
 

 

平成30年度 第5回 春日区地域協議会 

次 第 

 

 
日時：平成30年6月27日（水）午後6時～ 

会場：市役所木田庁舎 4階 402.403会議室 

 

 

 

１ 開  会                                      

 

 

 

 

２  議  題                                      

 

 

（１）地域活動支援事業について                   【100分】 
 

①審査・採択 
 

 

②追加募集 

 

３ その他                                      

 

 

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

 

 

（２）その他                              【5分】 

 

 

 

４ 閉 会                                     



地域活動資金の配分枠：
10,300,000円 ①

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計
上位との
点差

○：19人 平均点 4.5 4.2 4.5 4.2 4.0 21.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 10,000,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (3)

○：18人 平均点 4.5 4.2 4.3 4.3 3.9 21.2
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 9,473,000

（最低点） (3) (2) (3) (3) (2)

○：19人 平均点 4.3 3.8 4.3 4.2 3.9 20.5
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 9,296,000

（最低点） (3) (2) (2) (2) (2)

○：19人 平均点 4.3 3.9 4.2 3.7 4.0 20.1
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 7,507,000

（最低点） (2) (3) (3) (1) (3)

○：17人 平均点 4.3 3.9 4.2 3.7 3.8 19.9
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 7,129,000

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：19人 平均点 4.2 3.8 3.9 3.7 3.7 19.3
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 6,231,000

（最低点） (3) (2) (3) (1) (2)

○：18人 平均点 3.7 3.6 4.3 3.4 4.1 19.1
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 6,175,000

（最低点） (3) (2) (3) (2) (2)

○：18人 平均点 3.9 3.6 3.9 3.6 3.8 18.8
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 6,119,000

（最低点） (1) (2) (2) (1) (2)

○：18人 平均点 4.2 3.6 3.7 3.6 3.7 18.8
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,706,000

（最低点） (3) (2) (1) (1) (2)

○：18人 平均点 4.1 3.5 3.7 3.7 3.7 18.7
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,476,000

（最低点） (3) (1) (2) (1) (1)

○：17人 平均点 3.9 3.5 3.9 3.5 3.8 18.6
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,294,000

（最低点） (2) (1) (1) (1) (1)

○：16人 平均点 3.7 3.8 3.8 3.5 3.7 18.5
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,024,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：19人 平均点 3.8 3.4 4.1 3.0 3.7 18.0
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,419,000

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：17人 平均点 3.8 3.2 3.5 3.7 3.6 17.8
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,585,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：18人 平均点 3.8 3.5 3.5 3.4 3.4 17.6
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,347,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：18人 平均点 3.6 3.3 3.6 3.3 3.4 17.2
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,997,000

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：18人 平均点 3.6 3.4 3.5 3.1 3.5 17.1
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,312,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：17人 平均点 3.6 3.2 3.5 3.4 3.4 17.1
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,213,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1) （残額）

補助希望額　合計 9,087,000
※【参考】は「補助希望額②」を満額採択した場合の金額。
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春-9 新光町内活性化事業 薄袋青壮年会

春-6
春日山モルツミニバスケットボールクラブ事
業

春日山モルツ

春-13 高齢者の生きがいづくりと地域交流事業 わくわく歌声クラブ 350,000

春-15 土橋祭り活性化事業 土橋祭り活性化委員会 1,238,000 ▲ 0.2

▲ 0.4

春-4
ジュニアバレーボールの普及及び青少年健
全育成事業

謙信ジュニアバレーボールクラブ 605,000

春-18
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

春日商工振興会 834,000

▲ 0.5

▲ 0.2

春-16 新光町バス停リニューアル事業 新光町町内会 270,000 ▲ 0.1

春-11
子ども行事（春祭り、夏祭り、餅つき大会）の
支援事業

木田町内会　 230,000

春-3 木田新田町内活性化事業 木田新田町内会 182,000

▲ 0.1

▲ 0.1

春-17 中門前２丁目自主防災サポーターズ事業 中門前２丁目自主防災サポーターズ 413,000
▲ 0.3

春-14 春日野トレイル（自転車コース）整備事業 上越バイシクル協会 56,000

春-2 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 56,000

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等事業

上越交通安全協会春日支部 378,000

春-12
小学生の音楽による地域の絆づくり支援事
業

高志小学校後援会 898,000

春-7
春日山城跡保存整備促進協議会10周年記
念事業

春日山城跡保存整備促進協議会

春-10
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）

春日山町3丁目町内会

春-5

【参考】
配分残額
①-②優先採択方針

春-1
高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域
交流事業

いきいき春日野 300,000

共通審査基準

-

御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会

▲ 0.2

▲ 0.7

事業
番号

事業名 提案団体名

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.2

補助希望額
②

177,000

1,789,000

527,000

685,000

99,000
▲ 0.1

資料№１【春日区】地域活動支援事業 採点結果一覧表


