
令和元年度 第４回高士区地域協議会 

次 第 
 

日時：令和元年 7 月 9 日（火）午後 6 時 30 分～ 

 会場：高士地区公民館 ２階 中会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 議 題 

 

  (1)地域活動支援事業について 

     

    ①採択結果の報告 

    ②課題の洗い出し 

 

  (2)自主的審議事項について 

 

 

４ その他 

   ○次回の会議 

日時：令和元年  月  日（ ） 午後 6 時 30 分～ 

    会場：高士地区公民館 中会議室    

    内容：自主的審議 

 

５ 閉 会 



当区の地域活動資金の配分枠： 4,900千円

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：11人 ○：11人 平均点 8.9 4.4 3.8 9.1 4.0 30.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 0
（最低点） (6) (4) (2) (6) (3)

○：11人 ○：11人 平均点 9.1 3.9 4.4 8.4 3.8 29.6

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 0
（最低点） (6) (2) (3) (6) (3)

○：11人 ○：11人 平均点 8.9 4.0 4.5 8.5 3.5 29.4

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 0
（最低点） (6) (3) (4) (6) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 8.5 3.6 4.2 7.3 3.4 27.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (4) 0
（最低点） (6) (2) (3) (4) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 8.2 3.6 4.3 6.9 3.8 26.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (5) 0
（最低点） (6) (3) (3) (4) (3)

○：11人 ○：11人 平均点 8.0 4.0 4.5 6.7 3.5 26.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 0
（最低点） (6) (3) (3) (4) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 7.8 3.5 4.2 5.4 3.6 24.5

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (5) 0
（最低点） (2) (1) (2) (2) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 7.3 2.9 3.5 6.0 3.6 23.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (8) (5) 0
（最低点） (6) (2) (2) (2) (3)

○：11人 ○：11人 平均点 7.5 3.5 3.9 5.3 3.0 23.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (4) 0
（最低点） (4) (2) (2) (2) (2)

○：11人 ○：10人 平均点 7.3 3.2 3.6 5.3 2.9 22.3

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (4) (5) (8) (4) 0
（最低点） (2) (1) (2) (2) (1)

○：11人 ○：11人 平均点 6.5 3.5 3.6 5.1 3.4 22.1

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 0
（最低点） (2) (1) (1) (2) (2)

○：10人 ○：10人 平均点 6.9 2.8 3.5 4.9 2.9 21.0

×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (6) (5) -27,000
（最低点） (4) (1) (2) (2) (1)

○：10人 ○：10人 平均点 5.8 2.8 3.3 4.4 2.8 19.1

×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (4) (5) (8) (5) -81,000
（最低点） (4) (2) (2) (2) (2)

○：8人 ○：8人 平均点 6.0 3.0 2.9 3.5 2.3 17.7

×：3人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (4) -113,000
（最低点） (4) (3) (1) (2) (1)

○：10人 ○：8人 平均点 4.7 2.5 3.2 3.6 2.3 16.3

×：1人 ×：2人 （最高点） (6) (4) (5) (6) (3) -93,000
（最低点） (2) (2) (2) (2) (1)

合計 5,214,000 合計 4,900,000

単位：円

順位

事

業

番

号

事業名 提案団体名 事業費 申請額
得点

採択額採択結果
基本審査

優先採択

方針

1 士-12
「雪まつり（ｷｬﾝﾄﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ）」開
催による地域交流・地域活性
化事業

高士地区雪まつり実
行委員会 1,881,374

削減額

上位と

の得点

差

2 士-7
令和元年　高士地区・高士小
学校体育大会事業

総合型地域スポーツ
クラブ高士地区体育
協会

239,764 239,000 0.6

1,881,0001,881,000 -
提案どおり
採択

239,000

3 士-13ふるさと高士まつり事業
高士地区振興協議
会 425,000 425,000425,000 0.2

256,0002.4

5 士-2
飯田川のいきものと自然のふ
れあい活動事業

飯田町内会 172,982

4 士-6 高士地区の安全安心対策事業
高士地区防災防犯
協会 256,020 256,000

172,000172,000 0.2

111,0007 士-10地区だより「たかし」発行事業
高士地区振興協議
会 111,000 111,000 2.2

6 士-1
高齢者の見守り活動・会食会・
弁当配食事業

ひとふさの会 280,000 160,000 0.1

9 士-4 高士地区お買い物ツアー事業 高士地区婦人会 104,920

8 士-8 ニュースポーツの普及事業
総合型地域スポーツ
クラブ高士地区体育
協会

182,159 182,000 1.2

73,000 0.1

100,000

182,000

73,000

11 士-11
平成31年度　稲谷【だんとうの
大杉】保存事業

稲谷【だんとうの大
杉】保存会 978,400

10 士-5
高士地域の歴史調査・集積事
業

高士歴史研究会 100,000 100,000 0.9

978,000978,000 0.2

323,000

0

13 士-15
「地元野菜の魅力発見」旬の野
菜クッキング事業

旬の野菜クッキング 81,600

12 士-9
小冊子「川上善兵衛翁を語る」
作成事業

高士歴史研究会 350,000 350,000 1.1

081,000 1.9

14 士-14
交通事故のない安全安心なま
ちづくり事業

下曽根町内会 113,400 113,000 1.4

15 士-3 「男の料理教室」開催事業 高新会 93,340 093,000 1.4

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

不採択

不採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

提案どおり
採択

減額採択

不採択

160,000

令和元年度高士区地域活動支援事業採択結果一覧表 資料１

予算のボーダー

ライン



令和元年度高士区地域活動支援事業 課題の洗い出し 

 

■目的  

 ・今年度の審査方法と採択結果を踏まえ、来年度以降の採択方針や審査方法に反映するか協議する。 

 ・反映する場合、高士区地域協議会の審査方法として設定するため、その時の提案状況や提案内容に左右されない 1 つの基準と

して扱われる。 

 

■内容  

  

 ○今年度の審査方法  

項目 今年度の審査方法  来年度以降の方針 

基本審査の

取り扱い 

・基本審査判定の取り扱いを変更し、「不適合（×）」

とした委員の共通審査基準の点数を 0点として扱

い、平均点を算出した。 

 ・地域協議会で取扱い方法を採決し、決定している

ため、来年度以降も同様に扱う。 

（審査方法に明記する） 

減額方法 ・共通審査基準の平均点を基に順位付けを行い、高

士区の予算配分額 490 万円に収まる範囲で、上位

から満額採択した。 

・予算配分額が不足した場合、減額採択もしくは不

採択とした。 

 

  

その他 

（当日意見） 

   

 

資料 2 



高士区地域協議会 講師選定リスト 

 

１ 目的     

  ・協議の新たな切り口として、地域づくりに見識のある講師を招へいし、委員の見識を広める。 

 

２ 講師リスト  

  ・委員から事務局宛てに講師や講演内容の希望がなかったため、下記の候補は事務局で選定した。    

講師名 講師概要 備考 

有限会社 F&Cヨシザキ ・ファシリテーターとして、自ら考えて行動する人づくりを目指し

て活動している。 

・企業、団体、地域づくり、学校など、課題解決や合意形成、アイ

ディア創出の会議などを得意としている。 

・過去に諏訪区、新道区でも講

演を行っており、地域協議会

に対する理解は高い。 

 

株式会社 BASE968 ・民間まちづくり会社「株式会社 BASE968」を立ち上げ、自分たち

の手で心地よい暮らしをつくり出す活動を目指す。 

・「糸魚川市駅北大火」をきっかけに立ち上がった糸魚川まちづく

り市民団体「まちづくりらぼ」にも属しており、賑わいのある町

を取り戻すため、活動している。 

 

【当日意見】   

 

資料３ 


