
令和元年度 第３回津有区地域協議会 
 

次  第 
 

日時：令和元年６月１２日（水） 

午後６時３０分～ 

会場：津有地区公民館 中会議室 

１ 開 会 

 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

 

３ 議 題 

 

  (1) 地域活動支援事業の採択事業及び補助額の決定について 

 

 

 

 

４ その他（次回の開催日程について） 

 

 

 

５ 閉 会 



評価結果

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計 計

○：13人 ○：13人 平均点 4.8 4.4 4.9 4.6 4.5 23.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,400,000

（最低点） (4) (4) (4) (4) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 4.5 4.4 4.8 4.2 4.3 22.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,160,000

（最低点） (4) (3) (4) (3) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 4.5 4.3 4.8 4.3 4.2 22.1

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,489,000

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.5 4.3 4.6 3.7 4.3 21.4

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,919,000

（最低点） (4) (3) (4) (2) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 4.4 4.2 4.6 3.4 4.1 20.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,509,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.2 3.9 4.5 3.8 3.9 20.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,367,000

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3) （補助残額）

合計 4,433,000 ※「津-1」と「津-6」は、委員が提案代表者のため、審査から外れています。

4

3 津-5

6 津-6

ゲートボールによる高齢者の
健康増進と公園美化まちづくり
事業

戸野目公園芝
ゲートボール場運
営委員会

当区の地域活動資金の配分枠： 5,800千円

採択額

津-1

413,618

2 津-2

順位

事
業
番
号

事業名 事業費 申請額提案団体名
基本審査

1

2019　津有北部地区スポーツ
クラブ夏祭り地域活性化事業

津有北部地区ス
ポーツクラブ

5 津-3

頑張っている地域スポーツ少
年団団員の安全安心をサポー
トする青少年健全育成事業

戸野目スポーツ
少年団

津-4 津有地区地域づくり事業
津有地区地域づ
くり協議会

上雲寺小学校児童・地域住民
ふれあい事業

上雲寺小学校最
寄会 1,671,910 1,671,000

240,991 240,000

500,000 400,000 -

1.0

0.1

0.7

共通審査基準優先採択
方針

上位との
得点差

0.7

0.41,142,365 1,142,000

570,000 570,000
上越市防災士会
津有支部

配分残額

単位：円

上越市防災士会津有支部活動
装備整備事業

410,000

令和元年度津有区地域活動支援事業 採点結果一覧表 資料１



令和元年度津有区地域活動支援事業 意見一覧 

 

○採点票の特記事項に記載された意見は下記のとおりです。 

 

事業

番号 
事業名 特記事項 

津-1 
上越市防災士会津有支部活

動装備整備事業 

・地域における防災士の育成にかかわる諸活動を望み

ます。 

・地域の防災活動は重要であり、上越市との方向性と

も合致している。今回、地域活動支援事業を利用し

ての備品購入であるが、継続して活動できるよう予

算の確保をしていただくようにお願いします。 

津-2 

2019 津有北部地区スポーツ

クラブ夏祭り地域活性化事

業 

・他の団体にも貸出をお願いしたい。 

・津有北部地区だけではなく、南部地区も含めた津有

区全体で貸出できるように検討いただくよう、お願

いします。 

津-3 

頑張っている地域スポーツ

少年団団員の安全安心をサ

ポートする青少年健全育成

事業 

・ボールについては減らす。 

（野球 10 ダース、バレー8 個） 

津-4 津有地区地域づくり事業 意見なし 

津-5 
上雲寺小学校児童・地域住民

ふれあい事業 
意見なし 

津-6 

ゲートボールによる高齢者

の健康増進と公園美化まち

づくり事業 

・2 面になるので両方とも使うように参加団体を多く

してもらいたい。 

・薬剤散布直後の利用制限や標示の設置等の配慮が必

要だと思われます。 

・多くの子どもたちも利用する公園なので、安全に利

用できるように維持管理をお願いします。 

 

資料２ 



令和元年度津有区地域活動支援事業 審査方法について 

 

 

○ 審査方法 

項目 内容 令和元年度の方針 

基本審査判定 

（○または×） 

地域活動支援事業の目的に適合しな

い事業とする基準 

（＝不採択の基準） 

委員の過半数が本事業の趣旨に適合

しないと判断する事業は不採択とす

る。 

※基本審査を不適合（×をつけた）と

した委員の点数は 0 点として扱い、

審査に参加した委員で平均点を算出

する。 

 

採択方針の適合性判定 

（○または×） 評価の低い事業とする基準 

※補助金を交付するため、一定の基準

を設ける 

 委員の過半数が採択方針の８つのテ

ーマのいずれにも適合しないと判断す

る事業。 

共通審査基準に基づく

採点 

（１点～５点） 

共通審査基準５項目のうち、１つで

も平均点が２点未満の事業。 

採択事業の決定等 

順位付けの方法 

「採択方針に適合すると判断された事

業を共通審査基準の得点が高い順」に

より行う。 

評価の低い事業の取扱い 

 事務局で順位付けを行わず、協議会

で採否を協議する。ただし、第１次順

位の下位に順位付け。 

その他 

委員が事業提案者の場合の 

当該事業の審査 

 委員が事業提案者となる場合は当該

事業に係る採点等の審査から除外 

審査・採択における委員の発言 
委員が提案者である場合は、地域協議

会の場での発言はできない。 

追加募集の実施 

（令和元年度から追加） 

残額に関わらず「追加募集」は実施し

ない。 

 

資料３ 



津有区地域協議会 視察先候補リスト 

 

開催日：7月下旬から 8月上旬 

内 容：高齢者の交通手段の確保について 

    高齢者の買い物支援について 

 

視察先候補： 

団体名 所在地 取組内容 視察後の展開（例） 

えんじょる

のプロジェ

クト 

長野県 

佐久市 

・買い物代行サービスとして、専

用システムを開発 

・依頼者と受託者がそれぞれ「え

んじょるの」に登録し、買い物

代行を依頼・受注する。 

 

・買い物代行サービスを津有区

にあった制度として、展開す

る方法を協議する。 

・制度概要の完成後、津有地区

地域づくり協議会と津有区

での実施に向けて協議する。 

安曇野市役

所 

長野県 

安曇野

市 

・デマンド交通「あづみん」を行

政で実施 

・全年齢を対象に実施しており、

子どもから大人まで利用可能 

・津有区でのデマンド交通の有

用性や必要性を協議し、津有

区版デマンド交通の制度設

計を協議する。 

・制度設計の完成後、津有地区

地域づくり協議会と実施が

可能かを協議する。 

NPO法人 

三和区振興

会 

上越市 

三和区 

・デマンド型乗合タクシーを実施 

・三和区内に限定した「無償運送」

と市内に限定した「福祉有償運

送」の 2事業を行っている。 

坂城町役場 長野県 

坂城町 

・循環バス「どこでものれーる」

を運営 

・運転免許証自主返納者は運賃が

無料になる。 

・平成 30 年からバス停以外でも

乗車できるシステムの実証実

験を実施している。 

・また、巡回バス自体の利用料金

も安価（町内は 100円から 200

円） 

・「循環バス」と「運賃免除」

の制度趣旨と内容を精査し、

上越市で導入する必要性を

検討する。 

・協議の結果、必要と判断した

場合、市交通政策課との意見

交換を行った後、市への施策

提案として意見書を提出す

る。 

 

裏面あり 

当日配布資料 



団体名 所在地 取組内容 視察後の展開 

上田市役所 長野県 

上田市 

・料金に上限がある「運賃低減バ

ス」を実施 

・最大でこれまでの料金の半額と

なっており、バスの利用促進を

図っている。 

※10 月に津有地区地域づくり協

議会の環境学習視察で上田市

へ視察予定 

・「運賃低減バス」の制度趣旨

と内容を精査し、上越市で導

入する必要性を協議する。 

・協議の結果、必要と判断した

場合、市交通政策課との意見

交換を行った後、市への施策

提案として意見書を提出す

る。 

妙高市役所 

セブンイレ

ブン新井長

森店 

妙高市 

新井南

部 

・移動販売車による山あいの集落

への買い物支援を実施 

・妙高市とセブンイレブンで「妙

高市地域見守りに活動に関す

る協定」の一環として実施 

・移動販売車の必要性や津有区

での実現性等を協議し、協議

結果を意見書として市へ提

出する。 

 


