
令和３年度 第４回 津有区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 3年 7月 26日(月) 午後 6時 30分～ 

                    会場：津有地区公民館 大会議室 
 

                                   延べ 1時間 
 

１ 開  会                                   
                                 【2分】 

 

 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項                                【25分】 

  ・地域活動支援事業の審査の振り返り 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 自主的審議事項                             【30分】 

  ・津有区の特長を生かした地域活性化策について 

 

 

 

 

 

 

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

 【（仮）前島密翁に関する勉強会】 

   ➢ 日時 ：８月  日（  ）午後 6時 30分から 

   ➢ 会場 ：津有地区公民館 大会議室 

   ➢ 内容 ：（仮）前島記念館 館長 利根川様による講演 

 

 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)

（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)

（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)

（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)

（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)

（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)

（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)

（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)

（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)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

合計 4,007,537 3,939,000 3,939,000

津有区の地域活動支援事業費の配分枠： 5,900,000円
単位：円

順位

事
業
番
号

事業名 提案団体名 採択額
（減額なし）

1 津-1
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

198,000

事業費 補助希望額

上位と
の得点
差

198,000 - 提案どおり採択 5,702,000

基本審査 採択方針
共通審査基準 採択結果

（附帯意見なし）
配分残額

198,000

400,000 0.2 提案どおり採択 5,302,0002 津-9 津有地区地域づくり事業
津有地区地域づくり
協議会

418,000 400,000

1,072,0001,072,000 0.3 提案どおり採択 4,230,0003 津-2
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

924,000 0.3 提案どおり採択 3,306,0004 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 924,550 924,000

550,000 0.6 提案どおり採択 2,756,0005 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 580,000 550,000

162,000 0.2 提案どおり採択 2,594,0006 津-8 下富川子供健全育成事業 下富川町内会 162,100 162,000

282,000 0.3 提案どおり採択 2,312,0007 津-4
幼年野球合併チーム活性化事
業

戸野目スポーツ少年
団 282,937 282,000

90,000 0.4 提案どおり採択 2,222,0008 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 90,818 90,000

261,000 0.4 提案どおり採択 1,961,0009 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 279,000 261,000

令和3年度津有区地域活動支援事業 採点結果一覧表（採択結果確認用）

★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。

資料1

（配分残額）

※前回協議会での採択結果を赤字で表示

★配分残額の取扱い

・配分額の残額 … 1,961千円

・追加募集 … 実施しない



 

 

１ 基本的事項 

項目 内容 令和 3 年度の状況 課題 

採択方針 

（募集テーマ） 

津有区では、住民の皆さんが行う「身近な地域の課題解決や活力向上」のために

行うまちづくり活動で、次のテーマに沿った取組を特に募集します。 

● 子どもを産み育てる環境整備に役立つもの 

● 高齢者が安心して暮らせる環境整備に役立つもの 

● 住民の健康・福祉増進、子育て、青少年健全育成に役立つもの 

● 地域コミュニティ活動の推進が期待できるもの 

● 津有区の自然や産業を活かし、地域の活性化に役立つもの 

● 地域の観光・文化施設や史跡などの PR に役立つもの 

● 地域の環境保全、景観美化に役立つもの 

● 住民の安全・安心確保が期待できるもの 

＜提案数・額＞ 

・提案数：9 件 

・補助希望額計：3,939千円(配分額の約 67％) 

 

＜募集テーマとの適合＞ 

● 子どもを産み育てる環境整備に役立つもの【2 事業】 

● 高齢者が安心して暮らせる環境整備に役立つもの【1 事業】 

● 住民の健康・福祉増進、子育て、青少年健全育成に役立つもの【3 事業】 

● 地域コミュニティ活動の推進が期待できるもの【2 事業】 

● 津有区の自然や産業を活かし、地域の活性化に役立つもの【なし】 

● 地域の観光・文化施設や史跡などの PRに役立つもの【3 事業】 

● 地域の環境保全、景観美化に役立つもの【1 事業】 

● 住民の安全・安心確保が期待できるもの【2 事業】 

□ 課題あり  □ 課題なし 

補助率 10／10 以内 

(審査・採択の過程で減額等の対応は可能) 

・満額採択：9件 □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

補助額 上限：なし 

下限：5万円(5 万円未満の事業は対象外) 

・最高額：107 万 2千円 

・最低額：9 万円 

□ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

ヒアリング すべての事業を対象にヒアリングを実施 － □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

共通審査基準の項目と

配点 

公益性、必要性、実現性、参加性、発展性 各 5点 

(25 点満点、傾斜配点なし) 

－ □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

 

２ 募集 

項目 内容 令和 3 年度の状況 課題 

提案書受付期間 令和 3年 4 月 1 日㊍～23 日㊎(23 日間) 

(周知方法) 広報上越、地域協議会だより(班回覧)、事前説明会(3/10) 

＜提案数・額＞ ※再掲 

・提案数：9 件 

・補助希望額計：3,939千円(配分額の約 67％) 

□ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

 

追加募集 当初募集において配分残額が出た場合でも、追加募集を実施しない。（R1～） － □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度地域活動支援事業の審査実施状況について【津有区】 
資料 2 

裏面あり 



 

 

３ 審査から採択決定に至るまでの流れ 

 ⑴ 審査の流れ 

項目 令和 3 年度の状況 課題 

 ① 提案の取りまとめ                          ★下線部は委員が行う作業 

 ② 各委員へ事業提案書等を送付 

 ③ 各委員が事業内容を確認 

 ④ 提案書に基づき、質問事項について検討 

 ⑤ ヒアリングで疑問点等を解消【第 2 回地域協議会】 

 ⑥ 各委員が審査(基本審査・採択方針適合性の判定、共通審査基準に基づく採点) ⇒ 事務局へ提出 

 ⑦ 結果集計 

 ⑧ 採択事業の決定【第 3 回地域協議会】 

   (手順１)採択事業と不採択事業を決定 

   (手順２)補助額を決定 

   (手順３)附帯意見の要否、内容を決定 

－ □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 ⑵ 審査方法 

項目 内容 令和 3 年度の状況 課題 

Ⅰ 

基本審査判定 

(○または×) 

地域活動支援事業

の目的に適合しな

い事業とする基準 

(＝不採択の基準) 

審査する委員の過半数が本事業の趣旨に適合しないと判断する事業は、

不採択 

※委員 12 人の場合の過半数＝7人 

※各委員の審査において、基本審査判定で適合しないと評価した事業

は、次の「Ⅱ 採択方針の適合性判定」「Ⅲ 共通審査基準(公益性、必

要性、実現性、参加性、発展性)の採点」を行わない。 

※該当なし □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

Ⅱ 

採択方針の適

合性判定 

(○または×) 

「評価の低い事

業」とする基準 

※補助金を交付す

るため、一定の

基準を設ける 

委員の過半数が採択方針に適合しないと判断する事業 

※委員 12 人の場合の過半数＝7人 

※該当なし 

※一部の委員が適合しないと判定した事業 

・(津-8) 下富川子供健全育成事業：1人 

□ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

Ⅲ 

共通審査基準

に基づく採点 

(5 点～1 点) 

「共通審査基準」5 項目のうち、1 つでも平均点が 2 点未満の事業 

※「Ⅰ 基本審査判定」で不適合とした事業については、「Ⅲ 共通審査

基準に基づく採点」の各項目の採点を 0点とする。 

※該当なし □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

Ⅳ 

採択事業の決

定等 

順位付けの方法 共通審査基準の得点（平均点の合計）が高い順に順位付けを行う。 － □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

「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。 － □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 

Ⅴ 

その他 

委員が事業提案者

の場合 

当該事業の審査から除外する。 

(提案団体の構成員である場合は審査・採択を行う) 

※該当なし □ 課題あり  □ 課題なし 

 

 
 



子どもを産み
育てる環境整
備に役立つも

の

高齢者が安
心して暮らせ
る環境整備に
役立つもの

住民の健康・
福祉増進、子
育て、青少年
健全育成に役
立つもの

地域コミュニ
ティ活動の推
進が期待でき
るもの

津有区の自
然や産業を活
かし、地域の
活性化が期
待できるもの

地域の観光・
文化施設や
史跡などのＰ
Ｒに役立つも

の

地域の環境
保全、景観美
化に役立つも

の

住民の安全・
安心確保が
期待できるも

の

津-1 上越市防災士会津有支部安心安全事業 ●

津-2
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 ●

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 ● ●

津-4 幼年野球合併チーム活性化事業 ●

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 ● ●

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 ● ●

津-7 戸野目・四ケ所雁木通り活性化支援事業 ● ●

津-8 下富川子供健全育成事業 ●

津-9 津有地区地域づくり事業 ● ●

計 2 1 3 2 0 3 1 2 14

（参考）昨年度の計 2 0 9 4 0 0 3 2 20

【参考】令和3年度の提案事業における募集テーマへの適合状況

募集テーマ

提案事業

参考資料



自主的審議テーマの決定について 

 

１.自主的審議テーマ名（案）                            

 「津有区の特長を生かした地域活性化策について」 

 

２.協議経過                                    

第５回地域協議会（令和２年 9 月 28 日） 

 ・自身の町内の実態について、南部と北部のグループに分かれて情報交換を実施。 

 第 6 回地域協議会（令和 2 年 10 月 26 日） 

  ・身近な地域の課題や特徴について、南部と北部のグループに分かれて意見交換を実施。 

 ※地域の特長として、「自然が豊かで災害が少ない」「歴史的な偉人を輩出している」などの

意見があった。 

 町内会長との意見交換会（令和 3 年 2 月 26 日） 

  ・地域の課題や特長、必要な取組について、町内会長と意見交換を実施。 

  ※必要な取組として、前島密翁の顕彰に関して「津有地区全体で盛り上げてほしい」「名所巡

りなどを行い、市でも積極的に PR してほしい」などの意見が複数のグループからあった。 

 第 9 回地域協議会（令和 3 年 3 月 22 日） 

 ・町内会長との意見交換会の結果を踏まえて、今後の進め方を協議。 

【主な発言（審議テーマについて）】 

・前島密翁に関連して地域のよさを伸ばしていく活動がよいと思う。そのほかの課題は非常

に大きな問題であるため、自分たちで解決することは難しい。 

・地域の偉人巡りのように、歩いて回ってもらうようなプログラムを作ってはどうか。 

・前島密翁の顕彰について、下池部町内会以外にも関連の団体があったと思う。その団体も 

巻き込むことはできないのか。 

→「前島密翁を顕彰する会」という団体がある。中身的なことはこれから検討していくが、下

池部町内会長からもその団体と一緒にやりたいという話が出ていた。先般の地域活動支援

事業事前説明会でも、来年の献碑祭 100 周年に向けて何か提案したいという話をされてい

た。 

・地域のよさを伸ばしていくことに関しては、明るい気持ちで話し合えると思う。やはり委員

自身が前向きに楽しんで進めることが一番よいため、地域のよさを伸ばすことをテーマと

してはどうか。 

・来年が献碑祭 100 周年というせっかくのよい時期であるため、前島密翁に関して審議して

はどうか。 

⇒「前島密翁の顕彰を含めた地域のよさを伸ばす取組」について自主的審議することとした。 

 裏面あり 

資料 3 

※協議結果を太字で表示（下線部を除く） 

※令和 3年第 1回地域協議会の協議結果資料 



３.審議の進め方                                  

①審議の方向性 

（例）地域の偉人として前島密翁の顕彰について地域の機運を高める、あるいは地域外へ PR し

て観光産業へと繋げる 等 

【第 1 回協議会での協議結果】 

・上記の（例）のとおりとする。 

②深堀りの方法 

（例）関係団体の活動状況の把握、前島密翁の生い立ちや活躍についての勉強会 等 

【第 1 回協議会での協議結果】 

・関係団体の活動状況を把握するとともに、前島密翁の生い立ちや活躍を学ぶ勉強会

を行い、必要に応じて関係団体から話を聞きながら、地域協議会としてできること

を考えていく。 

 

⇒（案）前島密翁に関する勉強会の開催 

    （講師：前島記念館 館長 利根川様） 

 

【参考】過去の地域協議会での議論について                       

■経過 

・H26.7 地域協議会 

自主的審議テーマ設定に係る議論の中の一つに、「前島密を中心とした津有区の PR」とい

う意見が上がった。 

・H26.12 町内会長との意見交換会 

   「前島密翁を顕彰する会」の方からお越しいただき、活動経過や今後の展望についてお話

を伺った。その後意見交換を行い、生誕 180 周年記念事業の開催に向けて、地域も協力して

いくことを確認した。 

・H27 年度地域活動支援事業 

   「前島密翁生誕 180 年記念事業」として、津有地区地域づくり協議会が事業提案し、紙芝

居とのぼり旗の作成を行った。 

■その後 

「前島密を中心とした津有区の PR」については、津有地区地域づくり協議会が「前島密翁

を顕彰する会」と協力して、のぼり旗や紙芝居の作成を行うに至ったことで、協議会として

検討してきた内容が成果に結びついたとして、議論を終了した。 


