
令和３年度 第３回 高士区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 3年 6月 9日(水) 午後 6時 30分～ 

                    会場：高士地区公民館 大会議室 
 

延べ 1時間 
 

１ 開  会                                   
                                【2分】 

 

 
 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項                                【55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                    
 

 

 

 

 

 

   2）追加募集について                          

 

 

 

 

 

 

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

   ➢ 日時   ：６月  日（ ）（6/28㊊ or 6/29㊋） 午後  時  分から 

   ➢ 会場   ：高士地区公民館 大会議室 

   ➢ 内容（案）：(仮題)旧高士スポーツ広場の除却について 

           地域活動支援事業の課題等の洗い出し（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： 4,900,000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 9.3 4.4 4.9 9.7 4.3 32.6 5 37.6

×：0人 ×：0人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 2,525,000
（最低点） (8) (4) (4) (8) (3)

○：12人 ○：10人 平均点 9.5 4.5 4.8 8.2 4.2 31.2 31.2

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,709,000
（最低点） (8) (3) (4) (6) (3)

○：12人 ○：10人 平均点 8.0 4.1 4.9 7.2 3.8 28.0 28.0

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (5) 1,514,000
（最低点） (6) (2) (4) (2) (1)

○：12人 ○：10人 平均点 8.2 4.1 4.8 7.2 3.4 27.7 27.7

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (4) 1,354,000
（最低点） (6) (3) (3) (4) (1)

○：12人 ○：10人 平均点 8.8 4.3 4.4 5.7 3.9 27.1 27.1

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (8) (5) 606,000
（最低点） (6) (3) (3) (4) (3)

○：12人 ○：10人 平均点 7.5 3.9 4.8 6.3 3.3 25.8 25.8

×：0人 ×：2人 （最高点） (10) (5) (5) (10) (4) 518,000
（最低点） (6) (3) (4) (4) (2)

○：11人 ○：9人 平均点 6.0 3.0 4.0 4.8 3.2 21.0 21.0

×：1人 ×：2人 （最高点） (8) (4) (5) (8) (5) 459,000
（最低点） (4) (1) (2) (4) (1)

合計 4,441,000

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

採択額
基本審査 採択方針

1 士-7

「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 2,425,828

配分額残額

上位と

の得点

差

2 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 816,850 816,000 6.4

2,375,000 -

3 士-2
地区だより「たかし」発行事
業

高士地区振興協議会 195,000 195,000 3.2

0.34 士-1
高齢者の見守り活動・お楽
しみ交流会・弁当配食事業

ひとふさの会 285,000 160,000

0.6

59,000 4.87 士-4 「男の料理教室」開催事業 高新会 59,640

5 士-6
令和3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 754,500

6 士-3
高士地区お買い物ツアー事
業

高士地区婦人会 122,240 88,000 1.3

748,000

【高士区】令和3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 士-7

・「ふるまい」の料金化や花火打ち上げ希望者の呼

びかけなどを検討し、なるべく持続性のある住民参

加型のまつりとなるよう希望します。

・昨年度と同じ状況であるなら打ち上げ花火は必要

なのでしょうか。必要なのであれば時間を検討して

ほしいと思います。

2 士-5
・簡易的スロープでなく常設したほうが多様性があ

るのではないでしょうか。

3 士-2
・費用対効果を勘案し、年3回の印刷業者依頼が必要

か再検討する必要があると思います。

7 士-4
・個人の資質向上のための事業ではないかと

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整理し、一覧表にしました。
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令和 3 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 26 日 

（26 日間） 

8 月 2 日～8 月 23 日 

（22 日間） 

事業実施期間 

（採択決定後から） 

10 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   万  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「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。 

・新型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 

資料３ 



※追加募集を実施する場合 

■スケジュール(案) 

工程 日程 作業内容 所要時間 

追加募集の周知 
広報 7 月 25 日号の

配布時～ 

・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 
8 月 2 日(月)から 

8 月 23 日(月)まで 
・提案書の受付 22 日間 

提案書の配布 8 月 30 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


