平成29年度 第4回 春日区地域協議会
次 第

日時：平成29年6月6日（火）午後6時～
会場：市役所木田庁舎 4階 402.403会議室
延 2時間

１

開

会

２

議

題

（１）H29 年度 地域活動支援事業について
① 委員同士による意見交換

【110 分】
（途中休憩あり）

３

４

その他
（１）次回開催日の確認

【5分】

（２）その他

【5分】

閉

会

市では地球温暖化対策として、冷房設定温度を
28℃とし、執務中は上着を着用しない、ノーネクタ
イの取組「夏季の軽装運動」を実施しています。市
民の皆様におかれましても、会議等にご出席の際
は、ノー上着、ノーネクタイでお越しくださいますよ
うお願い申し上げます。

春日区 質問整理一覧 【参考資料】
■事業番号： 春-01
■事 業 名： 小学生の音楽による地域の絆づくり支援事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 4 件
質問 1
事業費全額を支援事業からの購入となっていますが、他の資金からの充当はできないのでしょ
うか。できない場合は、その理由をお教えください。
回答１

質問２

回答２

質問３
回答３

質問４
回答４

○資金には別の用途があり、楽器購入費には充てられません。足りない楽器は飯小学校や城東
中学校から借用して対応しています。

楽器を一括購入しなければならない理由をお教えください。また、分割購入が可能な場合は、
何年くらいで揃えることができますか。
○分割でも一括でも揃え方は問いません。
○分割の場合は、①②③を優先してもらいたいです。
（①はお客さんに向かって披露しながら演奏するものだが、今は楽器がないため）

今後の楽器整備計画をお教えください。
○修理に出してしまうと、在庫がないため練習ができない状況にあります。

古い楽器の取り扱いをお教えください。
（修繕、廃棄などの指針と費用発生の場合はその財源など）
○本来、廃棄に該当する楽器も使わないと足りない状況にあります。新しい楽器が入った場合
は、予備にとっておく分と使えないものを整理していきます。

■事業番号： 春-02
■事 業 名： 高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 2 件
質問 1
町内会等との支出を含めた連携はとれていますか。とれている場合は具体的にお教えください。
とれていない場合は、その理由をお聞かせください。
回答１

質問２

回答２

○上越市健康づくりリーダーが母体であり、町内会から委託を受け活動しています。町内会か
らも助成金を 14 万円いただいて活動しています。また、町内会総会資料の中に事業報告と事業
計画を記載し町内会長から「いきいき春日野」名で発表されています。

謝礼の減額を含め、支出の見直しはできますか。できる場合は、その内容を具体的にお教えく
ださい。できない場合は、その理由をお聞かせください。
○謝礼は上越市が指定している、スポーツ指導員の報酬基準を基に支払いをしています。
○1 回 1 時間 30 分 5,000 円を基準に支払いをしています。
（市の報酬は 5,600 円です）
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■事業番号： 春-03
■事 業 名： 春日野いきいきサロン事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 2 件
質問 1
（特定町内への高齢者福祉の補助申請です。
）補助の対象外となっている一連の事業にかかる食
事代については、参加者による自己負担が挙げられていますが、補助対象の⑤⑥の提案事業に
ついては、参加者から負担を求めることは考えていますか。お考えの場合はその内容を具体的
にお教えください。お考えでない場合は、その理由をお聞かせください。
回答１

質問２

回答２

○参加者からは 1 人 2,500 円の負担をお願いしています。助成金は交通費のみをお願いしてい
ます。
○年に 2 回先を変えて思い出づくり、話題づくりとして計画していますが、誠に好評で参加者
が定員をオーバーしています。
（バス計画で 28 名）

【春-2】の申請団体である「いきいき春日野」との組織の統合、事業の統合はできませんか。で
きない場合は、その理由をお教えください。
○いきいき春日野は健康体操、健康管理を基本に活動しています。いきいきサロンは高齢者の
思い出づくり、居場所づくりを基本に活動しています。
○参加者のジェネレーション（世代間）ギャップ、体力的に差があり、目指す目的にギャップ
があり統合は考えていません。

■事業番号： 春-04
■事 業 名： 木田新田町内活性化事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 1 件
質問 1
町内行事による賑わいの創出につながると考えますが、町内会での購入や助成は考えられませ
んか。できない場合は、その理由をお教えください。
回答１

○90 世帯あり、町内会費は月当たり 2 千円徴収していますが、町内会館の修繕に備え、毎年 50
万円ずつ積立しているため財政的に厳しいです。

■事業番号： 春-05
■事 業 名： 春日山城跡松林の保全等支援事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 1 件
質問 1
今後の植樹について、具体的な計画がありましたら、お教えください。
回答１

○今回提案の部分（相撲土俵があるところ）については、Ｈ29 年度で完了したいと考えていま
す。他の場所について今後どうしていくかは、市の教育委員会等と検討し、Ｈ30 年度から試験
的に補植を始めていきたいと考えています。
2

■事業番号： 春-06
■事 業 名： 中門前３丁目 助っ人隊 高齢者・障害者等の災害支援活動事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 2 件
質問 1
行政区では１つの町内会である、中門前１丁目災害活動支援隊より、昨年度も当事業による災
害用備品の購入がありましたが、さらなる事業申請の必要性をお教えください。
回答１

質問２
回答２

○中門前町内会は外向けには単一組織ですが、実態は連合体組織です。従って、年間活動（事
業）の大方は、１丁目、２丁目、３丁目でそれぞれの規約に基づき年１回の総会を開き決定し
ています。役員体制や会計も同様です。年間行事である環境整備活動、新年会、納涼会等も各
町内別に実施しています。
○「３丁目・助っ人隊」は、２年前（1015 年）の３月に３丁目町内会の臨時総会で災害時等の
高齢者・障害者支援として、組織発足を決定した、３丁目町内の組織です。
○２年前には、ヘルメット等の備品購入で事業採択を頂きました。それらを活用し、この２年
間で「助っ人隊」は４回の災害避難訓練等を実施する中で、必要になったため今回改めて災害
備品を申請するものであります。

今後の継続した活動計画の内容について、お教えください。
○災害時等の高齢者・災害支援は益々必要であります。従って、毎年、避難訓練や点検活動等
の事業を実施していく必要があります。

■事業番号： 春-07
■事 業 名： 未来のバレーボール選手の育成及び青少年健全育成事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 3 件
質問 1
ユニフォームについて、個人負担による購入はできませんか。できない場合は、その理由をお
教えください。
回答１

質問２

回答２

質問３
回答３

○元来、ユニフォームはチームの持ち物として取り扱ってきています。
○できない理由としては、小学校低学年で入部した際に、替えが効かない背番号付のものを用
意したとすると、成長に合わせてユニフォームを更新する必要があるからです。それを避ける
ために成長に合わせて交替で使うことにより、個人としての更新の負担は発生を避けることが
できます。また、ユニフォームは廃版になるサイクルが早いため、デザインが揃わない恐れが
あるからです。

指導者資格取得については個人に帰属するものとして、個人負担はできませんか。できない場
合は、その理由をお教えください。
○前提として、指導者資格がない者は試合に参加できません。今後も１チーム２名の配置もさ
さやかれています。
○現在の大会等に練習に出られないときは、代わりが必要になってきます。

トレーニング用品、予備費について、それぞれ具体的に内容をお教えください。
○トレーニング用品としては、基礎体力を上げるための備品を購入したいと考えています。
○予備費については、県大会への出場になった際の補てんに用いたいと考えています。
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■事業番号： 春-08
■事 業 名： 春日区の交通安全のための交通安全推進活動並びに交差点関連路面標示修繕事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 3 件
質問 1
交通安全協会費を任意で徴収し、同様の修繕活動などを行われ、財政的にも余裕があるように
うかがえますが、当補助金事業を希望される理由をお聞かせください。
回答１

質問２

回答２

質問３

回答３

○提出してある業務計画書、予算書のとおり、資金の使い道は全て決まっています。
（これらは、
予算総会で文書を配布したうえで説明し承認されているものです。決算総会では業務結果報告、
決算報告をして承認されていますし、業務結果報告書、決算書も提出してあります。
）

路面表示修繕は、市道路課または県公安委員会からの委託なのでしょうか。あるいは、町内の
自主的な判断による点検結果により行っているのでしょうか。
○春日区の各町内会からの要望に基づき執行部で実地踏査をし、修繕の必要性が認められない
場合は却下した上で、実施箇所を決定し、公安委員会規制のものは上越警察署に要請して修繕
してもらい、警察予算で出来ないものについて当事業として提案しました。
○その他は、市市民安全課と協議しましたが、予算がなく実施できないということなので交通
安全協会の事業として提案しました。また、市道路課の区画線は交通安全協会の事業として不
適当なので実施しないことにしています。
○参考までに、各町内会からの要望箇所数は提案数より約５割増しです。

工事内訳書に記載のある箇所は、行政では実施しない箇所であると決まっているところですか。
行政が実施しない場合は、その理由をご存知の範囲で結構ですのでお教えください。
○上越警察署交通課、市市民安全課、道路課、下水道建設課とは協議済みであり、行政で実施
しないものを提案したことになります。
○交差点関連路面標示修繕は、交通安全協会の利益のためにやるものではなく、町内会からの
要望により、地域住民みんなのためにやる事業であります。

■事業番号： 春-09
■事 業 名： 安全に安心して暮らせるまちづくり事業（防犯パトロール実施事業）
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 4 件
質問 1
帽子について、どうしても今年度４６０個の調達が必要な理由をお教えください。
回答１

○H28 年度当事業にて採択され、300 個購入しました。H28.29.30 年度の 3 か年度で春日山町 1
丁目から 3 丁目の全戸分 895 個を揃えたいと考えています。各年度で 300 個ずつ揃える流れで
すが、できるだけ早く整備したく、Ｈ29 年度は 160 個多い 460 個を計上したところです。
（全戸分 895 個の内訳：１丁目 568 世帯・560 個、2 丁目 314 世帯・10 個、3 丁目 331 世帯・325 個）

質問２

回答２

のぼり旗について、昨年度も当補助事業で購入していらっしゃいますが、材質を改善して長期
的に活用できないものでしょうか。できる場合は、どれくらいの費用増につながりますか。で
きない場合は、その理由をお教えください。
○業者に確認したところ、どの旗も材質は同じであり、書いてある内容が違うだけということ
でした。これ以上上質なものとするならば、プラスチック製の看板になり、設置の際の許可手
続きが生まれてくるとのことでした。また、棒については、アルミ製にすると、当初申請のも
のより 3 倍程の価格になってしまうそうです。
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質問３

回答３

質問４

回答４

備品管理について、どのように行われていますか。つまり、破損数量、交換数量などの把握は
できていますか。できている場合は、その保有状況をお教えください。できない場合は、その
理由をお教えください。
○各町内会館にて適切に保管しています。3 か町内で延べ 177 か所の設置があります。
（町内別のぼり旗等の備品残数）
・1 丁目：設置箇所数 65 か所、残数 18 枚、25 本、誘導灯 10、ライト 6
・2 丁目：設置箇所数 46 か所、残数 21 枚、18 本、誘導灯 06、ライト 6
・3 丁目：設置箇所数 66 か所、残数 24 枚、24 本、誘導灯 15、ライト 6

各ブロックで実際に活動している人数を改めてお示しください。
（H28 年度の実績報告書にて添
付の資料がありますが、詳細をお教えください）
○述べ 3,043 人（子ども 79 人含む）で、詳細は次のとおりです。
春日山町 1 丁目
・予定回数 275 回、実績 261 回、未実施 14 回
・参加予定数 550 人、実績 522 人（参加率 94.9％）
春日山町 2 丁目
・予定回数 84 回、実績 84 回
・参加予定数 311 人、実績 311 人（参加率 100％）
春日山町 3 丁目
・予定回数 590 回、実績 513 回、未実施 77 回
・参加実績 2,210 人（参加率 87％）

■事業番号： 春-10
■事 業 名： 高齢者の生きがいづくりと地域交流事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 3 件
質問 1
送迎について、なぜタクシーを利用するのですか。その理由をお聞かせください。ホテルの送
迎バスで対応できませんか。できない場合は、その理由をお教えください。
回答１

質問２

回答２

質問３
回答３

○事業は 2 つあります。
・歌声列車は、ホテルの送迎をお願いしてあります。
・大学でのコンサートでは、大学に直接行くバスがなく、かつ足の具合が悪い方が大勢いらっ
しゃるので、タクシーを利用します。

３回実施する歌声列車について、各回における参加者が支払う参加費（食事代・入浴代を除く）
を教えてください。もし、自己負担がない場合は、その理由をお聞かせください。
○自己負担は 1 人 4,000 円になります。食事代のみでも 3,000 円になり、あと 1,000 円は、お
手伝いの方々や専門の介護スタッフをお願いする報酬に充てられ、足りない分は山崎が補てん
します。

写真代は、個人負担で対応できませんか。できない場合は、その理由をお教えください。
○写真は記録としてのみであれば代金はいらないです。年金暮らしの方が多いため、写真代で
も負担になるかと思いますし、写真を見ることで、楽しい気持ちをずっと持っていただけ、活
力になると思います。
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■事業番号： 春-11
■事 業 名： 大学前仲間づくりと生きがいづくり交流サロン事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 3 件
質問 1
町内会単位の事業なので、町内会会計からの補助はありませんか。ない場合は、その理由をお
教えください。
回答１

質問２
回答２

質問３
回答３

○町内会より、H27.28 年度において、それぞれ 3 万円ずつ補助を受けています。H29 年度も同
額が予算化されています。

休憩と送迎バスにかかる費用について、それぞれの内容を詳しくお教えください。
○休憩と送迎バスにかかる費用については、下記のとおりです。
（くわどり湯ったり村）
・大広間：1 時間 3,500 円*5 時間＝17,500 円
・送迎バス：8,050 円（20 人で除すと 1 人当たり 402 円）
（キューピットバレー）
・大広間：15,000 円（20 人で除すと 1 人当たり 750 円）
・送迎バス：10,000 円（20 人で除すと 1 人当たり 500 円）

写真代(6,000 円)の具体的な使い道を教えてください。
○大判写真について、25 名分として 2,700 円。残りは、小さいサイズ（単価 41 円として）80
枚（1 事業当たり 4～5 枚）です。
○記録写真として残していきたいです。

■事業番号： 春-12
■事 業 名： 「プレハブトイレへの壁画制作」春日山駅前の美化事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 1 件
質問 1
指導教員の謝礼について、謝礼なし(無償)で指導していただくよう、理解を求めることはでき
ますか。できない場合は、その理由をお教えください。
回答１

○指導教員はアートワーク部の顧問ではありますが、お忙しい中、準備段階から相談させて頂
いており、施工当日にも 5 日間に渡ってご指導して頂くため、謝礼金を無償とするのは 憚（は
ばから）れます。
○そこで、謝礼金を 5 日間分の 75,000 円から、2 日間分の 30,000 円に減額するということで
お願いしたいと思います。
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■事業番号： 春-13
■事 業 名： 春日山城跡監物掘（総構部分）遊歩道整備等の事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 2 件
質問 1
提案事業の一部を、次年度に回すことはできますか。できる場合には、その内容を具体的にお
教えください。できない場合には、その理由をお聞かせください。
回答１

質問２
回答２

○市文化行政課が作成した「散策道マップ-総構を歩く-」をもとに当補助事業に申請していま
す。遊歩道工事ができても案内看板や標識が無ければ利用者がいなくなってしまうため、一体
の事業と考えています。
○次年度事業とするならば、田んぼの排水路の改修が可能だと考えています。
○「菜の花育成（38 千円）
」は会からの支出はできます。

今年度事業について、今後の保存方法と活用方法をお教えください。
○保存方法は、おもに年 3 回の草刈により保存整備していきます。
○活用方法は、
「散策道マップ」を活用しながら、また、観光客への周知や春日地区においては、
町内回覧等を行って宣伝していきます。加えて、春日小・春日中の児童・生徒とは、歩いて春
日山に登るルートとして活用していきます。

■事業番号： 春-14
■事 業 名： 春日山モルツミニバスケットボールクラブ事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 3 件
質問 1
事業の収支計画以外での別会計で、個人負担（支出）があれば、その内容について具体的にお
教えください。
回答１

質問２
回答２

質問３

回答３

○バス借上個人負担分について、一回遠征につき一人当たり＠2,000 円～4,000 円（移動距離に
よる）×遠征回数分（昨年度のバス借上回数は 8 回）
○参加者負担も必要と考え徴収をしています。

会費等を徴収されている場合は、その使途を具体的にお教えください。
○各種大会参加費、遠征借上げバス補助、バスケットボール協会登録料（チーム・個人）、練習
会場使用料、スポーツ安全保険料、指導者謝金、救急用品購入、卒団記念品、各種交流会補助
費、ユニフォーム購入積立金、地域清掃活動経費（今年度予定）

市外遠征費が前年度と比べ増加していますが、その理由について具体的にお教えください。
（H28 申請時：345 千円→H29 提案時 392 千円）
○各方面から招待されるチームとなり、練習試合・交流大会に参加する機会が増えてきている
ためです。
○地域活動が様々な人たちから年々評価されるようになっています。
○児童たちにとって多くの交流試合ができ、スポーツを通して青少年の健全育成に役立ってい
ます。
（一昨年度から地域協議会から支援をいただき、遠征することが可能となりました）
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■事業番号： 春-15
■事 業 名： 御館リバーサイド環境美化事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 1 件
質問 1
花壇整備に係る管理指導料について、いつ・誰が・何をしてくれるのですか。具体的にお教え
ください。
回答１

①花苗植栽については、高齢者（70 才以上）が主体につき、園芸業者による専門的立場から植
栽方法等の管理の仕方について教示いただきます。
（1 回目）
②植栽後の管理については、当然当方で行いますが、花苗が枯れた（1 か月を目途に）場合は、
業者の責任に於いて無償提供して頂きます。
（2 回目）
③植栽当日は、業者が軽トラック 3 台分で搬入を行います。また、職人（親方を含め 3～4 人）
が来て手伝います。
（1 回目）
④含、諸経費

■事業番号： 春-16
■事 業 名： 上杉謙信公から学ぶこどもの健全育成事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 5 件
質問 1
試着体験、甲冑の保管・管理方法は、どのように計画していらっしゃいますか。
回答１

質問２

回答２

質問３
回答３

○保管場所については、主に春日謙信交流館にて、鍵付きのアクリルケースに入れて展示・保
管することで協議が進んでいます。あとは、春日小、高志小、春日保育園などを予定していま
す。あとは、ケースの大きさにより現場合わせて置く場所を決めていくことで協議が進んでい
ます。

一義会など、他の団体と連携することで、甲冑の有効活用を図ることはできますか。できる場
合、具体的な連携内容をお教えください。できない場合は、その理由をお聞かせください。
○一義会さんは別組織なので、詳しくわかりませんが、武帝式を行うことを目的とした事業で
採択されたのだと思います。また、甲冑は各自が管理していると思います。ですので、甲冑の
貸し出しや展示は、事業目的が違い目的外使用に当たるのではないかと考えますので、行って
いないと思います。なお、武帝式のイベント等で一義会さんと一緒に写真撮影を行うことはで
きました。
○おもてなし武将隊さんとは、イベント会場でもし試着ができればぜひ連携してやっていきた
いということで協議済みです。

甲冑の相見積を徴すことはできますか。できない場合は、その理由をお教えください。
○この会社は、謙信公祭での甲冑のレンタルや祭りの進行を行っているところですが、今回申
請した上杉軍の副将クラスの甲冑は、全て受注生産のオリジナル製品で、唯一無二です。です
から、他社から似たような見積をとっても仕様が異なり、比較ができませんでした。
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質問４

回答４

質問５

回答５

事業の最終形はどのように内容になりますか。また、それを達成させるための予算と、今後の
年次計画をお教えください。
○今回申請したのは武将 2 領、子供武者１領、足軽 2 領です。試着体験には最低限必要だと考
えます。
○甲冑は、月に 1 度くらいは春日謙信交流館なり小学校などで試着体験を定期的に行う予定で
す。
○最終目標は、謙信公祭に子供武者とか武将として自ら進んで参加できるような子どもを育成
することです。それを下級生が御家訓と共に一緒に引き継いで、地元の伝統行事にすることで
す。

謙信公の家訓について、子供たちが親しめるように、子ども向けに読みやすくするほか、どの
ような工夫をされていますか。
○御家訓の読み聞かせ動画を制作できることを協議済みです。そして、着付けの方法を含め、
御家訓の英語版は現在途中まで制作中で、YouTube などの動画サイトで発信することで海外の
謙信公ファンにも効果が期待できると思います。
○海外には深いファンが多いです、世界に発信できる良い機会だと思います。

■事業番号： 春-17
■事 業 名： 「コミュニティガーデン」整備活用事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)
■質 問 数： 5 件
質問 1
不耕作地について、地主より活動の趣旨を理解していただき、無償で借り受けることはできな
いませんか。できない場合は、その理由をお教えください。
回答１

質問２
回答２

質問３

回答３

○地主からは、活動の趣旨を理解いただき無償で良いという申し出を頂いておりましたが、そ
ういうわけにはいかないだろうと会が判断して予算計上させていただきました。よって、無償
で借り受ける、あるいは会の方で負担するなど所要の調整を図りながら、今回の申請から削除
したいと考えています。

参加賞について、どのような趣旨で計上しているのですか。具体的にお教えください。
○より多くの方々から参加いただき、参加賞として何かしら差し上げたいという思いで計上し
ました。Made in 上越、上越ならではの商品を配布したいと考えています。

草刈について、委託せずに、会の活動の一環として実施できないのですか。できない場合は、
その理由をお教えください。
○草刈り、草取りは会員で都度実施しています。ただ、面積が広いので中々人力でだけで賄い
きれないのが現状です。景観維持のためにも草刈機など機械による刈払いに頼らざるを得ない
のが実情です。よって、草刈機による必要最小限の刈払い費用を予算計上させていただきまし
た。
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質問４

回答４

質問５

回答５

講師の謝礼について、
（減額や団体内メンバーによる指導に代える等）工夫はできませんか。で
きない場合は、その理由をお教えください。
○多くの方々から参加いただき、子どもから大人まで丁寧に教えていただくため、2 名の認定
農業者から指導していただきます。この認定農業者は、会員の中にはおらず、外部の 2 名分を
予算計上しております。
○植え方体験会、収穫体験会については、2 名から 1 名に減員することが可能と考えるので、
必要に応じて修正していきます。

参加者負担金を徴したり、団体の自己資金による歳入を充当しない理由を具体的にお教えくだ
さい。
○当法人は、非営利型法人であるため、余剰金や財産がほとんどないため、主な活動財源は、
会費、補助金、寄付金収入であり、独自財源を見込んだ事業を計画しにくいのが実情です。
○当事業の主目的は、不耕作地をコミュニティガーデンとして整備・活用することで、地域の
シンボル、憩いの場、住民の交流の場とすることです。
○参加者は、暑い中の作業となることや食育や生涯学習教育の側面、自治性や地域交流の側面
を重視している事業であり、より多くの方々より参加していただきたいため、今回は参加者か
らの受益者負担を求めない提案とさせていただきました。

■事業番号： 春-18
■事 業 名： 春日野デュークス幼年野球活動事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 2 件
質問 1
参加者負担金を徴したり、団体の自己資金による歳入を充当しない理由を具体的にお教えくだ
さい。
回答１

質問２

回答２

○現在、部員から年額 15,000 円の部費を徴収しています。その部費で、リーグの登録料、各種
大会への参加費、体育協会年会費、保険への加入などに支出した上で、更に、試合球や練習球
などの消耗品を購入しています。
○子どもが少なくなってきている昨今、部員も少なくなっていますが、リーグ登録料や各種大
会参加費は毎年同額を負担しなければならず、また、個人でも部費以外に、ユニフォーム、ア
ンダーシャツ、ソックス、ストッキング、スパイク、グローブ、バットなどの野球用品が必要
になります。
○子どもを通わせたい親御さんの負担を考えると、部費の値上げは最終手段と考えています。
そこで、チームで使用する消耗品及びチーム全体で使用する備品、部員募集ポスターなどを助
成していたきたく申請いたしました。

野球用品について、個人が所有する備品とクラブが所有する備品の区別の指針をお教えくださ
い。
○次のとおり区別しています。
・個 人：個人で使用する物（グローブ、バットなど）
・クラブ：共通で使用する物（キャッチャー道具、ファーストミット、審判用具、チーム全員
で使用するバット、ヘルメット、ヘルメットスタンド、テント、ベンチ、バッティングネット、
救急箱など）
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■事業番号： 春-19
■事 業 名： 中門前２丁目自主防災サポーターズ 事業
■回答方法： 文書回答
■質 問 数： 1 件
質問 1
行政区では１つの町内会である、中門前１丁目災害活動支援隊より、昨年度も当事業による災
害用備品の購入があり、既に完備されていると思いますが、さらなる事業申請の必要性をお教
えください。
回答１

○中門前では１丁目、２丁目、３丁目とあり、すべての区内で第一次避難場所が違います。
○第一次避難場所を基点として活動すると１丁目と２丁目の避難場所の距離はおよそ 750ｍ離
れており、また坂道続きです。
○日頃からの町内活動も違っており、交流もほとんどない１丁目と災害時に連携して活動する
という事は容易ではありません。
○また、
「昨年、中門前１丁目災害活動支援隊の災害用備品の購入により既に完備されていると
思う」といった内容がありましたが、購入した数は少なく、完備という言葉には程遠い状況で
す。仮に１丁目だけで考えるのであれば足りるのかもしれませんが、１丁目が約 50 世帯に対
し、当２丁目は 250 世帯と１丁目に比べ５倍の世帯数を有しております。ですので、１丁目の
資材を２丁目と共同で使うというのは現実的ではないと思います。
○以上、距離・現状の活動の違い・数の問題からみて本事業の必要性と考えます。

■事業番号： 春-20
■事 業 名： にぎわいのあるまちづくり（春日地区の歴史文化に触れ合う）事業
■回答方法： ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(口頭)

文書回答

■質 問 数： 4 件
質問 1
集客のための手段として、パフォーマーを招へいする必要性を具体的にお教えください。また、
ほかの方法（地域の活動団体等からの出演など）工夫による経費削減はできますか。できない
場合は、その理由をお聞かせください。
回答１

質問２

回答２

①費用対効果に優れているからです。限られた予算の中で不特定多数の来場者に楽しんでもら
うには、その道で一流の芸を持った方を呼びイベントの目玉とすることで来場者の増加を図れ
るのではないかと当会で協議した結果パフォーマー(大道芸人)招へいに決定しました。過去 3
回同事業を開催しておりますが成果として毎年増客しているのは確かです。
②地域の活動団体様にもご出演頂いておりますが、幅広く来客層を捉えるために全国各地で活
動し固定ファンもついているパフォーマーの招へいも必要と考えました。
③経費削減については、昨年と違い経費を個別に支出することの無いよう一括委託とします。

3 月という雪が残る可能性が高い実施時期と、春日山城跡から離れた春日謙信交流館という開
催場所について改善できませんか。できない場合（しない場合）は、その理由をお教えくださ
い。
○実施時期について、過去トキめき鉄道様の周年事業に合わせ開催しているので春日商工振興
会のイベントとして定着するまでは変更しません。その後、ほかの地域団体の皆様の意見等を
いただき変更する可能性もあると思います。
○開催場所について、春日謙信交流館を使わせて頂くのは春日山駅の前にある施設だからです。
様々な交通手段で来場頂くには恵まれた立地にあります。特に鉄道を使ってお出で頂く地域外
のお客様には感謝申し上げます。当事業は春日山への誘客を目的とする為、シャトルバスを用
意し春日山との距離を縮めようと考えております。
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質問３

回答３

質問４

回答４

老若男女問わず、不特定多数の方々に来場していただくためのイベントとするために、どのよ
うなことに留意され、どのような広報活動をされる予定ですか。具体的にお教えください。
○当会員構成は多種多様な業者、幅広い年代層をもっているので得意分野を生かすイベントを
行うことで不特定の方々にご来場いただけるのではないかと考えます。提案しているイベント
内容に関連性がない様に思えますが商工会員という繋がりで成り立っております。
○広報活動は、昨年同様春日地域にはチラシを用意させて頂きます。他の地域にはＪＣＶ・Ｆ
Ｍ-Ｊ等のメディアやポスターを活用し事前告知を行う予定です。また、商工会員や出演パフォ
ーマー自身の Facebook（ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）や Twitter（ﾂｲｯﾀｰ）を活用し告知活動を行います。

この事業自体が春日山の観光や地域の活性化に寄与している根拠について、具体的にお教えく
ださい。
○シャトルバスをご利用頂いた皆様から感想をいただきました。春日地域内・外上越市内・外
の方一様に「春日山、謙信公の事を知りたい・もっと知りたい」という理由で参加されていま
した。1 時間という運行時間では「短すぎる」という声も頂きました。一人でも多くの方からご
利用いただけるよう構成・告知を検討してまいります。
○地域振興については、イベントを数回開催しただけで成果が見えるとは考えておりません。
継続開催することで春日地域の事業所から認知してもらい当会員内外問わず参加して頂けるよ
うな土壌を作ることが活性化につながると考えます。また、認知が進み補助金を活用ぜずに運
営できる事を目指しております。
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地域活動資金の配分枠：

参考資料

【春日区】地域活動支援事業

① 10,100,000円

記入例

（この表は“提案順”です。➡ 採点結果ではありません）

減額案検討シート（案）
順
位

事
業
番
号

事業費②
（円）

事業名

1

春-1

小学生の音楽による地域の絆づくり支援事業

2

春-2

3

助成額③
（円）

1,528,000

1,527,000

高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流
事業

300,000

300,000

春-3

春日野いきいきサロン事業

123,000

4

春-4

木田新田町内活性化事業

5

春-5

6

春-6

7

【参考】
配分残額
①-③

減額する内容

・330,480 楽器Ａ 2台（税込）
・348,840 楽器Ｂ 4台 (税込）
8,573,000
（合計 679,320）⇒端数切捨て

Ａ 班
減額(案)
④

助成額(案）
※千円以下端数切捨

②－④

679,000

848,000

8,273,000 ○○諸経費

34,000

266,000

122,000

8,151,000 ○○料

16,000

106,000

325,000

324,000

132,840 法被大人用30枚(税込）
7,827,000 49,896 ネーム入れ(税込）
(合計 182,736）⇒端数切捨て

182,000

142,000

春日山城跡松林の保全等支援事業

723,000

691,000

7,136,000 実績による残額40,000

中門前３丁目 助っ人隊 高齢者・障害者等の災
害支援活動事業

344,000

343,000

春-7

未来のバレーボール選手の育成及び青少年健全
育成事業

980,000

980,000

(合計 30,132）⇒端数切捨て
優先順位①(試合参加料等)②(ユニフォームを
5,813,000 除く全て
(合計277,504⇒端数切捨）
○プレゼンテーションや、

8

春-8

春日区の交通安全のための交通安全推進活動並
びに交差点関連路面標示修繕事業

584,000

583,000

5,230,000 自己負担で50,000

9

春-9

安全に安心して暮らせるまちづくり事業（防犯パト
ロール実施事業）

1,253,000

1,250,000

538,000

537,000

以下同様に、委員個人で削減額を記入し、
40,000
651,000
減額の合計が3,731千円（配分額に対する超過額）に
9,720 交通誘導棒(税込）
なるように調整する。
メガホン(税込）
6,793,000 20,412
30,000
313,000

提案書中の「イ 支出の部」における“優先順位”などを
50,000
533,000
参考にする。
優先順位①(のぼり旗)②(帽子）を除く全て
3,980,000 (合計 241,488⇒端数切捨て）
241,000
1,009,000
○減額内容は税込額にする
35,000
印刷コピー代
3,443,000 34,000 インク代
95,000
442,000

10

春-10 高齢者の生きがいづくりと地域交流事業

11

春-11 大学前仲間づくりと生きがいづくり交流サロン事業

252,000

236,000

26,000 写真代 (合計95,000）
優先順位①(チェア）②(収納台車）を除く全
3,207,000 て(合計75,550⇒端数切捨て）

12

春-12 事業

「プレハブトイレへの壁画制作」春日山駅前の美化

416,000

415,000

2,792,000 7,500 飲料代 （合計82,500端数切捨）

13

春-13 業

春日山城跡監物掘（総構部分）遊歩道整備等の事

1,766,000

1,728,000

14

春-14 春日山モルツミニバスケットボールクラブ事業

525,000

524,000

15

春-15 御館リバーサイド環境美化事業

165,000

164,000

16

春-16 上杉謙信公から学ぶこどもの健全育成事業

1,746,000

1,745,000

17

春-17 「コミュニティガーデン」整備活用事業

568,000

567,000

18

春-18 春日野デュークス幼年野球活動事業

285,000

284,000

346,302 女武者
57,100 植え方体験会報償費等
▲ 1,936,000 24,000 花と野菜の栽培報償費
(合計81,100⇒端数切捨て）
優先順位①～⑪を除く
▲ 2,220,000 (合計37,680 ⇒端数切捨て）

19

春-19 中門前2丁目自主防災サポーターズ事業

529,000

528,000

▲ 2,748,000 (合計207,003⇒端数切捨て）

20

春-20 触れあう)事業

1,119,000

983,000

14,069,000

13,831,000

にぎわいのあるまちづくり（春日地区の歴史文化に

合計

6/12まで
採点票の提出

6/16まで

作
業
の
流
れ

「採点結果一覧表」の送付
【宿題】
「減額案検討シート」の作成（個々のレベル）

6/21 第5回協議会
「『減額案検討シート』（個々のレベル）」を持ち寄り
３グループに分かれて、検討＋まとめ
↓
全体会（発表＋採択）
≪資料は、３グループのシートのコピー≫

703,000

277,000

75,000

講師謝金

161,000

75,000

333,000
21日の採択日は、委員の皆さんから削減額を調整してい
1,064,000 自己税源で95,000
95,000
1,633,000
ただくが、最終的な端数処理と検算については、正副会
長と事務局で確認する。
540,000 体育館使用料
132,000
392,000
用水路の土砂あげ作業

376,000 （41,445⇒端数切捨て）
516,402

足軽2領

▲ 1,369,000 210,600 展示アクリルケース

投光器・担架・防災用品

▲ 3,731,000

優先順位①～③を除く
(合計 264,700⇒端数切捨て）

82,000

41,000

123,000

1,073,000

672,000

81,000

486,000

37,000

247,000

207,000

321,000

264,000

719,000

3,731,000

①

10,100,000

