
令和２年度 第３回 高士区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 2年 7月 3日(金) 午後 6時 30分～ 

                    会場：高士地区公民館 大会議室 
 

                                   延べ 2時間 5分 
 

１ 開  会                                   
                                【2分】 

 

 

 

 
 

２ 議  題                                   
 ⑴ 地域活動支援事業について                       【120分】 

  ① 審査・採択すべき事業の決定等 

 

 

 

 

  ② 追加募集について 

 

 

 

 
 

 

 ⑵ その他 

 

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   ：高士地区公民館 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 

（追加募集を実施しない場合） 

 
 

 ⑵ その他 

 

 

４ 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 小計 特定事業 合計

○：12人 ○：11人 平均点 9.5 4.3 4.8 9.2 4.4 32.2 5 37.2

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 3,050,000
（最低点） (8) (3) (4) (8) (3)

○：12人 ○：11人 平均点 9.3 4.3 4.7 8.0 4.4 30.7 5 35.7

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 2,876,000
（最低点） (6) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：11人 平均点 9.0 3.8 4.9 7.2 4.3 29.2 5 34.2

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (4) (5) (10) (5) 2,699,000
（最低点） (6) (3) (4) (4) (2)

○：12人 ○：11人 平均点 9.5 4.3 4.8 7.8 4.4 30.8 30.8

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 2,416,000
（最低点） (8) (4) (3) (4) (3)

○：12人 ○：10人 平均点 9.0 3.8 4.8 7.7 3.9 29.2 29.2

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 2,031,000
（最低点） (6) (2) (4) (4) (1)

○：12人 ○：10人 平均点 8.0 4.1 4.9 7.7 3.7 28.4 28.4

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,871,000
（最低点） (6) (3) (4) (6) (2)

○：12人 ○：10人 平均点 8.5 4.2 4.8 6.8 3.3 27.6 27.6

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (8) (5) (10) (5) 1,596,000
（最低点） (6) (2) (4) (2) (1)

○：11人 ○：10人 平均点 8.2 3.8 4.3 7.2 3.5 27.0 27.0

×：1人 ×：1人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,454,000
（最低点） (8) (3) (3) (2) (2)

○：12人 ○：11人 平均点 7.5 4.2 4.6 5.7 3.5 25.5 25.5

×：0人 ×：1人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,135,000
（最低点） (6) (3) (4) (2) (2)

○：12人 ○：10人 平均点 7.3 4.0 4.5 5.8 3.1 24.7 24.7

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (4) 1,049,000
（最低点） (4) (2) (3) (4) (1)

○：10人 ○：8人 平均点 6.8 3.3 3.9 4.7 2.3 21.0 21.0

×：2人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (4) 609,000
（最低点） (6) (3) (3) (4) (1)

○：9人 ○：4人 平均点 5.0 2.4 3.1 4.2 2.1 16.8 16.8

×：3人 ×：5人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (5) 555,000
（最低点） (4) (2) (2) (2) (1)

合計 4,345,000

12 士-11 「男の料理教室」開催事業 高新会 54,640 54,000 4.2

11 士-13
交通事故のない安全安心なま
ちづくり事業

上越交通安全協会
高士支部 440,000 440,000 3.7

319,000 1.5

10 士-3 高士地区お買い物ツアー事業 高士地区婦人会 115,240 86,000 0.8

9 士-8
令和2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 325,500

8 士-2 地区だより「たかし」発行事業
高士地区振興協議
会 142,000 142,000 0.6

7 士-7

高士地区の交通安全のため交
差点及び関連道路にのぼり旗
等設置事業

上越交通安全協会
高士支部 275,000 275,000 0.8

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 302,000 160,000 0.8

385,000 1.65 士-9 高士地区作品展事業
高士地区振興協議
会 385,000

4 士-5
高士地区の安全安心対策事
業

高士地区防災防犯
協会 283,113 283,000

1.5

3.4

3 士-4 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

177,760 177,000

1,850,000 -

2 士-10
「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 524,700 174,000 1.5

基本審査 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 1,880,359

配分額残額
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事業名 提案団体名 事業費 申請額
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順位
事業

番号
基本審査不適合の理由 特記事項

1 士-12

・「ふるまい」を料金化したり、花火について一部

　希望者を募り料金化することも検討し、なるべく

　持続性のある住民参加型のまつりになるよう希望

　します。

7 士-7
・各町内の活用実態をよく把握し、配布数を決めて

　いただきたいと考えます。

8 士-2 ・この制度の方針に沿っていないため。

・毎月発行する必要があるか検討してください。

・高士区の大事な情報誌である。各町内で困ってい

　ることなども掲載いただき、情報の共有化を図っ

　てはどうでしょうか。

10 士-3

・先進例も見本とし、地域内の各団体と今後の方

　向・あり方を検討してはどうでしょうか。

・仲間と買い物できる具体的な楽しさをもっとア

　ピールしてはどうでしょうか。

11 士-13

・道路管理者に設置申請すべき。

・カーブミラーの整備・維持管理は、地域の

　安全を確保する基本的事業で、支援活動に

　は馴染まないと思います。

・設置後の点検管理・修繕のあり方を検討してくだ

　さい。

12 士-11

・少人数での趣味的な要素が多く感じられ

　た。

・一般的な趣味の料理教室の域を出ないた

　め、参加者が全額負担すべきではないで

　しょうか。

・男性だけの趣味的・個人的活動ではない

　かと思います。

◆　【高士区】　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。
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令和２年度高士区地域活動支援事業 追加募集について 

 

■追加募集について 

  上越市地域活動支援事業費補助金は、採択金額が配分額（予算額）に達していない場

合に、追加募集を行うことができます。 

  ただし、現在提案している事業の付け足しはできません。 

 

■当初募集との相違点 

項目 当初募集 追加募集※ 

募集期間 
4 月１日～4 月 27 日 

（27 日間） 

7 月 27 日～8 月 17 日 

（22 日間） 

事業実施期間 

（採択決定後から） 

9 か月 

（うち冬期間：3 か月） 

6 か月 

（うち冬期間：3 か月） 

配分額（予算額） 490 万円 （55 万 5 千円） 

審査・採択方法 
ヒアリング後、 

次回の会議で審査・採択 

ヒアリングと同日に 

審査・採択 

  ※裏面「追加募集スケジュール（案）」の場合 

 

■メリット・デメリット 

 

■追加募集の実施について 

  

項目 内 容 

メリット ・配分額を有効活用できる。 

デメリット 

・事業実施期間が短い。 

・コロナウイルスの影響や、例年申請団体はすでに当初募集で提案

していることから、事業提案が出ない可能性がある。 

項目 内 容 

追加募集  実施する  ・  実施しない 

募集期間 裏面のとおり   ・ ＿月＿＿日 ～ ＿月＿＿日 

裏面あり 
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■ スケジュール(案) 

行程 日程 作業内容 所要時間 

追加募集の周知 
7 月 25 日頃 

【町内班回覧】 

・協議会だよりに追加募集の

実施について掲載 
－ 

追加提案の募集 
7 月 27 日(月)から 

8 月 17 日(月)まで 
・提案書の受付 22 日間 

提案書の配布 8 月 24 日(月)の週 － － 

提案書の確認 － 

・提案内容を把握 

・疑問点や質問内容を検討 

・仮採点の実施 

1～2 週間 

第●回地域協議会 

(ヒアリング) 

(採点) 

(採択すべき事業の

決定) 

※1 日で行う 

 月 日( ) 

9 月中旬 

1) 全事業について提案者か

らのヒアリングを実施 

 

2) 採点票に沿って全事業に

ついて採点 

 

3) 採点結果を事務局が集計 

 

4) 採点結果一覧をもとに審

査し、採択すべき事業を決

定 

・ヒアリングは 1 事業

あたり 10 分程度 

 

 ※ 委員の作業を太字で表記

追加募集のスケジュール（案） 


