
令和元年度 第２回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和元年５月２０日(月) 

                            午後１時３０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 

 

 

 

５ 協 議 

(1) 令和元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) 令和元年度第３回清里区地域協議会の開催について 

    ・日 時：令和元年５月２７日（月）午後３時から 

    ・会 場：清里区総合事務所 第３会議室 

 

 

 

７ 閉 会 



(単位：円)

事業費

a

補助金
希望額
b

1
梨平のおどりを未来に
つなぐ映像化事業

梨平町内会 687,500 687,000

　梨平の祭礼準備から後片付けまでを含めて盆踊りを伝承す
る姿を中心に、地域の営みである農作業風景や地域の姿を
映像化（ＤＶＤ化）し、町内各戸、学校等に配布する。併せてダ
イジェスト版として3分ほどの映像をインターネットで配信す
る。

2
白看板城址駐車場・
崖安全性向上事業

荒牧狼煙を上
げる会

1,076,532 1,076,000

　荒牧の歴史遺産である白看板城址の保全管理と、車の乗り
入れ時の利便性・安全性の確保を図るため、駐車場（通称
「柴休み」）のコンクリート舗装を行い、落下防止柵、車止め縁
石を設置する。

3
大欅ポケットパーク利
用促進事業

岡野町自治会 1,252,800 1,252,000

　上越市の文化財である大欅を地域の宝として保全・管理し
後世に継承していく活動の一環として、H31年度は昨年度に
引き続き、見学に訪れる方の駐車場を整備し利便性と安全性
の向上を図る。

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

850,690 800,000

　坊ヶ池周辺施設を活用した住民交流と地域間交流活動の
実施。①春の山菜フェスタ、②山城・史跡探訪ツアー、③清里
スターフェスティバル共催、④ブナの森ハイキングの実施、⑤
清里そばまつり・新そばの日の開催。高齢者の生きがい交流
会、市民の地域づくり研修・交流会の開催。

5 きよさと朝市開催事業 清里商工会 604,743 560,000

　地区内買物弱者対策・利便性の向上、地域公共交通利用
拡大、交流人口の拡大など地域の課題解決を図るため、清
里商工会館を会場に朝市を開催する。朝市はイベントを交え
年9回開催予定。

6
清里歴史50音加美芝
居完結事業

星ふる清里会 526,200 525,000

　昨年度に引き続き清里カルタ加美芝居を作成し、後半部分
を完成させる。併せてカルタ加美芝居を学習書にし、学校等
に配布する。高齢者施設やサロン、学校等で公演活動を実施
し、ジャンボカルタ会やクイズなどで脳の活性化等に役立て
る。

7
すこやかなくらしサ
ポート事業

NPO法人清里
まちづくり振興
会

622,000 620,000

　高齢者が健やかに暮らせるための支援として、交流会の開
催、高齢者サロンへの活動用具の貸与、高齢者支援に関す
るアンケート調査、移動支援の試行実験による需要調査を行
う。

8
櫛池隕石落下100周
年カウントダウン事業

天文指導協力
員会

632,609 590,000

　2020年に迎える「櫛池の隕石」落下100周年の節目に向け
たＰＲ活動や、隕石をテーマにしたスターフェスティバルを開
催することにより、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。

6,253,074 6,110,000

清里区
補助金
配分額

5,300,000

補助金
残額

-810,000

令和元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 梨平のおどりを未来につなぐ映像化事業 

提案者名 梨平町内会 

事業費及び補助金希望額 ６８８千円（うち、補助金希望額６８７千円） 

事業の目的（概略） 

梨平集落では上越教育大学などと連携し、梨平古代詞の復興を核とした集落活性化事業に取り組んでいるところで

ある。その取組の一環として、現在の梨平古代詞を伝承している姿と四季折々の風景を映像化することにより、郷

土芸能の魅力の再発見と次世代への継承の契機とするとともに、映像化活動を通した地域住民の一体感を醸成する。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

・清里区民、インターネット動画配信サイト閲覧者 

(2)事業の実施方法 

・祭礼の準備から後片付けまでを含めて盆踊りを伝承する姿を中心にしつつ、地域の営みである農作業風景や空

中撮影による地域の姿を加えて 30分程度に映像化する。映像化したＤＶＤは町内各戸、小・中学校等に配布す

るとともに、3分ほどのダイジェスト版を作成し、インターネットで配信する。 

事業の実施期間 平成 31年 4月～令和 2年 2月 

事業で期待する効果 

郷土芸能の魅力の再発見と次世代への継承の契機となるとともに、映像化活動を通して地域の一体感が醸成され、

まちづくりの推進と文化の振興を図ることができる。また、インターネットで動画配信することで不特定多数の方

に梨平の魅力を発信することができる。 

事業番号 ２ 事業名 白看板城址駐車場・崖安全性向上事業 

提案者名 荒牧狼煙を上げる会 

事業費及び補助金希望額 １，０７７千円（うち、補助金希望額１，０７６千円） 

事業の目的（概略） 

白看板城址の駐車スペース（通称「柴休み」）は、草刈など管理の負担が課題となっており、また車の輪留めもない

状態で崖への落下の危険性がある。併せて北側の崖にも落下防止柵がなく、毎年授業で訪れる清里小学校の児童た

ちや山城見学者の安全面にも不安があることから、見学者が安心して滞在できるよう駐車場の整備を実施する。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区民、清里小学校の児童、各地からの歴史探究者・山城見学者 

（2）事業の実施方法 

 ・「柴休み」駐車スペースを生コン舗装し、落下防止の車止め縁石を設置する 

・「柴休み」駐車スペース北側に落下防止柵を設置する。 

事業の実施期間 令和元年 7月～令和元年 8月 

事業で期待する効果 
草刈などの管理の負担が軽減されるともに整備により景観も美化され、なにより見学者がより安全に過ごすことが

できるようになる。 

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 

事業費及び補助金希望額 １，２５３千円（うち補助金希望額１，２５２千円） 

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。昨年度からの継続事業であり、

今年度の事業をもって完了となる。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 

 ・清里区民、大欅の見学者 

（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 

事業の実施期間 令和元年 7月～令和元年 9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 清里区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 

事業費及び補助金希望額 ８５１千円（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 

 ・清里区民ほかイベント参加者 

(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共催、ブナの森ハイ

キング、清里そばまつり・新そばの日） 

・高齢者の健康・生きがい交流会の開催（7回） 

・市民の地域づくり研修・交流会の開催（7回） 

事業の実施期間 平成 31年 4月～令和元年 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 きよさと朝市開催事業 

提案者名 清里商工会 

事業費及び補助金希望額 ６０４千円（うち補助金希望額５６０千円） 

事業の目的（概略） 
清里商工会館を会場に商工会員が出店する朝市を開催することで、買い物弱者対策、地域のにぎわい創出、地元商
工業者の活性化など地域の課題解決を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区民 
（2）事業の実施方法 
 ・毎週水曜日午前 9時から 11時まで、清里商工会館にて朝市を開催。7～8ブースを設け有人店舗とし、出店者は

出店ルールに従い商品及び金銭管理を行い販売する。出店者は会員限定で出店料無料。チラシや新聞折込にて
周知を行う。 

 ・会場案内用タペストリーを更新するとともに、路線バスの利用促進用タペストリーを作成し掲示する。 
 ・100 円以上お買い上げでポイントカードに１ポイント贈呈し、さらにバス利用者にはプラス 1 ポイント贈呈す

る。10ポイントでお買物券を発行（補助対象外）。 
・会場内に交流の場としてくつろぎお茶スペースを設ける。 

 ・年 9回朝市イベントを実施する。 

事業の実施期間 平成 31年 4月～令和 2年 2月 

事業で期待する効果 
地域の課題である買い物弱者対策、公共交通利用促進、地域商工業者の活性化などを改善することにより、地域活
力の向上と地域経済振興の推進が図られる。 

事業番号 ６ 事業名 清里歴史 50音加美芝居完結事業 

提案者名 星ふる清里会 

事業費及び補助金希望額 ５２７千円（うち補助金希望額５２５千円） 

事業の目的（概略） 
清里カルタを紙芝居化して公演し、また、カルタ加美芝居を学習書として教材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 
 ・清里区民、清里区の近郊地域、清里区 
(2)事業の実施方法 
 ・昨年度に引き続き、清里カルタの後半を紙芝居化する。 
 ・カルタ加美芝居を一か所ずつ掘り下げた短編新作加美芝居の制作について検討する。 
 ・カルタ加美芝居を学習書（冊子）として教材化し、学校、保育園、各集落・図書館等に配布する。 
 ・高齢者施設、サロン、学校等で公演活動を実施。ジャンボカルタ会やクイズなどで体を動かしたり脳の活性化

に役立てる。 

事業の実施期間 平成 31年 4月～令和 2年 3月 

事業で期待する効果 
郷土の歴史を再発見する機会となり、世代を超えて共通の話題を持つことで家族・地域のふれあいの輪を深めるこ
とができる。 



≪ 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 すこやかなくらしサポート事業 

提案者名 ＮＰＯ法人清里まちづくり振興会 

事業費及び補助金希望額 ６２２千円 （うち、補助金希望額６２０千円） 

事業の目的（概略） 
人口減少や少子高齢化により集落機能や地域の活力低下が課題となっている。こうした状況下において、地域で支
え合い、高齢者が健やかに安心して暮らせるよう地域ぐるみのサポートが必要であることから、これらの支援に向
けた取組を実施する。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 
 ・清里区内の高齢者 
(2)事業の実施方法 
 ・交流会の開催：坊ヶ池落語会、歴史・文化施設での学習活動（2回）、健康増進等をテーマとした講演会 
 ・地域高齢者サロンへの支援：座椅子、スカットボールなど活動用具の貸与 
 ・高齢者支援に関するアンケート調査の実施 
 ・地域サロンの 3か所において移動支援のモデル的取組を試験的に実施し、需要等を調査する 

事業の実施期間 平成 31年 4月～令和 2年 3月 

事業で期待する効果 
清里区の観光スポットである「ビュー京ヶ岳」の利用促進と、高齢者の介護予防や認知予防の取組と高齢者間の交
流が図られる。また、移動支援の需要調査は移動支援策を構築するための一助となる。 

事業番号 ８ 事業名 櫛池隕石落下 100周年カウントダウン事業 

提案者名 天文指導協力員会 

事業費及び補助金希望額 633千円（うち 590千円） 

事業の目的（概略） 
2020年に迎える「櫛池の隕石」落下 100周年の節目に向けたＰＲ活動や、隕石をテーマにしたスターフェスティバ
ルを開催することにより、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 
 ・清里区民ほか各所からの来場者 
（2）事業の実施方法 
 ・「櫛池の隕石」落下 100周年に向けたイベント及びリーフレットの企画検討を行う準備委員会による検討会議の

実施（有識者を交え 5回程度） 
 ・「くしりん」白寿の記念缶バッジを作成し、来館者へ配布 
 ・スターフェスティバルの開催（ＪＡＸＡから講師を招いての講演会、コンサート、読み聞かせ、天文工作等） 

事業の実施期間 令和元年 5月～令和元年 12月 

事業で期待する効果 
地域活性化と上越清里星のふるさと館の存在意義の確立、青少年健全育成への寄与、また櫛池隕石マスコットキャ
ラクター「くしりん」の知名度向上による観光的価値の創出を図る。 

 



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
梨平のおどりを未来につなぐ映像化
事業

梨平町内会
１３：４０

～
１３：５０

１３：５０
～

１３：５８

１３：５８
～

１４：００

2
白看板城址駐車場・崖安全性向上事
業

荒牧狼煙を上げる会
１４：００

～
１４：１０

１４：１０
～

１４：１８

１４：１８
～

１４：２０

3 すこやかなくらしサポート事業
ＮＰＯ法人清里まちづくり
振興会

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 きよさと朝市開催事業 清里商工会
１５：１０

～
１５：２０

１５：２０
～

１５：２８

１５：２８
～

１５：３０

6 清里歴史50音加美芝居完結事業 星ふる清里会
１５：３０

～
１５：４０

１５：４０
～

１５：４８

１５：４８
～

１５：５０

7 櫛池隕石落下100周年カウントダウン事業 天文指導協力員会
１５：５０

～
１６：００

１６：００
～

１６：０８

１６：０８
～

１６：１０

8 大欅ポケットパーク利用促進事業 岡野町自治会
１６：１０

～
１６：２０

１６：２０
～

１６：２８

１６：２８
～

１６：３０

５月２０日(月)

令和元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

＜休　憩　１０分＞

資料 ２



 

 

 

平成３１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 

(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 

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 

【運用方法】 

１ 補助率・補助限度額等 

(1) 補助率は、補助対象経費の１００/１００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。 

(2) 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 事前相談期間（予定） 

平成３１年３月１日（金）から３月３１日（日）※相談日時の事前連絡 

 

３ 募集期間（予定） 

平成３１年４月１日（月）から４月２６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等 

(1) 書類審査のほか、プレゼンテーションを原則として行う。 

(2) 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。 

(3) 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。 

(4) 共通審査基準を審査する委員全員の評点の平均点が１５点未満の場合は不採択とし、補

助金の上限額については、１５点が９０／１００、１６点が９２／１００、１７点が９４

／１００、１８点が９６／１００、１９点が９８／１００、２０点以上が１００／１００

の補助率を補助金希望額に乗じた額とする。 

(5) 採択すべき事業及び補助金額は、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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清里区に係る令和元年度の地域活動支援事業に係る採点票 
 

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向上に向け、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。 
・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用さ
れる見込みがあるか。 

・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 

・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 
・地域の実情や住民要望に対応したものか。 
・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。 
・補助金を充てる経費が、提案事業を実施する上で不可欠なものであり、
その規模も必要な限度となっているか。 

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、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待
できるものか。 5 3 

⑤発展性 
・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 
・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 
・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 

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 6名

以上の場合は不採択 

「適合しない」が 6名

以上の場合は不採択 

・委員全員の平均点が 15点未満の場

合は不採択 

・評点が 15～19点の場合は点数に応

じた補助率（15点：90％、16点：

92％、17点：94％、18点：96％、

19点：98％、20点以上：100％） 

 

記 載 例 

－７－ 
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