
令和２年度 第２回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和２年６月４日(木)  

午後１時３０分から 

場 所：清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール 

 

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２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２年度第３回清里区地域協議会の開催について 

    ・日 時：令和２年６月１１日（木）午後３時から 

    ・会 場：清里コミュニティプラザ ３階多目的ホール 

 

 

 

７ 閉 会 



(単位：円)

事業費

a

補助金
希望額

b

補助率

b/a

1
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

694,944 694,000 99.9%

現在砕石のみが敷かれている白看板城址の駐車ス
ペース（通称「柴休み」）を、安全性を配慮しコンクリート
舗装するとともに、転落防止用の車止めの設置、転落
防止柵を設置し、毎年見学に来る清里小学校の児童や
山城の見学者が安全に過ごせるよう整備を行う。

2
坊ヶ池交流施設活用
事業

きよさと観光交
流協会

630,283 620,000 98.4%
清里区の地域振興拠点であるビュー京ヶ岳、坊ヶ池周
辺施設を利用した市民交流、研修、イベントを開催し、
住民福祉、交流人口の拡大による地域活性化を図る。

3
清里歴史絵巻加美芝
居事業

星ふる清里会 562,500 562,000 99.9%
昨年度完成した清里歴史50音加美芝居を題材に短編
物語を3編作り、絵巻物にする。また、可動式の案内看
板を制作・設置し、公演会場等に設置する。

4 きよさと朝市開催事業 清里商工会 280,000 230,000 82.1%

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商工会員が出店する朝市を開
催する。朝市はイベントを交え年28回開催予定。

5
すこやかな暮らしふれ
あい事業

NPO法人清里
まちづくり振興
会

1,014,091 1,000,000 98.6%

清里区の地域交流施設「ビュー京ヶ岳」等の施設を利用
し、高齢者等を対象とした演芸・文化・交通安全交流会
を開催するとともに、活動用具の貸与をはじめ年間を通
じた高齢者サロンの活動支援を行う。

6
櫛池隕石落下100周
年事業

天文指導協力
員会

1,554,649 1,320,000 84.9%

「櫛池の隕石」落下100周年を機に、記念リーフレットの
作成や年間を通じた記念イベントの実施、スターフェス
ティバルでのJAXA天文講演会などを開催する。これら
を通して、隕石落下の科学的価値や歴史的意義を周知
するとともに、上越清里星のふるさと館の魅力向上と地
域活性化、青少年の健全育成を図る。

4,736,467 4,426,000 93.4%

補助金
配当額

5,200,000

補助金
残額

774,000 85.1% 執行率

令和2年度 清里区地域活動支援事業(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 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 ６９５千円（うち、補助金希望額６９４千円） 

事業の目的（概略） 

現在砕石のみが敷かれている白看板城址の駐車スペース（通称「柴休み」）を、安全性を配慮しコンクリート舗装す

るとともに、転落防止用の車止めの設置、転落防止柵を設置し、毎年見学に来る清里小学校の児童や山城の見学者

が安全に過ごせるよう整備を行う。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住民、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 2年 7月～令和 2年 8月 

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

できるようになる。 

事業番号 ２ 事業名 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 ６３１千円（うち補助金希望額６２０千円） 

事業の目的（概略） 
清里区の地域振興拠点であるビュー京ヶ岳、坊ヶ池周辺施設を利用した市民交流、研修、イベントを開催し、住民

福祉、交流人口の拡大による地域活性化を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区住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（山城・史跡探訪ツアー、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（5回） 

・市民の地域づくり研修・交流会の開催（5回） 

事業の実施期間 令和 2年 6月～令和 2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。 

資料１－２ 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 

- 2 - 

事業番号 ３ 事業名 清里歴史絵巻加美芝居事業 

提案者名 星ふる清里会 

事業費及び補助金希望額 ５６３千円（うち補助金希望額５６２千円） 

事業の目的（概略） 
昨年度完成した清里歴史 50音加美芝居を題材に短編物語を 3編作り、絵巻物にする。また、可動式の案内看板を制

作・設置し、公演会場等に設置する。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 
 ・清里区住民、清里区の近郊地域住民、清里区に訪れた方 
(2)事業の実施方法 
 ・昨年度完成した清里歴史 50音加美芝居を題材に短編物語を 3編作り、絵巻物として制作する。 
 ・1場面 1場面を横に繋いで絵巻状にし、今までの芝居枠を一部改良して、ハンドルを付け巻取り状にする。 
 ・公演会場等に公演する絵巻物語の案内看板を作成・設置する。 
 ・高齢者施設、サロン、学校等で公演活動を実施。 

事業の実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

事業で期待する効果 
紙芝居ではなく絵巻という珍しい方法を用いることで見る方を飽きさせず、また清里の歴史や魅力を区内外に PRす
る機会となる。 

事業番号 ４ 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 ２８０千円（うち補助金希望額２３０千円） 

事業の目的（概略） 
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
会館を会場に商工会員が出店する朝市を開催する。朝市はイベントを交え年 28回開催予定。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住民、近隣地区住民等 
（2）事業の実施方法 
 ・毎週水曜日午前 9時から 11時 30分まで、清里商工会館にて朝市を開催。5～6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。 

 ・年間開催カレンダー、チラシ（年 3回）を区内及び近隣に発行。のぼり旗を作成し、開催日に設置。過去に作成
したタペストリーも活用する。 

 ・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。5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。※新型コロナウイルスに配慮し一部制限あり 
 ・年 7回朝市イベントを実施する。 

事業の実施期間 令和 2年 4月～令和 3年 1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。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 

- 3 - 

事業番号 ５ 事業名 すこやかな暮らしふれあい事業 

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 １，０１５千円 （うち、補助金希望額１，０００千円） 

事業の目的（概略） 
清里区の地域交流施設「ビュー京ヶ岳」等の施設を利用し、高齢者等を対象とした演芸・文化・交通安全交流会を開
催するとともに、活動用具の貸与をはじめ年間を通じた高齢者サロンの活動支援を行う。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 
 ・清里区内の高齢者等 
(2)事業の実施方法 
 ・演芸・文化・交通安全交流会：坊ヶ池落語会、小竹勇生山ビュー京ヶ岳特別講演、敬老会での歌謡ショーほか 
 ・地域高齢者サロンへの支援：歴史・文化施設の学習活動による交流１回 
 ・地域高齢者サロン活動支援：健康増進用具（家庭用血圧計）の貸与 
 ・講演会等の横断幕作成用大型プリンター購入 1台 

事業の実施期間 令和 2年 5月～令和 3年 3月 

事業で期待する効果 
清里区の地域交流施設「ビュー京ヶ岳」等の施設を利用し、高齢者等に芸能・文化活動に触れる機会を提供するこ
とで、地域の仲間とふれあい、支え合い、いつまでも健やかに暮らせることができるものと期待できる。 

事業番号 ６ 事業名 櫛池隕石落下 100周年事業 

提案者名 天文指導協力員会 

事業費及び補助金希望額 １，５５５千円（うち１，３２０千円） 

事業の目的（概略） 
「櫛池の隕石」落下 100 周年を機に、記念リーフレットの作成や年間を通じた記念イベントの実施、スターフェス
ティバルでの JAXA天文講演会などを開催する。これらを通して、隕石落下の科学的価値や歴史的意義を周知すると
ともに、上越清里星のふるさと館の魅力向上と地域活性化、青少年の健全育成を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住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 周年記念リーフレットを作成し、清里区全戸と市内小・中学校に配布する。また、小中学

校の先生方を集めた研究会や出前授業等を通じ、3か年計画でリーフレットの内容を市民等に周知する。 
 ・年間を通して天文に関するクイズや観望会等を実施し、成績等に応じて来館者を表彰。100周年を記念し缶バッ

ジを作成する。 
 ・8/13～15 の 3 日間、「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、絵本読

み聞かせシアター、天文教室で望遠鏡作り等） 
 ・7/23～26「夏の★曜日」、9/19～22「秋の★曜日」の開催（絵本読み聞かせシアター、星空コンサート、天文講

演会） 

事業の実施期間 令和 2年 5月～令和 2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
（１０分）

審査時間
（５分）

1
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
１３：５０

～
１４：００

１４：００
～

１４：１０

１４：１０
～

１４：１５

2 坊ヶ池交流施設活用事業 きよさと観光交流協会
１４：１５

～
１４：２５

１４：２５
～

１４：３５

１４：３５
～

１４：４０

3 清里歴史絵巻加美芝居事業 星ふる清里会
１４：４０

～
１４：５０

１４：５０
～

１５：００

１５：００
～

１５：０５

4 きよさと朝市開催事業 清里商工会
１５：０５

～
１５：１５

１５：１５
～

１５：２５

１５：２５
～

１５：３０

5 すこやかな暮らしふれあい事業
NPO法人 清里まちづくり振
興会

１５：４０
～

１５：５０

１５：５０
～

１６：００

１６：００
～

１６：０５

6 櫛池隕石落下100周年事業 天文指導協力員会
１６：０５

～
１６：１５

１６：１５
～

１６：２５

１６：２５
～

１６：３０

６月４日(木)

令和２年度 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



 

 

令和２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する。 

「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する。 

 

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％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。 

(2) 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。 

(3) 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 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、 

補助金額については、１５点が９０％、１６点が９２％、１７点が９４％、１８点が９

６％、１９点が９８％、２０点以上が１００％の補助率を補助金希望額に乗じた額を基

本とする。 

(5) 採択すべき事業及び補助金額は、清里区への配分額の範囲内で共通審査基準の評点の 

高いものから順に採択する。なお、配分額を超過した場合の対応はその都度協議し決定

する。 

 

資料 3-1 



清里区に係る令和２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 
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