
令和３年度 第６回 春日区地域協議会 
 

次 第 
 

                   日時：令和 2年 6月 27日(日) 午後 2時 45分から 

                   会場：上越市市民プラザ 第３会議室 
 

                                     延べ 4時間 
 

１ 開  会                                   
                                       【2分】 

 

 

 

２ あいさつ                                   
                                       【3分】 

 

 

 

３ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項 

  ① 地域活動支援事業に係る審査・採択すべき事業の決定 

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

 

 

 

   2) 採択すべき事業の決定等                      【220分】 

                                   （※ 適宜休憩） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

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

    ➢ 日時 令和 3年 7 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 (仮)自主的審議について 

 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

５ 閉  会                                   



地域活動資金の配分枠：
10,500,000 …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

○：18人 平均点 4.6 3.9 4.1 3.8 4.0 20.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (2) (3) (2) (2)

○：18人 平均点 4.4 4.1 4.2 3.8 3.8 20.3
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：18人 平均点 4.3 4.0 4.1 3.7 4.1 20.2
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (2) (3) (2) (2)

○：17人 平均点 4.3 3.8 4.1 3.7 3.7 19.6
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：18人 平均点 4.1 3.8 4.1 3.6 3.7 19.3
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (2) (3) (2) (2)

○：17人 平均点 4.2 3.7 3.8 3.7 3.7 19.1
×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (3) (2) (1) (3)

○：17人 平均点 4.3 3.9 3.9 3.4 3.4 18.9
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：18人 平均点 3.8 3.6 3.9 3.7 3.5 18.5
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (2) (2)

○：16人 平均点 3.7 3.3 3.8 3.4 3.8 18.0
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

○：15人 平均点 3.8 3.6 3.7 3.4 3.3 17.8
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：18人 平均点 3.7 3.4 3.8 3.3 3.6 17.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：16人 平均点 3.7 3.1 3.7 3.5 3.4 17.4
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：15人 平均点 3.7 3.2 3.5 2.9 3.5 16.8
×：2人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (1) (2) (1) (1)

○：15人 平均点 3.4 3.0 3.6 2.8 3.4 16.2
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：14人 平均点 3.5 3.1 3.6 2.8 3.2 16.2
×：4人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：15人 平均点 3.6 3.1 3.4 2.7 3.2 16.0
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：15人 平均点 3.2 3.1 3.2 2.9 3.6 16.0
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：14人 平均点 3.3 3.1 3.6 2.7 3.2 15.9
×：4人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：15人 平均点 3.4 3.1 3.4 2.5 3.3 15.7
×：3人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (1) (2) (1) (1)

○：14人 平均点 3.3 3.0 3.5 2.7 2.9 15.4
×：4人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (1) (1) (2) (1) (1)

○：13人 平均点 3.1 2.9 3.4 2.5 2.7 14.6
×：4人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

○：13人 平均点 2.6 2.4 2.8 2.3 2.7 12.8
×：5人 （最高点） (4) (5) (5) (4) (5)

（最低点） (1) (1) (1) (1) (1)

11,327,000 11,327,000

22 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 320,000

18

19

20

21 75,000春-01 春日野いきいきサロン事業
春日野いきいきサロ
ン

春-18 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球

980,000

9

10

12

93,000

春-12
中学生バレーボールの普及及び青
少年健全育成事業

春日バレーボールク
ラブ 650,000

13

14

16

春-15
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

春-11
ジュニアバレーボールの普及及び青
少年健全育成事業

謙信ジュニアバレー
ボールクラブ 318,000

春-24 春日地区地域子育て支え合い事業
食育サークル　
mamma

順
位

1

2

3

4

5

6

7

8

春-17
春日野デュークス幼年野球育成事
業

春日野デュークス

春-08 春日区幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 638,000

春-14 春日山周遊スタンプラリー事業 春日商工振興会 1,420,000

51,000

春-03 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 214,000

春-23 大学南町内会行事支援事業
地縁団体　大学南町
内会 193,000

春-16
越後謙信きき酒マラソン the world 
事業

上越商工会議所青年
部 700,000

春-02
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 445,000

春-07
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交通
安全施設修繕事業

上越交通安全協会春
日支部 401,000

春-05
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 238,000

春-10 挨拶運動啓発事業
春日地域青少年育成
会議

春-22 「地域の宝」紹介・整備活用事業 岩木1丁目町内会

春-13
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-19
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

補助希望額
②

500,000

464,000

【参 考】
配分残額
①-③

優先採択方針
適合性判定

春-20
春日山城跡環境整備（桑取道等整
備他）事業

春日山城跡保存整備
促進協議会 1,210,000

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

9,290,000

春-21 謙信流陣太鼓活動支援事業 謙信流陣太鼓 8,826,000

1,008,000

359,000

200,000

850,000

補助希望額　合計

評価結果 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)

1,210,000 0.0%

464,000 0.0%

500,000 0.0%

1,008,000 0.0%

200,000 0.0%

850,000 0.0%

401,000 0.0%

238,000 0.0%

700,000 0.0%

445,000 0.0%

214,000 0.0%

193,000 0.0%

1,420,000 0.0%

638,000 0.0%

359,000 0.0%

318,000 0.0%

51,000 0.0%

980,000 0.0%

0.0%650,000

採択額　合計

320,000

75,000

0.0%93,000

▲ 827,000

▲ 507,000

▲ 432,000

▲ 339,000

311,000

1,291,000

1,342,000

1,660,000

2,019,000

7,318,000

8,326,000

2,657,000

4,077,000

4,270,000

4,484,000

4,929,000

5,629,000

5,867,000

6,268,000

7,118,000

資料１令和３年度【春日区】地域活動支援事業 採点結果一覧表

（単位：円） （単位：円） （単位：円）


