
令和２年度 第２回 津有区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 2年 6月 29日(月) 午後 6時 30分～ 

                    会場：ファームセンター 第 1・第 2会議室 
 

                                   延べ 1時間 35分 
 

１ 開  会                                   
                                       【2分】 

 

 

 

 
 

２ 議  題                                   
 ⑴ 地域活動支援事業について                        【90分】 

  ① 審査・採択すべき事業の決定等 

 

 

 

 
 

 

 ⑵ その他 

  ① 追加募集について 

 

 

 

 

３ そ の 他                                   
 ⑴ 次回開催日の確認等                            【3分】 

   ➢ 日時   ： 月 日（ ）午後 6時 30分から 

   ➢ 開場   ：津有地区公民館 大会議室 

   ➢ 内容（案）：(報告事項) ・公の施設の再配置計画の取組について 

           (協議事項) ・今年度の地域活動支援事業の審査について 

 
 

 ⑵ その他 

 

 

４ 閉  会                                   



評価結果

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計 計

○：12人 ○：12人 平均点 4.6 4.3 4.8 4.3 4.2 22.2

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

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.5 4.2 4.7 4.3 4.3 22.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,826,000

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.4 4.4 4.8 4.2 4.1 21.9

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,562,000

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.3 4.4 4.8 3.8 4.2 21.5

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,270,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.5 4.1 4.5 4.3 4.0 21.4

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,747,000

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.1 3.8 4.6 4.3 3.9 20.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,799,000

（最低点） (3) (3) (3) (3) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 4.1 4.1 4.7 3.6 3.8 20.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,163,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.1 3.8 4.6 3.7 3.8 20.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 679,000

（最低点） (3) (3) (3) (1) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 4.0 3.7 4.4 3.3 3.6 19.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5) 526,000

（最低点） (3) (2) (3) (1) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 3.8 3.3 3.9 3.3 3.2 17.5

×：1人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 427,000

（最低点） (3) (2) (3) (1) (1)

合計 5,473,000

配分残額

単位：円

稲町内安全・安心子育て支援
事業

484,000

稲町内会

優先採択
方針

上位との
得点差

0.3

1.599,479 99,000

636,900 636,000

153,116 153,000 1.0

301,901 292,000 0.4

0.4

共通審査基準

津有地区地域づくり事業
津有地区地域づ
くり協議会

上越市防災士会津有支部安心
安全事業

上越市防災士会
津有支部 1,264,670 1,264,000

524,700 174,000

1,002,000 900,000 -

0.2

0.1

当区の地域活動資金の配分枠： 5,900千円

採択額

津-10

484,451

2 津-9

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

「地域に元気を！」雄志太鼓活
動支援事業

雄志中学校区青
少年育成会議

8 津-2
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

津-5

7

3 津-1

10 津-6 シルバー卓球クラブ支援事業
シルバー卓球クラ
ブ

9 津-3
高齢者の健康増進と環境保
全・まちつくり事業

平成町松翠会

4 津-8
2020　戸野目スポーツ少年団
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

6

5 津-4
2020　津有北部地区スポーツク
ラブ地域活性化事業

津有北部地区ス
ポーツクラブ 523,600 523,000 0.1

津-11
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 948,750 948,000 0.7

令和2年度津有区地域活動支援事業 採点結果一覧表 資料１



順位
事業

番号
基本審査不適合の理由 特記事項

3 津-1
AEDの設置は地域住民の不安からくるものと思われます。

元々は市が設置するものと思います。

6 津-11
中村公園のコンクリートの改修は市が行うものと思いま

す。

8 津-2
事業の目的以外に雪雨等から避難する建物が必要ではない

でしょうか。

10 津-6
小学生、中学生などの会員も募り、地域全体を対

象としてはどうでしょうか。

◆　【津有区】　地域活動支援事業　提案事業に関する意見一覧　◆

　※採点票にご記入いただいた意見等を事務局で整理し、一覧表にしました。

資料２



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-１）上越市防災士会津有支部安心安全事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

2 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①備品配備場所の選定の根拠は何で

すか。 

津有区の避難所のうち、小・中学校

はすべて配備済のため、配備されてい

ない場所を選定したものです。 

 

 

②購入後の管理は誰が行うのですか。 【欄外の事務局からの補足説明】のと

おりです。 

③防災士会で、なぜ AED を購入しな

ければいけないのですか。 

市では避難所への AED 設置方針が

ないため、防災士会で要望したもので

す。 

 

④行政での AED の設置は無いのです

か。 

【欄外の事務局からの補足説明】のと

おりです。 

3 

２ 事業の概要 

⑹ 次年度以降の

活動の見直し 

⑤次年度以降他の場所に設置する計

画は無いのですか。 

次年度は設置する計画はありません。 

 

 

⑥AED 本体及び消耗品の交換は何年

をめどにお考えですか。 

AED 本体は 8 年で更新が必要で

す。パッドは 2 年ごとに交換が必要

です。 

 

 

【事務局からの補足説明】 

質問② … 市が所管する施設に備品を設置することから、事務局において担当課へ所見を確認してい

ます。この事業については、市の農村振興課（ファームセンターの所管課）及び社会教育

課（津有地区公民館の所管課）から、「管理と運用は上越市防災士会津有支部で行うこ

と」としたうえで、「課題なし」との回答を得ています。 

     また、四辻町多目的研修センターについては、防災士会津有支部と四辻町町内会（多目的

研修センターの管理者）が協議を行った結果、提案書に添付の同意書の通り管理を行うこ

ととしています。 

質問④ … 事務局において市の危機管理課へ確認したところ、避難所へ AED を設置する方針はない

との回答を得ています。 

 

 

 

 

参考資料① 



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 防災士会では、地域社会の防災力の向上と防災意識の高揚を図ることを目的に活動しています。 

 

皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-２）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 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

1 1 団体等の概要 

①昨年も同様の事業を行ったようで

すが、昨年の具体的な実績をお聞かせ

ください。 

・事業の名称 

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 

・事業費 

「収入」 1,142 千円 

（市補助金 1,141 千円 

自己財源 665 円） 

「支出」 

・芝張替え養生工（Ｂコート）999,615 円 

・芝目土地       22,000 円 

・芝肥料        33,750 円 

・芝用除草剤      28,500 円 

・一般除草剤      11,800 円 

・芝活性化養生用具   46,000 円 

 

4 
２ 事業の概要 

⑺ 事前協議 

②公園内での防草シートの使用は問

題ありませんか。 

【欄外の事務局からの補足説明】のと

おりです。 

12 規約 

③利用料の記載がありますが、令和元

年度の収入状況及びその主な使途は

何ですか。 

・収入 1２,200 円（使用料） 

・支出 1２,200 円（平成町ＧＢＣ（ゲ

ートボールクラブ）へ管理委託費） 

（管理委託費主な使途）  

芝に水くれポンプの燃料費約   4,290 円 

芝刈り機燃料費（金属容器共） 3,903 円 

時計・タイマー電池代     1,432 円 

ＰＲチラシコピー代     1,800 円 

 

【事務局からの補足説明】 

 質問② … 事前協議については、事務局においても関係者に提案内容に対する所見を確認していま

す。この事業については、市の都市整備課（戸野目公園の所管課）から「課題なし」との

回答を得ています。 

 

 

 

 

 



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

●昨年の補助事業自己評価（参考） 

 

・Ｂコートの芝張替え養生工事は 7 月～8 月の異常な暑さで生育が心配だったが、2 か月間毎朝の 

散水が功を奏して、順調な生育が確認され今年は良好なコート状態が期待できる。 

・Ａコートは活動支援事業の整備で芝の発育が向上して来たこともあり、目土・肥料・活性化用具の 

使用により芝コートの状態が良くなり十分な効果が出てきた。 

・芝の状態が良くなり、ゲートボールで使用していない時は子供・老人の憩いの場として多くの人 

から利用され環境保全・景観美化・や私たちの健康増進に役立っていると思う。 

●芝コートの子供たちへの開放について 

・今年のコロナウイルス感染症などで休校の時も利用できるようにと努めて来ましたが、管理してい 

る私たちにも制限がありコート整備も十分にできなかったことは否めません。これからも安全を再 

確認し、子供たちの遊び場として今まで以上に安心・安全を図ってまいります。 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-３）高齢者の健康増進と環境保全・まちつくり事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

1 １ 団体等の概要 

①松翠会ゲートボール同好会の会員

は何名ですか。 

今は１１名です。 

 

 

3 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

②事業対象者を町内に限っています

が、大会等への参加以外に他の老人

会等との交流計画は無いのですか。 

大会以外で他の老人会等の交流計画

は今のところ有りません。 

 

 

 

 

 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

●質問①の補足 

 

今年度３名ほどの新入会員を予定していました。コロナウイルスの関係で練習も控えなければ 

ならなく、正会員には至っていませんが、年度内には１４名ほどになる予定です。 

●質問②の補足 

【事業対象者について】 

会旗・手旗の使用者は町内に限られますが、ユニフォームやラインロープについては下記のとおり、 

津有地区のゲートボール（ＧＢ）愛好者も使用します。 

・ユニフォームについては、ＧＢの試合は１チーム６名～７名で行われるため２チーム参加の場合、 

人数の関係で最寄りのクラブの愛好者も一緒に使用することが考えられます。 

・ラインロープは芝コートで練習する時の必需品です。平成町ＧＢＣ練習時に最寄りクラブの愛好者 

も一緒に練習を行っています。 

【他の老人会との交流計画について】 

津有区で今年度市老連に加入している老人クラブは５クラブになってしまいました。 

クラブ間の交流は少ないですが、市老連・地区の大会時との行事とは関係なく、地区のＧＢ 

愛好者が週２回～３回の練習を行っており、他のクラブと唯一の交流の場であると思います。 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-４）津有北部地区スポーツクラブ地域活性化事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

2 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①グランドゴルフ大会が 3 地区合同

開催となっていますが、合同主催者

に津有南部地区が含まれていないの

はなぜですか。 

大会発足に際し、当時地域づくり

協議会会⻑が津有南部地区から選出

されていたことから、会⻑宛書⾯に

て声かけ致しましたが、返答があり

ませんでした。会⻑が交代して以来、

代表者が不明の為、現在に至ってい

ますが、過去のヒアリングの際に、

南部の地域協議会委員に経緯と南部

地区の勧誘を、幾度か説明致しまし

た。 

ちなみに、大会冠名は南部も含む

津有地区の「T」を使用しています。 

②スカットボールとボッチャを年何

回使用する予定ですか。 

回数の予定はありません。 

特に、需要がある貸出し先は 

・戸野目小学校児童クラブ 

・津有地区公民館 

・各老人会 

が主流になると認識しています。 

 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-5）津有地区地域づくり事業 
 

１ 質問回答欄 

委員からの質問はありませんでした。 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-6）シルバー卓球クラブ支援事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

2 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①会員以外の用具使用は可能です

か。 

可能です。 

 

 

 

6 会員名簿 

②名簿に所属会員が掲載されていま

すが、それぞれの居住地域はどのよ

うになっていますか。 

【欄外の事務局からの補足説明】の

とおりです。 

 

【事務局からの補足説明】 

 質問② … 個人情報保護の観点から、団体から提出していただいた会員名簿の住所、電話番号を省略

しています。居住地域の内訳は、津有区 6 名、新道区 8 名、高田区 1 名となっています。 

 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-8）2020 戸野目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 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

1 1 団体等の概要 

①戸野目スポーツ少年団に加入して

いる子どもの人数は何人ですか。 

令和 2 年 4 月 1 日現在の 

上越市スポーツ少年団への登録人数 

・野球  19 名 

・バレー 10 名 

  計  29 名です。 

②活動内容はバレーボールだけなの

ですか。 

バレーの他に少年野球も活動してお

ります。 

野球 ：年 15 回程の大会参加 

バレー：年 13 回程の大会参加 

その他全体の団活動として下記事項

を例年実施しております。 

・親子球技大会 

・妙高自然の家一泊研修 

・戸野目小学校文化祭展示 

・上越市ﾌｧﾐﾘｰ綱引き参加 

・津北ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ冬季運動会参加 

・親子スキーツアー 

・親子小学校グラウンド草取り 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

戸野目スポーツ少年団は、昭和 57 年設立から 37 年目を迎えます。 

 

近年、少子化の影響で各小学校区単位では、子供達が団体でスポーツ活動を行う環境としては 

人数が足りず活動ができない状況です。 

戸野目スポーツ少年団では 10 年程前から、この状況下に対し、雄志中学校区の上雲寺、諏訪、高士 

地区の皆さんにもお声掛けし、現在他校区からも若干名の団員の参加を得ることができ、活動を実施 

しております。 

しかしながら、少子化に伴い会費の収入減が大きな課題となっているのが現状で有ります。 

物価高騰、消費税アップの現況下ながら育成会（ご両親）の会費も据置のままで頑張っております。 

固定費だけが着実にアップしている現状ながら育成会費値上げの検討も行っておりますが、無料奉仕 

で団活動に参加して頂いている指導者への負担軽減（例：指導者ﾕﾆﾌｫｰﾑ購入代金等）、育成会員の 

諸経費負担軽減の為に、この地域活動支援事業に提案いたすものであります。 

どうかご思慮願いたく、お願い申し上げます。 

 



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-9）「地域に元気を！」雄志太鼓活動支援事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

3 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①諏訪区、高士区の助成が貰えない

ときは、どうするのですか。 

数を減らし、津有区の予算内で購

入できる太鼓を購入します。 

 

 

 

 

4 

２ 事業の概要 

⑹ 次年度以降の

活動の見通し 

②今年度は７台の太鼓の購入予定と

ありますが、年次計画で更に購入す

る必要はありますか。 

購入予定はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-10）稲町内安全・安心子育て支援事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

2 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①事業内容・方法について、防犯灯及

び遊具の設置とありますが、町内の

住民への啓蒙活動は計画していない

のですか。 

防犯灯については、これまで地域

支援事業で整備されており、町内に

はその都度、報告してきたところで

あり、今回も集会の中で設置の報告

を行い、防犯啓蒙に努めてまいりま

す。また、遊具につきましても同様に

報告してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和２年度 地域活動支援事業【津有区】 委員からの質問に対する回答票 

 

事業名 （津-11）上雲寺小学校児童・地域住民ふれあい事業 
 

１ 質問回答欄 

  以下の質問について、回答をご記入ください。（なるべく簡潔にご記入願います。） 

ページ 項目 質問(委員ごと) 回答欄 

3 

２ 事業の概要 

⑷ 事業の内容及

び実施方法 

①地域連携カレンダー以外に活動状

況の住民への周知は考えています

か。 

地域連携カレンダーは、児童が地

域と共に活動し、その成果をカレン

ダーまとめたものです。提案書にも

記載のとおり、各町内へ配布するこ

とで周知を図ることとしておりま

す。また、児童の活動は、この他、学

校行事に合わせて随時披露している

ところであり、文化祭などでも地域

の皆さんに披露させて頂いておりま

す。 

②津有南部地区民の体育大会が計画

されていますが、この地区の各種団

体にはどのような団体があります

か。 

津有南部地域には、これまで、振興

会をはじめ、体育レクリエーション

などがありましたが、現在は上雲寺

小学校を中心に町内会で構成する最

寄り会に集約し、同窓会や青少協、幼

年野球などの活動組織があります。 

③中村公園の地権者は誰ですか。 中村公園の敷地は、上雲寺小学校

の敷地の一部にあり地権は上越市で

す。 

 

２ 自由記載欄 

   事業提案書に記載のない事項や、特に委員に伝えたい事柄がありましたら、以下の欄に記載してく

ださい。（なければ空欄で構いません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2 年度地域活動支援事業（津有区） 担当課所見一覧 

 

No 事業名 担当課 
課題の 

有無 
特記事項 

津-1 
上越市防災士会津有支

部安心安全事業 

社会教育課 無 

・機器の点検、消耗品補充、メーカー保証

期間満了後の更新を含めた設置後の適正

な管理と運用は、上越市防災士会津有支

部で行うとともに、所有者の明記をお願

いします。 

農村振興課 無 

・AED 設置場所について、事前に当課と協

議してください。 

・AED を設置するには、行政財産使用許可

申請が必要です。許可までには日数を要

するため、設置時期に余裕をもって申請

をしてください。 

津-2 

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 

都市整備課 無 

・公園施設設置許可通知書（第 22-18 号平

成 22 年 7 月 27 日付け）の許可条件を厳

守してください。 

・農薬（除草剤）の使用については、使用

方法（使用回数、使用量、使用濃度等）

及び使用上の注意事項を守って使用する

とともに、管理上必要最低限の使用に留

めてください。 

津-5 
津有地区地域づくり事

業 
社会教育課 無 

・備品配置後の運用については随時公民館

と協議してください。 

・修繕等の適切な管理は津有地区地域づく

り協議会で行うこととし、所有者の明記

をお願いします。 

津-6 
シルバー卓球クラブ支

援事業 
社会教育課 無 

・備品配置後の運用については随時公民館

と協議してください。 

・修繕等の適切な管理はシルバー卓球クラ

ブで行うこととし、所有者の明記をお願

いします。 

参考資料② 



No 事業名 担当課 
課題の 

有無 
特記事項 

津-9 
「地域に元気を！」雄

志太鼓活動支援事業 
教育総務課 無 

・備品の適正管理の観点から、明確な表示

等により事業主体所有備品と学校備品と

の区分け管理が適正に行えるのであれ

ば、備品の購入に支障はありません。 

・ただし、事業主体所有備品の修繕・メン

テナンス費用は、事業主体から負担いた

だくことになります。 

津-10 
稲町内安全・安心子育

て支援事業 
市民安全課 無 ・特記事項なし 

津-11 
上雲寺小学校児童・地

域住民ふれあい事業 
教育総務課 有 

・植栽については、学校と植栽の位置及び

維持管理（散水等）について協議が必要

です。なお、関係者以外は学校への立ち

入りが自由にできないような措置を講ず

る必要があります。 

・コンクリート塀については、昨年度と同

等の構造としてください。 

 

【参考】 

津-7 

消火栓格納庫内の常設

備品設置による防火啓

蒙事業 

市民安全課 有 

・消火栓を使用した消火活動は、放水時の

水圧による筒先の反動やホースの飛び跳

ね、破断などにより重大な人身事故につ

ながる恐れがあるため、消火栓の使用は、

常日頃から訓練を行っている消防署や消

防団に限られています。今回補助を申請

している機材については、地域で使用す

ることはできません。町内会の方々は、

消火栓を使用せず、消火器やバケツ等に

よる初期消火活動に協力をお願いしま

す。 

・また、現在町内会で維持管理されている

消火栓付近の消防用ホース等を消火活動

や訓練で使用する場合も、消防団等に任

せてください。 

⇒この所見回答を受け、津-7 の提案は取り下げられました。 



令和 2 年度 津有区地域活動支援事業採択方針等について（確認用） 

 

採択方針 

優先して採択する事業 

津有区は、豊かな自然環境、歴史的・文化的施設、教育施設などの地域資

源を活用する一方、高齢化、少子化といった社会問題に的確に対応すること

で、暮らしやすい地域づくりを目指す必要があることから、以下のテーマに

沿った取組を優先的に採択します。 

また、共通審査基準の審査に当たっては、恵まれた地域資源を活用するこ

とを基本とし、効果が広く地域に波及すること、子どもから大人まで幅広い

住民が参加できること、将来にわたって発展することを勘案しますので、提

案の際には配慮してください。 

なお、この採択方針に該当しない取組は、制度の趣旨や全体のバランス等

を考慮して採択します。 

募集するテーマ 

 ○子どもを産み育てる環境整備に役立つもの 

 ○高齢者が安心して暮らせる環境整備に役立つもの 

○住民の健康・福祉増進、子育て、青少年健全育成に役立つもの 

 ○地域コミュニティ活動の推進が期待できるもの 

○津有区の自然や産業を活かし、地域の活性化が期待できるもの 

 ○地域の観光・文化施設や史跡などのＰＲに役立つもの 

 ○地域の環境保全、景観美化に役立つもの 

 ○住民の安全・安心確保が期待できるもの 

補助率 １０／１０以内 

補助金の限度額 上限：なし、 下限：５万円 

ヒアリング 
提案された全ての事業を対象にヒアリングを実施する。 

※令和 2年度はヒアリングに代えて書面による質問・回答を実施 

基本審査判定 

(採点票の２) 

地域活動支援事業の目的に適合するかを判定する。 

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。 

“適合しない”とした委員は、共通審査基準の全項目を 0点として扱う。 

採択方針の 

適合性判定 

(採点票の３の⑴) 

津有区の採択方針の 8つのテーマに適合する事業であるかを判定する。 

委員の過半数が“適合しない”と判断する事業は「評価の低い事業」として

「共通審査基準」の平均点に係わらず下位に位置付ける。 

なお、採択方針に“適合しない”と判定した場合も、「共通審査基準の採点」

は行う。 

共通審査基準の 

採点 

(採点票の３の⑵) 

公益性、必要性、実現性、参加性、発展性の 5項目について、各項目 5点～

1点で採点する。 

項目ごとに全委員の採点結果の平均点を算出し、平均点 2点未満の項目が 1

つでもあった事業は、「評価の低い事業」とする。 

順位付けの方法 

共通審査基準の得点（平均点の合計）が高い順により行う。 

なお、「評価の低い事業」は、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 配分額の残額に関わらず、追加募集を実施しない。 

 

参考資料③ 


