
令和３年度 第３回 津有区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 3年 6月 14日(月) 午後 6時 30分～ 

                    会場：津有地区公民館 大会議室 
 

                                   延べ 55分 
 

１ 開  会                                   
                            【2分】 

 

 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項                                【50分】 

  ① 地域活動支援事業について 

   1）審査・採択すべき事業の決定等                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）：(協議事項)・地域活動支援事業の課題等の洗い出し 

         (自主的審議事項)・津有区の特長を生かした地域活性化策について 

 

 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 4.8 4.6 4.9 4.6 4.3 23.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,702,000
（最低点） (4) (3) (4) (4) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.7 4.4 4.8 4.8 4.3 23.0

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 5,302,000
（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.5 4.3 4.9 4.7 4.3 22.7

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 4,230,000
（最低点） (3) (3) (4) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.5 4.7 4.8 4.2 4.2 22.4

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 3,306,000
（最低点） (4) (3) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.6 4.1 4.6 4.4 4.1 21.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,756,000
（最低点） (3) (2) (3) (3) (2)

○：12人 ○：11人 平均点 4.6 4.3 4.6 4.3 3.8 21.6

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,594,000
（最低点） (4) (3) (3) (3) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.3 4.2 4.6 3.9 4.3 21.3

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,312,000
（最低点） (4) (2) (3) (2) (3)

○：12人 ○：12人 平均点 4.4 3.9 4.7 4.2 3.7 20.9

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 2,222,000
（最低点） (4) (2) (4) (3) (2)

○：12人 ○：12人 平均点 4.3 3.9 4.3 4.1 3.9 20.5

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5) 1,961,000
（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

合計 3,939,000

採点票特記事項に
記入された意見

・ぜひ防災講習会を開
催していただきたいと
思います。

・家族が掲載されたこ
とがあり、自分も書き
たいと思っています。

・前島密をテーマにし
たテレビ番組なども企
画されており、活動に
期待します。

配分残額

単位：円

幼年野球合併チーム活性化事
業

90,000

924,550 924,000 0.3

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

戸野目スポーツ少年
団

採択方針

上位と
の得点
差

0.4

282,937 282,000

279,000 261,000 0.4

580,000

0.3

共通審査基準

198,000 198,000

前島密翁関連・献碑式典開催
及び100周年に向けノボリ＆チ
ラシ事業

前島密翁献碑実行委
員会 1,072,132 1,072,000

418,000 400,000

-

0.2

0.3

当区の地域活動資金の配分枠： 5,900,000円

採択額

津-4

90,818

2 津-9

順位

事
業
番
号

事業名 事業費 補助希望額提案団体名
基本審査

1

津有地区地域づくり事業
津有地区地域づくり
協議会

8 津-5
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-1

7

3 津-2

9 津-7
戸野目・四ケ所雁木通り活性化
支援事業

戸野目・四ケ所雁木
通り活性化協議会

4 津-3
新保五ケ字組合（津有南部地
区）地域住民の安全や子供の
健全育成を図る事業

新保五ケ字組合

6

5 津-6
ヨモギ文庫プロジェクト　おやこ
でよみたい郷土絵本～前島密
ものがたり～事業

ヨモギ文庫復活プロ
ジェクト 550,000 0.6

津-8 下富川子供健全育成事業 下富川町内会 162,100 162,000 0.2

令和3年度津有区地域活動支援事業 採点結果一覧表 資料１

★採点結果について

・基本審査判定 … 直ちに不採択とする事業（過半数が不適合） ：なし

・採択方針の適合性判定 … 評価の低い事業（過半数が不適合） ：なし

・共通審査基準に基づく採点 … 評価の低い事業（いずれかの項目の平均点が2点未満）：なし

（参考）評価の低い事業の取扱い

・順位付けを行わず、協議会で採否を協議する。


