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令和４年度 地域活動支援事業 プレゼンテーション・ヒアリング記録（安塚区） 

 

安塚区総合事務所 

 

○審査日時 令和４年５月１９日（木） 午後６時３０分から午後７時５５分まで 

○審査会場 安塚コミュニティプラザ ３階 大会議室 

○出 席 者 ・各提案事業の提案団体 

・審査員 ７人（安塚区総合事務所 ７人） 

○質疑応答 

審査員からの質問 提案団体の回答 

１ 提案事業：集落看板更新及び横尾義

智記念館管理事業 

提案団体：行野自治会 

 

・看板の更新内容については、業者の提案

などを参考にしながら検討されたもの

であると思うが、イメージ図を見ると

風景の写真と文字が一体になっている

ように見える。実施する際は、縁取りや

字体の工夫等も含めて検討をお願いし

たい。また、看板から記念館までは少し

距離があるため、あと○メートルのよ

うな表示があれば、より親切な看板に

なると思う。 

・看板の更新内容については、改めて検討

を行う。 

２ 提案事業：安塚ジュニアアルペンス

キークラブ育成事業 

提案団体：安塚スキークラブ 

 

・同じウィンタースポーツのスノーボー

ドでは、妙高市出身の冨田姉妹などが

活躍されており、その活躍を見て子ど

もたちの気持ちも高揚したと思う。し

かし、スキー、特にアルペンに関して、

日本人選手は好成績を残せていないよ

うに感じる。スノーボードとスキーで

何か選手育成のシステムが異なるの

か、それとも体格的な問題によるもの

なのか、参考にお聞きしたい。 

・外国人選手と日本人選手の主な違いは、

骨格と体格、体重である。スノーボード

もスキーも落下スポーツであり、重力

に引き付けられる力が強いほど速度が

出て、有利になる。日本人選手は背が低

く、体重も軽いため、国際大会において

日本人は不利と言われている。そのよ

うな中でスノーボードの冨田姉妹や平

野選手が活躍しているが、彼らが出場

しているハーフパイプは速さを求める 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

 ものではなく、技の華麗さや美しさを

競うものであり、身長が低く、体重が軽

い日本人選手に有利な競技であると言

える。そういった特質の違い等により、

スキーは国際大会で結果が出にくい競

技である。しかし、ソチオリンピックに

おいて、新潟県出身の小野塚選手がフ

リースタイルスキーのハーフパイプで

銅メダルを獲得している。スキーでも

日本人でしっかりとメダルを獲得して

いる選手もいるので、当クラブとして

も引き続きジュニアの育成に取り組ん

でいきたい。 

・安塚スキークラブでは、これまで地域活

動支援事業を活用しながら、色々な備

品等を整備されている。今回、動画を編

集するためのパソコン機材の購入を予

定されているが、今まではビデオカメ

ラで録画した映像データ等をどのよう

に活用していたのか。今後、パソコンで

編集することにより、どのようなこと

が変わるのか、お聞きしたい。 

・これまでは、ビデオカメラを現場に持ち

込み、滑ってくる選手を撮影し、ゴール

した後に映像を見せながら、「右側が傾

いていて、左右差がある」という程度の

指導に留まっていた。それをパソコン

に取り込むことにより、コマに分割し

て印刷できるようになる。そうすると、

左右の傾きや荷重の強さを比較し、分

析することが可能となり、より緻密な

指導が行えるようになる。今までは、ビ

デオカメラでスローモーション再生を

行い、選手に見せていたが、ビデオカメ

ラの画面は小さく、天候によっては非

常に見づらかった。また、パソコンに取

り込めば、印刷したものを資料として

選手に渡すことが可能となるため、そ

の後の練習につなげることもできると

考えている。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

３ 提案事業：天空の里づくり推進事業 

提案団体：朴の木自治会 

 

・提案書を見ると、平成 27年度から始め

た取組であり、来場者数が年々増えて

いるとの記載がある。年数を重ねるご

とに段々少なくなっていくイベントも

多い中で、皆さん大変努力されている

のだと思う。具体的な数字として、平成

27 年度からどのように増えてきている

のかお聞きしたい。 

・1 年目は約 70 人程度、2 年目は約 150

人程度、3年目には 200人を超えた。そ

の後、台風やコロナ等の影響により、3

年ほど中止となった。可能な範囲で実

施しようと考え、昨年度実施したとこ

ろ、1日で約 400人の来場があり、我々

も大変驚いた。なぜ、これほど増えたか

というと、新潟日報の 1 面に掲載され

たことが大きく影響したと考えてい

る。今後、駐車場をもう少し増やしてい

かなければならないと思う。 

・たくさんの方が来場されたということ

であるが、会場までの道は結構狭く、か

なり奥まで行かなければならない。そ

の辺りで来場者から道が分かりづらい

などの意見は寄せられたか。寄せられ

ていれば、それに対してどのように対

応したのかお聞きしたい。 

・例年、案内看板を道中にいくつか設置し

ているが、少し小さくて分かりづらい

との声も寄せられている。今後、大きな

看板を設置することも検討していかな

ければならないと考えている。また、道

路については、市道であるが、拡幅は難

しく、元々砂利道であった。これまで、

市から原材料を支給してもらって、自

治会の中で協力しながらコンクリート

を打っている。もう一度打てば、林道ま

で全てつながることになる。道路の幅

については、自治会で対応することは

難しい。 

・少ない人数で広大な土地を管理されて

いるのは大変すばらしいと思う。これ

まで秋の柳葉ひまわりと棚田の景観が

メインであった中で、今回シバザクラ

を植えて春も楽しめるようにするとい

うことであるが、道が狭いため、事故が

起きないよう看板の設置等を検討いた

だきたい。 

 

・イベント時は誘導員をつけて、一方通行

ですれ違いが起きないようにしている

が、普段対応するのはなかなか難しい。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

４ 提案事業：伏野そばの文化を伝え、そ

ばの技術をつなぐ事業 

提案団体：伏野自治会 

 

・今年度、そば打ちの講座が 5 回予定さ

れているが、次年度以降も同じくらい

の回数を予定されているか。 

・今年度の様子を見ながら検討する。今年

度は来月から開始となるが、来年度も

田植えや稲刈りの時期を除いて 4 月く

らいから実施できればと考えている。 

・そば打ちの講座について、例えば第 3回

など途中から参加することは難しい

か。 

・今年度は 5 回予定しているが、そば打

ちを 5 回全て実施するわけではない。

そばの畑を見学してもらうことなども

考えている。5回全て参加しなければな

らないわけではなく、その方の都合に

あわせて参加してもらえればよい。順

次打ち方を覚えていって、場合によっ

ては引き続き来年度参加することも可

能である。 

５ 提案事業：農園ライブとプロモーシ

ョンビデオ制作で情報発

信しよう！！事業 

提案団体：安塚の四季 

 

・これまでの取組を通して若手の農業者

等とのネットワークはできているか。 

・担い手のマッチングの機会があれば、参

加させてほしいと市農政課にお願いし

ているが、コロナの影響で参加できて

いない。引き続き取り組んでいきたい。 

６ 提案事業：安塚社会人サークル活性

化事業 

提案団体：上越若者みらい会議 

 

・交流会実施後にアイデア出しの時間を

設けているとのことであるが、実際に

どのようなアイデアが出て、その後実

現に至ったものがあればお聞きした

い。 

・採用されたアイデアとしては、グランピ

ングや大人のそり大会などがあり、キ

ューピットバレイで実施していただい

た。まだまだサークルのメンバーが少

ないため、今後はスノーシーズンに限

らず、色々な団体の皆さんとつながり

ながら、安塚区が活性化するようなイ

ベント等を考えていきたい。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・5つの区でサークルを発足されていて、

安塚区の社会人サークルに安塚区の方

は現在いないとのことであった。対象

は上越市民であり、加入できるのは 1つ

のサークルのみということか、それと

も複数のサークルに参加することがで

きるのか。 

・複数の区のサークルに参加することも

可能である。活性化させたいと考える

区のサークルに参加してもらう形であ

る。イベントを 1つ実施するとしても、

少人数では回らないので、思いのある

方に自由に集まってもらっている。安

塚区が好きだ、ウィンタースポーツが

好きだという方にサポートしていただ

きながら、団体を運営している。 

・昨年度の活動状況を見ると、5回交流会

を開催し、色々なアイデアも出してい

ただいたようである。その後の活動と

して、今年度交流会を開催する予定の

12 月までに何か活動を行う計画はある

か。 

・現時点で具体的に決まっているものは

ない。まだまだメンバー数が少ないの

で、グリーンシーズンも活動が行える

ようにサークルの認知度アップに取り

組んでいきたい。 

・今年度提案をいただいている団体の中

には、ほかにもキューピットバレイを

会場にイベントの実施を予定している

団体があるので、そういった方々と連

携して一緒に安塚区を盛り上げていた

だきたい。 

・ほかの団体の皆さんともぜひ連携して

いきたいと考えているので、紹介いた

だきたい。 

７ 提案事業：山のうえの雪まつり事業 

提案団体：山のうえの雪まつり実行

委員会 

 

・今後、グリーンシーズンにおいても、集

客が見込めるようなイベントの実施を

検討いただきたい。 

・コロナ禍以前は、夏や秋に山のうえの夏

祭り、山のうえコンサートといったイ

ベントを実施していた。近年、株式会社

キューピットバレイの解散やコロナ禍

で実施できていなかったが、今年度は 8

月末くらいにイベントを実施できるよ

う検討を進めているところである。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・以前、クラウドファンディングに取り組

まれたこともあったようであるが、今

年度は想定されていないようである。

クラウドファンディングは難しい部分

もあるのか。 

・クラウドファンディングは宣伝効果も

あるが、返礼品などでその分手間やコ

ストもかかる。今年度はクラウドファ

ンディングではなく、協賛金を募る予

定であるが、協賛金の集まり具合など

も踏まえてクラウドファンディングの

実施も検討する。その場合は、手筒花火

を持つ権利を返礼品として与えられた

らと考えている。また、今後、コロナが

収束したとしても、従来どおりの内容

で灯の回廊を実施するのは難しいと感

じている。NPO雪のふるさと安塚や他団

体、集落の皆さんと連携しながら灯の

回廊を一緒に盛り上げていきたい。 

８ 提案事業：やすづか「小さな祭り」開

催事業 

提案団体：「小さな祭り」実行委員会 

 

・次年度以降も可能な範囲で継続して事

業を実施できるように検討いただきた

い。 

・現在は SNS なども活用できるので、宣

伝や資金確保等につながるよう検討し

ていきたい。 

 



事業費 補助金希望額

1 4月25日
集落看板更新及び横尾義智記念
館管理事業

行野自治会 1,151 1,050
シロアリ被害が生じている横尾義智記念館の土台を修繕するとともに、
集落看板をろうあ者等にも分かりやすい内容に更新し、郷土の偉人で
ある横尾義智氏の功績伝承に取り組む。

2 4月26日
安塚ジュニアアルペンスキークラ
ブ育成事業

安塚スキークラブ 641 640
国内トップクラスの選手などを特別講師として招き、ジュニア選手の技
術や練習意欲の向上を図る。また、指導者の育成を目的に指導法講
習会を開催する。

3 4月27日 天空の里づくり推進事業 朴の木自治会 550 530
柳葉ひまわりの花畑を公開するイベントの際、より多くの人に会場を訪
れてもらうため、棚田広場の整備を実施する。また、柳葉ひまわり以外
の花の植栽にも今後取り組んでいくため、シバザクラを植栽する。

4 4月27日
伏野そばの文化を伝え、そばの
技術をつなぐ事業

伏野自治会 307 250
伏野のそば文化や味を将来にわたって継承するため、集落の住民が
講師となり、そば打ち講座を実施する。

5 4月27日
農園ライブとプロモーションビデオ
制作で情報発信しよう！！事業

安塚の四季 500 480
安塚区の魅力を広く区内外へ発信するため、オンラインコンサートのラ
イブ配信やプロモーションビデオの制作に取り組む。

6 4月28日 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
交流人口やキューピットバレイの集客増加、地域活性化を図るため、
安塚の地域資源である雪とキューピットバレイスキー場の土地を有効
活用し、雪上花火の演出を目玉とするイベントを行う。

7 4月28日 安塚社会人サークル活性化事業 上越若者みらい会議 265 160

ウィンタースポーツ人口の増加と安塚区の魅力の発信を目的として、
キューピットバレイスキー場でウィンタースポーツ交流会を開催する。
交流会後は、安塚区の今後のまちづくり等に関して、意見交換を行い、
地域活性化につなげる。

8 4月28日 やすづか「小さな祭り」開催事業 「小さな祭り」実行委員会 1,060 1,040
安塚区内の各種団体等が連携し、「やすづか　彩とりどり秋まつり」を
開催することにより、郷土愛を育むとともに地域活性化を図る。

5,100 合計 6,474 5,100

令和4年度　地域活動支援事業（安塚区） 提案書受付一覧

受付日 事業の名称 団体等の名称

事業費等（単位:千円）

配分額
（単位：千円）

事業番号 備　考事業内容の概要
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令和４年度 地域活動支援事業 採択審査記録（安塚区） 

 

安塚区総合事務所 

 

○審査日時 令和４年５月２０日（金） 午後３時から午後４時２０分まで 

○審査会場 安塚区総合事務所 ３階 ３０１室 

○審 査 員 ８人（安塚区総合事務所 ８人） 

○発言要旨 

発言者 内 容 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 4年度地域活動支援事業の全体審査を開始する。 

・昨日、提案団体によるプレゼンテーションを行い、その後審査員によ

る採点が行われた。採点票を集計したものが、本日配布した「令和 4

年度地域活動支援事業（安塚区）採点結果一覧」である。 

・本日は、こちらの資料を基にこれから 1事業ごとに採択の可否、補助

金額について協議いただきたい。また、事業実施にあたり、配慮すべ

き事項等がある場合は、提案団体へ送付する結果通知書の中で採択の

条件として意見を付すことができるので、附帯意見の有無について

も、あわせて協議をお願いしたい。 

 

・それでは、事業番号 1 「行野自治会」提案の『集落看板更新及び横

尾義智記念館管理事業』についてから、協議を始める。平均点が 18.9

点、事業費 115万 1千円に対して、補助希望額が 105万円である。採

択の可否について、採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・次に事業番号 2「安塚スキークラブ」提案の『安塚ジュニアアルペン

スキークラブ育成事業』についてである。平均点が 17.5 点、事業費

64万 1千円に対して、補助希望額が 64万円である。採択の可否につ

いて、採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 
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審査員５ 

 

 

 

 

 

審査員４ 

 

審査員５ 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・次に事業番号 3「朴の木自治会」提案の『天空の里づくり推進事業』

についてである。平均点が 21.0点、事業費 55万円に対して、補助希

望額が 53万円である。採択の可否について、採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見についてであるが、採点票の特記事項の欄に「地すべり防止

区域内での掘削等は制限があるため、事業実施にあたっては、関係機

関と協議を行うこと。」との記載があった。これについて、説明をお願

いしたい。 

 

・事業提案書を見ただけでは分からなかったが、昨日のプレゼンテーシ

ョンにおいて、当日配布資料を基に提案団体から説明を聞いた結果、

掘削を予定している箇所は地すべり防止区域内に含まれる可能性が

高いことが分かった。この場合、事業実施にあたっては、関係機関で

ある県と協議が必要になる。 

 

・協議の結果、実施が認められない可能性もあるのか。 

 

・現地等も確認し、場合によっては実施が認められない可能性もある。 

 

・いただいた意見を基に「地すべり防止区域内での掘削等は制限がある

ため、事業実施にあたっては、関係機関と協議を行うこと。」との附帯

意見を付けることとしてよろしいか。 

 （「はい」の声多数） 

 

・次に事業番号 4「伏野自治会」提案の『伏野そばの文化を伝え、そば

の技術をつなぐ事業』についてである。平均点が 19.9点、事業費 30

万 7 千円に対して、補助希望額が 25 万円である。採択の可否につい

て、採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 
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審査員１ 

 

 

 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・次に事業番号 5「安塚の四季」提案の『農園ライブとプロモーション

ビデオ制作で情報発信しよう！！事業』についてである。平均点が

17.8点、事業費 50万円に対して、補助希望額が 48万円である。採択

の可否について、採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・次に事業番号 6「山のうえの雪まつり実行委員会」提案の『山のうえ

の雪まつり事業』についてである。平均点が 21.9 点、事業費 200 万

円に対して、補助希望額が 95 万円である。採択の可否について、採

択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・次に事業番号 7「上越若者みらい会議」提案の『安塚社会人サークル

活性化事業』についてである。平均点が 15.6点、事業費 26万 5千円

に対して、補助希望額が 16 万円である。採択の可否について、採択

でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見については、いかがか。 

 

・本事業は、昨年度地域協議会による審査の結果、不採択となっていた。

今回は平均点 15 点を上回っており、採択で問題ないと思うが、後日

地域協議会に対して審査結果を報告する際は、昨年度との違いを含め

て説明した方がよいと思う。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

審査員２ 

 

 

 

 

事務局 

 

・昨年度、地域活動支援事業としては不採択となったが、上越市地方創

生推進事業補助金を活用して交流会を実施している。また、交流会後

に行ったアイデア出しの中で出された意見が採用され、実際にグラン

ピングや大人のそり遊び大会等の実現に至っていることも確認でき

た。そのような状況も含めて地域協議会へ報告できればと考えてい

る。 

 

・安塚区全体の活性化につなげてもらうためには、サークルメンバーの

交流会開催のみで終わるのではなく、山のうえの雪まつり実行員会や

「小さな祭り」実行委員会等の各種団体と連携を深めてもらう必要が

あると思う。そのような内容の附帯意見を付けてはどうか。 

 

・附帯意見を付けてはどうかとの提案があった。昨日のプレゼンテーシ

ョンの際にも同様の質疑応答がなされているが、総合事務所としての

思いをより強く伝えるため、「区内全体の活性化につなげるため、山

のうえの雪まつり実行委員会や「小さな祭り」実行委員会等の地域の

諸団体との連携を深めながら、活動していただきたい。」という内容

の附帯意見を付けることとしてよろしいか。 

 （「はい」の声多数） 

 

・最後に事業番号 8「「小さな祭り」実行委員会」提案の『やすづか「小

さな祭り」開催事業』についてである。平均点が 20.4点、事業費 106

万円に対して、補助希望額が 104万円である。採択の可否について、

採択でよろしいか。 

（「はい」の声多数） 

・補助金額については、いかがか。 

（「希望額どおりでよい」の声多数） 

・附帯意見については、いかがか。 

（「なしでよい」の声多数） 

 

・以上で全事業の審査が完了した。審査の結果、8事業全てが採択候補

事業となった。補助金額については、8事業全てが希望額どおりとな

った。また、事業番号 3「朴の木自治会」提案の『天空の里づくり推

進事業』と事業番号 7「上越若者みらい会議」提案の『安塚社会人サ

ークル活性化事業』の 2事業については、先ほど確認いただいた内容
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で附帯意見を付けることとなった。 

・今後、地域協議会へ審査結果の報告を行い、採択事業として決定にな

る。 

・以上で令和 4年度地域活動支援事業の全体審査を終了する。 

 

 

 



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

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.3 3.9 4.1 3.5 3.1 18.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低値） (4) (3) (3) (3) (2)

○　： 8 ○　： 8 平均値 3.5 3.4 3.9 3.0 3.8 17.5

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (2) (2) (3) (2) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.5 4.1 4.4 3.6 21.0

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (3) (4) (3) (4) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.1 4.5 4.0 3.8 3.5 19.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低値） (3) (4) (3) (3) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 3.5 3.5 3.6 3.3 3.9 17.8

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (5) (5) (4) (5)

（最低値） (3) (3) (3) (3) (3)

（人）

（人） （人）

5
農園ライブとプロモーショ
ンビデオ制作で情報発信
しよう！！事業

安塚の四季 500 480

4
伏野そばの文化を伝え、
そばの技術をつなぐ事業

伏野自治会 307 250

640

集落看板更新及び横尾
義智記念館管理事業

行野自治会 1,1511

№

3 天空の里づくり推進事業 朴の木自治会 550 530

事業名 提案者名
事業費
（千円）

申請額
（千円）

1,050

2
安塚ジュニアアルペンス
キークラブ育成事業

安塚スキークラブ 641

補助金額
（千円）

　評価結果
基本審査で適合するとした審査員の採点結果

特記事項等

（人） （人）

基本審査
との適合性

（人）

・受益者が限定的である。
・団体のメンバー以外の参加性はないと思われる。
・当事業は申請団体の充実という面が大きく、地域との関わりはあまり高くな
いと感じた（参加性）。
・PCの購入は費用対効果の面で疑問である（必要性）。
・事業の対象者がスキー関係者に限られる。

（人） （人）

・地すべり防止区域内での掘削等は制限があるため、事業実施にあたって
は、関係機関と協議を行うこと。

（人） （人）

令和4年度地域活動支援事業（安塚区）　採点結果一覧

結果優先採択方針
との適合性

・活動を伴うような事業ではなく、単に既存施設の修繕である。

1



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

№ 事業名 提案者名
事業費
（千円）

申請額
（千円）

補助金額
（千円）

　評価結果
基本審査で適合するとした審査員の採点結果

特記事項等
基本審査
との適合性

結果優先採択方針
との適合性

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.1 4.5 4.9 4.0 21.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (4) (3) (4) (4) (3)

○　： 8 ○　： 6 平均値 3.1 3.0 3.1 3.0 3.4 15.6

×　： 0 ×　： 2 （最高値） (5) (5) (4) (4) (5)

（最低値） (2) (2) (3) (2) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.1 3.6 4.5 3.8 20.4

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (4) (3) (3) (3) (3)

6,474 5,100 0

安塚区の配分額 5,100 千円

補助金額 千円

・受益者が限定的である。
・地域の要望に基づく事業ではない。
・サークル参加者のみが恩恵を受ける事業となっている。

（人）

（人） （人）

950山のうえの雪まつり
実行委員会 2,0006 山のうえの雪まつり事業

1607
安塚社会人サークル活
性化事業

上越若者みらい会
議 265

（人） （人）

8
やすづか「小さな祭り」開
催事業

「小さな祭り」実行委
員会 1,060 1,040

（人）

2



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

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.3 3.9 4.1 3.5 3.1 18.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低値） (4) (3) (3) (3) (2)

○　： 8 ○　： 8 平均値 3.5 3.4 3.9 3.0 3.8 17.5

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (2) (2) (3) (2) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.5 4.1 4.4 3.6 21.0

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (3) (4) (3) (4) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.1 4.5 4.0 3.8 3.5 19.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (4)

（最低値） (3) (4) (3) (3) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 3.5 3.5 3.6 3.3 3.9 17.8

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (4) (5) (5) (4) (5)

（最低値） (3) (3) (3) (3) (3)

250

（人）

480

（人） （人）

採択

採択5
農園ライブとプロモー
ションビデオ制作で情報
発信しよう！！事業

安塚の四季 500 480

4
伏野そばの文化を伝
え、そばの技術をつなぐ
事業

伏野自治会 307 250

640

集落看板更新及び横尾
義智記念館管理事業

行野自治会 1,1511

№

1,050

3
天空の里づくり推進事
業

朴の木自治会 550 530

事業の名称 団体等の名称
事業費
（千円）

補助希望額
（千円）

1,050

2
安塚ジュニアアルペンス
キークラブ育成事業

安塚スキークラブ 641

補助決定額
（千円）

　評価結果
基本審査で適合するとした審査員の採点結果

特記事項等

530

採択

（人） （人）

基本審査
との適合性

（人）

・受益者が限定的である。
・団体のメンバー以外の参加性はないと思われる。
・当事業は申請団体の充実という面が大きく、地域との関わりはあまり高く
ないと感じた（参加性）。
・PCの購入は費用対効果の面で疑問である（必要性）。
・事業の対象者がスキー関係者に限られる。 採択

（人） （人）

【附帯意見】
・地すべり防止区域内での掘削等は制限があるため、事業実施にあたって
は、関係機関と協議を行うこと。

採択

（人） （人）

令和4年度地域活動支援事業（安塚区）　 審査結果一覧

結果優先採択方針
との適合性

・活動を伴うような事業ではなく、単に既存施設の修繕である。

640

1



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

№ 事業の名称 団体等の名称
事業費
（千円）

補助希望額
（千円）

補助決定額
（千円）

　評価結果
基本審査で適合するとした審査員の採点結果

特記事項等
基本審査
との適合性

結果優先採択方針
との適合性

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.1 4.5 4.9 4.0 21.9

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (4) (3) (4) (4) (3)

○　： 8 ○　： 6 平均値 3.1 3.0 3.1 3.0 3.4 15.6

×　： 0 ×　： 2 （最高値） (5) (5) (4) (4) (5)

（最低値） (2) (2) (3) (2) (3)

○　： 8 ○　： 8 平均値 4.4 4.1 3.6 4.5 3.8 20.4

×　： 0 ×　： 0 （最高値） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低値） (4) (3) (3) (3) (3)

6,474 5,100 5,100

安塚区の配分額 5,100 千円

補助金額 5,100 千円

160

・受益者が限定的である。
・地域の要望に基づく事業ではない。
・サークル参加者のみが恩恵を受ける事業となっている。

【附帯意見】
・区内全体の活性化につなげるため、山のうえの雪まつり実行委員会や
「小さな祭り」実行委員会等の地域の諸団体との連携を深めながら、活動
していただきたい。

採択

（人）

（人） （人）

950 採択950山のうえの雪まつり
実行委員会 2,0006 山のうえの雪まつり事業

1607
安塚社会人サークル活
性化事業

上越若者みらい会
議 265

採択

（人） （人）

8
やすづか「小さな祭り」
開催事業

「小さな祭り」実行
委員会 1,060 1,040 1,040

（人）

2


