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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（新道区） 

 

中部まちづくりセンター 

 

○審査日時 令和４年５月２０日（金） 午後６時４０分から午後７時３０分まで 

○審査会場 新道地区公民館 ２階 多目的ホール 

○出 席 者 ・各提案事業の提案団体 

      ・審査員 ９人 

（南部まちづくりセンター ２人、北部まちづくりセンター 

２人、中部まちづくりセンター ２人、共生まちづくり課 

１人、自治・地域振興課 ２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：稲田 4 丁目情報共有体制

整備事業 

  提案団体：稲田 4丁目町内会 

 

・近隣町内会への貸し出しは可能か。 ・町内会での運用方法を明文化する。貸

出の要件も考えている。 

・トランシーバーは、コンクリートの壁が

あると通信しづらい。問題ないか。 

・高出力のものは免許を要し、維持もた

いへん。役員の家が離れていることも

考慮した台数である。 

２ 提案事業：とよば町内会、大ケヤキ 2

本(樹齢 350 年)周辺環境

整備事業 

  提案団体：とよば町内会(大ケヤキ保

存会) 

 

・9 月下旬に町内の皆さんに集まっても

らうとしているが、何人くらいか。 

・まだ周知していない。採択されれば 30

～40人募集したい。 

・グリーンパイルラージ(肥料)100 箱購

入とあるが、適切な量か。 

・1 箱 3 本入りを 100 箱。ケヤキは節回

り 4.5m～5m。能書きには木の直径 80cm

で 50本とあるため、積算して 100箱。 

・樹木医の診断を反映したものか。 ・稲田の大ケヤキの例を聞いたところ、

樹木医の診断は 5万円/回かかるため、

造園屋のアドバイスで計画した。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・勉強会の内容はどんなことを学ぶか。 ・稲田の大ケヤキの例で肥料の使い方を

習っている。採択されたら勉強会を行

う。 

３ 提案事業：稲田むすぶプロジェクト

事業 

  提案団体：稲田むすぶプロジェクト 

 

・昨年の灯ろうの反響は。 ・保護者と子どもにアンケートを実施。

ほぼ 100％からよかったという声。数が

多く負担との声もあるが、子どもから

協力してできてよかったとの感想 

・参加人数の見込みは。灯ろうワークショ

ップ、クリーン活動、花火大会のそれぞ

れの予定は。 

・児童数 332 名と保護者、協力してくれ

る町内会を合わせかなりの数になると

思う。 

・特にクリーン活動はどうか。 ・保護者は 250 人くらいいるため、軍手

600用意するが足りないかもしれない。 

・会場費はどこに支払うか。 ・想定は地区公民館、鴨島 1 町内会館、

旧かもじま子どもの家。地域を網羅で

きる。 

・花火を見る場所はどこか。 ・稲田小学校のグラウンドを開放しても

らえることになっている。 

４ 提案事業：稲田 2丁目災害支援事業 

  提案団体：稲田 2丁目町内会 

 

 

・災害の時のテントの活用イメージは。 ・指揮所設置、防災委員の待機場所とし

て想定。その他避難訓練で活用し、使い

方を模索したい。 

・横幕はどのように使うか。 ・風雪を避けるために必要だと思う。 

・避難訓練は、例年何人くらい参加か。 ・世帯 128世帯あるため 100人くらい。 

・自主防災組織はあるか。 ・訓練計画を作成。防災委員(役員と班

長)や住民の役割を記載し訓練してい

る。 

５ 提案事業：新道区若者活性化事業 

  提案団体：上越若者みらい会議 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・他の区の支援事業にも提案している。そ

れぞれ採択された場合、活動はどうす

るか。 

・300人ほどメンバーがいる。上越地域各

所から参加があり、毎週活動するイメ

ージ。例えば、毎月第○○曜日は○○区

在住者無料、第■■曜日は■■区在住

者無料とし、区別して多くの参加を得

ていく。 

・構成員数 1,000人はどのような内訳か。

会費は。 

・もともとの上越若者みらい会議の構成

メンバーは 300名ほど。LINEのグルー

プを作っており、金谷区 300 名、安塚

区 50 名、直江津・春日・新道各 10 名

程度。ほかに、当団体から独立した一社

アクティブスポーツ協会の会員 300

名。トータル約 1,000名 

・新道区のメンバーは今 8 人で、今年度

100人を目指すとしているが、どのよう

に取り組むか。 

・新道区独自のポスターを作成し、SNS・

ネット記事に掲載して募集をかけてい

く。活動のメインは球技大会で、新道区

以外の方も参加するが、多くの人と意

見交換してアイディアを出し、100人を

目指していく。 

・タウンジャーナルの広告代を計上して

いるが、1回掲載するとどのくらいの反

応があるか。 

・2年ほど媒体を変えながら試している。

定期的なスポーツ交流会はトータル 10

～20 人、イベントは 30～50 人の反応

がある。 

・毎月の活動は新道区の方は無料、他の地

域は有料。球技大会はそのような考え

方はあるか。 

・ベースを新道区としながら、一つのイ

ベントとしてみんなで楽しむ。その中

で新道区を PRしていく。 

・広告の見積りで「1/8枠純広告」とある

が、1枠の中に 1回分のスポーツ交流会

やイベントを掲載するということか。 

・そのとおり。 

 



 

 

令和 4 年度地域活動支援事業 ヒアリング日程表（新道区） 

 

 

                           日  令和 4 年 5 月 20 日(金) 

                           会場 新道地区公民館 多目的ホール 

 

＊集合時間：各ヒアリング時間の 10 分前 

 

事業番号 事業名 団体名 ヒアリング時間 

新-1 稲田 4 丁目情報共有体制整備事業 稲田 4 丁目町内会 18:40 ～ 18:50 

新-2 
とよば町内、大ケヤキ 2本（樹齢 350

年）周辺環境整備事業 

とよば町内会（大ケヤキ

保存会） 
18:51 ～ 19:01 

新-3 稲田むすぶプロジェクト事業 稲田むすぶプロジェクト 19:02 ～ 19:12 

新-4 稲田 2 丁目災害支援事業 稲田２丁目町内会 19:13 ～ 19:23 

新-5 新道区若者活性化事業 上越若者みらい会議 19:24 ～ 19:34 
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令和４年度 地域活動支援事業 採択審査記録（新道区） 

 

中部まちづくりセンター 

 

○審査日時 令和４年５月３１日（火） 午後１時１５分から午後１時５５分まで 

○審査会場 上越文化会館 ４階 小会議室 

○審 査 員 ８人 

（北部まちづくりセンター ２人、南部まちづくりセンター ２人、中部

まちづくりセンター ２人、共生まちづくり課 １人、自治・地域振興

課 １人、欠席 １人（事前に意見確認）） 

○発言要旨 

発言者 内 容 

審査員 1 ・今年度は、地域協議会に代わって市の職員が審査を行っている。審査

基準は、新道区地域協議会が令和 3年度に審査した基準と同じため、

結果が大きく異なるものではないと考える。 

事務局 ・採点の結果「基本審査判定」でただちに不採択とする事業なし。「優先

採択方針との適合性」及び「共通評価基準」に基づく採点審査では、

どの事業も「評価の低い事業」に該当しない。すべての事業を不採択

とせず、審査を進めてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・不採択とする事業はないものとする。 

・「新-1 稲田 4 丁目情報共有体制整備事業」について、減額の意見が

あれば発言願う。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・「新-1 稲田 4丁目情報共有体制整備事業」は満額で採択する。 

・「新-4 稲田 2丁目災害支援事業」について、発言を求める。 

審査員 2 ・自主財源でテントの格納場所を用意している。補助は必要ではないか。 

審査員 3 ・安心・安全のための取組であるため、補助を行うことでよいと考える。 

事務局 ・満額を採択することとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・「新-4 稲田 2丁目災害支援事業」は満額で採択する。 

・「新-2 とよば町内、大ケヤキ 2本（樹齢 350年）周辺環境整備事業」

について発言願う。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・満額補助としてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 
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発言者 内 容 

事務局 ・「新-2 とよば町内、大ケヤキ 2本（樹齢 350年）周辺環境整備事業」

については満額補助とする。 

・「新-3 稲田むすぶプロジェクト事業」について、補助額をどうすべき

か意見があれば発言願う。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・満額補助としてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・「新-3 稲田むすぶプロジェクト事業」についても満額補助とする。 

・「新-5 新道区若者活性化事業」について、発言願う。 

審査員 1 ・提案団体は令和 3年度にも提案の実績があり、減額採択となった。本

年度も、昨年度と同じ趣旨の提案であるため、昨年度の結果を踏襲し

て「広告費」と「消耗品費」のみを補助対象としてはどうか。 

審査員 2 ・会場代は減額してもよいと考える。前年度踏襲のかたちでよい。 

審査員 3 ・提案内容の中で、（3月の球技大会は不要で）毎月のスポーツ活動で足

りると考える。 

審査員 1 ・スポーツ交流会には新道区以外の人も参加する可能性があるため、全

額補助は控えたほうがよい。「会場費」については、参加者の会費など

で負担してもらってはどうか。 

事務局 ・他に意見はないか。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・意見を踏まえ「広告費」「消耗品費」のみを補助対象とした場合の補助

額は、5万円減の 28万 2千円となる。他に意見がなければ、28万 2千

円を補助額とする減額採択としてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・5万円の減額採択とする。以上で、全事業の補助額を決定した。 

・続いて、附帯意見について、意見のある方は発言願う。 

審査員 2 ・附帯意見についても、昨年度と類似のものは踏襲してはどうか。 

・「新-1 稲田 4丁目情報共有体制整備事業」「新-4 稲田 2丁目災害支

援事業」は他町内への貸し出しを記載し、「新-5 新道区若者活性化事

業」については、町内会との連携について記載してはどうか。 

事務局 ・他に意見はないか。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・附帯意見は、ご意見のとおり 3事業に付してよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・（審査結果を読み上げ、確認。審査を終了） 
 



令和４年度地域活動支援事業（新道区） 

審査会 

 

                            日時：令和 4 年 5 月 31 日(火) 

                               午後 1 時 15 分から 

                            会場：上越文化会館 4 階 小会議室 

 

次 第 

                                      延べ 40 分間 

１ 開会                                      

 

２ 説明                                      

 ⑴ 本日の進め方及び資料について                       【 5 分】 

 

３ 審査                                      

 ⑴ 審査                                   【30 分】 

  ① 意見交換 

 

 

  ② 評価の低い事業等について 

 

 

  ③ 補助額について 

 

 

  ④ 附帯意見について 

 

 

  ⑤ 確認 

 

 ⑵ その他                                  【 5 分】 

  ○ 審査会終了後 

   ・ 提案者への一報 

   ・ 内定決裁 

   ・ 地域協議会への報告 … 時期・方法は別途調整 

 

４ 閉会                                      



地域活動資金の配分枠： 7,100千円

基本審査

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：9人 ○：9人 平均点 4.3 4.1 4.4 4.1 3.3 20.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

0 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：8人 平均点 4.2 3.9 4.6 4.1 3.3 20.1

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

1/9 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.2 4.0 4.2 3.7 3.7 19.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (4) (5)

0 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.2 3.4 4.0 4.3 3.9 19.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5)

0 （最低点） (3) (2) (2) (3) (3)

○：9人 ○：6人 平均点 3.3 2.6 2.8 2.7 2.9 14.3

×：0人 ×：3人 （最高点） (5) (4) (4) (4) (5)

1/3 （最低点） (2) (1) (1) (1) (1)

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

14 2,683,100 2,602,000 0 2,602,000

※ 審査で決する部分を青文字で表示
※ 全事業採択の場合の配分額の残額は 4,498,000円

3

0
申請額どおり

採択

#REF!なし 0
申請額どおり

採択

4,498,000

#### なし 0 4,498,000

なし 0
申請額どおり

採択
4,498,000

332,000

なし 0 希望額で採択

申請額どおり
採択

合計

7

####10

9 #### なし

4,498,000

6 ####

5.5 402,620 332,000 0 希望額で採択5 新-5
新道区若者活性化事
業

上越若者みらい
会議

4,498,000

0 希望額で採択 1,199,000 4,830,000新-3
稲田むすぶプロジェ
クト事業

稲田むすぶプロ
ジェクト

0.0 1,199,000 1,199,000

390,000 0 希望額で採択 390,000 6,029,000新-2
とよば町内、大ケヤ
キ２本（樹齢３５０年）
周辺環境整備事業

とよば町内会（大ケヤ
キ保存会）

0.3 399,700

382,5802 新-4
稲田２丁目災害支援
事業

稲田２丁目町内
会

0.1

- 299,200 299,000 0 希望額で採択

6,419,000382,000

1 新-1
稲田４丁目情報共有
体制整備事業

稲田4丁目町内
会

上位
との
点差

事業費
補助
希望額
(A)

順
位

事業
番号 事業名 提案団体名

0 希望額で採択 382,000

【参考】
配分残額優先採択

方針
共通審査基準 左の額

(B)

減額の場
合、その
調整内容

採択
結果

補助額
(A-B)

採点結果

299,000 6,801,000

8 ####

令和４年度 地域活動支援事業【新道区】 採点結果一覧表 資料１

★採点結果について

・基本審査判定

… ただちに不採択とする事業（2/3以上が不適合） → なし

・採択方針の適合性判定

… 評価の低い事業（3/4以上が不適合） → なし

・共通審査基準にもとづく採点

… 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

・事務局で順位付けを行わず、協議会で採否を協議する。

ただし、第1順位の下位に順位付けする。

・あまりにも評価が低い事業は不採択とする。（R3年度～）



地域活動資金の配分枠： 7,100千円

基本審査

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：9人 ○：9人 平均点 4.3 4.1 4.4 4.1 3.3 20.2

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

0 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：8人 平均点 4.2 3.9 4.6 4.1 3.3 20.1

×：0人 ×：1人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

1/9 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.2 4.0 4.2 3.7 3.7 19.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (4) (5)

0 （最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.2 3.4 4.0 4.3 3.9 19.8

×：0人 ×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (5)

0 （最低点） (3) (2) (2) (3) (3)

○：9人 ○：6人 平均点 3.3 2.6 2.8 2.7 2.9 14.3

×：0人 ×：3人 （最高点） (5) (4) (4) (4) (5)

1/3 （最低点） (2) (1) (1) (1) (1)

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

平均点

（最高点）

#VALUE! （最低点）

14 2,683,100 2,602,000 50,420 2,551,000

※ 審査で決する部分を青文字で表示
※ 全事業採択の場合の配分額の残額は 4,498,000円

8 ####

0 希望額で採択 382,000

【参考】
配分残額優先採択

方針
共通審査基準 左の額

(B)

減額の場
合、その
調整内容

採択
結果

補助額
(A-B)

採点結果

299,000 6,801,000新-1
稲田４丁目情報共有
体制整備事業

稲田4丁目町内
会

上位
との
点差

事業費
補助
希望額
(A)

順
位

事業
番号 事業名 提案団体名

とよば町内会（大ケヤ
キ保存会）

0.3 399,700

382,5802 新-4
稲田２丁目災害支援
事業

稲田２丁目町内
会

0.1

- 299,200 299,000 0 希望額で採択

6,419,000382,000

1

0 希望額で採択 1,199,000 4,830,000新-3
稲田むすぶプロジェ
クト事業

稲田むすぶプロ
ジェクト

0.0 1,199,000 1,199,000

390,000 0 希望額で採択 390,000 6,029,000新-2
とよば町内、大ケヤ
キ２本（樹齢３５０年）
周辺環境整備事業

なし

4,549,000

6 ####

5.5 402,620 332,000
会場費を
補助対象
から減額

50,420 減額して採択5 新-5
新道区若者活性化事
業

上越若者みらい
会議

4,549,000

合計

7

####10

9 ####

4,549,000

281,000

なし 0 希望額で採択

申請額どおり
採択

3

0
申請額どおり

採択

#REF!なし 0
申請額どおり

採択

4,549,000

#### なし 0 4,549,000

なし 0
申請額どおり

採択
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★採点結果について

・基本審査判定

… ただちに不採択とする事業（2/3以上が不適合） → なし

・採択方針の適合性判定

… 評価の低い事業（3/4以上が不適合） → なし

・共通審査基準にもとづく採点

… 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

・事務局で順位付けを行わず、協議会で採否を協議する。

ただし、第1順位の下位に順位付けする。

・あまりにも評価が低い事業は不採択とする。（R3年度～）


