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                 会 議 録 

 

1 会議名 

平成 29年度第 9回津有区地域協議会 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）平成 30年度の地域活動支援事業の採択方針等について（公開） 

3 開催日時 

平成 30年 2月 27日（火）午後 6時 30分から午後 8時 30分まで 

4 開催場所 

ファームセンター  農事研修室 

5 傍聴人の数 

なし 

6 非公開の理由 

なし 

7 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・委 員：江平幸雄、太田政雄、塩坪貞雄（副会長）、服部香代子、古川昭作 

保坂和彦、丸山常夫、宮越隆一、山菅節子、吉﨑則夫（会長） 

渡部稔 （欠席 3人） 

・事務局：中部まちづくりセンター 山田センター長、野口係長、田中主事 

8 発言の内容（要旨） 

【田中主事】 

 ・会議の開会を宣言 

 ・上越市地域自治区の設置に関する条例第8条第2項の規定により、委員の半数以上の

出席を確認、成立を報告 

 【吉﨑会長】 

  ・挨拶 

 【田中主事】 

  ・上越市地域自治区の設置に関する条例第8条1項の規定により、会長が議長を務める

ことを報告 

 【吉﨑会長】 
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  ・会議録の確認者：服部委員 

   議題「（1）平成30年度の地域活動支援事業の採択方針等について」事務局に説明を

求める。 

【田中主事】 

 ・資料№1、№2、№3、当日配布資料により説明 

【吉﨑会長】 

  今の説明に質疑を求める。 

 （発言なし） 

  地域活動支援事業の事前説明会を3月9日（金）の午後6時30分に津有地区公民館の大

会議室で行うので、委員の皆さんの出席を願う。 

  では、平成30年度地域活動支援事業に係る採択方針の検討について、上から順番に

検討し決定していく。 

  はじめに、「採択方針」の募集するテーマについては平成29年度と同様でよいか、意

見を求める。 

【太田委員】 

  検討のポイントに自主的審議のテーマの「少子高齢化対策」を盛り込むかどうかと

書いてあるが、これを募集するテーマの「地域の健康・福祉増進、子育て、青少年健

全育成」の後に「少子高齢化対策」を入れたらどうか。 

 【吉﨑会長】 

   他に意見はあるか。 

【保坂委員】 

  募集するテーマが8つあるが、このテーマをよく見ると、少子高齢化につながること

が結構入っている気がする。あえて、「少子高齢化」という言葉は、前段に書いてあり、

具体的に8つのテーマに含められているので、このままでよいと思う。 

【服部委員】 

  募集するテーマの中に「子どもを産み育てる環境整備に役立つもの」と「高齢者が

安心して暮らせる環境整備に役立つもの」というものが入っているので、「少子高齢者」

とすれば分かりやすいが、どのような表現の仕方がよいか分からない。 

【保坂委員】 

  前段に「高齢化、少子化といった社会問題に的確に対応」と謳ってあるので、例え
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ば順番を変えて、少子高齢化にある程度つながりそうな文言が上にあったほうがよい

と思う。 

  募集するテーマの「地域の健康・福祉増進、子育て青少年健全育成に役立つもの」

と「地域コミュニティ活動の推進が期待できるもの」を前段に並べてもよいと思う。 

 【吉﨑会長】 

   他に意見を求める。 

 （発言なし） 

   では、意見の集約を図る。「少子高齢化についてのテーマを追加したほうがよいとい

う意見」と、「このままのテーマでよいが、順番を変えたほうがよいという意見」が出

た。 

   順番を入れ替えて、少子高齢化につながる部分を前に持ってきたほうがよいという

委員は挙手願う。 

  （過半数挙手） 

   それでは、内容はこのままで順番を入れ替えるということだが、「地域の健康・福祉

増進・子育て青少年健全育成に役立つもの」を3番目に、「地域コミュニティ活動の推

進が期待できるもの」を4番目に持ってくるということでよいか。 

  （「よし」の声） 

   次に、「補助率」について意見を求める。 

【太田委員】 

  事務局に質問だが、参考のところに他区の状況で、「過去の採択回数により補助率を

変える（3回目以降の提案は10分の6）」とあるが、2回目までは減らさないということ

か。 

【田中主事】 

  同様の事業を提案する場合については、3回目から補助率を10分の6に設定するとい

うものになっている。 

【太田委員】 

  個人的には、3回目となれば、ここまで減らさなくても10分の1くらいは減らしても

よいと思う。今は、津有区の配分額に対して、提案額がオーバーしているので、こう

いう方法を取り入れたらどうかと思う。 

【吉﨑会長】 
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  過去の採択回数によって、補助率を変えたらどうかという意見が出たが、他に意見

を求める。 

【宮越委員】 

  私は、採択回数が何回でも補助率は10分の10で、変える必要はないと思う。 

【塩坪副会長】 

  過去の採択回数で変えるとなると、どういうところまでを範囲にするかが重要であ

る。スポーツクラブで毎回出てきたらどうするのか。団体が3回目なのか、内容が3回

目なのか等の判断も難しいと思う。減額はせずに、内容で考えていった方が我々も審

査しやすいと思う。 

【吉﨑会長】 

  確かに、補助率を変えるとなると何かの基準がないと、やりにくいかもしれないの

で、また別の何かを考えていく必要があると思う。 

【江平委員】 

  ヒアリングのときに、予算額がオーバーしているので減額になることもあるという

ことを口頭で伝えたほうがよい。 

【保坂委員】 

  ヒアリングの仕方については後で出てくるのだが、今のような場合があったらヒア

リングをするべきだと思う。いろいろな団体が出たときに、今まで何度も採択された

団体は減額採択の場合がある等をその場で言えるのではないか。 

【吉﨑会長】 

  今までのヒアリングでは、予算額がオーバーしているので、「減額採択の可能性があ

ります」と伝えている。そのうえで、補助率に反映させることがあればということで

ある。 

  新たな基準を作るよりも、ヒアリングのときにお伝えするかたちがよいと思うため、

10分の10のままでよいと思うがどうか。 

【服部委員】 

  同じ団体から何回も提案が出てくるのは、一生懸命に事業を継続するために補助金

を活用しようと思って出てくると思う。何回目で減額するということではなく、減額

になった場合に何を優先希望かをヒアリングのときに確認することでよいのではない

かと思う。 
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【吉﨑会長】 

  補助率は変えずに、ヒアリングのときに減額のことを提示していけばよいと思うの

だが、太田委員はよいか。 

【太田委員】 

  よい。 

【服部委員】 

  検討ポイントの中で、「備品等の妥当性を高めるために一定の負担金を設けなくてよ

いか」とあるが、なかには会費を集めてやっているところもあれば、ほとんど補助金

だけでやっている団体もあるので、そういった基準はどうしたらよいか。会費をいく

ら等でやっているところが、まだ出てくる可能性もあるかもしれない。 

【吉﨑会長】 

  会費を集めていないところで、100パーセント補助金で購入の場合は、減額になった

ら購入できない。 

【服部委員】 

  そこも念を押したほうがよいと思う。 

【吉﨑会長】 

  事前説明会のときに、そういう話をしてご承知おきいただければ、ヒアリングの際

には、そういうところも含めて、提案者から話をしていただくかたちに持っていきた

いと思う。ということで、補助率は10分の10で平成29年度と同様でよいか。 

 （「よし」の声） 

  「補助金の限度額」について意見を求める。 

 【宮越委員】 

   下限の5万円だが、1万円にしてもよいと思う。なかには、下限なしというところも

あるし、お金を持っていない団体もいるので、下げてもよいと思う。 

【吉﨑会長】 

  予算を持っていない団体もいるとは思うが、1万円以下は少しどうかと考えるが、い

かがか。 

【服部委員】 

  金額が少なくても、欲しくて一生懸命提案してくるので、5万円以下でもよいと思う。 

【古川委員】 
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  5万円だとハードルが高いかもしれない。件数が増えれば増えるほど、事務局が大変

になるが、申請をしたい団体の気持ちも汲んであげなければいけないと思う。 

【塩坪副会長】 

  30年度の予算額は29年度と同じくらいになるのか。 

 【田中主事】 

   現在、3月議会で要求している予算額は、29年度と同様の590万円である。 

【塩坪副会長】 

  細かい提案まであるとなると、どこかで減額するという話が出てきたときに、少な

い金額のどこを削るかで頭を悩ますので、下限は5万円でよいと思う。 

【古川委員】 

  事前に5万円以下は遠慮願いたい旨を書いて、お知らせすることはできないのか。 

【田中主事】 

  今、皆さんに決めていただいている採択方針等の確定したものを、4月1日発行の地

域協議会だよりの特別号に記載して全戸配布するので可能だ。 

【丸山委員】 

  毎年度、変える必要はないと思う。ある程度認知されてきているので、そのまま進

めばよいと思う。 

【吉﨑会長】 

  今後、地域活動支援事業の応募がたくさん出てくればよいが下限を下げていかない

と、今度応募が減ることもあるかもしれない。私も地域活動支援事業を使ったことが

あるのだが、提案書等の書類を書くのは凄くパワーが必要であった。たとえ提案額が1

万円でも地域活動支援事業を使いたいということであれば、下限額を下げてもよいと

は個人的には思う。 

  では、下限は5万円、上限はなしになっているが、平成29年度と同様でよいか。 

 （「よし」の声） 

  次に「ヒアリングの実施」についてだが、平成29年度と同様でよいか、意見を求め

る。 

 【宮越委員】 

   現状でよいと思う。 

 【吉﨑会長】 
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   ヒアリングについては全事業についてヒアリングするということで、平成29年度と

同様でよいか。 

  （「よし」の声） 

   以前、複数年度に渡る事業のヒアリングを簡素化できないかという話はなかったか。 

 【田中主事】 

   津有区では過去に継続事業についてはヒアリングを省略するという文言を入れてい

た。 

 【吉﨑会長】 

   複数年度に渡る継続事業について、2年目以降は簡略化しようという話があったと思

う。 

 【田中主事】 

   昨年度は委員改選後だったため、津有区では全事業を対象にしたが、継続事業につ

いては省略するという文言を入れている区もある。 

【服部委員】 

  状況は変化するので、あってもよいのではないか。 

【吉﨑会長】 

  では、継続事業についてもヒアリングを行うことでよいか。 

（「よし」の声） 

  次に「共通審査基準の配点」について平成29年度と同様でよいか、意見を求める。 

【塩坪副会長】 

  傾斜配点を無くし、オール5点にしてその中で評価の点数をつければよいと思う。点

数を計算するときにいつも思うが、どの項目も同じ点数でよいと思う。 

【古川委員】 

  コンマ5はやめて欲しいので、切り上げたほうがよいと思う。 

【渡部委員】 

  確かに、公益性だけ重視していれば、それだけで得点は優位になるので、オール5の

ほうが採点しやすいのでよいと思う。 

【吉﨑会長】 

  昨年度の地域活動支援事業が終わった後に、見直しをしようと話したときに、傾斜

配点の話が出ている。傾斜配点の項目は全て同じで5点でよいということだが、いかが
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か。 

【宮越委員】 

  私もオール5点でよいと思う。 

 【服部委員】 

   いずれにしても、2～3を付けるか、4～5を付けるかができるので、加減はできる。 

 【吉﨑会長】 

   公益性と参加性と発展性は今までは傾斜配点をしていたということは、その項目を

重要視していたのだが、その重要性を平均にするということか。 

 【塩坪副会長】 

   配点が10点のほうが割りやすいかもしれない。 

 【服部委員】 

   点数が大きいほうが差は付きやすいと思う。合計25点だと、差が付きにくいと思う。 

 【吉﨑会長】 

   5点ずつにすると差がつきにくくなるとは思う。 

 【宮越委員】 

   5点ではなくても、同じ数値であればよいと思う。 

 【吉﨑会長】 

   まずは、傾斜配点をするかしないか、決を採る。傾斜配点でなく、同じ点数で行っ

たほうがよいという方は挙手願う。  

  （過半数挙手） 

   それでは、傾斜配点なしとなった。その際に、何点満点にするかだが、5点だと差が

つきにくいがどうか。 

 【塩坪副会長】 

   10点でよいのでよいのではないか。 

 【野口係長】 

  補足するが、〇、△、×はあくまで目安なので、1つの項目について何点と付けるこ

とも可能である。 

【丸山委員】 

  今言われたように、〇、△、×をつけずに単純に5点満点でもよいのか。 

【野口係長】 
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  できる。しかしこれまで、直接数字で得点を付けることができない人が多かったの

で、〇、△、×を間に噛ませて、目に見えるようにして点数をつけやすくした経緯が

ある。 

【丸山委員】 

  逆に難しくしている気がする。 

【野口係長】 

  そうであれば仕組みは変更可能である。 

【吉﨑会長】 

  〇、△、×は目安ということだが、点数はどうするか。10点でも可能だが、点数を

つける方が根拠のある差をつけられるかである。 

【服部委員】 

  他の区は25点満点が多いのか。 

【田中主事】 

  傾斜配点で2倍や1.5倍にしている区もあるが、基本的には25点満点である。 

 【吉﨑会長】 

   それでは5点ずつで計25点満点でよいと思う方は挙手願う。 

  （全員挙手） 

   それでは全員一致で各項目5点ずつの計25点となった。また、審査の際にはこれまで

どおり、〇、△、×は参考ということで、点数を付けていただきたいと思う。 

   次に「募集期間」については、平成29年度と同様に1か月程度でよいか意見を求める。 

  ― 日程調整 ― 

   話を聞いていると開始は4月2日（月）でよいようだが、締切日は4月27日か5月2日の

どちらかのようだが、決を採る。 

 【塩坪副会長】   

   事務局はどちらがよいのか。また、基準はあるのか。 

 【田中主事】 

   基準はないが、参考までに新道区や春日区では4月2日から4月23日までとなっている。

また、諏訪区では4月2日から4月27日まで、高士区では4月2日から5月7日になっている。 

 【吉﨑会長】 

   昨年度の募集期間のなかで、終盤の1週間くらいで来る人はどの程度いるのか。 
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 【田中主事】  

   毎年度、提案を出している提案団体は慣れており、ほぼ 

完成した状態で提出するが、新規の提案団体は、1回では提案書がほぼ完成せず、何回か直

して持ってくるため、終盤に固まってくることが多い。 

 【吉﨑会長】 

   事務局からの直しが入った後に、提案者は休日が入ると直しやすい。 

 【服部委員】 

   でも、見積もり等で、業者が関わるものだと業者が休みだとできない。 

 【吉﨑会長】 

   事務局はどちらがよいのか。 

 【田中主事】 

   高士区の締め切りが5月7日なので4月27日にしていただければ、5月1日、2日で津有

区の準備ができる。 

 【服部委員】 

   できたら5月1日にしてほしい。 

 【吉﨑会長】 

   それでは決を採る。5月2日がよいと思う人は挙手願う。 

  （0人挙手） 

   5月１日がよい人は挙手願う。 

  （4人挙手） 

   4月27日がよい人か挙手願う。 

  （6人挙手） 

   それでは多数決で4月27日（金）に決まった。募集期間は4月2日（月）から4月27日

（金）までとする。 

   次に「その他」で津有区として補助対象外とする事業について意見を求める。 

 【塩坪副会長】 

   備品購入については、書かないとまた出てくると思う。前回、バット等の購入はや

めようという話が出たと思うが、どうか。 

 【田中主事】 

   課題の洗い出しをまとめたものでは、特に記載はないが、課題の洗い出しから意見
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交換会で行った地域活動支事業の意見について、参考資料として配布したので、ご確

認いただきたい。 

 【山田センター長】 

   参考事例だが、新道区や春日区ではユニフォームについて議論になったが、本当に

必要があって要望する団体もあると思うので、審査採択の段階で皆さんから協議いた

だくこととしている。備品はなかなか難しいが、ソフト事業を行うにあたって備品が

必要だという観点で出てくるので、ここで規定を設けるのも難しいということである。 

 【服部委員】 

   例えば、野球やソフトボールだと大体分かるが、ニュースポーツだとボーリングに

ピンが必要だが、どこまでを範囲にするかは難しい。 

 【吉﨑会長】 

   大きく分けて備品と消耗品、ユニフォーム関係の3つだと、備品のところでは制限を

設けるのは難しいかもしれない。これも、提案が出た中で見ていく必要があると思っ

た。備品については制限を設けないで行く方向でいかがか。 

 【塩坪副会長】 

   地域でやるとなれば備品を揃えるにしても、2回目は駄目だという話になる。消耗品

の野球の球などは、全部地域活動支援事業から出さなくてもよいのではないか。 

 【吉﨑会長】 

   それでは、備品については制限をつけないで行くことでよいか。 

 （「よし」の声） 

   次に消耗品にいついては、どうか。 

 【渡部委員】 

   消耗品の提案をしたいという話を聞いているので、発言は控えさせていただきたい。 

【宮越委員】 

制限を設けると、いろいろ難しいので、予算がオーバーしているときはカットして、

予算が余っているときは、それでよいと思う。 

 【塩坪副会長】 

   購入の仕方も、10ダース買う中で2ダースくらいは地域活動支援事業で提案するなら

ば納得できるが、地域活動支援事業で全部をやろうとするのはどうかと思う。 

 【古川委員】 
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   事前説明会のときに、提案団体がくるので、そういう話をしたらどうか。 

【宮越委員】 

  逆に制限を設けると、私たちがどこまでどうしたらよいのか判断に迷ってしまうと

思う。 

 【丸山委員】 

   幼年野球とかは、今後未来のある子どもたちが、どれだけ伸びるかだと思う。オリ

ンピックでもスポンサーがしっかりついているところは、金メダルを取る時代になっ

ているので、そういう考え方も少しは必要ではないか。とは言うものの無駄使いは良

くないので、担当者にしっかりと無駄使いのないようにしてもらわなければいけない。 

  【吉﨑会長】 

   それでは消耗品についても、その他に記載しないということでよいか。 

  （「よし」の声） 

   本来、消耗品や備品に入ると思うのだが、ユニフォーム関係はどうするか。 

【塩坪副会長】 

  100パーセントではなく、足りない部分の申請ならば、考慮できると思う。 

【吉﨑会長】 

  要項のなかでは、制約事項として設けないことでよいか。 

 （「よし」の声） 

【田中主事】 

  補足説明だが、参考資料として配布した平成29年7月に行った課題の洗い出しの中で、

提案書に事前に資金の支出計画に優先順位を記入してもらうという話があった。7月の

協議の場で記入してもらうことで仮決定したが、採択方針の時に正式に決を採るとい

う話であったため、提案書にあらかじめ優先順位を記入してもらうかどうか、審議願

う。 

 【吉﨑会長】 

 では、その他の項目で付けることでよいか。 

 （「よし」の声） 

   それでは、事務局で追加しておくよう依頼する。 

   次に、資料3の「平成30年度地域活動支援事業に係る審査方法の検討について」決め

ていく。 
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   まずは「基本審査判定」についての不採択の基準については、洗い出しをしたとき

に結構もめたと記憶している。「適合しない」とした委員の点数が反映されなくなると

いう点について、事務局に確認する。 

【田中主事】 

  その時は最終的な案は決まらずに、改めて決めるということで終わっていた。案と

して出ていたものは、1つ目は基本審査で×を付けた場合も採点を行うというもの。2

つ目は×を付けた事業も、委員全員の14を分母として平均点を出すか、×は0点として

平均点を出すかということであった。本日、審議願う。 

 【吉﨑会長】 

   参考資料の中で、2番目に「基本審査について」とあるが、×を付けた場合も、何ら

かのかたちで平均点に反映できる点数にしないと、×にしても点数が上がってしまう。

それを避けようという話が大半だったが、そのやり方をどうするかが、まだ決まって

いない。そのなかで、0点なのか1から5の中の何点にするかということになると思う。

意見を求める。 

 （「0点」の声多数） 

   ×を付けたら0点というご意見が多数なので、0点で平均点に反映させることでよい

か。 

 （「よし」の声） 

   次に「採択方針の適合性判定」については平成29年度と同様でよいか意見を求める。 

 （発言なし） 

   それでは平成29年度と同様でよいか。 

 （「よし」の声） 

   次に「共通審査基準に基づく採点」については平成29年度と同様でよいか。 

 （「よし」の声） 

   それでは平成29年度と同様とする。 

   次に「順位付けの方法」については平成29年度と同様でよいか。 

  （「よし」の声） 

   次に「『評価の低い事業』の取扱い」については平成29年度と同様でよいか。 

  （「よし」の声） 

   次に「その他」については、いかがか。事務局に確認を求める。 
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 【田中主事】 

   これについては、委員が提案の代表者になっている場合は、審査から除外するとい

うものだ。 

【吉﨑会長】 

  団体の代表者でなく、提案するときの代表者の場合は、除外ということなので、団

体の代表者以外だったら構わないということである。協議会委員はそこら辺も含めて、

公明正大に点数を付けていただきたい。 

【丸山委員】 

  昨年度はヒアリングのときに、提案団体の構成員の1人であった協議会委員に対し、

助言を求めた提案者がいた。事務局が直前でストップかけてくれたが、あれはあまり

よくないと思った。 

【吉﨑会長】 

  それでは「その他」についても平成29年度と同様でよいか。 

 （「よし」の声） 

  平成29年度と同様とする。 

  次に、「平成30年度地域活動支援事業の採択決定までのスケジュール」について事務

局に説明を求める。 

【田中主事】 

 ・当日配布資料により説明 

【吉﨑会長】 

  まずは第1回の協議会の日程を決めていく。 

 ― 日程調整 ― 

 ・第1回地域協議会：4月26日（木） 

 ・第2回地域協議会：5月24日（木） 

 ・第3回地域協議会：6月20日（水） 

【田中主事】 

  今決めていただいたが、第3回が6月20日だと、提案団体に補助金が渡るのが、早く

ても7月の中旬か下旬になってしまい、困る団体も出てくる可能性がある。 

  ― 日程調整 ― 

【吉﨑会長】 
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 ・第3回地域協議会：6月14日（木） 

  「その他」次回の協議会について事務局に説明を求める。 

【田中主事】 

 ・次回協議会について説明 

 ― 日程調整 － 

【吉﨑会長】 

 ・次回の協議会：3月28日（水）午後6時30分から 津有地区公民館 大会議室 

  他に連絡を事務局に求める。 

【田中主事】 

 ・地域活動フォーラム3月4日（日）の出欠について確認 

 ・事前説明会：3月9日（金）午後6時30分から  

 【吉﨑会長】 

  ・会議の閉会を宣言 

 ９ 問合せ先 

自治・市民環境部 自治・地域振興課 中部まちづくりセンター 

    TEL：025-526-1690（直通） 

E-mail：chubu-machi@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 


