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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（中郷区） 

 

中郷区総合事務所 

 

○審査日時 令和４年５月１６日（月） 午後４時３０分から午後７時まで 

○審査会場 中郷区総合事務所 ２階 第１研修室 

○出 席 者 ・各提案事業の提案団体 

・審査員 ９人（中郷区総合事務所 ８人、中郷区地域協議会 １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：地域でもっと楽しく、もっ

と健やかに暮らせる事業 

提案団体：NPO 法人 中郷区さとまる

学校 

 

・前年度の参加者の反応は。 ・空き家セミナーは相談先の 1つとして

好評である。福祉フェスタも区外在住

の中郷区出身者が訪れることもある。 

・音楽イベント「華響」の入場料は設ける

のか。 

・ステージ内容に応じて外部会社の照

明機材を使用する場合に、設ける予定 

２ 提案事業：「縄文の郷」具現化事業 

提案団体：縄文学校 

 

・竪穴式住居の復元模型の規模、活用目的

は。 

・細い木を使った小さい模型。片貝縄文

資料館に展示予定 

・地域活動支援事業が今年度で終わるが泉

縄文公園に設置する竪穴式住居は完成

まで進むか。 

・今年度中の竪穴式住居設置完成は不

可。材料の保管場所は確保できるの

で、材料の購入だけでも今年やらせて

ほしい。 

・竪穴式住居の維持管理は。活用目的は。 ・維持管理自体は提案団体で行う予定

だが、懸念事項である。団員が随時様

子を見るか等相談している。 

・外部からの来訪者に対する案内時に

使用していきたい。 

３ 提案事業：二本木駅を核とした地域活

性化事業 

  提案団体：中郷商工会 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・前年度の「鉄道まつり」から「スイッチ

バック市」に名称変更しているのはなぜ

か。これまでにあった内容がなくなって

いるのはなぜか。 

・「鉄道まつり」として県の助成を受け

る予定。不足分を「スイッチバック市」

と同日開催予定。イベント内容は、決

定後に詳細をつめる。 

・「鉄道まつり」と「スイッチバック市」の

すみわけはできているのか。 

・経費を明確に管理する。 

・来年度以降の事業実施はどのように考え

ているか。 

・事業は継続したいが、事業費調達方法

の検討が必要 

４ 提案事業：今も名残がある二本木・松

崎宿を未来につなごう事業 

提案事業：二本木・松崎宿保存研究会 

 

・LED灯篭は今回購入する分のみか。 ・今回提案した LED灯篭の他に竹灯籠を

保有している。ある程度同じ場所に設

置予定 

・のぼり旗の設置期間は長くできないか。 ・提案書内に記載したのは設置時期で

あり、設置期間ではない。概ね 1年間

で劣化してしまう。長持ちさせるため

秋には撤収を予定している。 

・1 年で劣化するとのことだが、購入本数

を増やした場合保管場所はあるか。 

・保管場所はある。本数が増えることは

ありがたい。 

５ 提案事業：中郷区高齢者いきいき支援

事業 

  提案団体：中郷区老人クラブ連合会 

 

・平成 22 年度まで行われていた近隣 4 区

の親善ゴルフ大会を、令和 4年度に中郷

区を会場に実施してみてはどうか。 

・2年前から検討しているが、コロナ禍

と財政面から実施が困難である。 

・グラウンドゴルフ参加者は増加している

のか。 

・増加している。初めて体験した後に、

楽しく、継続している人もいる。 

・他の高齢者イベントで好評なサービスと

して、参加者に参加当日の写真を配布し

てはどうか。撮影者はいるのか。 

・検討したい。スタッフで撮影対応は可

能であると思う。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・来年度以降の継続を見込み、参加者負担

金を上げることはできないか。 

・現在の金額が参加しやすい金額だと

考えている。来年度以降は実施団体負

担が困難であるため、実施回数を減ら

し、使用するキットのグレードを下げ

なければならなくなると思う。他の補

助金も探している。 

６ 提案事業：ニュースポーツで交流事業 

  提案団体：中郷区身体障害者福祉協会 

 

・ボッチャセットの購入は 2セットで足り

るのか。 

・3対 3のスポーツであり、これまでは

他区から借りてきたこともあったが、

同日開催となると借りることが出来

なくなってしまう。足りていない。 

・過去に参加した障害者数はどれくらい

か。 

・令和 3年度は 5人程度。障害者である

ため、その日の体調により参加できな

い場合もある。身体障害者福祉協会所

属者でなくても参加可能 

・町内会への貸し出しや、他のイベントと

のコラボレーションで事業に広がりを

持たせたらどうか。 

・希望があれば貸し出しは可能だが、コ

ロナ禍であるため町内会のイベント

自体が行われなくなっている。さとま

る学校主催のイベントでブースを設

けることも 1 つの手段だと考えてい

る。 

７ 提案事業：中・長期的な中郷区 PR 動

画の制作事業 

  提案団体：NPO 法人 中郷区まちづく

り振興会 

 

・想定している撮影対象のイベントはどれ

くらいか。 

・年 6回の主なイベントの他に小さなイ

ベントも対象としたいと考えている。

記録用の撮影を内部で終わらせるの

ではなく、当団体の撮影の活動を知っ

てもらうことで地域とのつながりを

つくり、区内の他団体にもこの活動を

活用していただく仕組みを作ってい

きたい。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・撮影機材は市内業者から購入できないの

か。 

・最安値とするため、インターネットで

購入としている。 

・公共性はどのようになっているのか。 ・子どもたちに動画撮影へ興味を持っ

てもらうきっかけにもなると考えて

いる。その子どもたちから新しいプロ

モーションの形を考えてもらうなど、

長期的に後継者を育成していきたい

と考えている。現段階ではきっかけつ

くりとする。 

・使いやすい機材なのか。貸し出しは可能

なのか。 

・高性能なカメラのためすぐに使える

ものではない。スマートフォンで簡単

に撮影も可能なため、人に見せたい動

画作りから始まり、もっと撮りたいと

なった場合に一緒に活動していきた

い。 

・YouTubeや SNSで公開しないのか。 ・公開前提の撮影はするが、肖像権等の

関係により、すぐに公開はしない。動

画を作成することにより参加者から

喜ばれるため、参加者に都度確認し、

配慮をして公開とする。撮影したもの

はデータ、DVD等で保管する。 

・プロモーション動画は公開する。 

・動画作成のチームはどのような構成なの

か。 

・現在はまちづくり振興会に組織化さ

れていない。今後どうしていくのか検

討する必要があると考えている。 

・画像を誰でも使えるようなフリー素材に

してはどうか。 

・まちづくり振興会の HP にフリー素材

として掲載出来たら良いと思う。費用

含め掲載方法については相談したい。 

・GoPro やドローンを使ったアクティブな

動画を作成したらどうか。 

・ドローンは航空法により気軽に使用

できる状況ではない。 

・高齢者が見ても疲れない動画を作成

するつもりであるため現状の動画で

は使用しないが、今後使用するために

素材として残していきたい。 

・著作権はどうなるのか。 ・まちづくり振興会とする。 
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○採択審査（提案団体はここで退席） 

発言者 内 容 

事務局 

 

審査員 1 

 

審査員 2 

 

 

審査員 1 

 

審査員 2 

 

 

事務局 

 

 

審査員 3 

 

 

事務局 

 

審査員 2 

 

 

 

審査員 1 

 

 

審査員 2 

 

審査員 4 

 

審査員 3 

・追加で質問したいことについては後ほど提出してほしい。 

 

・事前に打ち合わせた事業費増額についてはどうなるか。 

 

・金額や内容によると思うが、プレゼンテーションを聞く中でできると

ころもあったと思われる。 

 

・平等に行う必要がある。 

 

・プレゼンテーションの中で、対応できる団体に増額し、有効に使うこ

とが望ましい。 

 

・増額については、プレゼンテーションを受け、改善点の提案をし、そ

れを受けた提案団体からの変更とする。 

 

・変更部分があったとしても、スケジュールの変更は今後もしない予定

か。 

 

・変更しない。 

 

・老人クラブ連合会の 4区の親善ゴルフ大会について、グラウンドゴル

フ購入分を減らせればその事業費にあてることが可能であると思う。 

・グラウンドゴルフの市の備品の状態はどうか。 

 

・中郷区にあるものは合併前に揃えたものでかなり古い。提案団体が購

入すべきだと思う。 

 

・まちづくり振興会について、成果品としてどうあるべきか。 

 

・作成した動画の提出としたらどうか。 

 

・作業プロセスが大切であると思う。途中の記録を残してもらうべき。 
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審査員 2 

 

審査員 3 

 

・作品を外部に出せないものが多いため、そうするべきだ。 

 

・子どもに作成方法など夢を与えられるものとなるとよい。 

 

 

後日、審査員が採点をし、点数集計後採択団体決定 



プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 進 め 方 と 留 意 事 項 に つ い て 

・プレゼンテーションでは、1団体の持ち時間を「15分以内」と設定します。 

・内訳は、提案者からの発表 5分以内、審査員からの質問 5分以内、予備時間 5分です。 

・発表者は、スクリーン側で発表してもらいます。 

・時間内にできなかった質問は、質問記入用紙に記入し、５月１７日（火）正午までに提出してく

ださい。担当者がとりまとめ、提案者に送付します。 

・回答は担当者がとりまとめ５月２３日（月）に配付します。 

 

 

 

 



令和4年度　中郷区地域活動支援事業採択一覧
№

事業費 補助採択額

1 中・長期的な中郷区PR動画の制作 事業
NPO法人
中郷区まちづくり振興会

・地域自治を担う人材の育成又は確
保
・住民間の支え合い
・福祉の増進
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・学術、文化、芸術、スポーツの振興
・環境の保全　・地域の安全
・子どもの健全育成
・情報化社会の発展
・経済活動の活性化

中郷地域の四季を通じた観光資源を広く発信するために
効果的なプロモーション動画を制作する。機材等の老朽
化が進み、またこれまでは個人所有の機材を使用してい
たため、最新の撮影機材、編集機材を購入し、本格的な
映像制作に取り組む。
各地域イベントの記録として留めるだけでなく、思い出とし
て末永く残る映像作品を世に生み出し、今後の参加者増
加を図る。

・撮影機材購入費：683,286円
・動画編集、企画書作成専用ノートパ
ソコン：351,850円

17.30 7 1,036 1,000

2 中郷区高齢者いきいき支援 事業 中郷区老人クラブ連合会

・住民間の支え合い
・福祉の増進
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・学術、文化、芸術、スポーツの振興

グラウンドゴルフ大会やノルディックウォーク研修会、手芸
やガーデニングなど多彩な用品・用具・技能を用いた体験
の場を提供し、高齢者の「やりたい気持ち」「できた達成
感」を引き出すことで認知症予防や介護予防、閉じこもり
防止を目指す。
グラウンドゴルフ用スティックやボールを購入し、大会での
使用のほか、中郷区の住民及び団体を対象に貸出を行
う。

・報酬費：48,000円
・消耗品費：684,453円
・食糧費：56,200円
・手数料：3,168円
・保険料：10,280円
・通信運搬費：11,088円
・備品購入費：168,260円
・原材料費：57,200円
・旅費：99,760円
・その他（ポールレンタル料、資料代、
自立体力検定料）：148,000円

24.50 2 1,287 994

3 「縄文の郷」具現化 事業 縄文学校
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・学術、文化、芸術、スポーツの振興

縄文時代から先人が培った歴史と文化を学び、後世に引
き継ぐことを目的に、基礎講座や出前講座、体験事業など
を開催する。
泉縄文公園にR4から2か年かけて市民手作りによる竪穴
住居を復元する。

・報酬費：48,000円
・消耗品費：152,350円
・手数料：2,000円
・保険料：4,500円
・通信運搬費：38,400円
・使用料及び賃借料：202,800円
・原材料費：30,000円 239,300円
・旅費：28,704円

23.60 3 968 906

4 地域でもっと楽しく、もっと健やかに暮らせる 事業
一般社団法人
中郷区さとまる学校

・地域自治を担う人材の育成又は確
保
・住民間の支え合い
・福祉の増進
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・地域の安全
・子どもの健全育成

幅広い年代層の交流を主軸に、地域のイベントや福祉活
動に小中学生の思考を向けていくことを目的に掲げ、子供
たちが参画できる福祉フェスタや空き家セミナー、カレン
ダーの配布を行っていく。
ノートパソコンを購入しリモート対応環境を整備するほか、
高齢者をはじめとするパソコン操作個別指導を行う。
子どもたちから出た「大好き中郷」を車両にラッピングし、
イメージを地域にPRし、自助、共助、公助の気持ちが生ま
れることに期待する。

・カレンダー製作費：250,000円
・講師謝金：80,000円
・チラシ制作、印刷費：120,000円
・会場設備費：243,000円
・運搬費：30,000円
・郵送料：10,000円
・事務費：20,000円
・パソコン：142,692円
・コロナ対策備品：10,000円
・車両ラッピング：99,000円

26.10 1 1,005 1,000

5 ニュースポーツで交流 事業 中郷区身体障害者福祉協会

・福祉の増進
・社会教育の推進
・学術、文化、芸術、スポーツの振興
・子どもの健全育成

障害を持っている方が健康でいきいきとした生涯をおくる
ために、ボッチャの用具を購入し、誰もが気軽に体育・ス
ポーツ活動に親しむ機会を提供する。
障害者と小・中学生がスポーツを通して交流する場を提供
することで、「共に生きる」を実践できる福祉教育の機会と
なる。

・消耗品費：10,113円
・保険料：1,120円
・印刷製本費：7,205円
・通信運搬費：3,162円 3,512円
・備品購入費：158,400円 237,600円

23.10 4 260 259

6 今も名残がある二本木・松崎宿を未来につなごう 事業 二本木・松崎宿保存研究会
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・学術、文化、芸術、スポーツの振興

旧北国街道、二本木・松崎宿という歴史あるまちを、北国
街道宿場案内図の増刷、のぼり旗の掲出、雪灯篭の街道
を行うことで、町内会、老人会、子ども会等で再認識し、醸
成することによる愛着できるまちづくりを目指す。

・印刷製本費：89,980円
・のぼり旗：92,400円  237,600円
・灯篭:6,600円

22.70 6 335 333

7 二本木駅を核とした地域活性化 事業 中郷商工会

・まちづくりの推進
・子どもの健全育成
・経済活動の活性化
・観光客の誘致、観光資源の開発促進

二本木駅構内並びに駅前商店街で「スイッチバック市」を
開催し、地区内外から集客を集め、交流人口増による地
域活性化を目指す。
スタンプラリーを実施し、スタンプ収集のための回遊によ
る商店PRに努め、来店頻度向上による地域経済活性化
を図る。

・借上料：800,000円
・広告費：84,071円
・商品代：99,000円
・その他（スタッフお茶代、臨時飲食店
収入印紙）：24,000円
・予備費：5,929円

22.80 5 1,016 1,000

配分額 5,500千円 5,907 5,492

配分額残額 8千円
新規：　0件
継続：　7件

提案団体 事業内容の概要
事業費等（単位:千円）

資料No.１
中郷区地域協議会

R4.7.6
地域振興班

事業の名称
分野の別

（提案書の記載を基に仕分け）
事業費内訳

総点数
（30点満点）

順位


