
 

 

 
 

平成30年度 第2回 諏訪区地域協議会 

次 第 

 

 
日時：平成30年5月25日（金）午後6時30分から 

会場：諏訪地区公民館 集会室 

 

 

 

延 約 2時間20分 

 

 

１ 開  会    

                                     【5分】 

 

 

 

２  議  題                                 
 

（１）地域活動支援事業について 

     

①ヒアリング 【76分】 

  

②採点 【10(～25)分】 

  

③審査・採択 【30分】 

  

 

 

 

３ その他 

（１）次回開催日の確認                           【5分】 

 

 

 

 

４ 閉 会  

  



上越市地域活動支援事業　ヒアリング日程表 【諏訪区】

（委員・提案者 共通）

集合時間 ●協議会委員は、18：30

●事業提案者は、各ﾋｱﾘﾝｸﾞ時間の5分前

事業番号 事業名 団体名

諏-1 諏訪幼年野球推進整備事業 諏訪幼年野球 18:45 ～ 18:55

諏-2 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり 18:56 ～ 19:06

諏-3 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 19:07 ～ 19:17

諏-4 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 19:18 ～ 19:28

諏-5 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 19:29 ～ 19:39

諏-6 くびき野諏訪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営委員会事業
くびき野諏訪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運
営委員会

19:40 ～ 19:50

諏-7 移住促進諏訪の会活動事業 移住促進諏訪の会 19:51 ～ 20:01

（以下参考）

提案者 委員 事務局

採点＋提出（１０分） 20:02 ～ 20:12

随時休憩　 （１５分） 20:13 ～ 20:28

審査・採択 （３０分） 採点結果一覧表の投影 20:29 ～ 20:59

※ﾋｱﾘﾝｸﾞの時間には入れ替えの時間を含みます。
※上記時間は前後する場合があります。スムーズな進行にご協力をお願いします。

ﾋｱﾘﾝｸﾞ時間

時間

回収＋PC集計（25分）

随時解散

または

傍　　　聴

開催日時：平成30年5月25日（金）18:30～

会場 ：諏訪地区公民館 集会室



当区の地域活動資金の配分枠： 4,800千円

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 4.9 4.7 4.9 4.8 4.7 24.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,069,000

（最低点） (4) (4) (4) (3) (4)

○：12人 ○：12人 平均点 4.8 4.3 4.8 4.0 4.4 22.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,760,000

（最低点） (4) (4) (4) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.4 4.3 4.8 3.9 4.6 22.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,532,000

（最低点） (4) (4) (4) (3) (4)

○：12人 ○：12人 平均点 4.4 4.4 4.8 3.8 4.4 21.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,782,000

（最低点） (3) (3) (4) (2) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.8 4.4 4.4 3.9 4.3 21.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,670,000

（最低点） (4) (4) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.2 4.3 4.5 3.4 3.7 20.1

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,501,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (1)

○：12人 ○：12人 平均点 4.2 3.8 4.4 3.6 3.9 19.9

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,317,000

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3) (追加募集)

採択額合計 3,654,507 3,483,000

184,940 184,0007 諏-2 諏訪唱歌ナツメロ教室事業 歌声クラブひまわり

169,381 169,0006 諏-1 諏訪幼年野球推進整備事業 諏訪幼年野球

112,0004 諏-7 移住促進諏訪の会活動事業 移住促進諏訪の会

1,822,190 1,731,000

優先採択
方針

配分額残額
（円）共通審査基準

諏-3 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会

くびき野諏訪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営委
員会事業

くびき野諏訪ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
運営委員会 228,226 228,000

309,000 309,000

112,000

4 諏-5 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ

2 諏-4 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会

3 諏-6

順位
事業
番号 事業名

事業費
（円）

申請額
（円）

提案団体名
基本審査

828,770 750,000

1

【諏訪区】 平成30年度 地域活動支援事業 採点結果一覧表


