域観光案内看
板の有効活用事業

寺野地区活性化
推進委員会

718 717 452 11.9

・駐車場としては、現状で充
分では？ぬかるみ対策として
は、別の方式を考えた方が良
いと思える。
・現地視察したが、現状のま
まで十分と感じた。雨が降る
とぬかるむとの話だが、雨の
日は利用はあまりないと考え
る。

13
板倉地域小学生バ
レーボール振興事業

グリーンファイ
ターズ

345 344 92 13.4
・クラブ活動に支援事業は馴
染まない。

7
箕冠城址公園観光・
美化事業

山部地区連絡協
議会

233 232 232 14.1

1
吹奏楽部の活動を通
して地域と触れ合う
事業

板倉中学校後援
会

3,034 1,000 1,000 15.8
・クラブ活動に支援事業は馴
染まない。

11
板倉区光ヶ原高原に
ぎわい創出事業

板倉区光ヶ原高
原にぎわい創出
実行委員会

522 498 498 17.1
・過去も実行したが不調。ホ
テルやレストランがなければ
参加者が期待できない。

12
針観音堂３３年御開
帳関連整備事業

針町内会 463 460 460 17.1

3
みよしの里美化整備
事業

みどりやすらぎ
グループ

547 540 540 17.1

6
県道上越飯山線改良
促進に向けた光ヶ原
高原の活用支援事業

光ヶ原夏まつり
実行委員会

587 586 586 17.2
・8/10、11は他の祭り・花火
大会があり集客に疑問。交通
の便も悪い。

2 地域の活力向上事業
板倉まちづくり
振興会

776 775 775 17.4

評価結果
結果 減額・不採択の理由板倉区

採択方針
板倉区採択方針否の理由

4
絆の森づくり事業
（地すべり災害跡地
復興事業）

国川自治区 959 958

受付
番号

事業名 提案者名
事業費
(千円)

申請額
(千円)

決定額
(千円)

958 17.7

資
料
２
-
４

-
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平均値 2.4 2.1 2.3 2.2 2.3

(最高値) (4) (4) (4) (4) (4) ○: 11人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 2人

平均値 2.0 2.1 2.1 1.9 2.1

(最高値) (5) (5) (5) (4) (5) ○: 11人

(最低値) (0) (0) (0) (0) (0) ×: 3人

9,947 7,651 6,400 （参考）当区の地域活動資金の配分枠　6,400千円合計

420 11.3

・中山間地域への移住・定住
を目的とする市の助成の支援
を活用したらどうか。
・サポートセンターには平成
29年度まで助成金があり、申
請すべき。

8
栗沢桜の里づくり事
業

栗沢桜の里をつ
くる会

876 875

10
市民参加による演劇
公演事業

寺野の自然と暮
らそうサポート
センター

600 420

226 10.2

・地すべり防止区域内のた
め、必要官庁との調整を行
い、終了後の事業とするべき
である。
・地すべり区域により砂防事
務所の確認が取れていない。
・地すべり地区にあり認可が
必要であり、今回は見送り。

-
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地域活動支援事業活動報告会の開催（案）について 

 

１ 開催日時  平成３０年３月２２日(木) 午後６時３０分～ 

 

２ 開催場所  板倉区コミュニティプラザ ３階 市民ホール 

 

３ 開催内容 

時間配分 次   第 役 割 

 １ 開会 （進行）山崎次長 

3分 ２ 会長あいさつ 平井会長 

65分 
３ 平成２９年度地域活動支援事業の報告 

（発表 3分、質疑応答 2分）×１３団体 
（進行）平井会長 

10分 
４ 平成３０年度地域活動支援事業の採択

基準について説明 

（事務局） 

嘉鳥グループ長 

2分 ５ 閉会のあいさつ 副会長 

 ６ 閉会 （進行）山崎次長 

  （80分） 

 

４ 対 象 者  ・地域活動支援事業の提案団体 

・板倉区内に在住の市民 

        ・板倉区内で活動している各種団体 

 

５ 周知方法  ・板倉区だより 3/1号 

        ・地域協議会だより 3/1号 

・各団体代表者に案内の送付 

・防災行政無線 

 

６ そ の 他  報告会終了後、地域協議会主催による小学校の在り方についての意

見書（案）報告会を開催 

時間配分 次   第 役 割 

 １ 開会 （進行）副会長 

3分 ２ 会長あいさつ 平井会長 

20分 ３ 意見書（案）についての説明 （進行）平井会長 

10分 ４ 質疑応答 （進行）副会長 

2分 ５ 閉会のあいさつ 副会長 

 ６ 閉会 （進行）副会長 

 （35分） 

資料３ 



「小学校の在り方について」の意見書提出に関するスケジュール（案） 

 

時期 概要 

平成 30年  

1月末 小学校区からの意

見取りまとめ報告 

 

2月 6日（火） 

15:00～ 

地区連絡協議会長

への報告会 

・各校区の意見のとりまとめ状況の確認 

・今後の進め方について 

2月 6日（火） 

18:00～ 

第 10回地域協議会  

（終了後、地域協議

会勉強会） 

・小学校の在り方についての意見書（案）

について協議する。 

2月 23日（金） 

18:00～ 

(27日(火)) 

第 11回地域協議会 ・小学校の在り方についての意見書（案）

を決定する。 

3月 1日 地域協議会だより ・小学校の在り方についての意見書（案）

報告会 ほか 

3月 22日(木) 

18:30～20:30 

小学校の在り方に

ついての意見書

(案)報告会兼地域

活動支援事業報告

会(市民ホール) 

・上越市教育委員会へ提出予定の意見書

(案)を地域へ報告する。 

※地区連協会長、町内会長等広く案内する。 

3月 28日(水) 

18:00～ 

第 12回地域協議会 ・小学校の在り方についての意見書を確定

する 

3月 28日 意見書提出 ・上越市教育委員会へ意見書を提出 

※意見書の日付は、地域協議会で議決した

日となる 

 

当 日 配 布 

平成 30年 2月 6日 

 



※（　）は工事完了件数 H29.12.27 現在 

板倉区 牧区 中郷区 清里区 合計 備　　考

1 1 2 4

22 15 2 21 60

(22) (15) (2) (19) (58)

23 16 2 23 64

(22) (15) (2) (19) (58)

(95.7) (93.8) (100.0) (82.6) (90.6)

9 9

(9) (9)

9 9

(9) (9)

(100.0) (100.0)

48 20 11 13 92

(2) (5) (1) (8)

1 5 6

69 51 16 13 149

(12) (17) (2) (1) (32)

118 76 27 26 247

(14) (22) (2) (2) (40)

(11.9) (28.9) (7.4) (7.7) (16.2)

1 1 2

9 7 16 32

(6) (3) (5) (14)

10 7 17 34

(6) (3) (5) (14)

(60.0) (42.9) (29.4) (41.2)

3 6 3 12

157 86 36 63 342

(51) (37) (7) (26) (121)

160 92 36 66 354

(51) (37) (7) (26) (121)

(31.9) (40.2) (19.4) (39.4) (34.2)
 

・災害査定日

・災害査定日

・災害査定日

・災害査定日

板倉区所管 4区 台風21号 災害復旧事業集計表（10/22～10/23）

　　　　　　区名

施設名

市　道

公共 【公共土木施設災害復旧事業】
　<板倉>1件：猿供養寺温井線（東山寺）
　< 牧 >1件：牧飯山線　　　（上牧）
　<清里>2件：赤池上牧線 2件（赤池）

【平成30年度以降対応(市単)】
　< 牧 >6件：牧飯山線　 5件（上牧）
　　　　　 ：牧青柳線　 1件（原）

市単

計

進捗率(%)

河　川
（市管理河川）

公共

完了市単

計

【農地農業用施設災害復旧事業】
　<板倉>1件：猿供養寺用水（東山寺）
  < 牧 >3件：上江用水（棚広）
　　　　　　 下江用水（棚広）
　　　　　　 排水路　（荒井）
　
【地すべり災害復旧事業】
  < 牧 >2件: 上江用水（棚広）
             下江用水（棚広）

市単

進捗率(%)

進捗率(%)

林　道

公共 【林道施設災害復旧事業】
  <板倉>1件：丈ヶ山線（東山寺）
　<清里>1件：札山線　（青柳）

市単

計

農　業

農　地
（田畑）

公共

農業用
施設

（農道）
（水路）

公共

市単

計

進捗率（%）

合　計

公共

市単

計

進捗率(%)

公共災害の査定 備　　　考

【公共土木施設災害事業】 12/20～12/22 工事着手は4月以降となる。

【地すべり災害】 H30年度以降 未定（3月応急仮工事実施予定）

【農地・農業用施設災害復旧事業】 12/11～12/12 工事着手は4月以降となる。

【林道施設災害事業】 12/25～12/26 工事着手は4月以降となる。

資料４



地域活動フォーラムについて 

 

○概要 

市民の誰もが活躍できる“まちづくり”を考えるフォーラムを開催します。コーデ

ィネーターに上越教育大学の吉田昌幸准教授を迎え、参加者の皆さんと考えていきま

す。 

 

○日時 

3月 4日（日）午後 2時～午後 4時 

※午後 1時に総合事務所集合・出発 

 

○場所 

ユートピアくびき希望館 

 

○内容 

まちづくり活動の中で、思うようにいかない事や工夫して取り組んでいる事など、

地域協議会や市民活動団体の活動を事例として取組のポイントを探っていきます。 

 

○その他 

・2月 15日号の広報上越で告知します。 

・具体的な内容や、正式な開催通知については後日お知らせします。 

資料５ 


