
第２回名立区地域協議会 次第 

日時：令和元年 5月 25日（土） 午後 1時から 
                      場所：名立区総合事務所 2階第 2会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 協議事項 

地域活動支援事業の審査について…資料№１、２ 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他事項 

令和元年度第３回地域協議会の開催予定 

・令和元年  月  日（ ）午後  時  分から 

 

 

 

 

４ 閉 会 



 

地域活動支援事業の審査の進行手順 

 

 

～審査開始前に 

 

○以下の項目について、事務局から説明し、委員による確認・協議を行う。 
 

１ 提案事業の確認 

２ 審査の流れの確認 

３ 名立区審査方針の再確認 

４ 基本審査について 

５ 審査項目と採択基準点について 

６ 条件付き採択について 

７ 欠席委員の採点の可否の報告 

８ 各事業において審査から外れる地域協議会委員の確認 

９ 集計後の流れの確認と全体協議について 

 

 

～審査開始 

 

○１事業ごとに配布する「採点票」により、個人審査（採点）を実施する。 
 

・審査は、事前の書類審査の他、提案者によるプレゼンテーションにより行う。 

・提案者のプレゼンテーション（5 分）、委員から質疑（5 分）終了後、提案者は部屋

から退出する。その後、委員各個人で採点する。 

 

 

～採点終了から全体協議へ 

 

○採点結果集計後、委員全体協議を行い、最終的な採択の決定を行う。 
 

・基本的には、審査委員全体の平均点で 30点を上回るものが採択となる。 

・委員同士で共通意識を持つため、提案事業ごとに採択・不採択理由などの全体協議

を行う。（採択・不採択事業に関わらず全て実施する。） 

・条件付き採択とする場合の具体的な理由を委員全体で協議する。 

・不採択とする事業について、提案者にその理由を伝えるため具体的な理由を委員全

体で協議する。 

 

資料№１ 



 
名立区におけ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 ○○○○○○○事業 

提案者名 ○○○○○○会 

 
２．採点内容 
 ⑴ 全市共通の審査基準 

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どうか。 

・市の施策の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  

②必要性 

・地域の実情や住民要望に対応したものか。 
・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 
・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。 
・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  

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  

⑤発展性 

・新たな取組の視点はあるか。 
・事業の終了後における自立性や発展性、継続性は期待できる 
か。 

・提案団体に、信頼性や将来性、継続性はあるか。 

５  

合計  ２５  
 

⑵ 名立区独自の審査基準 

審査項目 審査基準 配点 採点欄 

①地域課題 ・地域の課題についての認識はあるか ５  

②地域特性・地域資
源の視点 

・地域特性・地域資源が何か的確にとらえているか ５  

③地域特性・地域資
源の活用方法 

・地域特性・地域資源を有効に活用しているか ５  

④事業効果 
・この事業で何を期待するか 
・地域課題の解消につながるものか ５  

⑤名立区の将来像 ・将来像とのつながりや整合性があるか ５  

合計  ２５  
＊ 採点は整数（０～５）で行ってください。 

 
⑶ その他特記事項 

（記載欄） 

 

 

番号 

資料№２ 



事業費 補助希望額

名立区
4月5日

名立区いきいきサロン運営
事業

名立区いきいきサロン運営協
議会

1,067 647
名立区内9地区において、地域の高齢者の閉じこもり防止、
健康維持や介護予防を目的に、運動や茶話会などを行う、
いきいきサロンを実施する。

4月16日
ポニーふれあいパークin名
立事業

名立商工会青年部 149 148
名立区内の保育園児の健やかな成長や豊かな情操教育の
一助とするため、普段見る機会の少ない動物（ポニー）への
餌やりや乗馬体験を実施する。

4月17日 2019年　ふるさと交流事業 不動森あげ米かい 467 466
上越市民や近隣市町村、都市住民の方々から不動地域に
訪れていただき、交流を深めることを目的に、「ひまわりの育
成」と「不動ミニキャンドルロード」を実施する。

4月25日
名立区赤野俣町内会地域
活性化事業～赤野俣イル
ミネーションロード～

赤野俣町内会 ○ 369 342
平成28年度設置の大型ライトが使用不能となったため、腐
食しないものへ更新することに合わせて、イベントも開催し
地域活性化につなげる。

4月26日
スポーツを通した地域交流
と健康増進事業

上名立地区振興協議会 ○ 59 59

公民館上名立分館講堂の廃止により、これまで実施してき
たカーリング大会ができなくなったことから、既存施設で実施
可能なスポーツボッチャを整備し、地域内の交流の機会をつ
くり、スポーツを通した健康の増進を図る。

4月26日
横町第1・2セントラルパー
クづくり事業

横町山・川町内会 181 180
町内の空き地を有効に活用し、地域の居住環境の整備と整
備を通じた住民の交流を図ることを目的に、緑花活動を行
う。

4月26日
2019名立篠笛同好会演奏
活動事業

名立篠笛同好会 104 103

名立区の篠笛演奏者の育成により、伝統芸能の伝承や祭
事の賑わいの創出を図る。また、区内の福祉施設や名立駅
等でのボランティア演奏を実施し、福祉の増進や地域活性
化につなげる。

4月26日
2019名立駅マイ・ステー
ション作戦事業～名立駅
移転50周年記念②～

名立駅マイ・ステーション作戦
実行委員会

294 293
名立駅の利用促進と名立駅を拠点とした地域活性化を目的
に、名立駅の環境整備と情報発信、名立を知る場としての
活用、たよりの発刊、イベント等を実施する。

4月26日
名立中学校校歌復元活動
事業

名立中学校PTA ○ 210 210
区内の閉校となった学校の校歌を復元を地域住民と協働で
行うことにより、生徒と地域住民の郷土愛の醸成を図り、地
域が元気になることにつなげる。

4月26日
ふるさと不動地区・水源の
森歴史探究事業

不動を創る会 608 598
不動地区の林業の歴史を紐解き、歴史資料の整理や現地
研修を行い、水源の森や林道南葉山線を活用した地域づく
りの計画を作成する。

4月11日
「名立IC前の里山・宇山整
備」と狼煙上げで賑わいを
創出する事業

NPO法人名立の100年後を創
造する会

699 680
「宇山」を題材に、見て癒され、散策して楽しみ、狼煙を上げ
て愉しみ、学んで自慢のふるさとの魅力を発見するイベント
を開催する。

4月24日 「名立区写真フェア」事業
NPO法人名立の100年後を創
造する会

○ 527 510
名立区の魅力を区外にも発信するため、プロの写真家によ
る講演や撮影指導を行い、様々な区内の様子を撮影し、写
真コンテストを開催する。

4月26日

森大火130周年記念埋設
カプセル開封イベント事
業”森町内会の30年前の
記憶を再び！”

森町内会 ○ 940 939
昭和62年に「森大火100周年」としてカプセルを埋設したこと
から、これを開封し、地域防災の意識を高めるためのイベン
トを開催する。また会場の整備も合わせて行う。

うち工事費756千円
工事費以外178千円

配分額
（単位：千

円）
5,200 差引 5 5,674 5,175 13 配分残額 25

事業の名称

令和元年度　地域活動支援事業提案書受付一覧

事業費等（単位:千円）

団体等の名称受付日 備　考区　名 事業内容の概要
複数に提案し
ている場合

新
規
提
案
事
業


