
平成３０年度 第２回清里区地域協議会次第 

 

日 時：平成３０年５月１８日(金) 

                          午後１時１５分から 

場 所：清里区総合事務所３階 

第３会議室 

 

１ 開  会  

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 報 告 

  ○ 総務･地域振興グループ報告事項 

   ・融雪災害の発生状況について 

     ・新潟県知事選挙・県議会議員補欠選挙について 

  

５ 協 議 

(1) 平成３０年度地域活動支援事業の審査について 

   ・提案事業について                 資料１-１、１-２ 

   ・プレゼンテーションの日程について         資料２ 

   ・清里区の採択方針及び審査について         資料３-１、３-２ 

 

(2) 地域活動支援事業プレゼンテーション 

 

 

６ その他 

(1) 平成３０年度第３回清里区地域協議会の開催について 

    ・日 時：平成３０年５月２５日（金）午後３時から 

    ・会 場：清里区総合事務所 第３会議室 

 

 (2) ４区（牧区、中郷区、板倉区、清里区）地域協議会委員合同研修会 

の開催について 

    ・日 時：平成３０年７月１１日（水）午後４時から 

    ・会 場：板倉コミュニティプラザ ３階市民ホール 

 

 

７ 閉 会 



(単位：円)

事業費

a

補助金
希望額

b

補助率

b/a

1
カルタ加美芝居＆坊
太郎絵本事業

星ふる清里会 464,300 460,000 99.1%
・清里カルタの紙芝居化
・H29に作成した坊太郎加美芝居を絵本化し学校等に配布
・高齢者施設、サロン等への訪問活動

2
上越市清里区老人ク
ラブ連合会創立50周
年記念事業

清里区老人クラ
ブ連合会

1,040,720 1,000,000 96.1%
・老連創立50周年記念大会の開催（11月9日）
・「創立50周年記念誌」を編纂・会員への配布

3
大欅ポケットパーク利
用促進事業

岡野町自治会 810,000 810,000 100.0%
・ポケットパーク隣接地を見学者用の駐車場に整備
・歴史の案内看板等の設置

4
 清里区坊ヶ池交流施
設活用事業

 きよさと観光交
流協会

820,274 800,000 97.5%

・地域資源を活用した交流イベントの開催
・市民の健康・生きがい交流会の開催
・市民の地域づくり研究・交流会の開催
・施設案内標識（のぼり）の設置

5
故郷賛歌「坊が池」の
普及活動事業

生の演奏を楽し
む会・in清里

340,436 335,000 98.4%
・「坊が池」のCD化
・学校・福祉施設等への配布
・公演にて生演奏、CDのPR

6
すこやかなまちづくり
交流事業

特定非営利活
動法人　清里ま
ちづくり振興会

554,080 550,000 99.3%

・毎月１回程度の地域サロン、年3回の交流会、年1回の講演
会を開催
・座椅子15脚、ラジカセ2台、DVDプレイヤー1台を購入し、一
部町内会サロンへ貸与

7
上越・清里の会30周
年記念誌発刊事業

上越・清里の会 400,000 300,000 75.0%
・会員から募集した清里区にまつわる原稿等を編集・編纂
・町内会をはじめ区内に無償配布

8
黒保遺跡活用促進事
業

馬屋自治会 616,440 610,000 99.0%
・遺跡周辺の整備（案内看板の設置、外周整備、ベンチ設置
等）
・歴史講演会の開催

9
 ありがとう25周年ス
ターフェスティバル事
業

天文指導協力
員会

538,096 496,000 92.2%
・25周年記念スターフェスティバルの開催（8/13-8/15）
・櫛池隕石マスコットキャラクター“くしりん”によるおもてなし、
来館者への25周年缶バッジの配布

5,584,346 5,361,000 96.0%

補助金
配当額

5,300,000

補助金
残額

-61,000 101.2% 執行率

平成30年度上越市地域活動支援事業(提案事業)集計表

No 事業名 提案団体

合　　　　　　計

概要

提案事業

資料 １－１



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 

- 1 - 

事業番号 １ 事業名 カルタ加美芝居＆坊太郎絵本事業 

提案者名 星ふる清里会 会長 田村 勝栄 

事業費及び補助金希望額 ４６５千円（うち、補助金希望額４６０千円） 

事業の目的（概略） 
清里カルタを紙芝居化して公演し、また坊太郎加美芝居を絵本化し学校等に配布することで、子どもからお

年寄りまで楽しみながら清里区の歴史や文化に触れる機会を創出し、地域文化の伝承を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

・清里区の住民及び近郊住民、清里区への訪問者など 

(2)事業の実施方法 

・紙芝居の活動として耐久性のある材質で紙芝居用具を作成。区に既存するカルタを紙芝居にリメイクし、

併せて昨年度作成した坊太郎加美芝居を絵本化する。 

・高齢者施設やいきいきサロンへ訪問して、紙芝居を上演する。（高齢者の生きがいと楽しみのお手伝い） 

・絵本は学校、保育園、各集落に配布する。（低学年、幼児への郷土の伝説の伝承） 

事業の実施期間 平成 30年 4月～平成 31年 3月 

事業で期待する効果 
昔から親しみのある紙芝居を公演する事によって、子どもからお年寄りまで楽しみながら清里区の歴史や文

化に触れることができ、清里区の地域文化の伝承が期待できる。 

事業番号 ２ 事業名 上越市清里区老人クラブ連合会創立 50周年記念事業 

提案者名 清里区老人クラブ連合会 会長 丸山 芳夫 

事業費及び補助金希望額 １，０４０千円（うち、補助金希望額１，０００千円） 

事業の目的（概略） 
老連 50 周年を記念し、11 月 9 日に記念大会を開催する。また、「創立 50 周年記念誌」を編纂し、会員に配

布することで、会員の友愛と親睦を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区のおおむね 65歳以上の高齢者、老連関係機関の来賓、事務局・スタッフ 

（2）事業の実施方法 

 ・老連 50周年記念事業実行委員会を結成し、企画立案、実施計画を作成。 

・記念誌の編纂、記念式典、記念講演、祝賀会の実施。 

事業の実施期間 平成 30年 5月～平成 30年 12月 

事業で期待する効果 少子高齢社会において、高齢者の経験と知恵を生かして清里区の活性化と生きがいづくりの一助とする。 

資料１－２ 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ３ 事業名 大欅ポケットパーク利用促進事業 

提案者名 岡野町自治会 会長 中村 俊治 

事業費及び補助金希望額 ８１０千円（うち補助金希望額８１０千円） 

事業の目的（概略） 
平成 26 年度に地域活動支援事業を活用して整備したポケットパーク周辺には十分な駐車場がなく、見学者

に不便をかけていることから、隣地を利用して駐車場を整備し利便性と安全性の向上を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区の住民及び上越市民 

（2）事業の実施方法 

 ・隣接地を町内会名義で取得。舗装し、駐車場として整備 

 ・歴史の案内看板等を設置 

事業の実施期間 平成 30年 8月～平成 30年 11月 

事業で期待する効果 
ポケットパークに訪れた見学者が車両を安全に駐車することができ、また景観の向上にもなり、見学者の利

便性・安全性を高めることができる。 

事業番号 ４ 事業名 清里坊ヶ池交流施設活用事業 

提案者名 きよさと観光交流協会 会長 上原 興太郎 

事業費及び補助金希望額 ８２０千円（うち補助金希望額８００千円） 

事業の目的（概略） 
坊ヶ池周辺施設「ビュー京ヶ岳」を活用した住民交流活動と地域間交流活動により、市民福祉の向上と清里

区の地域活性化を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区の住民及び上越市民 

(2)事業の実施方法 

 ・交流イベント事業（春の山菜フェスタ、山城・史跡探訪ツアー、清里スターフェスティバル、山城・棚

田散策ツアー、ブナの森ハイキング、清里そばまつり）、市民の健康・生きがい交流会（10回）、市民の

地域づくり研修・交流会（5回）、坊ヶ池交流館「ビュー京ヶ岳」案内のぼり標識の作成 20本 

事業の実施期間 平成 30年 4月～平成 30年 12月 

事業で期待する効果 
坊ヶ池交流施設利用促進による交流人口の拡大、農業特産品の販売促進、地域雇用と所得向上と生きがい活

動推進で清里区の住民福祉の向上と地域活性化が期待できる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ５ 事業名 故郷賛歌「坊が池」の普及活動事業 

提案者名 生の演奏を楽しむ会・in清里 代表 堀川 敏子 

事業費及び補助金希望額 ３４１千円（うち補助金希望額３３５千円） 

事業の目的（概略） 
坊ヶ池にまつわる楽曲「坊が池」の音源を CD化し、学校や福祉施設などで子供たちや高齢者などに聴いたり

歌ったりしてもらうことで、郷土愛を育む契機を創出する。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区の住民及び上越市民 

（2）事業の実施方法 

 ・「坊が池」の CD化 

 ・学校や福祉施設等に趣旨説明、CDの無償配布 

 ・会の第 26回公演（10/14）にて演奏、CDの PR 

事業の実施期間 平成 30年 4月～平成 31年 3月 

事業で期待する効果 
学校や地域行事の際に紹介することで子供たちが郷土愛を育む契機となる。また、福祉施設等で活用するこ

とで、高齢者が坊ヶ池を思い出すなど脳の活性化にも期待できる。 

事業番号 ６ 事業名 すこやかなまちづくり交流事業 

提案者名 特定非営利活動法人 清里まちづくり振興会 会長 笹川 栄一 

事業費及び補助金希望額 ５５５千円（うち補助金希望額５５０千円） 

事業の目的（概略） 
高齢化率が年々上昇する清里区において、清里区の観光スポットとして親しまれている「ビュー京ヶ岳」を

活用し、高齢者の介護予防や認知予防の取組と高齢者間の交流を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区内の概ね 65歳以上の高齢者、清里区及び近隣地域の上越市民 

(2)事業の実施方法 

 ・12町内会サロンへの支援として座椅子 15脚、ラジカセ 2台、DVDプレイヤー1台を購入し（一部町内会

サロンへ貸与）、毎月１回程度の地域サロン、年 3回の交流会、年 1回の講演会を開催 

事業の実施期間 平成 30年 4月～平成 31年 3月 

事業で期待する効果 高齢者の自立支援と町内会の枠を超えた交流促進による介護、認知予防に効果が期待できる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ７ 事業名 上越・清里の会 30周年記念誌発刊事業 

提案者名 上越・清里の会 代表 沢田 克郎 

事業費及び補助金希望額 ４００千円 （うち、補助金希望額３００千円） 

事業の目的（概略） 
創立 30周年を迎える上越・清里会の記念誌を発行し、町内会をはじめ区内に無償配布することで、多くの方

に地域の歴史や人々の思いを感じてもらい、地域への愛着の醸成や文化の振興を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区の住民及び清里区出身者 

(2)事業の実施方法 

 ・会員に清里区にまつわる原稿を募集 

 ・会の歴史や投稿原稿を編集・編纂 

 ・町内会をはじめ区内に無償配布 

事業の実施期間 平成 30年 4月～平成 30年 6月 

事業で期待する効果 
・清里区が巡ってきた歴史と清里区に縁のある人々の清里区に馳せる思いを文字として残すことができる。 

・区の住民などに配布することで、地域への愛着を醸成するとともに会の活動を認知してもらう機会となる。 

事業番号 ８ 事業名 黒保遺跡活用促進事業 

提案者名 馬屋自治会 代表 清水 賢一 

事業費及び補助金希望額 ６１７千円（うち６１０千円） 

事業の目的（概略） 
授業で訪れる小学生や歴史愛好者などが安全に滞在できるよう遺跡周辺を整備することで、遺跡周辺の環境

を保全し、地域の歴史と文化を守る意識の醸成と地域の活性化を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区の住民及び上越市民、歴史愛好者、研究者など 

（2）事業の実施方法 

 ・文化財標柱を中心に、遺跡広場として整備する（案内看板の設置、休憩広場の整備）。 

 ・歴史講演会の開催 

事業の実施期間 平成 30年 6月～平成 30年 10月 

事業で期待する効果 
遺跡周辺を整備することで、地域の歴史・文化を守る意識を醸成し、遺跡周辺の環境保全を地域全体で推進

し、地域活性化につなげる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ９ 事業名 ありがとう 25周年スターフェスティバル事業 

提案者名 天文指導協力員会 会長 稲葉 浩一 

事業費及び補助金希望額 ５３９千円 （うち、補助金希望額４９６千円） 

事業の目的（概略） 
開館 25 周年を記念したスターフェスティバルを開催することで、上越清里星のふるさと館の魅力を発信す

るとともに環境保全意識の高揚を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区（清里区市民） 

(2)事業の実施方法 

 ・8月 13日から 15日の 3日間「25周年記念スターフェスティバル」を開催、参加費無料で天文工作、星

空コンサート、夏の星座とペルセウス座流星群の観望会を実施する。 

 ・櫛池隕石マスコットキャラクター“くしりん”によるおもてなし、来館者への 25周年缶バッジの配布 

事業の実施期間 平成 30年 5月～平成 30年 11月 

事業で期待する効果 

・清里区の自然の豊かさと宇宙への関心を高め、環境保護意識の高揚を図ることがでるとともに、親子での

天体観測や工作、プラネタリウム鑑賞により青少年の健全育成に寄与することが期待できる。 

・星のふるさと館の魅力を広く発信し、来館者の増加と地域活性化が図られることが期待できる。 

 

 



事業
番号

事業名 提案団体
発表予定時刻
（１０分）

質問時間
（８分）

審査時間
（２分）

1 カルタ加美芝居＆坊太郎絵本事業 星ふる清里会
１３：４０

～
１３：５０

１３：５０
～

１３：５８

１３：５８
～

１４：００

2
上越市清里区老人クラブ連合会創立50
周年記念事業

清里区老人クラブ連合会
１４：００

～
１４：１０

１４：１０
～

１４：１８

１４：１８
～

１４：２０

3 大欅ポケットパーク利用促進事業 岡野町自治会
１４：２０

～
１４：３０

１４：３０
～

１４：３８

１４：３８
～

１４：４０

4  清里区坊ヶ池交流施設活用事業  きよさと観光交流協会
１４：４０

～
１４：５０

１４：５０
～

１４：５８

１４：５８
～

１５：００

5 故郷賛歌「坊が池」の普及活動事業 生の演奏を楽しむ会・in清里
１５：１０

～
１５：２０

１５：２０
～

１５：２８

１５：２８
～

１５：３０

6 すこやかなまちづくり交流事業
特定非営利活動法人
　清里まちづくり振興会

１５：３０
～

１５：４０

１５：４０
～

１５：４８

１５：４８
～

１５：５０

7 上越・清里の会30周年記念誌発刊事業 上越・清里の会
１５：５０

～
１６：００

１６：００
～

１６：０８

１６：０８
～

１６：１０

8 黒保遺跡活用促進備事業 馬屋自治会
１６：１０

～
１６：２０

１６：２０
～

１６：２８

１６：２８
～

１６：３０

9
 ありがとう25周年スターフェスティバル
事業

天文指導協力員会
１６：３０

～
１６：４０

１６：４０
～

１６：４８

１６：４８
～

１６：５０

５月１８日(金)

平成３０年度上越市地域活動支援事業プレゼンテーション日程表
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平成３０年度清里区の採択方針 

清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組む活動を支援します。 

「私たちの地域を、もっと住みやすくする」ために、地域住民等が自主的・主体的に取り組

む、新規性・発展性のある事業を優先して採択します。 

 

１ 地域活動支援事業の目的 

   身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民の自発的・主体的な地域活

動を推進する。 

 

２ 優先して採択する事業 

⑴  地域の健康福祉・青少年の健全育成を図る事業 

⑵  地域の歴史文化・スポーツ活動を図る事業    

⑶  地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 

 ⑷  地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業       

 ⑸  地域の安全・安心を図る事業 

３ その他の事業 

  優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の活性化につながる

事業 

【運用規程】 

１ 補助率・補助限度額等 

⑴ 補助率は、補助対象経費の 100％以内とし、審査の結果、申請金額の減額や補助率を引

き下げる場合がある。 

   なお、備品購入を行う場合は、レンタル等で導入費用を節減できない理由や、後年度の

活用予定、管理体制を明確にした任意の書類を申請時に添付する。  

 

⑵  補助金額は 1件 5万円以上とする。 

ただし、千円未満を切り捨てた額とする。 

 

２ 事前相談（予定） 

 平成 30年 3月 1日（木）から 3月 31日（土） 

※相談日時の事前連絡 

 

３ 募集期間（予定） 

   平成 30年 4月 1日（日）から 4月 27日（金） 

   ※提案書提出日時の事前連絡 

 

４ 審査方法及び採択基準         

⑴  書類審査のほか、プレゼンテーションを原則として行う。 

⑵ 基本審査、採択方針の審査は、地域活動支援事業の目的、清里区の採択方針それぞれに

ついて、審査する委員の過半数が「不適合」とした場合は不採択とする。 

⑶  共通審査基準は、各項目それぞれ 5点満点とし、傾斜配点はしない。 

  ⑷  共通審査基準の審査する委員全員の合計点の平均点が 15点未満の場合は不採択とする。 

 ⑸ 事業は、優先して採択する事業のうち共通審査基準の評点の高いものから順に採択する。 
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清里区に係る平成３０年度の地域活動支援事業に係る採点票（記載例） 

 
１．採点対象 

事 業 名 ○○活性化事業 

提案者名 きよさと○○会 代表 ○○○○ 

 
２．採点内容 
⑴ 基本審査 

地域活動支援事業の目的 左 記 目 的 との 適 合 性 

・身近な地域における課題解決や地域の活力を向上するため、住民

の自発的・主体的な地域活動を推進する。 
☑ 適合する □ 適合しない 

適合しない理由  

 
⑵ 清里区の採択方針 

清里区の「採択方針」 左記方針との適合性 

１ 優先して採択する事業 

 (1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業 

 (2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業 

  (3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 

  (4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業 

  (5) 地域の安全・安心を図る事業 

２ その他の事業 

優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の 
活性化につながる事業 

☑適合する 

☑(1)・□(2) 

□(3)・□(4) 

□(5) 

□その他事業 

□適合しない 

 
⑶ 共通審査基準 

審査項目 審査基準 配点 採点欄 

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 3 

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 3 

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 3 

④参加性 ・提案事業の実施に当たり、多くの住民等の参加が期待できるものか 5 3 

⑤発展性 
・新たな取組の視点はあるか 
・提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか 
・助成事業等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 3 

合計  25 15 
＊ 採点は整数で行ってください。 

⑷ その他特記事項 
（記載欄） 

 

「適合しない」が審査

する委員の半数以上
の場合は不採択 

「適合しない」が審査
する委員の半数以上

の場合は不採択 

審査する委員全員の平均点

が 15点未満の場合は不採択 
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