
平成２９年度 第３回高士区地域協議会 

次 第 

 

日時：平成２９年６月５日（月）午後６時３０分～ 

会場：高士地区公民館 ２階 中会議室 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

 

 

３ 議 題 

  地域活動支援事業について（採択事業及び補助額の決定） 

 

 

 

 

 

 

４ その他（次回の開催日程について） 

 

 

 

 

 

 

５ 閉 会 



当区の地域活動資金の配分枠： 4,900千円

評価結果

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：12人 ○：12人 平均点 9.2 4.1 4.3 8.3 3.7 29.6

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 4,671,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 9.3 4.1 3.6 8.3 3.9 29.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,333,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 9.0 3.8 4.5 7.8 3.3 28.4

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (4) 908,000
（最低点） (8) (3) (3) (2) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 8.4 3.9 4.1 6.7 3.7 26.8

×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 672,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 8.7 3.7 4.3 6.2 3.4 26.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (8) (4) 577,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 8.3 3.6 3.8 6.5 3.5 25.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (4) -110,000
（最低点） (6) (2) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 7.0 3.3 4.2 6.0 3.3 23.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (8) (5) -191,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 6.5 3.3 4.3 5.2 2.9 22.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (6) (4) -290,000
（最低点） (2) (2) (2) (2) (2)

○：10人 ○：10人 平均点 6.6 3.2 4.0 5.0 3.2 22.0

×：2人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (5) -388,000
（最低点） (2) (1) (2) (2) (1)

○：12人 ○：12人 平均点 7.3 2.9 3.7 4.8 2.8 21.5

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (6) (3) -588,000
（最低点） (4) (1) (2) (1) (2)

○：9人 ○：9人 平均点 6.4 2.8 3.6 5.3 3.3 21.4

×：3人 ×：0人 （最高点） (8) (4) (5) (8) (5) -882,000
（最低点） (2) (1) (2) (2) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 6.7 3.2 4.1 4.3 2.9 21.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (8) (4) (5) (8) (5) -954,000
（最低点） (4) (2) (3) (2) (1)

○：12人 ○：11人 平均点 5.8 2.9 3.8 4.7 2.8 20.0

×：0人 ×：1人 （最高点） (8) (4) (5) (6) (3) -1,047,000
（最低点） (4) (2) (3) (2) (2)

○：7人 ○：5人 平均点 4.9 1.9 3.3 3.4 2.7 16.2

×：5人 ×：2人 （最高点） (8) (3) (5) (6) (5) -1,116,000
（最低点） (2) (1) (2) (2) (1)

合計 6,016,000

7 士-5
つないでひろげたい岩の原
小唄・八社五社事業

高士地区婦人会

99,340 99,0008 士-7
『地元野菜の魅力発見』旬
の野菜クッキング事業

旬の野菜クッキン
グ

5 士-9
高齢者の見守り安否の確
認・座談会・会食会事業

ひとふさの会

687,588 687,0006 士-2
高士地区の安全安心対策
事業

高士地区防災防
犯協会

高士歴史研究会

総合型地域ス
ポーツクラブ高士
地区体育協会

高士地区婦人会

296,698

229,392 229,000

240,000

294,900

96,400

95,000

81,000 81,000

155,000

優先採択
方針

98,000
雄志中学校野球
部保護者会

200,000

294,000

72,000

士-4

配分額残額共通審査基準

士-13
平成29年度　高士地区高
士小学校体育大会事業

総合型地域ス
ポーツクラブ高士
地区体育協会

ふるさと高士まつり事業
高士地区振興協
議会 425,000 425,000

3,338,000 3,338,000

単位：円

順位

事
業
番
号

採択額事業名 事業費 申請額提案団体名
基本審査

708,785 236,000

1

4 士-11
「地域に元気を！」雄志太
鼓活動支援事業

雄志中学校区青
少年育成会議

2 士-6

「雪まつり（キャンドルイベ
ント）」開催による地域交
流・地域活性化事業

高士地区雪まつり
実行委員会

3

10

11

12

士-1

士-14

9 士-10
雄志中学校グラウンド整備
事業

13 士-8 「男の料理教室」開催事業

士-3

高士地域の歴史調査・集
積事業

ニュースポーツ（スマイル
ゲートボーリング）普及事
業

高士地区お買い物ツアー
事業

高新会 93,340 93,000

1 士-12
雄志中学校区をセパタク
ローで活性化させる事業

上越セパタクロー
クラブ 283,140 69,000

評価が低い事業

【高士区】平成29年度 地域活動支援事業 採点結果一覧 資料№１



順位
事業
番号

基本審査不適合の理由 特記事項

1 士-13

2 士-6

①提案団体は地区内の既存団体と連携をとり、地区全体
で取り組む必要がある。
②善兵衛生誕150周年は後にも先にも今年しかないの
で、規模に見合った高士区のＰＲをしてほしい。
③事業費が高額のため、善兵衛生誕150周年のイベント
は、地区全体で考え、振興協議会と協議をしてみては。
④事業内容の見直しが必要と考える。
別紙「その他特記事項 」のとおり

3 士-4
①支援事業の助成がない場合にも自力で謝礼や設備
費、印刷消耗品等の経費をこの金額でねん出するのかお
聞きしたい。

4 士-11
①昨年度の所見にある「明確な表示等」がされてなく、支
援事業から補助金をいただいているという意識に欠ける
ため。

5 士-9

6 士-2 ①防災テントは既存のテントを活用すればよい。

7 士-5

8 士-7

①地域の子供たちへの活動は良いと思うが、高士の中で
も15名のみが参加する料理教室に公益性や必要性を見
いだせない。
②会費が材料費（800円）のみであるが、講師料（1回
6,000円）、会場費（1回640円）を足しても、1人あたりの会
費が1,300円となる。市内で開催されている料理教室は
1,500円～3,000円の会費が一般的であることから、会費
の自己負担額の増加を検討できないか。

9 士-10
①野球部のベンチ購入であり、事業としての活動は考え
にくい。また、今後の発展性もある事業とはいいがたい。
②設置場所が雄志中学校のみである。

①今回、支援事業の目的と適合としたが、学校教育の範
囲と思う。

10 士-1
①新たな発見等が有れば、回覧でも回してほしい。活動
が見えない。

11 士-14

①以前、ゲートボールが盛んだった様に、地域の方が手
軽に、健康であるためにゲートボールを発展してほしい。
②このスポーツが流行るかどうか関係団体から借用し、
様子を見るべき。（市内設置箇所：3か所）

①すでに数種類のニュースポーツが普及しており、新たな
ものを普及する必要性に疑問を覚える。

12 士-3
①印刷代に関して、カラーならばネット印刷で、白黒コピー
も市民プラザ等を利用することで経費の削減が図れるた
め検討してほしい。

13 士-8

①中、高年齢の未婚男性を取り込むことを要望する。
②参加人数が少ないため、メンバーが固定化されている
と感じる。
③士-7と同様に会費の自己負担額の増加を図ることはで
きないか。

14 士-12

①提案団体が当地区外であり、現在における当地区の団
体構成員が不明なため。
②近くで大会もなく、道具も売っていないスポーツが広く普
及するとは、考えにくい。
③セパタクローは難しいスポーツで、地域の課題解決・活
力向上にはならない。

①体育協会、サッカー協会を通じ、活性化させる方法もあ
るのでは。

◆　【高士区】　地域活動支援事業　提案事業に関する意見一覧　◆

　※採点票にご記入いただいた意見等を事務局で整理し、一覧表にしました。
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平成２９年度 高士区 地域活動支援事業の審査方法について 

 

○ 事業採択までの流れ 

①提案の取りまとめ ⇒ ②各委員へ事業提案書等を送付 ⇒ ③各委員が事業内容を確認 ⇒ 

④ヒアリングで疑問点等を解消（必要に応じて現場でのヒアリングを実施） ⇒ ⑤各委員が審査

（基本審査・採択方針適合性の判定、共通審査基準に基づく採点）し、結果を市へ広告 ⇒ ⑥結

果集計 ⇒ ⑦採択事業の決定（協議会開催） 

※網掛け部分は終了した作業 

 

○ 審査方法 

項目 内容 ２９年度の方針 

基本審査判定 

（○または×） 

地域活動支援事業の目的に適合しな

い事業とする基準 

（＝不採択の基準） 

３/４以上（９人）の委員が本事業の趣

旨に適合しないと判断する事業は不採

択とする。 

※委員が適合しないと評価した場合、

当該委員による「採択方針の適合性判

定」・「共通審査基準に基づく採点」は

不要。 

 

採択方針の適合性判定 

（○または×） 評価の低い事業とする基準 

※補助金を交付するため、一定の基準

を設ける 

 委員の３/４以上（９人）が採択方針に

適合しないと判断する事業。 

共通審査基準に基づく

採点 

（５点～１点） 

共通審査基準５項目のうち、１つで

も平均点が２点未満の事業。 

採択事業の決定等 

順位付けの方法 

「採択方針に適合すると判断され

た事業を共通審査基準の得点が高

い順」により行う。 

 また、継続事業と新たに行う事業が

同じ順位となった場合は、新たに行う

事業を優先して上位とする。 

評価の低い事業の取扱い 

 事務局で順位付けを行わず、協議会

で採否を協議する。ただし、第１次順

位の下位に順位付け。 

その他 

委員が事業提案者の場合の 

当該事業の審査 

 委員が事業提案者となる場合も同様

に審査することとする。 

審査・採択における委員の発言 
委員が提案者である場合は、地域協議

会の場での発言は控える。 
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士-6 「雪まつり（キャンドルイベント）」の開催による地域交流・地域活性化事業について
１.目的 

  前回のヒアリングでは、提案者の「雪まつり」に対する思いを聞き取り、それを受け、委員の皆さんに 

採点をお願いしました。 

 採点の結果、順位は全体で２位となったものの、多くの委員から計画や経費の見直しの必要があると 

意見として記載されていたため、提案事業について、意見交換を行うものです。 

 

２.検討方法 

 採点票に記載されていた意見及びヒアリングで出た意見を基に、当事業を実施するうえで、解決する必要が 

ある課題について、下記のとおりまとめました。（類似した意見については、整理して記載しています。） 

 当課題に対し、高士区全体の事業と考えた場合に、地域協議会としての解決できる課題と解決策について 

意見交換をしてください。 

 

１.実行委員の体制について 

（課題） 

 ・現在の委員数が 8人であり、イベント前はボランティアを募集し、準備をしているが、委員 

一人あたりの負担が大きく、イベント当日も指揮がとれていない状況にある。 

 

（解決策） 

  

 

  

 

２.提案内容について 

（課題） 

 ・事業規模が大きくなっているが、それを受け入れるだけのキャパシティがあるのか。 

 ・ふるまいがあるが、昨年度のものをみると豪華であり、ふるまい目当てで来る参加者が増え、 

  事業を実施する真の目的がかすんでいるのでは。 

（解決策） 

 

 

 

 

３.地域活動支援事業の補助額について 

（課題） 

 ・8人の実行委員で運営しており、人手が足りていないため、ブース設営等は委託で行っている。 

 ・事業費のほぼ全額を地域活動支援事業で賄っており、実行委員会としての収入がほとんどない 

状況である。 

（解決策） 

 

 

 

 

 

【歳出項目一覧】                                    （単位：円） 

項目 事業費 説明 
正副会長

（案） 

意見交換後の 

事業費 

 

①雪行燈、キャンドルロード等の製作費 

雪行燈作成 611,940 
キャンドル・カップ 

その他バケツ、スプレー等  
565,740 

 

竹タワー・ドーム作成 100,000 ドームテント、作業用消耗品 100,000  

防寒用具 421,880 実行委員ベンチコート等 0  

小計 1,133,820 小計 665,740  

 

②「おもてなし」等イベントに必要な経費 

食材費 150,000 ＰＲ用ワイン等 150,000  

ふるまい調理等謝金 80,000  0  

子供イベント用謝金 10,000  10,000  

花火打ち上げ経費 500,000 花火打ち上げ一式 328,640  

旗製作費 32,400 ふるまいＰＲ用のぼり旗 32,400  

蔵コンサート謝金 50,000 150周年記念イベント 50,000  

消耗品費 40,000  40,000  

小計 862,400 小計 611,040  

 ③ＰＲ用経費 

チラシ作成費等 185,800 
配布用チラシＡ3、Ａ4 

新聞折込用 ＠6,000枚 
185,800 

 

ＰＲ用旅費 56,880 
ネスパスでのイベントＰＲ 

18,960円×3人 
56,880 

 

小計 242,680 小計 242,680  

 ④イベント運営費 

機材リース料 527,040 ふるまいスペース組立等 527,040  

バスリース料 238,200 シャトルバス、ジャンボタクシー 238,200  

アンプ購入費 228,960 リース対応可 0  

人件費 72,000 交通誘導警備、除雪作業費 72,000  

事務費 32,900 コピー代、ごみ収集処理代等 32,900  

小計 1,099,100 小計 870,140  

      

 合計（Ａ） 3,338,000 合計（Ｂ） 2,389,600  

申請額との差額（Ａ-Ｂ） 948,400  
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平成２９年度【高士区】 

地域活動支援事業 採択事業と採択額決定までの流れ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 事業番号 採  否 附帯意見 

１ 士－１３ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

２ 士－６ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

３ 士－４ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

４ 士－１１ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

５ 士－９ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

６ 士－２ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

７ 士－５ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

８ 士－７ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

９ 士－１０ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

１０ 士－１ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

１１ 士－１４ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

１２ 士－３ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

１３ 士－８ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

１ 士－１２ 採択  or  不採択 あり  or  なし 

● 第１位（平成２９年度高士地区・高士小学校体育大会事業）から評価の低い事業（雄

志中学校区をセパタクローで活性化させる事業）を上位の事業から順番に、採択する

か否かを協議する。 

 

【注意事項】 

①委員の採点結果を尊重し、上位の事業が不採択で、下位の事象が採択となることは

極力避ける。 

②採択額の決定は、次の段階で行うこととして、ここでは「採択 or 不採択」の協議

をする。 
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順位 事業番号 採 択 額 減額する金額 

１ 士－１３ 満額採択  or  減額採択  

２ 士－６ 満額採択  or  減額採択  

３ 士－４ 満額採択  or  減額採択  

４ 士－１１ 満額採択  or  減額採択  

５ 士－９ 満額採択  or  減額採択  

６ 士－２ 満額採択  or  減額採択  

７ 士－５ 満額採択  or  減額採択  

８ 士－７ 満額採択  or  減額採択  

９ 士－１０ 満額採択  or  減額採択  

１０ 士－１ 満額採択  or  減額採択  

１１ 士－１４ 満額採択  or  減額採択  

１２ 士－３ 満額採択  or  減額採択  

１３ 士－８ 満額採択  or  減額採択  

１ 士－１２ 満額採択  or  減額採択  

 

● 採択することを決定した事業を上位の事業から順番に、補助金の交付額を協議する。 

 

【注意事項】 

①補助希望額を減額する場合は、減額したことによって、事業の実施が困難となるよ

うな減額の仕方は避ける。 

 


