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令和元年度 第3回 春日区地域協議会 

次 第 

 
日時：令和元年5月25日（土）午後1時～ 

会場：上越市市民プラザ 第2会議室 

 

 

                                  延 4時間00分 
                                     （休憩含む） 

 

 

１ 開 会                                【10分】 
 

 

 

２ 議 題  
 

 ⑴ 令和元年度 地域活動支援事業について 進行：事務局 
 

  ① プレゼンテーション 
 

  ② 個別質問への回答（再質問含む） 
 

                       - 22団体 -（途中休憩含む）【225分】 

 

 

 

３ その他  

 

 ⑴ 次回開催日の確認                           【2分】 

 

 ⑵ その他                                【3分】 

 

 

 

４ 閉 会  
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進 行 等（提案者に送付したもの） 
 

 

 

 

 

＊持ち時間は 9 分です。 
 

＊内訳は、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（「個別質問」への回答含む）6 分＋「再質問」への回答 3 分です。 
 

＊個々の進行は、次の流れにより“ベル”を鳴らして合図します。 

 
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （6 分） 

始め 
→ 

終わりの 

1 分前 → 
終わり 

ベル① ベル② ベル③ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
「再質問」への回答 （3 分） 

始め 
→ 

終わりの 

1 分前 → 
終わり 

ベル④ ベル⑤ ベル⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お答えいただいた内容について不明点があ

る場合のみ
．．

、委員から再質問をさせていた

だきます。 

 

 事業提案書は、委員に事前配布されている

ため、この場で改めてその内容を読み上げる

必要はありません。 

 

①事業提案書に記載のない事柄、特に委員に

伝えたい事柄に絞ってご説明をお願いしま

す。 

②あわせて、事前にお送りした「個別質問」

について、“主旨を捉え、的を得た回答”に

ご協力ください。 

 

※提案書の一
い ち

からのご説明により、時間が足

らなくなりますと、後に続く団体の待ち時

間が増えてしまいますのでご留意くださ

い。 
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（別添） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上越市地域活動支援事業　ヒアリング日程表 【春日区】
（委員・提案者 共通）

集合時間 ●協議会委員は、13：00

●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

春-15 町内レクリエーション活動支援事業 木田町内会 13:10 ～ 13:19

春- 1 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 13:20 ～ 13:29

春- 2
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 13:30 ～ 13:39

春- 3
Ｆ・Ｃ高志　サッカー＆フットサル活動及び
青少年健全育成事業

Ｆ・Ｃ高志 13:40 ～ 13:49

春- 4 土橋自衛消防部事業 土橋自衛消防部 13:50 ～ 13:59

春- 6 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 14:00 ～ 14:09

春- 8
春日山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事業

上越交通安全協会春日支部 14:10 ～ 14:19

春- 9
グラウンド・ゴルフで地域の活性化を図る事
業

藤巻グラウンド・ゴルフ同好
会

14:20 ～ 14:29

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 14:30 ～ 14:39

春-11
小学生の金管楽器演奏による地域の絆づくり
支援事業

上越市立春日小学校後援会 14:40 ～ 14:49

春-12 第５回　越後謙信きき酒マラソン事業 上越商工会議所青年部 14:50 ～ 14:59

14:59 ～ 15:04

春-20 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 15:05 ～ 15:14

春-13
地域住民が心豊かで安全安心に暮らせる住み
よいまちづくりを進める事業

春日野町内会 15:15 ～ 15:24

春-14
春日山城跡環境整備(案内看板等の設置と柿
崎屋敷)事業

春日山城跡保存整備促進協議
会

15:25 ～ 15:34

春-16 高志地区・安全・安心見守りパトロール事業 高志小学校後援会 15:35 ～ 15:44

春-17
大学前通りの環境整備と子供たちのための芸
術文化活動事業

パブリック・アート推進委員
会

15:45 ～ 15:54

春-18 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

15:55 ～ 16:04

春-19 春日野デュークス幼年野球活動事業 春日野デュークス 16:05 ～ 16:14

春-21
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

16:15 ～ 16:24

春-22 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球 16:25 ～ 16:34

春-23 春日区　幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 16:35 ～ 16:44

春-25
春日区のお土産開発と歴史伝承にぎわい創出
事業

(一社)上越をわくわく楽しみ
隊

16:45 ～ 16:54

春- 5
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- 7 生き生き大豆　環境美化と防災・交流事業 大豆町内会

春-24
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

※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。

（実施しない）

（実施しない）

（実施しない）

―休憩（5分）―

ﾋｱﾘﾝｸﾞ時間

開催日時：令和元年5月25日（土）13:00～

会場 ：上越市市民プラザ 第2会議室



R1 質問整理票

【当日配布資料】

事業記
号番号

事業名 団体名 回答
質問
数

質問1
/質問5

回答1
/回答5

質問2
/質問6

回答2
/回答6

質問3 回答3 質問4 回答4

春‐01 春日野いきいきサロン事業
春日野いきいきサ
ロン

プレゼン
テーション

4

交通費が大半をしめています
が、参加者に自己負担を求め
る考えはありますか。

参加者の構成（男女、年齢
層）や参加人数の推移を教え
てください。

独居の方への具体的な働き
かけはしていますか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐02
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
プレゼン

テーション
4

会員から会費を徴収し、地域
活動支援事業補助金を減ら
す考えはありますか。

5ページと7ページの関連がわ
からないので、プレゼンテー
ション時に説明してください。

糸魚川への謝礼の基準は何
ですか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐03
Ｆ・Ｃ高志　サッカー＆フット
サル活動及び青少年健全
育成事業

Ｆ・Ｃ高志
プレゼン

テーション
4

多くの大会に参加されていま
すが、これまでの成績や結果
の事例を教えてください。

今回、どのような理由で地域
活動支援事業に応募したの
ですか。

保護者負担の実情を詳細に
教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐04 土橋自衛消防部事業 土橋自衛消防部
プレゼン

テーション
3

町内会からの支出も含め、町
内会との連携は、どのように
されていますか。

発電機一式の詳細な優先順
位を教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐05
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 文書回答 3

前年度の繰越金を遠征費に
充てることは検討されました
か。

検討しています。
ただし、補助対象外のものを
含めた昨年度実績は、遠征
費7回907,050円、体育館使用
料16回48,330円、合計
955,380円となっています。
今年度も昨年度同様な活動
を計画していますので児童達
の個人負担やチーム経費か
らの補助も予定しています。
昨年度と同様の補助金をお
願いし、繰越金を含めて活動
資金にしたいと考えていま
す。

指導者の謝礼の基準を教え
てください。

1時間当たり250円の単価を基
準として活動時間に応じ支給
しています。平日2時間であれ
ば500円、休日半日4時間であ
れば1,000円、上限は休日1日
8時間2,000円としています。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

私たちチームの活動の考え方
は勝利至上主義ではなく、ミ
ニバスケットボール活動を通
して培われる様々な能力を向
上させ青少年を健全に育成す
ることを目的に活動していま
す。
活動の充実化を考えるとき満
額をいただけるのが理想です
が、他の団体との兼ね合いも
あると思っています。事業を
縮小することは避けたいとこ
ろですが、いただいた補助金
を最大限にいかして活動を行
いたいと思います。

春‐06
上杉軍出陣式維持保存事
業

一義会
プレゼン

テーション
3

甲冑の着用体験ができる企
画はありませんか。

合い見積りを取っていない理
由を教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐07
生き生き大豆　環境美化と
防災・交流事業

大豆町内会 文書回答 4

他の町内会はクリーン活動や
防災訓練、交流活動を町内会
事業として行っていますが、
支援事業に提案した理由を教
えてください。

3月22日に中部まちづくりセン
ターへ事前に活動内容を説明
し、補助金対象であることの
了承を経て提案させていただ
きました。
今までに行っている事業につ
いても今後も継続し、より中身
の濃い事業に拡大していく計
画であります。町内会事業と
して行うには費用を含め限界
があります。助成金の力をお
借りし町内会で十分な討議を
重ね、より充実した活動内容
としたい考えです。

用水路の管理は用水組合で
行うものではないでしょうか。
用水組合で出来ない理由を
教えてください。

上越市所有の調整池地内に
ある用水路であり、用水組合
が管理している用水路とは異
なります。

※(参考)H30提案事業に対す
る質問・回答
【質問】調整池の土砂上げ作
業は、土地の管理者に依頼
することはできないか。
【回答】春日山調整池（市所
有）の維持管理については、
町内会で実施することとなっ
ている。

防災訓練費の備品について、
別途市の補助金制度の活用
は検討されましたか。

備品内容は3月22日に中部ま
ちづくりセンターと活動内容の
説明を経て、補助金対象であ
るとの了解をいただき、ほか
別途市の補助金制度も町内
会で事前検討し、町内活動の
一環として今般提案させてい
ただきました。町内会として備
品を整備したり、災害時に即
した訓練は一気に実施できま
せん。今後も段階的に備品の
充実と定期訓練を重ね拡充し
ていく考えです。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

当町内会としても事業計画に
のっとり予算組を行い町内会
運営をしています。提案させ
ていただいた事業項目は特に
当町内会として重要案件で
す。しかしながら審査におい
ての決定には従わさせていた
だきます。極力当町内会では
縮小という手段ではなく、次年
度へ繰越しても内容や質を下
げないで実施したいと考えて
います。

春‐08

春日山の交通安全のため
の交通安全推進活動並び
に交差点関連路面標示修
繕事業

上越交通安全協
会春日支部

プレゼン
テーション

3

「交通事故が多数発生」とあり
ますが、プレゼンテーションに
おいて具体的な事例や件数
を教えてください。

地域協議会からの支援が無く
なった後、自己資金の確保な
どの対応は考えていますか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐09
グラウンド・ゴルフで地域の
活性化を図る事業

藤巻グラウンド・ゴ
ルフ同好会

プレゼン
テーション

3

会費（個人負担）の金額を教
えてください。

グラウンドゴルフクラブといっ
た個人で使用する用具等に
ついて、個人で準備できない
理由を教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

令和元年度　地域活動支援事業（春日区）　質問整理票　※文書回答のみ

令和元年5月25日(土)
第2回 春日区地域協議会
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R1 質問整理票
事業記
号番号

事業名 団体名 回答
質問
数

質問1
/質問5

回答1
/回答5

質問2
/質問6

回答2
/回答6

質問3 回答3 質問4 回答4

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

プレゼン
テーション

2

防犯ベスト、パトロール帽子、
誘導灯、拍子木、ＬＥＤライト
等の備品について、現在の保
管数や廃棄数などを教えてく
ださい。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐11
小学生の金管楽器演奏に
よる地域の絆づくり支援事
業

上越市立春日小
学校後援会

プレゼン
テーション
⇒ 文書回

答

3

今後の更新計画または増数
計画を教えてください。

〇現段階で、チューバの更新
を最優先に考えている。老朽
化のため、メンテナンスを繰り
返している状況から、申請書
の優先順位の通りに今年度
以降更新をしていきたい。
〇現５学年児童数が、現６学
年児童数よりも多いこともあ
り、アルトホルン、トロンボーン
の更新、増数が必要である。

今年度の市費及び後援会費
での補充状況はどうなってい
ますか。

〇今年度、市費と後援会費で
の補充予定はない。
〇市費については、全学年に
かかわる音楽授業備品の購
入、後援会費については楽器
のメンテナンスに計上する予
定である。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

〇減額の場合、優先順位の
通りに楽器を補充する。補充
できなかったものについて
は、メンテナンスを繰り返し、
少しずつ楽器の入れ替えを行
う。
〇春日小学校の６学年による
金管活動を継続することは、
児童の健全育成を図るもので
あり、地域の活性化につなが
るものである。また、児童数の
増を考えると、事業の縮小は
難しい。

春‐12
第５回　越後謙信きき酒マ
ラソン事業

上越商工会議所
青年部

プレゼン
テーション

4

過去4回の事業費はどこから
調達したのか教えてください。

大きな組織である上越商工会
議所の主催であり、その中で
盛大に行うべきと考えます
が、支援事業の活用理由を教
えてください。

第4回ではクラウドファンディ
ングを実施して集金をしてい
ますが、第5回（今回）のクラ
ウドファンディングの実施予定
は、ありますか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐13
地域住民が心豊かで安全
安心に暮らせる住みよいま
ちづくりを進める事業

春日野町内会
プレゼン

テーション
2

公園へのベンチの設置につ
いて、町内会で費用負担する
ことは検討されましたか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐14
春日山城跡環境整備（案内
看板等の設置と柿崎屋敷）
事業

春日山城跡保存
整備促進協議会

プレゼン
テーション

3

「春日山城跡の史跡公園」を
求める活動の現在までの進
行状況について教えてくださ
い。

城跡は春日区のみならず、全
市及び県、国の財産です。そ
の為行政以外からの資金を
募る計画はありますか。（例え
ばクラウドファンディング
etc.）

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐15
町内レクリエーション活動支
援事業

木田町内会
プレゼン

テーション
2

町内会費で賄う事での検討は
されましたか。その上で提案
された特段の理由があれば
教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐16
高志地区・安全・安心見守
りパトロール事業

高志小学校後援
会

プレゼン
テーション

3

通学路パトロール等は、具体
的に誰がいつどの様に行うの
か計画について教えてくださ
い。

PTA安全安心パトロール活動
と小学校後援会の安全安心
見守りパトロール事業は別組
織で収支も別会計か教えてく
ださい。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐17
大学前通りの環境整備と子
供たちのための芸術文化活
動事業

パブリック・アート
推進委員会

プレゼン
テーション

3

銘板が小さく見えにくく、一方
向からしか見ることができま
せん。判る様に設置に工夫す
るお考えはありますか。

設置後の景観の維持に環境
整備活動は欠かせませんが、
清掃など活動計画があれば
教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐18
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

プレゼン
テーション

3

平成30年度支援事業とのつ
ながりを教えてください。

各町内では防災用品の物置
は市からの補助で設置してい
ますが、検討されたましたか。
また防災消耗品等は町内会
で賄う事は検討されました
か。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐19
春日野デュークス幼年野球
活動事業

春日野デュークス
プレゼン

テーション
3

直近の収支決算について、会
費を含めた収入、支出の費
目、金額を教えてください。

幼年野球で投手用ネット、外
野ネット、給水ローラー等につ
いて、保護者からの応援(負
担)は検討されましたか。応援
(負担)が出来ない理由があれ
ば教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐20
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
プレゼン

テーション
3

構成員90名は全員75歳以上
の高齢者でしょうか。また名
簿管理はどの様にされている
のか教えてください。

交通費や参加謝礼等の一部
自己負担金（受益者負担）に
ついて、どの様に捉えておら
れるか教えてください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。
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R1 質問整理票
事業記
号番号

事業名 団体名 回答
質問
数

質問1
/質問5

回答1
/回答5

質問2
/質問6

回答2
/回答6

質問3 回答3 質問4 回答4

春‐21
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

プレゼン
テーション

6

会費や自己負担の金額を教
えてください。

交通費について、内訳を教え
てください。また、自己負担額
はありますか。

参加費及び交通費が前年と
比べて増額した理由を教えて
ください。

費用を確認するために、監督
と選手の構成人数を教えてく
ださい。

どのような地域活性化を考え
ておられますか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐22
高志小学校区　少年野球育
成事業

高志少年野球
プレゼン

テーション
5

会費を設けていない理由を教
えてください。

春日中学校野球部や高志ビ
クトリーズなど他チームとの関
連を教えてください。

帽子、ユニフォームが25着必
要な理由を教えてください。

中学生の学校別人数を教え
てください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐23 春日区　幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ
プレゼン

テーション
6

帽子、ユニフォームが30着必
要な理由を教えてください。

なぜティーバッティングネット
が2張必要ですか。

これまで備品の更新が必要に
なった際には、どのように費
用を負担してきましたか。

地域の行事に参加する予定
はありますか。

地域の団体などからの援助
はありますか。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

春‐24
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 文書回答 6

交通誘導を、商工会の方で実
施することを検討されました
か。

検討しましたが委託することと
しました。交通誘導警備に
は、「交通誘導警備業務に係
わる検定」という資格が係りま
す。当会に該当業者、資格取
得者がおりませんので、一般
車両・不特定来場者が来られ
るイベントですので外部委託
としました。

2019年3月のイベントの反響
や手応えを踏まえ、今年度以
降の発展性を教えてくださ
い。

継続事業とすることでイベント
の開催や運営はどうにか形に
なりましたが、イベントと春日
山を結びつけるバス運行、開
催時期や内容、春日山でのイ
ベント実施など今後も検討し、
来場者の増加から春日山城
跡のにぎわい創出に貢献した
いと考えております。

PAについては、例えば教育
委員会などで無料で借りられ
るのですが、どうしても有償の
レンタルでないといけません
か。

社会教育課に確認いたしまし
たが、２０人位の室内用で５０
０人規模の屋外用には向かな
い仕様の機器のようです。当
イベントでは司会者が屋内外
を移動しながら内外イベント・
パフォーマーの紹介、バンドと
のコラボ、会場のお客さんの
インタビュー、屋内外のチャン
ネルの切り替えなど、出力量
と多機能のＰＡを利用して行っ
ております。

協賛金収入は検討しています
か。

にぎわい市を浸透させ地域か
らの協賛事業所を多く獲得
し、できるだけ補助金に頼ら
ない運営方法を今後も検討し
ていきます。

謝礼市内10団体とは、どんな
団体ですか。

以前、地域協議会よりご提案
頂き上越地域で活動する演
奏、演武団体にイベント参加
を依頼しております。
昨年度においては、「謙信流
陣太鼓」「春日中学校　吹奏
楽部」「一義会」「おもてなし武
将隊」「大道芸BOKUYU」「吟
遊詩人 ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ」「上教大ｱ
ｶﾍﾟﾗｻｰｸﾙ」「尺八クラブ」「高
所作業車　ホイールローダー
体験」「甲冑試着体験」１０団
体からご協力頂きました。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。

補助金減額時の事業縮小や
自己負担金の増額は検討し
ておりますが、毎年開催の継
続事業と考えておりますので
次年度への繰越は検討して
おりません。

春‐25
春日区のお土産開発と歴史
伝承にぎわい創出事業

（一社）上越をわく
わく楽しみ隊

プレゼン
テーション

3

地元の商店、商工会、地域協
議会との連携はどのように考
えていますか。

商品の完成より前に、パッ
ケージ、ラベル、ホームページ
を制作する理由を教えてくだ
さい。サンプルがあれば、ご
提供ください。

【共通質問】地域活動支援事
業の補助金が減額された場
合、自己負担金の増額や事
業の縮小、次年度への繰越
は可能でしょうか。
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２. 進 行 等 
 

 

 

＊持ち時間は 9 分です。 
 

＊内訳は、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（「個別質問」への回答含む）6 分＋「再質問」への回答 3 分です。 
 

＊個々の進行は、次の流れにより“ベル”を鳴らして合図します。 

 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （6 分） 

始め 
→ 

終わりの 

1 分前 → 
終わり 

ベル① ベル② ベル③ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

「再質問」への回答 （3 分） 

始め 
→ 

終わりの 

1 分前 → 
終わり 

ベル④ ベル⑤ ベル⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

中部まちづくりセンター 
（ ） 

担当：藤井・本間 

電話：526-1690(直通)/FAX：522-2678 

携帯：080-1155-7693（会議当日の連絡用） 

・お答えいただいた内容について不明点があ

る場合のみ
．．

、委員から再質問をさせていた

だきます。 

 

 事業提案書は、委員に事前配布されている

ため、この場で改めてその内容を読み上げる

必要はありません。 

 

①事業提案書に記載のない事柄、特に委員に

伝えたい事柄に絞ってご説明をお願いしま

す。 

②あわせて、事前にお送りした「個別質問」に

ついて、“主旨を捉え、的を得た回答”にご

協力ください。 

 

※提案書の一
い ち

からのご説明により、時間が足

らなくなりますと、後に続く団体の待ち時

間が増えてしまいますのでご留意くださ

い。 



上越市地域活動支援事業　ヒアリング日程表 【春日区】
（委員・提案者 共通）

集合時間 ●協議会委員は、13：00

●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

春-15 町内レクリエーション活動支援事業 木田町内会 13:10 ～ 13:19

春- 1 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 13:20 ～ 13:29

春- 2
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 13:30 ～ 13:39

春- 3
Ｆ・Ｃ高志　サッカー＆フットサル活動及
び青少年健全育成事業

Ｆ・Ｃ高志 13:40 ～ 13:49

春- 4 土橋自衛消防部事業 土橋自衛消防部 13:50 ～ 13:59

春- 6 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 14:00 ～ 14:09

春- 8
春日山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事業

上越交通安全協会春日支部 14:10 ～ 14:19

春- 9
グラウンド・ゴルフで地域の活性化を図る
事業

藤巻グラウンド・ゴルフ同好
会 14:20 ～ 14:29

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 14:30 ～ 14:39

春-12 第５回　越後謙信きき酒マラソン事業 上越商工会議所青年部 14:40 ～ 14:49

14:49 ～ 15:04

春-20 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 15:05 ～ 15:14

春-13
地域住民が心豊かで安全安心に暮らせる住
みよいまちづくりを進める事業

春日野町内会 15:15 ～ 15:24

春-14
春日山城跡環境整備(案内看板等の設置と柿
崎屋敷)事業

春日山城跡保存整備促進協議
会 15:25 ～ 15:34

春-16
高志地区・安全・安心見守りパトロール事
業

高志小学校後援会 15:35 ～ 15:44

春-17
大学前通りの環境整備と子供たちのための
芸術文化活動事業

パブリック・アート推進委員
会 15:45 ～ 15:54

春-18 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 15:55 ～ 16:04

春-19 春日野デュークス幼年野球活動事業 春日野デュークス 16:05 ～ 16:14

春-21
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 16:15 ～ 16:24

春-22 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球 16:25 ～ 16:34

春-23 春日区　幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 16:35 ～ 16:44

春-25
春日区のお土産開発と歴史伝承にぎわい創
出事業

(一社)上越をわくわく楽しみ
隊 16:45 ～ 16:54

春- 5
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- 7 生き生き大豆　環境美化と防災・交流事業 大豆町内会

春-24
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

(

変
更

)

春-11
小学生の金管楽器演奏による地域の絆づく
り支援事業

上越市立春日小学校後援会

※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。

（実施しない）

ﾋｱﾘﾝｸﾞ時間

―休憩（15分）―

（実施しない）

（実施しない）

（実施しない）

開催日時：令和元年5月25日（土）13:00～

会場 ：上越市市民プラザ 第2会議室

当日配布資料（差替え）


