
令和２年度 第６回 高士区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 2年 10月 15日(木) 午後 6時 30分～ 

                    会場：高士地区公民館 大会議室 
 

                                   延べ 1時間 20分 
 

１ 開  会                                   
                              【2分】 

 

 
 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項                                【75分】 

  ① 地域活動支援事業の課題等の洗い出し                

   

 

 

 

 
 

  ② 自主的審議について                        

   

 

 

 

 

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

   ➢ 日時   ：１１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）：自主的審議について 

 
 

 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) 提案どおり採択 609,000
（最低点） (6) (3) (3) (4) (1) （附帯意見あり）

○：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) （追加募集額）

合計 4,345,000

当区の地域活動資金の配分枠： 555千円

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 ○：12人 平均点 7.5 3.9 4.3 8.2 3.8 27.7 5 32.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 提案どおり採択 0
（最低点） (4) (3) (3) (4) (3) （附帯意見あり）

合計 555,000

配分額残額

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

上位と

の得点

差

提案どおり採択-

基本審査 採択方針
採択結果

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

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 1,850,000

提案どおり採択174,000 1.5

提案どおり採択

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

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 1.5

提案どおり採択283,000 3.4

提案どおり採択

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

5 士-9 高士地区作品展事業
高士地区振興協議
会 385,000 385,000 1.6

提案どおり採択160,000 0.8

提案どおり採択

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

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

提案どおり採択142,000 0.6

提案どおり採択

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

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 325,500 319,000 1.5

提案どおり採択86,000 0.8

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

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

提案どおり採択4.2

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

1 士-追1
コロナに負けるな！「高士元気
花火」打ち上げによる地域交
流・地域活性化事業

高士ママさん会 555,000

上位と

の得点

差

555,000 -

配分額残額
基本審査 採択方針

採択結果

【高士区】令和2年度地域活動支援事業採点結果一覧表

(追加募集分)

【附帯意見（採択の条件）】

・事業の実施に当たっては、カーブミラーの

点検や破損・経年劣化が生じた場合の修繕

あるいは撤去の方法等について検討し、適

切な維持管理を行ってください。

【附帯意見（採択の条件）】

・広く地域住民の理解と協力を得て継続し

ていける活動となるよう検討してください。

資料1



 

 

                                         

※ 以下は一例であり、この通りである必要はありません。 

 

手順 工程 具体的な取組（例） 

手順１ 

地域協議会委員だけで考えて

みる。 

《⓪ 事前準備》 

➢ 地域協議会委員が日頃から感じていることや、日常で見聞き

している情報などから、「解決すべき地域の課題」「伸長すべ

き地域の特長」について考える。 

⇒ 本日、「自主的審議テーマ検討のヒント」をもとに意見交換

を行う。 

   

手順２ 

調べる（聞く・見る） 

《① 地域課題への気づき》 

※ 《⓪ 事前準備》を行ったうえで、 

➢ 町内会長、地域の団体、住民と意見交換を行う。 

             ［意見交換会の開催］ 

➢ 市からの情報提供を受ける。 

➢ 現場を確認する。           など 

   

手順３ 

話し合ってテーマを決める。 

《② 地域協議会での協議》 

《③ 自主的審議の開始》  

※ 《① 地域課題への気づき》をもとに、 

➢ 改善や伸長すべきテーマを明らかにし、「自主的審議事項」

を定める。 

➢ 改善や伸長すべきテーマがない場合は、自主的審議を行わな

いことを決める。 

   

手順４ 

テーマについて深掘りする。 ➢ アンケート調査などにより実態把握を行う。 

➢ （必要に応じて）町内会長、地域の団体、住民との意見交換

を行う。［意見交換会の開催］ 

➢ 市からの情報提供を受ける。 

➢ 視察研修を実施する。         など 

   

手順５ 

対応策（手段・ゴール）を決

める。 

(※ 対応策の例) 

➢ 地域内での解決に向けて活動（地域の団体との継続的な意見

交換・働きかけ など） 

➢ 「地域活動支援事業」の採択方針への反映により対応策とな

る取組を促進する。 

➢ 「地域を元気にするために必要な事業提案」の活用に向け、

地域の団体と連携して市と協議する。 

➢ 「意見書」を提出し市による実現を目指す。 

   

手順６ 対応策を実施する。 － 

   

手順７ 
対応策を総括する。 ➢ 上記対応策の結果を把握し、評価を行う。必要に応じて、対

応策の見直しを行う。 

自主的審議の進め方（イメージ） 
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自主的審議テーマ検討のヒント 

 
皆さんが考える身近な地域の課題や地域の良いところは何ですか。（課題の大小は問いません。個人

的な感想でも結構です。） 

※できるだけ具体的な内容を記載してください。 

（例：△ 空き家が増えることが心配。 

   → ○ 空き家の増加により、草刈り等の町内・近隣住民の負担が増えることが心配。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.あなたが地域で生活しているうえで・・・ 

◎今、困っていることは？（「無し」も可） ◎今後、心配していることは？（「無し」も可） 

２.あなたが生活している地域の・・・ 

◎好きなところは？ ◎自慢したいところは？ 

上記のテーマで意見交換を行います。 

＊内容をお考えのうえ、10 月 15 日(木)の第 6 回地域協議会にお持ちください。 ＊ 

 


