
令和２年度 第９回 春日区地域協議会 
 

次 第 
 

                   日時：令和 2年 11月 6日(金) 午後 6時 30分から 

                   会場：上越市市民プラザ 第 2会議室 

 

                                   延べ 1時間 40分 
 

１ 開  会                                   
                                       【2分】 

 

 
 

２ あいさつ                                   
                                       【3分】 

 

 
 

３ 議  題                                   
 ⑴ 報告事項                                【20分】 

  ① 休日歯科診療センターの移転について 

 

 
 

  ② 上越文化会館の再開について 

 

 

 

 ⑵ 協議事項 

  ① 地域活動支援事業（追加募集分）に係る審査・採択すべき事業の決定 

   1) 本日の進め方の説明                         【10分】 

 

 

 

   2) 審査                                【60分】 

 

 

 

 ⑶ その他                                  

 

 

 

４ そ の 他                                   
 ⑴ 次回開催日の確認                            【5分】 

    ➢ 日時 令和 2年 12 月   日（ ） 午後 6 時 30 分から 

    ➢ 会場 上越市市民プラザの会議室を予定 

    ➢ 内容 ・地域活動支援事業の審査・採択の検証、課題等の洗い出し 

 
 

 ⑵ その他 

 

 
 

５ 閉  会                                   



          

 

休日歯科診療センターの移転について 

 

 

１ 開設・運営者 

  一般社団法人上越歯科医師会（上越市・妙高市・糸魚川市の 3 市で負担金を支出） 

 

２ 運営状況 

（１） 診療日 日曜、祝日、お盆（8 月 14 日・15 日）、年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日） 

    診療時間 午前 9 時～12 時（受付は午前 11 時 30 分まで） 

午後 1 時～4 時（受付は午後 3 時 30 分まで） 

 

  （２）診療実績 

年度 診療日数 
患者数（人） 

合計 1 日平均 

平成 27 年度 72 442 6.14 

平成 28 年度 72 418 5.81 

平成 29 年度 73 411 5.63 

平成 30 年度 74 425 5.74 

令和元年度 78 565 7.24 

 

３ 上越保健センター１階平面図 

 

 

資 料 １ 

令和 2 年 11 月 6 日 

地 域 医 療 推 進 室 

栄養指導

室 

127 ㎡ 

 歯科診療センター 

 （旧栄養指導室） 



移転先

（上越保健センター1階）

文

×

中学校

交番

～ 休日歯科診療センターが移転します ～ 

 

上越市、妙高市、糸魚川市の地域の皆さんに利用していただいている休日歯科診療セ

ンターが、令和 2年 12月 6日（日曜日）から上越保健センター内に『 上越休日歯科・

障害者歯科診療センター 』として移転します。 

 

■ 住 所 上越市新光町 1丁目８－１１ 

       上越保健センター１階（上越文化会館斜め向かい） 

      ※駐車場は、上越保健センター駐車場のほか、これまでどおり上越歯科

医師会館の駐車場も利用できます。 

 

■ 電  話 025-523-5775 

※12月 5日までは上越歯科医師会事務局（025-522-1202） 

 

■ 診 療 日 日曜、祝日、お盆（8月 14日・15日）、年末年始（12月 30日～1月 3日） 

 

■ 診療時間 午前 9時～12時（受付は午前 11時 30分まで） 

午後 1時～4時（受付は午後 3時 30分まで） 

 

■ 案 内 図 

 

至山麓線 

 

 

 

 

 

 

 

至山麓線                                              至 R18 

 

 

 

 

 

※併設の障害者歯科センターは令和 3年 4月から開設予定となります。 

 

一般社団法人 上越歯科医師会 



 

 

 

 
上越文化会館の再開について 

 

 

外壁改修工事及び大ホール舞台機構設備改修工事のため、上越文化会館を令和２年

４月１日から休館していたが、工事が計画通りに進捗していることから、下記のとお

り再開する。 

 

（再開の日程） 

令和２年１１月１４日（土）から 

※令和２年１１月１４日（土）から１２月１３日（日）までは土・日曜日のみの

開館 

※令和２年１２月１４日（月）から通常開館 

 

 

 

資 料 ２ 

令和 2年 11年 6日 

文 化 振 興 課 



地域活動資金（追加募集）の配分枠：
1,674,000円 …①

※配分残額は、補助希望額を満額採択した場合の金額。

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：20人 平均点 4.3 3.9 4.1 3.9 4.2 20.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 498,000

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：20人 平均点 4.3 3.8 3.7 4.1 3.9 19.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 214,000

（最低点） (3) (2) (2) (2) (2)

○：19人 平均点 3.5 3.2 3.6 2.5 3.3 16.1
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 34,000

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

1,640,000 1,640,000

順
位

1

2

3

春-追02 高志地区・安全・安心見守りパトロール事業 高志小学校後援会

春-追01 春日地区青少年剣道育成事業 中央剣道スポーツ少年団

【参 考】
配分残額
①-③

優先採択方針
適合性判定

春-追03
中学生の音楽による地域の絆づくり支援事
業

春日中学校後援会 1,176,000

共通審査基準による採点 備考
事業
番号

事業名 提案団体名
補助希望額

②

180,000

284,000

補助希望額　合計

採点結果 審査・採択 【参 考】
削減率

(補助金)
(③-②)/②

採 否 採択額 ③
(削減後補助額)

1,176,000 0.0%

284,000 0.0%

180,000 0.0%

採択額　合計  ※ 青字は希望額どおり採択した場合の値

資料３令和２年度【春日区】地域活動支援事業（追加募集分） 採点結果一覧表

（単位：円） （単位：円） （単位：円）

地域活動資金の配分枠：
10,500,000円 …①

※配分残額は、補助希望額を満額採択した場合の金額。

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：20人 平均点 4.3 4.1 4.3 3.7 4.3 20.7
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 9,638,000

（最低点） (2) (2) (2) (2) (2)

○：20人 平均点 4.3 4.1 4.2 3.8 4.2 20.6
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 8,834,000

（最低点） (2) (2) (2) (2) (2)

○：20人 平均点 4.1 3.8 4.0 3.6 3.9 19.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 7,239,000

（最低点） (2) (3) (2) (1) (3)

○：20人 平均点 4.3 3.6 3.9 3.5 3.9 19.2
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 6,119,000

（最低点） (3) (2) (2) (1) (2)

○：20人 平均点 3.9 3.5 3.8 3.6 3.8 18.6
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,906,000

（最低点） (2) (2) (1) (1) (2)

○：20人 平均点 4.1 3.5 3.6 3.6 3.7 18.5
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4) 5,531,000

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

○：19人 平均点 3.9 3.9 3.7 3.2 3.6 18.3
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,684,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：19人 平均点 3.7 3.4 3.8 2.9 3.6 17.4
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,374,000

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：19人 平均点 3.5 3.4 3.7 3.4 3.0 17.0
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,199,000

（最低点） (2) (2) (1) (1) (2)

○：16人 平均点 3.3 3.0 3.6 2.9 3.6 16.4
×：4人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,699,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：20人 平均点 3.1 3.1 3.3 3.4 3.1 16.0
×：0人 （最高点） (4) (4) (5) (5) (4) 3,130,000

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

○：19人 平均点 3.4 3.1 3.5 2.7 3.2 15.9
×：1人 （最高点） (5) (4) (5) (4) (4) 2,856,000

（最低点） (1) (2) (2) (1) (2)

○：17人 平均点 3.2 3.1 3.6 2.9 3.1 15.9
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,468,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：19人 平均点 3.3 3.0 3.4 2.7 3.1 15.5
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,418,000

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：18人 平均点 3.4 3.0 3.0 3.1 2.9 15.4
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,348,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：18人 平均点 3.3 2.9 3.1 3.1 2.9 15.3
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,193,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：19人 平均点 3.1 2.8 3.2 3.0 3.0 15.1
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,047,000

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：17人 平均点 2.9 2.8 3.1 2.8 3.1 14.7
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,887,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：18人 平均点 3.1 2.9 3.0 2.7 2.9 14.6
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,674,000

（最低点） (1) (2) (1) (1) (2)

○：13人 平均点 2.2 2.1 2.2 1.8 2.0 10.3
×：7人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,674,000

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

平均点

（最高点） #VALUE!
（最低点）

平均点

（最高点） #VALUE!
（最低点）

12,097,000 8,826,000 残額 1,674,000

－ 春-17 大学南町内会行事支援事業 地縁団体　大学南町内会

18

19

－

－ 春-08 藤新田町内会活性化事業 藤新田町内会

春-19 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球 1,128,000

春-18 春日野デュークス幼年野球育成事業 春日野デュークス 947,000

順
位

10

11

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

春-09 高齢者の生きがいづくりと地域交流事業 わくわく歌声クラブ

8/20
提案取下げ

春-13 中門前1丁目地区包括災害支援対策事業 中門前1丁目災害活動支援隊 310,000

春-21
上杉謙信公とその聖地・春日山の魅力を今あらた
めて知る事業

謙信公「義の心」の会

春-14 中門前2丁目自主防災サポーターズ事業 中門前2丁目自主防災サポーターズ

春-10 春日山モルツ　ミニバスケットボールクラブ事業 春日山モルツ 736,000

17 292,000

春-22
にぎわいのあるまちづくり（春日地区の歴史文化
に触れ合う）事業

春日商工振興会 865,000
採択額訂正
(+15千円)

春-03
ジュニアバレーボールクラブの普及及び青少年健
全育成事業

謙信ジュニアバレーボールクラブ 439,000

春-02 春日野いきいきサロン事業 春日野いきいきサロン 72,000

春-01 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 214,000

春-20 越後謙信きき酒マラソンオンライン事業 上越商工会議所青年部 500,000

春-06
春日区の交通安全のための交通安全推進活動並
びに交差点関連路面標示修繕事業

上越交通安全協会春日支部 847,000

春-07 春日区幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 310,000

春-16 小学生の音楽による地域の絆づくり支援事業 高志小学校後援会

春-11
安全に安心して暮らせるまちづくり事業（防犯パト
ロール実施事業）

上越市春日山町3丁目町内会

春-12
春日山城跡環境整備（桑取街道整備と大井戸清
掃）事業

春日山城跡保存整備促進協議会

春-04
高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流
事業

いきいき春日野

春-05 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会

【参 考】
配分残額
①-③

優先採択方針
適合性判定

春-15
小学生の金管楽器演奏による地域の絆づくり支
援事業

上越市立春日小学校後援会 862,000

共通審査基準による採点 備考
事業
番号

事業名 提案団体名
補助希望額

②

1,595,000

804,000

320,000

1,120,000

148,000

213,000

375,000

補助希望額　合計

採点結果 審査・採択 【参 考】
削減率

(補助金)
(③-②)/②

採 否 採択額 ③
(削減後補助額)

提案どお
り採択 862,000 0.0%

提案どお
り採択 804,000 0.0%

提案どお
り採択 1,595,000 0.0%

提案どお
り採択 1,120,000 0.0%

提案どお
り採択

213,000 0.0%

提案どお
り採択

375,000 0.0%

提案どお
り採択 847,000 0.0%

提案どお
り採択 310,000 0.0%

減額して
採択 175,000 -18.2%

提案どお
り採択

500,000 0.0%

減額して
採択

569,000 -34.2%

減額して
採択 274,000 -37.6%

減額して
採択

388,000 -47.3%

減額して
採択 50,000 -30.6%

減額して
採択 70,000 -52.7%

減額して
採択

155,000 -50.0%

減額して
採択 146,000 -50.0%

減額して
採択 160,000 -50.0%

-77.5%213,000
減額して
採択

採択額　合計

-100.0%0不採択

提案取下げ

提案取下げ

令和２年度【春日区】地域活動支援事業（当初募集） 採択結果一覧

★共通審査基準の採点で平均点が２点未満の

項目があるため、「評価の低い事業」に該当

⇒  協議会で採否を決定する。

（単位：円） （単位：円） （単位：円）

※(参考)当初募集分

採択結果一覧


