
平成２９年度 第３回津有区地域協議会 

次 第 

 

日時：平成２９年６月１４日（水）午後６時３０分～ 

会場：津有地区公民館 ２階 大会議室 
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２ 会長挨拶 

 

 

 

 

３ 議 題 

  地域活動支援事業について（採択事業及び補助額の決定） 

 

 

 

 

 

 

４ その他（次回の開催日程について） 

 

 

 

 

 

 

５ 閉 会 



評価結果

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：14人 ○：14人 平均点 9.0 4.1 4.5 5.8 6.0 29.4
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 5,450,000

（最低点） (6) (3) (3) (2) (5)

○：14人 ○：14人 平均点 8.9 4.2 4.4 5.1 6.2 28.8
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 5,214,000

（最低点） (6) (3) (3) (3) (5)

○：14人 ○：14人 平均点 8.1 4.3 4.6 4.9 6.0 27.9
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 5,116,000

（最低点） (6) (3) (3) (2) (5)

○：14人 ○：14人 平均点 8.0 3.9 4.1 5.8 5.6 27.4
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 4,192,000

（最低点） (6) (3) (3) (3) (5)

○：13人 ○：13人 平均点 8.5 4.0 4.2 4.8 5.8 27.3
×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 3,129,000

（最低点） (6) (3) (2) (2) (5)

○：14人 ○：14人 平均点 8.1 3.9 4.2 5.3 5.4 26.9
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 2,291,000

（最低点） (6) (3) (3) (5) (3)

○：14人 ○：14人 平均点 8.1 3.6 3.9 4.6 5.5 25.7
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 1,820,000

（最低点） (4) (2) (2) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 7.5 3.8 4.3 4.0 5.6 25.2
×：2人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 1,196,000

（最低点） (4) (2) (3) (2) (3)

○：14人 ○：14人 平均点 7.5 3.6 3.9 4.8 5.1 24.9
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) 826,000

（最低点） (6) (3) (3) (2) (3)

○：14人 ○：14人 平均点 7.5 3.6 4.0 4.1 5.3 24.5
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (6) (8) 567,000

（最低点） (6) (3) (3) (2) (5)

○：14人 ○：14人 平均点 7.4 3.5 3.9 5.0 4.7 24.5
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (6) -131,000

（最低点） (6) (2) (3) (3) (3)

○：14人 ○：14人 平均点 7.4 3.2 3.8 4.5 4.9 23.8
×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (8) -718,000

（最低点） (6) (2) (3) (2) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 6.5 3.4 4.4 4.4 4.9 23.6
×：2人 ×：0人 （最高点） (8) (4) (8) (8) (6) -887,000

（最低点） (6) (2) (3) (3) (5)

○：13人 ○：13人 平均点 7.2 3.4 3.7 4.3 4.7 23.3
×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (6) -1,039,000

（最低点） (4) (2) (2) (2) (3)

○：13人 ○：13人 平均点 6.5 3.3 3.5 3.6 4.3 21.2
×：1人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (5) (6) -1,639,000

（最低点） (3) (2) (2) (2) (2)

○：11人 ○：11人 平均点 5.5 2.5 3.0 3.1 4.5 18.6
×：3人 ×：0人 （最高点） (8) (3) (5) (5) (6) -1,708,000

（最低点） (2) (1) (1) (2) (2)

合計 7,608,000

当区の地域活動資金の配分枠： 5,900千円

採択額

津-3

1

0

1

2

0

5

1

1

0

1

0

7 津-14

公共花壇による高齢者の健康
増進と環境保全・まちづくり事
業

平成町松翠会

1,063,800

2 津-4
「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

3 津-15

624,000 624,000

6 津-5

公共花壇の合同管理による世
代間交流及び社会貢献活動支
援事業

戸野目長寿会

過去補助
回数

単位：円

14

7

0

9 津-10
本新保町内会子供遊具整備事
業

本新保町内会

8 津-1
市道四辻町下池部線の防犯灯
設置事業

下池部町内会

5 津-2
小中学生通学道路の安全整備
事業

上雲寺小学校最
寄会

838,550 838,000

配分額残額
（円）共通審査基準

津-11津有地区地域づくり事業
津有地区地域づ
くり協議会

雄志中学校グラウンド整備事
業

雄志中学校野球
部保護者会 296,698 98,000

708,785 236,000

591,000 450,000

優先採択
方針

順位

事
業
番
号

事業名 事業費 申請額提案団体名
基本審査

924,657 924,000

1

10

12

津-13

10 津-6

戸野目スポーツ少年団設立33
周年、今年も継続青少年健全
育成事業

4

戸野目公園芝
ゲートボール場運
営委員会

稲町内会

16 津-16
雄志中学校区をせパタクローで
活性化させる事業

上越セパタクロー
クラブ 283,140 69,000

600,000

13 津-8 夏休み自然体験学習事業 平成町子供会 169,250 169,000

9

14 津-9
桐原地区地域社会ネットワーク
事業

桐原町内会 152,029 152,000

259,567 259,000

15 津-12
池町内会憩いのひろば整備事
業

池町内会 638,280

戸野目スポーツ
少年団

698,000

587,000

上雲寺小学校児童・地域ふれ
あい事業

上雲寺小学校最
寄会

津-7

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

稲地区周辺の歴史誌発行事業

1,063,000

698,798

587,840

471,712 471,000

370,440 370,000

【津有区】平成29年度地域活動支援事業 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

1 津-1
①市の道路課、市民安全課に要望すべき事業で
ある。
②町内で設置すべき提案である。

①他の事例を参考にすると、設置は町内が行い、LED化は支
援事業を活用している。
②町内会の負担がないのはおかしいのでは。
③津有区で必要な箇所が残っていると思われるため、町内会
長協議会で全体の整備計画を立て、実行してほしい。

2 津-2
①グリーンベルトで歩行者の安全確保ができるか疑
問があるため、正式な歩道を市道路課、市民安全課
に要望するか、時間規制を導入すべきである。

①事業内容は良いと思うが、グリーンベルトを引くには、歩行部
分が狭いように思う。今後、同様の提案がある場合のため、採
択の方針が必要に思う。
②グリーンベルト設置後の交通安全指導の充実を望みます。
③歩道がない箇所への水平展開も必要と思うため、津有区内
で必要な箇所を見極め、計画的に実行してほしい。

3 津-3

①賞品は支援対象外とすべき。
②提案のあった全ての事業ではなく、一部の事業を選定し、支
出することが望ましい。
③1件の提案に対し、多数の事業があるため、絞り込むことが
必要と考える。

4 津-4

①市の交付金と補助金で運営しているが、部員からも会費を徴
収してはいかがか。
②先輩から後輩への伝達が骨太になっていくような取組を期待
しています。
③広く地域に親しまれており、今後も活発な活動を期待してい
る。

5 津-5
①児童たちと共同管理している旨を周知するため、立て看板な
どがあってもよいのでは。

6 津-6

①スタッフ用の用具については、半額個人負担でもよいので
は。
②毎年、補助事業を提案しているが。負担金を集め、積み立て
をした方がよいのでは。
③保護者が使用するものは、自己負担が望ましい。
④自己負担も必要ではないか。
⑤レフリーユニフォームは各種大会における最低限のマナーで
あることから、必要と考える。

7 津-7

①町内へ配布の場合、無料なのはいかがなものか。
②津有区全体に広めてほしい。
③自己負担も必要ではないか。
④地域の歴史を後世に残す事業は重要であり、地域への愛着
形成にもつながる。

8 津-8

①町内の子ども会の活動を認めると、他町内でも同様
の提案が出てくるため。
②体験学習については各町内会へ打診してはいかが
か。

①体験学習事業の成果や発表する場（掲示板等）を期待してい
ます。
②自己負担も必要ではないか。
③より多くの子供たちが参加できる工夫がなされており、採択
方針の多くに合致する。

9 津-9
①遊具塗装工事に関しては、町内会の予算でやれな
いのか。

①高所作業ではないため、自前でできるのでは。
②所有する遊具が多すぎるのではないか。
③現有の遊具の長寿命化を図るものであり、今までにない試み
である。

10 津-10

①設置する遊具は年少児に適応しないように思えるため、幅広
い年齢層が共有できる遊具を選定してほしい。
②本新保という土地柄、子ども達が集まりやすい場所であり、
更なる交流が広がることが期待できる。

11 津-11

①全区民を対象にした取組であるため、多くの区民が集まれる
よう計画をお願いします。
②津有区の発展に寄与する事業であるが、生活環境改善活動
は、実施効果をどこに見出すか検証が必要かと思われる。

◆　【津有区】　地域活動支援事業　提案事業に関する意見一覧　◆

資料№２

裏面あり



順位
事業
番号

基本審査不適合の理由 特記事項

◆　【津有区】　地域活動支援事業　提案事業に関する意見一覧　◆

12 津-12 ①過去に補助金の交付を受けているため。

①現況の敷地が狭く、密集感があるため、スペースの確保が必
要かと思われる。
②自己負担が必要かと思われる。
③昨年度に引き続く遊具の購入であり、一つの町内会に補助
が偏るのは望ましくない。

13 津-13

①芝刈り機は使用回数が少ないため、借用による対応を希望
する。
②コートを使用していないときでも、憩いの場として活用でき、
幅広い効果が期待できるため、必要な事業と考える。
③昨年度に引き続いての提案であり、1団体への偏りは好ましく
ない。
④ボランティアで管理運営しているが、その状態でいつまで管
理ができるか不安が残る。
⑤同じ公園で活動している【津-14】平成町松翠会の花壇整備
事業と合わせて小屋の設置を行えば、効率的に活用できるの
ではないか。

14 津-14

①長期的に使用できる工夫がなされているが、可能なら戸野目
ゲートボール管理運営委員会と共同で小屋を設置することが望
ましい。
②球根は景観美化に資するものとはいえ消耗品であるため、
協議会で方向性を確認する必要がある。

15 津-15
①傷んだベンチではケガの恐れがあるため、至急の対応が必
要かと思われる。

16 津-16
①地域の活力向上に資するとは思えない。
②スポーツとしてマイナーであり、時期尚早に感じる。
③参加人数が少ない。

①セパタクローがなぜ、地域の活性化に有効か詳細を知りた
い。
②支援事業の活用は適さないのではないか。
③競技人口が少なく、上越市で大会も開かれていない現状に
あり、提案団体は雄志中学校区だけの団体ではない。

　※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。

全体総括

①採択の場合に、金額は見積額をそのまま認めるのではなく、消耗品等以外は5％くらい減額し、その分幅広い採択に
すべき。



※表の見方

・過去の申請状況について、○は採択決定、◎は同一年度で2件の採択決定、×は不採択です。（数字が記載されているものは採択決定数です。）

・過去の申請状況について、（ ）内に記載された数字は、補助額です。（◎のものは合算を記載しています。）

・過去の申請状況について、網掛けになっている年度は２次募集を実施した年度です。

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

1 津－11 津有地区地域づくり協議会 津有地区地域づくり事業
◎

（2,440）
４件

（1,993）
３件

（2,026）
◎

（984）
○

（450）
○

（1,100）
○

（560）

H22～H28  文化祭の開催
　　　　　　　 広報誌の発行
　　　　　　　 生活環境改善活動の実施
　　　　　　 　健康ウォークの実施　等

9,553 14

2 津－4 雄志中学校区青少年育成会議 「地域に元気を！」雄志太鼓活動支援事業
○

（67）
○

（54）
◎

（199）
○

（84）
○

（132）
○

（466）

H22～H24 あいさつ運動
H24 花いっぱい運動
H25 雄志太鼓部の法被購入
H26 あいさつ運動
H28 ワークショップ及び太鼓の購入

1,002 7

3 津－15 雄志中学校野球部保護者会 雄志中学校グラウンド整備事業 なし 0 0

4 津－3 上雲寺小学校最寄会 上雲寺小学校児童・地域ふれあい事業

5 津－2 上雲寺小学校最寄会 小中学生通学道路の安全整備事業

6 津－5 戸野目長寿会
公共花壇の合同管理による世代間交流及び
社会貢献活動支援事業

○
（824）

H26 公共花壇の管理に必要な備品購入 824 1

7 津－14 平成町松翠会
公共花壇による高齢者の健康増進と環境保
全・まちづくり事業

○
（670）

○
（392）

H27～H28 花壇整備に係る備品・球根の購入 1,062 2

8 津－1 下池部町内会 市道四辻町下池部線の防犯灯設置事業 なし 0 0

9 津－10 本新保町内会 本新保町内会子供遊具整備事業 なし 0 0

10 津－6 戸野目スポーツ少年団
戸野目スポーツ少年団設立33周年、今年も
継続青少年健全育成事業

◎
（631）

○
（450）

○
（240）

○
（317）

H24 道具庫・バレー用ネットの更新
H26 野球道具の更新・指導者のユニフォーム購入
H27 バレー部ユニフォームの更新
H28 老朽化した道具の更新

1,638 5

10 津－13 戸野目公園芝ゲートボール場運営委員会
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

○
（158）

H28 ベンチ・テーブルの購入 158 1

12 津－7 稲町内会 稲地区周辺の歴史誌発行事業
○

（993）
H25 消火ホース格納箱の更新 993 1

13 津－8 平成町子供会 夏休み自然体験学習事業 なし 0 0

14 津－9 桐原町内会 桐原地区地域社会ネットワーク事業
○

（536）
×

（741）
H26 公園にすべり台の設置
H28 公民館の駐車場整備（不採択） 536 1

15 津－12 池町内会 池町内会憩いのひろば整備事業
○

（600）
H28 すべり台の購入 600 1

16 津－16 上越セパタクロークラブ 上越セパタクロー事業 なし 0 0

津有区　地域活動支援事業　過去申請状況一覧表

事業番号 団体名 事業名
過去の申請状況

過去に申請した事業の支出概要 累計補助額

単位：千円

補助回数順位

◎
（2,242）

３件
（2,235）

○
（1,360）

○
（244） 9

◎
（442）

H24 テント・金管バンドのユニフォーム購入
H25 松の剪定・金管楽器の購入
H26 140周年記念事業
H27 「みまもり活動」・防犯備品購入
H28 体育大会・地域カレンダー作成

6,523

資料№３



※表の見方

・過去の申請状況について、○は採択決定×は不採択です。

・過去の申請状況について、（ ）内に記載された数字は、補助額です。

・過去の申請状況について、網掛けになっている年度は２次募集を実施した年度です。

・自己負担額は、事業の実施の際に自己資金を使用した金額です。（千円未満切り捨て）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

戸野目町内会
戸野目神社境内に隣接する農業用水路及び堀の復
元作業

○
（1,160）

H22 土砂で埋まった堀の掘削
       水生動植物の移入、看板設置
       水辺を生かしたイベントの実施

1,160 220

下富川町内会 下富川地区子供健全育成事業
○

（370）
H25 「子供公園」にある遊具の老朽化している
ため、すべり台とベンチを新たに購入 370 0 ○

稲町内会 野尻・稲地区防災力活性化事業
○

（993）
H25 劣化が進む野尻・稲地区の消化ホース格
納箱を更新 993 0

桐原町内会
桐原子ども健全育成事業（H26）
桐原地区地域活性化事業（H28）

○
（536）

×
（741）

H26 公園にすべり台を設置
H28 公民館の駐車場整備（不採択） 536 0 ○

長面町内会
長面町内会公民館設立50周年に際し看板・遊具・広
場等の修理見直し事業

○
（179）

H27 町内公民館創立５０周年記念に看板の
更新・遊具の修理 179 0 ○

四辻町町内会 四辻町の活性化と健康づくり事業
○

（136）
H28 四辻町多目的研修センターにブラインド
を設置 136 0

吉岡東市野町内会 吉岡地区子ども健全育成事業
○

（365）
H28 公園の老朽化した遊具の更新 365 0 ○

池町内会 池町内会憩いのひろば整備事業（2か年事業）
○

（600）
H28 町内広場の老朽化した遊具を更新 600 146 ○

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

戸野目長寿会 公共花壇管理による世代間交流事業
○

（824）
H26 公共花壇の管理に必要な備品の購入 824 19

平成町松翠会
公共花壇による高齢者の健康増進と環境保全・まち
づくり事業

○
（670）

○
（392）

H27～H28 花壇整備に係る備品・球根の購入 1,062 8

藤塚子ども会 子ども及び地域住民の安全・安心事業
○

（207）
H28 通学路の交差点等の危険箇所及び戸野
目川周辺に注意喚起の看板を設置 207 0

事業概要 累計補助額 遊具

自己負担額
過去の申請状況

自己負担額町内単位の団体 事業名
過去の申請状況

単位：千円

津有区　地域活動支援事業　町内会による過去申請状況一覧表

町内会 事業名 事業概要 補助額
遊具
購入

参考資料



平成２９年度 津有区 地域活動支援事業の審査方法について 

 

○ 事業採択までの流れ 

①提案の取りまとめ ⇒ ②各委員へ事業提案書等を送付 ⇒ ③各委員が事業内容を確認 ⇒ 

④ヒアリングで疑問点等を解消（必要に応じて現場でのヒアリングを実施） ⇒ ⑤各委員が審査

（基本審査・採択方針適合性の判定、共通審査基準に基づく採点）し、結果を市へ広告 ⇒ ⑥結

果集計 ⇒ ⑦採択事業の決定（協議会開催） 

※網掛け部分は委員が行う作業 

 

○ 審査方法 

項目 内容 ２９年度の方針 

基本審査判定 

（○または×） 

地域活動支援事業の目的に適合しな

い事業とする基準 

（＝不採択の基準） 

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。 

※委員が適合しないと評価した場合、

当該委員による「採択方針の適合性判

定」・「共通審査基準に基づく採点」は

不要。 

 

採択方針の適合性判定 

（○または×） 評価の低い事業とする基準 

※補助金を交付するため、一定の基準

を設ける 

 委員の過半数が採択方針の８つのテ

ーマのいずれにも適合しないと判断す

る事業。 

共通審査基準に基づく

採点 

（５点～１点） 

共通審査基準５項目のうち、１つで

も平均点が２点未満の事業。 

採択事業の決定等 

順位付けの方法 

「採択方針に適合すると判断され

た事業を共通審査基準の得点が高

い順」により行う。 

評価の低い事業の取扱い 

 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 

委員が事業提案者の場合の 

当該事業の審査 

 委員が事業提案者となる場合は当該

事業に係る採点等の審査から除外 

審査・採択における委員の発言 
委員が提案者である場合は、地域協議

会の場での発言はできない。 

 

資料№４ 


