
 

平成30年度 第4回 新道区地域協議会 

次 第 
 

日時：平成30年7月31日（火）午後6時30分から 

会場：新道地区公民館 多目的ホール 

 

延 約1.5時間 

１ 開  会                                  

 

 

 

 

２  議  題                                   

 

（１）報告事項（公開）                          【5分】 

 

   ・地域活動支援事業の採択結果について                 資料№1 

 

 

 

（２）協議事項（非公開）                                  【80分】 

 

   ・地域活動支援事業の課題の洗い出しについて（検証・検討） 資料集 

 

 

３ その他                                  

      【5分】 

（１）次回開催日の確認等 （公開） 
                        

 

 

 

４ 閉 会                                  

 

◎ 発言は、簡潔に話そう！ 

◎ 発言しやすい雰囲気をつくろう！ 

◎ 個人の意見を平等に扱おう！ 

 

新 道 区 の 

アイコトバ 



当区の地域活動資金の配分枠： 7,100千円

評価結果
基本審査

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：13人 ○：13人 平均点 4.9 4.5 4.5 4.5 4.4 22.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (4) (4) (3) (3) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 4.5 4.2 4.5 4.3 4.5 22.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 4.3 4.6 4.6 4.0 4.3 21.8

×：1人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (4) (3) (3)

○：13人 ○：12人 平均点 4.6 4.2 4.8 3.7 4.1 21.4

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (4) (3) (3) (2) (3)

○：13人 ○：12人 平均点 3.8 3.7 4.3 3.8 4.0 19.6

×：1人 ×：1人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：14人 ○：13人 平均点 4.1 3.6 3.7 4.1 3.9 19.4

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (2) (3) (3) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 3.5 3.1 3.7 4.1 4.1 18.5

×：1人 ×：0人 （最高点） (5) (4) (4) (5) (5)

（最低点） (3) (2) (3) (2) (2)

○：13人 ○：12人 平均点 4.3 3.9 3.6 3.1 3.5 18.4

×：1人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 3.5 3.8 3.7 3.5 3.6 18.1

×：1人 ×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：14人 ○：13人 平均点 3.6 3.9 3.6 3.5 3.5 18.1

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：4人 ○：3人 平均点 4.3 3.3 3.3 3.3 3.3 17.5

×：10人 ×：1人 （最高点） (5) (4) (4) (5) (4)

（最低点） (3) (2) (2) (2) (3) （残額）

14 7,683,151 7,558,000 0 6,959,000

【参考】
配分残額

優先採択
方針

共通審査基準 左の
額
B

1 新-2
新道地区水害危険地
域自主防災組織によ
る安心・安全事業

新道地区町内会
長協議会

水害時にできるだけ地域住民などによる応
急的な対応を可能とするために、防災訓練
を実施するとともに、実際の水害時に必要不
可欠な土ＮＯ袋を配備する。

上位
との
点差

当初
事業費

当初申請額

A

減額の場
合、その
調整内容

採択結果 最終補助額

A-B
順
位

事業
番号 事業名 提案団体名 事業内容

2,035,000 5,065,000

2 新-11
新道すこやかサロン
環境整備事業

地域福祉　新道
みつわ会

住み慣れたこの地域で健やかに生活できる
ように、高齢者サロンを定期的に開催すると
ともに、必要な椅子、スピーカーなどを揃え
る。

0.8

- 2,035,800 2,035,000 なし 0 申請額どお
り採択

4,167,000

3 新-10
イーストユニティーズ
幼年野球活性化事業

イーストユニ
ティーズ

幼年野球を通じて地域のスポーツ振興、子
供の健全育成を図るため、練習や校区での
奉仕活動を行うとともに、必要な野球設備
（倉庫）を揃える。

0.2 637,200

898,205 898,000 なし 0 申請額どお
り採択 898,000

なし 0 申請額どお
り採択 127,000 3,403,0004 新-1

新道地区　運動普及
推進員・食生活改善
推進員活動支援事業

新道地区町内会長
協議会

地域住民の融和と連帯感の醸成を図るため
に、ウォークラリーを実施するとともに、必要
なタスキを揃える。

0.4 127,980 127,000

637,000 なし 0 申請額どお
り採択 637,000 3,530,000

494,000 2,909,000

6 新-8
稲田四ツ葉会の活き
活き支援事業

稲田四ツ葉会

高齢者のふれ合いや自立支援を目指すた
めに、輪投げ、体力づくりなどの取組を行う
とともに、必要な座敷椅子、輪投げ器などを
揃える。

0.2

1.8 494,802 494,000 なし 0 申請額どお
り採択5 新-9

富岡小学校PTA野球
活動事業

富岡小学校PTA
野球チーム

富岡小学校PTAの親睦と情報交換の場をつ
くり、より良い学校づくりに繋げるため、既存
の野球チームを活性化させ、練習を行うとと
もに、必要なユニフォームを揃える。

2,776,000

7 新-6

町内の伝統・文化である祭り
の伝承・にぎわい創出による
地域住民の融和と一体感を
育み「確かな絆」を深める事
業

富岡町内会

伝統・文化の伝承とにぎわい創出による地
域住民の融和と一体感を育むために、夏・
秋祭りを開催するとともに、各戸に提灯を下
げ華やかな雰囲気を演出する。

0.9 724,360

133,600 133,000 なし 0 申請額どお
り採択 133,000

8 新-5
とよば町内　大ケヤ
キ2本(樹齢300年）周
辺環境整備事業

とよば町内会
とよば町内の宮ノ台公園の環境整備を図る
ため、花壇整備を実施するとともに、大ケヤ
キの枝木伐採を行う。

0.1 652,320 600,000

724,000 なし 0 申請額どお
り採択 724,000 2,052,000

グラウンドゴルフで地
域を活性化させる事
業

子安新田「福寿
会」

グラウンドゴルフを通じて高齢者及び地域住
民のふれ合いによる地域活性化を図るた
め、練習や大会などの活動を実施するととも
に、必要な用具を揃える。

なし 0 申請額どお
り採択 600,000 1,452,000

「アクティブスポーツ
で遊びのプロになろ
う！」事業

上越アクティブス
ポーツ協会

地域のスポーツ振興と子どもの健全育成を
図るために、幼児から大人までが楽しめるパ
ンプトラックというアクティブスポーツ用具を
導入するとともに、体験イベントを実施する。

0.6 599,400

311,000 1,141,000

新-4
とよば町内　宮ノ台公
園の環境整備・交流
促進事業

とよば町内会

とよば町内の宮ノ台公園の環境整備・交流
促進を図るため、遊具等を整備するととも
に、遊具の遊び方の指導や公園内の草刈り
を実施する。

1,068,120 1,000,000

0.3

311,364 311,000 なし 0 申請額どお
り採択

なし 0 申請額どお
り採択

新-3

合計

9

599,000 不採択 0 141,000

1,000,000 141,000

- 新-7

【新道区】平成30年度 地域活動支援事業 採択結果一覧表（確定）
資料№1


