
令和 3年度第 3回安塚区地域協議会次第 

 

日時：令和 3年 5月 20日（木）午後 7時から 

場所：安塚コミュニティプラザ 3階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 協 議 

⑴ 令和 3年度地域活動支援事業の審査（全体審査）について     資料 No.1  

 

４ その他 

⑴ 次回開催 令和  年  月  日（ ）午後  時 開会 

 

５ 閉 会 



令和3年度地域活動支援事業（安塚区）採点結果一覧

各項目5点 公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 各項目の計

○　： 11 ○　： 11 平均値 3.5 3.5 3.5 3.3 3.0 16.8

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (4) (4) (4) (4)

（最低値） (3) (3) (3) (3) (2)

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.4 3.5 3.7 2.8 3.6 17.0

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (5) (5) (4) (5)

（最低値） (3) (3) (3) (1) (3)

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.1 2.7 2.7 3.2 2.8 14.5

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (3) (4) (4) (4)

（最低値） (2) (1) (1) (2) (1)

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.4 3.3 3.2 3.7 3.3 16.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (4) (4) (5) (5)

（最低値） (3) (3) (2) (3) (3)

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.8 3.5 3.8 3.7 3.5 18.3

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低値） (3) (3) (3) (3) (3)

　評価結果
結果基本審査

との適合性
優先採択方針
との適合性

基本審査で適合するとした委員の採点結果
特記事項等

№ 事業名 提案者名
事業費
（千円）

申請額
（千円）

補助金額
（千円）

・自立性や発展性が感じられない。
・看板関係は先送りした方が良い。

（人） （人）

2
安塚ｊｒアルペンスキーク
ラブ育成事業

安塚スキークラブ 891 890

1
横尾義智記念館管理事
業

行野自治会 875 870

・参加性について、提案者以外は参加が期待できない。
・スキークラブの存在を区民に広く知らせる努力が欲しい。
・市内外を問わず、広く子どもたちにスノースポーツを楽しませて欲しい。
・自立性が感じられない。

（人） （人）

3
マイクロツーリズム「体験
と食」で誘客推進事業

安塚観光協会 1,022 1,000

・必要性について、イベントは人の心をおだやかにすると思うが、コロナ禍であ
り、緊急性はないと思う。また、住民自らの取組みや自主性が感じられない。
・実現性について、未定な部分が多いと感じる。
・業務委託ばかりで事業に対する意欲、やる気、能力が見えない。
・必要性について、体験と食の提供はこの時期いかがなものか。
・自分たちで事業を行うことが基本と考える。業務委託はおかしいのではない
か。
・継続性に問題がある。
・自立性と将来性が感じられない。
・会食関連のイベントは見直す必要がある。
・設営・運営委託はやめて、自分たちで完結する方が良い。

（人） （人）

4
やすづか「小さな祭り」開
催事業

「小さな祭り」実行委
員会 844 840

・実現性について、まつり等は良いイベントであると思うが、コロナ禍での開催
は見通しが見えない。また、アルコール等の提供を伴う会食は、疑問が残る。
・雪中貯蔵施設「ユキノハコ」秋まつり（カフェ、会食等）の開催は、この時期い
かがなものか。
・事業は自分たちで行うべきと考える。業務委託はすべきでない。
・雪中貯蔵施設「ユキノハコ」秋まつりのカフェと食事は見直す必要がある。
・運営事務委託は自ら完結すべきである。

（人） （人）

5
高齢者にこにこサロン支
援事業

上方自治会 100 80

・すばらしい事業であるので、がんばってもらいたい。

（人） （人）
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各項目5点 公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 各項目の計

　評価結果
結果基本審査

との適合性
優先採択方針
との適合性

基本審査で適合するとした委員の採点結果
特記事項等

№ 事業名 提案者名
事業費
（千円）

申請額
（千円）

補助金額
（千円）
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○　： 11 ○　： 11 平均値 3.5 3.5 3.5 3.7 3.3 17.5

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (4) (4) (5) (4)

（最低値） (3) (3) (3) (3) (2)

○　： 10 ○　： 10 平均値 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 13.8

×　： 2 ×　： 2 （最高値） (4) (4) (4) (4) (5)

（最低値） 0 0 0 0 0

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.8 3.6 3.9 3.9 3.8 19.0

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (3) (2) (3) (3) (2)

○　： 11 ○　： 11 平均値 3.3 3.5 3.5 3.0 3.3 16.6

×　： 1 ×　： 1 （最高値） (4) (5) (5) (5) (5)

（最低値） 0 0 0 0 0

○　： 12 ○　： 12 平均値 3.6 3.5 3.8 3.4 3.5 17.8

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (5) (5) (4) (5)

（最低値） (3) (2) (3) (3) (2)

8,086 6,710 0

安塚区の配分額 5,100 千円

補助金額 千円

追加募集額 千円

6 天空の里づくり推進事業 朴の木自治会 1,042 990

・看板を良くしても、集落内や花畑への道が整備されていないのでは本末転倒
である。
・将来の発展性に疑義がある。

（人） （人）

7
安塚区U-40社会人サー
クル立上げ事業

上越若者みらい会
議 270 170

・必要性について、地域住民の要望とは言えず、緊急性はない。
・実現性について、これから参加者を集めるため、未定なところが多い。
・参加性について、冬期のみで限定的である。
・趣味の遊び仲間をつくるための事業であると思う。
・安塚に必要な事業であると思うが、参加者の募集について問題がある。
・安塚区を中心に活動している団体ではなく、安塚区の事業として適合しない
と思う。
・自己満足だけで終わるように感じる。

（人） （人）

8 山のうえの雪まつり事業
山のうえの雪まつり
実行委員会 2,000 950

・コロナが蔓延している実情に鑑み、本年実施すべき事業であるとは思わな
い。
・やった感はあるが、必ずしも地域の課題解決にはつながらないと思う。

（人） （人）

9
ジュニアバレーボールの
普及及び青少年健全育
成事業

安塚大島レッドウィ
ングス 212 100

・全部を購入して実施する場合、住民の負担とならないか。一つ一つを確実に
成功させてからでも良いのではないか。
・事業主体の高齢化は否定できず、マップの枚数を消化するまで続けられる
か疑問である。

（人） （人）

・必要性及び実現性について、スポーツは良い取組みであるが、ユニフォーム
は文化的なもの以外、個々で購入すべきものであると思う。
・参加性について、提案者のみの参加にとどまる。
・複数区にまたがる事業であり、安塚区の事業として適合しないと思う。

（人） （人）

10
自然王国ほその村・四季
彩散策（巡り）事業

細野町内会 830 820

2


