
 

令和４年度 第２回清里区地域協議会次第 

 

日 時：令和４年５月１９日(木) 

                            午後１時３０分から 

場 所：清里コミュニティプラザ 

多目的ホール   

   

 

１ 開  会  

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 所長あいさつ 

 

４ 協 議 

(1) 令和４年度地域活動支援事業の審査について 

   ・提案事業について                 資料１-１、１-２ 

   ・プレゼンテーションについて            資料２ 

   ・清里区の採択方針及び審査について         資料３-１、３-２ 

 

(2) 地域活動支援事業プレゼンテーション 

 

５ 報告事項 

 

６ その他 

令和４年度第３回清里区地域協議会の開催について 

    ・日 時：令和４年５月２６日（木）午後３時から 

    ・会 場：清里区総合事務所 第３会議室 

 

７ 閉 会 



(単位：円) 

事業費

a

補助金
希望額

b

補助
率

1

白看板城址周辺の
イワカガミ群生地養
生及びササユリの
保全管理事業

荒牧狼煙を上
げる会

350,400 350,000 99.9%

白看板城址周辺のイワカガミの生育環境の整備を進め
るため立木の間引きを行うとともに、自生するササユリ
の保全管理を行い、白看板城址一帯の景観づくりと自
然環境の保全を図る。

2
歴史コロコロ（すごろ
く・絵本・加美芝居）
事業

星ふる清里会 814,160  814,000  100.0%

50音歴史地の体験型すごろくを制作し、高齢者サロン
や区の文化祭等で実演することで、清里区の景勝地や
歴史を学びながらストレス発散やコミュニケーションづく
りを図る。また、公演活動に使用する新作の加美芝居
や絵本を制作し子どもたちとの交流や高齢者施設への
訪問活動、他団体との交流を図る。

3

スターフェスティバ
ル２０２２とくしりんプ
ラネタリウム映像作
品制作事業

天文指導協力
員会

760,081 760,000 100.0%

スターフェスティバルを開催し、天文講演会やコンサー
ト、絵本の読み聞かせなどを実施する。また、年間を通
じた天文工作や天体観望会を開催するほか、櫛池隕石
のマスコットキャラクター「くしりん」が登場して星座や天
体を紹介するプラネタリウムの映像作品を制作上映す
ることにより、櫛池隕石の科学的価値や歴史的意義を
周知するとともに、上越清里星のふるさと館の魅力発信
と地域活性化、青少年の健全育成を図る。

4
支え合いの輪を広
げる事業

清里区住民福
祉会

245,240 200,000 81.6%

高齢者の交通安全と健康増進をテーマにした講演会
や、地域高齢者サロン参加者を対象にした歴史・文化
施設への見学会を開催し、交流を深めるほか、事業を
通じてボランティアを育成する。また、一人暮らしや高齢
者世帯で希望のあった人を対象として月2回程度買い
物支援を行う。

5
清里交通安全啓発
事業

上越交通安全
協会清里支部

137,500 137,000 99.6%

櫛池隕石のマスコットキャラクター「くしりん」を活用した
交通安全広報用のマグネットシートを作成し、NPO法人
清里まちづくり振興会が所有する小型ワゴン車に貼り
付けて交通安全意識の啓発を図る。

6
まちづくり活動機能
強化事業

NPO法人清里
まちづくり振興
会

4,129,260 1,000,000 24.2%

多機能装備を備えたワゴン車を購入し、まちづくり振興
会が行う「青少年健全育成のための支援事業」や「地域
の健康や福祉向上のための企画・運営事業」において
活用する。

7
坊ヶ池湖畔活性化
事業

きよさと観光
交流協会

506,274 500,000 98.8%

動物、植物、天文などの専門家を坊ヶ池湖畔に招致し、
定期的な観察等の調査活動を行い、データを蓄積し
データベース化するとともに、散策マップを作成し区内
全世帯へ配布するほか、坊ヶ池湖畔の散策資料として
活用する。また、秋の恒例イベントとなっている清里そ
ば祭りを開催し、そばの直食・販売と農産物直売市を開
催する。

8
ビュー京ヶ岳運営管
理事業

（一社）櫛池農
業振興会

2,096,896 1,900,000 90.6%

坊ヶ池湖畔来訪者の休憩・拠り所と市民交流活動の拠
点としてビュー京ヶ岳を運営管理し、カフェ営業やイベン
トの開催、各種団体・グループ、町内会等の研修・交流
に活用する。

9
地域の宝「櫛池の大
杉」保全管理事業

上中條町内会 334,240 334,000 99.9%

地域の宝として認定された「櫛池の大杉」の管理保全に
取り組むほか、大杉周辺の歩道（歩行路）を整備する。

9,374,051 5,995,000

補助金
配当額

5,200,000

補助金
超過額

795,000 115.3%
執行率

合　　　　　　計

令和4年度 清里区地域活動支援事業集計表

No 事業名 提案団体

提案事業

概要

資料 １－１



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 

- 1 - 

事業番号 １ 事業名 白看板城址周辺のイワカガミ群生地養生及びササユリ保全管理事業 

提案者名 荒牧狼煙を上げる会 

事業費及び補助金希望額 ３５１千円（うち、補助金希望額３５０千円） 

事業の目的（概略） 
白看板城址周辺のイワカガミの生育環境の整備を進めるため、立木の間引きを行い、白看板城址一帯の自然環境の

保全を図る。また、自生するササユリの保全管理を行い増やしていく。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住民、清里小学校の児童、各地からの歴史探究者・山城見学者 
（2）事業の実施方法 
 ・採択決定後に事業着手 
 ・チェンソーの有資格者による大きな木の伐採、刈払い機による雑木の伐採。伐採木の片づけ。 

事業の実施期間 令和 4年 6月～令和 4年 8月 

事業で期待する効果 歴史遺産の白看板城址一帯の自然環境の保全が図られ、景観づくりに寄与する。 

事業番号 ２ 事業名 歴史コロコロ（すごろく・絵本・加美芝居）事業 

提案者名 星ふる清里会 

事業費及び補助金希望額 ８１５千円（うち補助金希望額８１４千円） 

事業の目的（概略） 

清里歴史５０音がまとまってきたが、区民には郷土に対する興味が低いため、さらに掘り下げ体を動かしながら理

解を深めてもらう。また、今年度はすごろくを用い大人から子どもまで理解できる方法を交えながら、清里区の歴

史を地域の人に伝える。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 
 ・清里区住民、清里区の近郊地域住民、清里区に訪れた方 
(2)事業の実施方法 
 ・50音の歴史地の体験型すごろくと立方体サイコロを制作し、老若男女誰でも参加でき、楽しみながら清里の歴

史知識を身に着けてもらう。 
 ・星ふる清里会に新部門「すたーふる KIYOSATO」を新設し、幅広い活動につなげる。 
・清里歴史短編物語絵巻加美芝居（夜なき石）と玄藤寺油田の絵本を作成し、区内の施設等へ配布する。 

 ・絵巻・絵本を併用し、高齢者施設やいきいきサロンへの訪問、子どもたちとの交流活動等を実施する。 

事業の実施期間 令和 4年 4月～令和 5年 3月 

事業で期待する効果 
すごろく・絵本・加美芝居を用いて老若男女が楽しみながら清里の歴史を学ぶとともに、施設訪問や交流活動によ
りコミュニケーションづくりができる。 

資料１－２ 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ３ 事業名 スターフェスティバル２０２２とくしりんプラネタリウム映像作品制作事業 

提案者名 天文指導協力員会 

事業費及び補助金希望額 ７６１千円（うち７６０千円） 

事業の目的（概略） 

スターフェスティバルを開催し、天文講演会やコンサート、絵本の読み聞かせなどを実施する。また、年間を通じ
た天文工作や天体観望会を開催するほか、櫛池隕石のマスコットキャラクター「くしりん」が登場して星座や天体
を紹介するプラネタリウムの映像作品を制作上映することにより、櫛池隕石の科学的価値や歴史的意義を周知する
とともに、上越清里星のふるさと館の魅力発信と地域活性化、青少年の健全育成を図る。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住民ほか各所からの来場者 
（2）事業の実施方法 
 ・8/13～15の 3日間、「スターフェスティバル」の開催（講演会、コンサート、絵本読み聞かせシアターなど） 
 ・櫛池隕石のマスコットキャラクター「くしりん」が登場して星座や天体を紹介するプラネタリウム映像作品を

制作し、星のふるさと館で上映 
 ・「櫛池隕石落下 100周年記念リーフレット」を活用して清里区及び上越清里星のふるさと館の魅力を発信 
 ・星のふるさと館が実施するクイズや天文工作、天体観望会などに協力 

事業の実施期間 令和 4年 5月～令和 4年 11月 

事業で期待する効果 
地域活性化と上越清里星のふるさと館の存在意義の確立、青少年健全育成への寄与、また櫛池隕石マスコットキャ
ラクター「くしりん」を利用した自己参加型の諸活動を通して、子どもたちへ自然科学や歴史を学ぶ機会の提供と
将来を担う人材育成が図られる。 

事業番号 ４ 事業名 支え合いの輪を広げる事業 

提案者名 清里区住民福祉会 

事業費及び補助金希望額 ２４６千円（うち２００千円） 

事業の目的（概略） 
高齢者の交通安全と健康増進をテーマにした講演会や地域高齢者サロン参加者を対象にした歴史・文化施設への見
学会を開催し、交流を深めるほか、事業を通じてボランティアを育成する。また、一人暮らしや高齢者世帯で希望
があった人を対象として、月 2回程度買い物支援を行う。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区の高齢者 
（2）事業の実施方法 
 ・高齢者の交通安全と健康増進をテーマにした講演会の開催 
 ・高齢者サロン参加者を対象とした歴史・文化施設への見学会開催により、参加者同士の交流と支援ボランティ

アの育成を図る。 
 ・一人暮らしや高齢者世帯で希望のあった人を対象として、月 2回程度の買い物支援を行う。 

事業の実施期間 令和 4年 4月～令和 5年 3月 

事業で期待する効果 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことが期待できる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ５ 
事業名 清里交通安全啓発事業 

提案者名 上越交通安全協会清里支部 

事業費及び補助金希望額 １３８千円（うち補助金希望額１３７千円） 

事業の目的（概略） 
NPO 法人清里まちづくり振興会が所有する小型ワゴン車に交通安全広報用マグネットシートを貼り付けて交通安全
に対する意識づけを行う。 

事業の内容（概略） 

（1）事業の対象 
 ・清里区住民等 
（2）事業の実施方法 
 ・マスコットキャラクター「くしりん」の広報用マグネットシートを作成し、春、夏、秋、冬の交通安全運動に合

わせ小型ワゴン車に貼り付けて啓発活動を行う。 

事業の実施期間 令和 4年 5月～令和 4年 12月 

事業で期待する効果 
交通安全に対する意識づけを行うことにより、重大事故の発生抑止と地域住民の安全、安寧な生活の確保が図られ
る。 

事業番号 ６ 事業名 まちづくり活動機能強化事業 

提案者名 特定非営利活動法人清里まちづくり振興会 

事業費及び補助金希望額 ４，１３０千円 （うち、補助金希望額１，０００千円） 

事業の目的（概略） 
多機能装備のワゴン車を購入し、まちづくり振興会が行う「青少年の健全育成のための支援事業」や「地域の健康

や福祉向上のための企画・運営事業」において活用する。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 
 ・清里区内の住民 
(2)事業の実施方法 

・多機能装備のワゴン車を購入し、運営事業で活用する。 

事業の実施期間 令和 4年 6月～令和 5年 3月 

事業で期待する効果 高齢者の利用に適した多機能装備の車両を活用することにより、運営事業の機能強化が図られる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ７ 事業名 坊ヶ池湖畔活性化事業 

提案者名 きよさと観光交流協会 

事業費及び補助金希望額 ５０７千円 （うち、補助金希望額５００千円） 

事業の目的（概略） 
清里区を代表する観光名所である坊ヶ池湖畔周辺の動物、植物、天文などの調査活動を行い、散策マップを作成し
区内の世帯に配布するほか、坊ヶ池湖畔の散策資料として活用する。また、そば祭り・農産物直売市を開催し、来訪
者の増加を図る。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区住民のほか各所からの来訪者 
 (2)事業の実施方法 

・専門家を招き、定期的な観察等の調査活動を行い、調査結果をデータベース化して、坊ヶ池周辺で見つけるこ

とのできる動植物の写真と周回コースをイラストで表現した「散策マップ」を作成し、散策資料として活用す

るほか、子どもたちや地域住民の学習資料として活用する。 

・秋の恒例イベントである清里そば祭りを開催し、そばの直食・販売と農産物直売市を開催する。 

事業の実施期間 令和 4年 5月～令和 5年 3月 

事業で期待する効果 
散策を通して清里区の豊かな自然の発見に気づいてもらえるほか、坊ヶ池湖畔及び周辺の施設への来訪者の増加が
見込まれる。このことは、清里区の住民、特に青少年をはじめとした若者世代への郷土愛を醸成し、清里区外への
人口の流出抑止につながると期待する。 

事業番号 ８ 事業名 坊ヶ池交流施設運営事業 

提案者名 一般社団法人櫛池農業振興会 

事業費及び補助金希望額 ２，０９７千円（うち補助金希望額１，９００千円） 

事業の目的（概略） 
清里区の景勝地坊ヶ池湖畔にある坊ヶ池交流施設（ビュー京ヶ岳）を来訪者の休憩・拠り所や市民交流活動の拠点

として運営管理し、カフェ営業やイベントの開催、各種団体・グループ、町内会等の研修・交流に活用する。 

事業の内容（概略） 

(1)事業の対象 

 ・清里区住民のほか各所からの来訪者 

(2)事業の実施方法 

 ・来訪者の休憩・レストハウスの営業（４月～１１月の土・日、祝日）７０回 

 ・各種団体・グループ・町内会による研修、交流、イベント・特産品加工・体験による貸館等（５月～１１月の平

日３回/月×７か月）２１回 

事業の実施期間 令和 4年 4月～令和 4年 11月 

事業で期待する効果 
坊ヶ池交流施設の利用促進による交流人口の拡大、農業特産品の販売促進、地域雇用、所得向上と生きがい活動推

進で清里区の住民福祉の向上と地域活性化が期待できる。 



≪ 清里区に提案のあった事業一覧 ≫ 
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事業番号 ９ 事業名 地域の宝「櫛池の大杉」保全管理事業 

提案者名 上中條町内会 

事業費及び補助金希望額 ３３５千円 （うち、補助金希望額３３４千円） 

事業の目的（概略） 地域の宝として認定された「櫛池の大杉」の保護活動に取り組むほか、大杉周辺の歩道（歩行路）を整備する。 

事業の内容（概略） 
（1）樹勢回復のための施肥 
（2）大杉周辺の歩道（歩行路）の整備 

事業の実施期間 令和 4年 6月～令和 4年 10月 

事業で期待する効果 
大杉の保全活動の取組に光を当てる地域の宝に認定されたことで、関わる人々の更なる熱意を生み、地域の子ども
たちが一緒に参加し体験することで、生まれ育った地域への誇りや愛着を育むことにつながる。 

 



事業
番号

事業名 提案団体
発表予定時刻

（８分）
質問時間
（５分）

審査時間
（２分）

1
白看板城址周辺のイワカガミ群生地
養生及びササユリ保全管理事業

荒牧狼煙を上げる会
１３：４５

～
１３：５３

１３：５３
～

１３：５８

１３：５８
～

１４：００

2
歴史コロコロ（すごろく・絵本・加
美芝居）事業

星ふる清里会
１４：００

～
１４：０８

１４：０８
～

１４：１３

１４：１３
～

１４：１５

3
スターフェスティバル２０２２とく
しりんプラネタリウム映像作品制作
事業

天文指導協力員会
１４：１５

～
１４：２３

１４：２３
～

１４：２８

１４：２８
～

１４：３０

4 支え合いの輪を広げる事業 清里区住民福祉会
１４：３０

～
１４：３８

１４：３８
～

１４：４３

１４：４３
～

１４：４５

5 清里交通安全啓発事業 上越交通安全協会清里支部
１４：４５

～
１４：５３

１４：５３
～

１４：５８

１４：５８
１５：００

6 まちづくり活動機能強化事業 NPO法人清里まちづくり振興会
１５：００

～
１５：０８

１５：０８
～

１５：１３

１５：１３
～

１５：１５

7 坊ヶ池湖畔活性化事業 きよさと観光交流協会
１５：２５

～
１５：３３

１５：３３
～

１５：３８

１５：３８
～

１５：４０

8 ビュー京ヶ岳運営管理事業 （一社）櫛池農業振興会
１５：４０

～
１５：４８

１５：４８
～

１５：５３

１５：５３
～

１５：５５

9 地域の宝「櫛池の大杉」保全管理事業 上中條町内会
１５：５５

～
１６：０３

１６：０３
～

１６：０８

１６：０８
～

１６：１０

５月１９日(木)

令和４年度 地域活動支援事業プレゼンテーション日程表

＜休　憩　１０分＞

資料 ２



 

 

 

令和４年度清里区の採択方針 

清里区の地域課題の解決や地域の活性化に取り組む活動を支援する。 

「私たちの地域を、もっと住みやすくする」ために、地域住民等が自主的・主体的に取り組

む、新規性・発展性のある事業を優先して採択する。 

 

１ 地域活動支援事業の目的 

身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民の自発的・主体的な地域 

活動を推進する。 

 

２ 優先して採択する事業 

(1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業 

(2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業 

(3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 

(4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業 

(5) 地域の安全・安心を図る事業 

３ その他の事業 

優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の活性化につなが

る事業 

【運用方法】 

１ 補助率・補助限度額等 

(1) 補助率は、補助対象経費の１００％以内とし、審査の結果、申請金額の減額や補助率を

引き下げる場合がある。 

(2) 備品購入を行う場合は、レンタル等で導入費用を節減できない理由や後年度の活用予

定、管理体制を明確にした任意の書類を申請時に添付する。 

(3) 補助金額は１件５万円以上とする。ただし、千円未満を切り捨てた額とする。 

 

２ 審査方法及び採択基準等 

(1) 書類審査のほか、プレゼンテーションを原則として行う。 

(2) 基本審査、採択方針の審査は、地域活動支援事業の目的、清里区の採択方針それぞれに

ついて、審査する委員の過半数が「不適合」とした場合は不採択とする。 

(3) 共通審査基準は、各項目それぞれ５点満点とし、傾斜配点はしない。 

(4) 共通審査基準を審査する委員全員の評点の平均点が１５点未満の場合は不採択とし、 

補助金額については、１５点が９０％、１６点が９２％、１７点が９４％、１８点が９

６％、１９点が９８％、２０点以上が１００％の補助率を補助金希望額に乗じた額を基

本とする。 

(5) 採択すべき事業及び補助金額は、清里区への配分額の範囲内で共通審査基準の評点の 

高いものから順に採択する。なお、配分額を超過した場合の対応はその都度協議し決定

する。 
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清里区に係る令和４年度の地域活動支援事業に係る採点票 
 

１．採点対象 

事 業 名 清里区○○○○事業 

提案者名 きよさと○○会 代表 ○○○○ 

 
２．採点内容 
⑴ 基本審査 

地域活動支援事業の目的 左 記 目 的 との 適 合 性 

身近な地域における課題解決や地域の活力向上に向け、住民の自

発的・主体的な地域活動を推進する。 
☑ 適合する □ 適合しない 

適合しない理由  

 
⑵ 清里区の採択方針 

清里区の「採択方針」 左記方針との適合性 

１ 優先して採択する事業 
 (1) 地域の健康福祉、青少年の健全育成を図る事業 
 (2) 地域の歴史文化、スポーツ活動を図る事業 
  (3) 地域の環境改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業 
  (4) 地域の資源を活かした地域振興及び地域を担う人づくりを図る事業 
  (5) 地域の安全・安心を図る事業 
２ その他の事業 
優先して採択する事業以外に、地域の課題を主体的に捉え、広く地域の 
活性化につながる事業 

☑適合する 

□(1)・□(2) 

□(3)・□(4) 

□(5) 

□その他事業 

□適合しない 

 
⑶ 共通審査基準 

審査項目 審査基準 配点 採点欄 

①公益性 

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。 
・補助金を充てて購入した物品や修繕した施設等が、長く地域で活用さ
れる見込みがあるか。 

・全市的な方向性と合致しているか。 
・提案者以外の市民や団体等に不利益を与えるものではないか。 

5 3 

②必要性 

・地域の課題解決や活力向上に効果が見込まれる取組であるか。 
・地域の実情や住民要望に対応したものか。 
・緊急性の高い提案事業であるか。 
・ほかの方法で代替できないものであるか。 
・補助金を充てる経費が、提案事業を実施する上で不可欠なものであり、
その規模も必要な限度となっているか。 

5 3 

③実現性 
・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。 
・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。 
・資金調達の規模や時期に無理はないか。 

5 3 

④参加性 
・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待
できるものか。 5 3 

⑤発展性 
・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 
・事業の終了後における自立性や発展性は期待できるか。 
・提案団体に、信頼性や将来性はあるか。 

5 3 

合計  25 15 
＊ 採点は整数で行ってください。 

⑷ その他特記事項 
（記載欄） 

 

「適合しない」が 6名

以上の場合は不採択 

「適合しない」が 6名

以上の場合は不採択 

・委員全員の平均点が 15点未満の場

合は不採択 

・評点が 15～19点の場合は点数に応

じた補助率（15点：90％、16点：

92％、17点：94％、18点：96％、

19点：98％、20点以上：100％） 

 

記 載 例 
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