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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（春日区） 

 

中部まちづくりセンター 

 

【プレゼンテーション１日目】 

○審査日時 令和４年５月２８日（土） 午後１時から午後４時５０分まで 

○審査会場 上越市市民プラザ ２階 第２会議室 

○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：春日区幼年野球育成事業 

  提案団体：高志ビクトリーズ 

 

・テント、得点板、審判用具の購入は新規

の購入か。既存の物品の更新か。 

・テントは保護者から不要品を提供して

もらっていたが、それも難しくなった

ため更新する。審判道具や得点板は、過

去に支援事業で整備したが、経年劣化

したための更新である。 

・優先順位が低い物品は、無くても急には

困らないものと考えてよいか。 

 

 

・よい。審判用具も一揃え保有しており、

使えれば使う。テントは高額のもので

はないので、卒団記念品として出して

いただくのもある。 

２ 提案事業：高志小学校区 少年野球

育成事業 

  提案団体：高志少年野球 

 

・年会費 2,000 円という金額についてど

う考えるか。 

・10 年近く前は 6,000 円くらいであった

が、1 つの大会参加のみだと高いと考

え、最近 2,000 円に下げた。年数が経

って用具の経年劣化も進み、考えなく

てはならないと思う。 

３ 提案事業：グラウンド・ゴルフで地域

の活性化を図る事業 

  提案団体：藤新田寿会 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・藤巻では何セット保有しているか。藤巻

は何人か。 

・藤巻は 40何人いると思う。藤新田は市

老連の中では少ないほうで、人数は減

ってきたが、その分若い人に入っても

らっている。藤新田では団体で 2 セッ

ト保有するほか、4名くらい個人で所有

している。 

４ 提案事業：地域への愛着「春日愛」の

育成事業 

  提案団体：春日地域青少年育成会議 

 

・ユニフォームは着用する生徒のみに配

付し、余分が生じたらストックすると

いうことか。 

・そのとおり。事前質問の回答に記載し

た。 

５ 提案事業：御館リバーサイド環境美

化事業 

  提案団体：大豆町内会 

 

・管理指導料、お茶代等は町内の積立金を

充てるとされているが、これは前年度

の審査結果を踏まえたものか。 

・そのとおり。 

・事業の継続性を考えた場合、オペレータ

ーの活用は欠かせないものか。 

・調整池は冬期間に泥が溜まり、人力では

難しいため、今はこのままで考えたい。 

６ 提案事業：高齢者の健康づくり活動

(まちづくり)と地域交流

事業 

  提案団体：いきいき春日野 

 

・体操・講座・バランス測定は、昨年度と

同じ内容か。 

・そうである。バランス測定は医師等から

指導してもらえる。 

・昨年度、体操・講座・バランス測定の部

分は補助対象外となった。今年度も同

じ結果となった場合、活動できるか。 

・町内会からも支援があり、たまたまコロ

ナ禍で活動が少なかったことから、繰

越金により対応できた。 

・今年は繰越金はないのか。 ・これだけ減額になると厳しいところは

ある。 

７ 提案事業：上杉軍出陣式維持保存事業 

  提案団体：一義会 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・ゴールデンウィークのおもてなしはい

つ頃からやっているのか。機材を購入

した場合、出陣式を行う考えはあるか。 

・銅像前で実施しているが、舞台を作った

り、平地でやることは考えていない。皆

さん写真を撮りたがる。かなり前から

実施しており、これからもやっていく。 

・繰越金から 5 万円程度の負担は可能と

のことだが、実際どうか。 

・可能だが、できれば補助いただきたい。 

・例えば、5万円以上減額となれば、すべ

ての機材の購入を取りやめるというこ

とか。 

・あきらめる。ボランティアで行ってい

る。あとで聞かれることもあるが、どう

しようもない。 

８ 提案事業：中門前 3 丁目・避難訓練

継続事業 

  提案団体：中門前 3丁目 助っ人隊 

 

・助っ人隊と別に自主防災組織があると

いうことはないか。 

・ない。今後の話として、中門前 3丁目の

組織に組み込んで活動していけばよい

のではないかという話もある。 

９ 提案事業：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) 

  提案団体：上越市春日山町 3 丁目町

内会 

 

・苦労している点はなにか。 ・立ち上げから十数年たっており、高齢化

してきていること。 

・見積書で「データ作成費含む」について

は、改めて業者確認を行ったか。 

・確認していない。 

・今後も春日山 1・2丁目から負担を求め

ることはないか。 

・地域活動支援事業がなくなれば、各町内

で経費を負担してもらうことになる。 

10 提案事業：春日山城跡環境整備(春日

山城跡周辺環境整備)事

業 

  提案団体：春日山城跡保存整備促進

協議会 

 

・講演会講師の謝金について、基準も参考

に検討していただきたい。 

・コロナ禍で実施できるかどうか未定で

あるが、相談したい。 

・看板の設置は何月ぐらいか。 ・山城のブームでもある。採択され次第、

なるべく早く行いたい。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

11 提案事業：春日山モルツ ミニバス

ケットボールクラブ事業 

  提案団体：春日山モルツ 

 

・提案書の市外遠征費は、遠征費の全額

か。 

・全額を記載している。最近の採択審査で

は 1/2で採択されている。1/2補助とな

っても実施する予定である。 

・受益者負担が必要という話が出てくる。 ・承知している。 

12 提案事業：高志地域ふれあいネット

ワーク事業 

  提案団体：高志小学校後援会 

 

・天気が悪い場合は別会場を用意するか。

テントは常設とのことであるが、強風

時や冬季以外は置きっぱなしか。 

・常設可能なものを提案している。台風等

の際は渡り廊下に格納する。冬期間は

体育館に格納する。広い場所であるの

で、天気急変の場合もそのまま使える

と思う。 

・ベンチについて、荒天時は格納するとの

ことであるが、格納作業について教員

の理解は得られているか。 

・学校ではいろいろな物が外に出ている

ので、その一つとしてしまうことにな

ると思う。たいへんな作業ではないた

め、大丈夫だと思う。 

13 提案事業：春日区の交通事故減少の

ための交通安全意識の啓

発と交差点路面表示の修

繕事業 

  提案団体：上越交通安全協会春日支部 

 

・警察署と事前協議を行ったうえで進め

ているということでよいか。 

・対象の場所を決めるため協議を行って

いる。昨年、警察で、当初予定がなかっ

た修繕が行われた経過があったため、

一か所ずつ確認してもらっている。 

14 提案事業：越後謙信きき酒マラソン

事業 

  提案団体：上越商工会議所青年部 

 

・すべての収支計画を提出願いたい。 ・早急に対応する。 

・補助金がなくても大会は実施できるか。 ・大会は実施できるが、魅力を発信する仕

掛けにも経費が掛かるため、支援をお

願いしたい。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・選手控え室として上越文化会館を予定

されているが、離れていて大丈夫か。 

・当初春日山荘を希望したが、コロナ禍の

影響で許可されなかった。更衣室も必

要なため文化会館とした。 

15 提案事業：土橋こども育成事業 

  提案団体：土橋町内会子ども会 

 

・購入する法被は子ども会の 1 区と 2 区

を合わせた子どもの分でよいか。 

・そのとおり。 

・事業費の会費は 21 名分とあり、1 区の

分だけとなっているのか。 

・もともとの既存の子ども会があったこ

とから、法被の保管や補修は 1 区で行

ってきた。過去の経緯もあって 1 区で

の提案となった。 

16 提案事業：大学前町内会自主防災活

動推進事業 

  提案団体：大学前町内会 

 

・リヤカー、車椅子、担架は充足するか。

今後どの程度資器材が必要か。 

・市の基準でいう支援が必要な人は 5名。

リヤカーが必要なのは全盲、下肢不自

由、脳障害の方の 3 名だが、今 2 台し

かない。最低もう 1～2台必要 

17 提案事業：謎解き 上杉謙信公の仕

掛けた謎を解読せよ！事

業 

  提案団体：春日商工振興会 

 

・景品は必須か。 ・昨年、景品として小物や手ぬぐいなど渡

した。県外客には何か訴えられるもの

があるほうがよいため、提案している。 

18 提案事業：春日地区 地域子育て支

え合い事業 

  提案団体：食育サークル mamma 

 

・スタッフ研修費があるが、どのようなも

のか。 

・外部講師を招いてレッスンを行うため

に、講師の補助ができるよう、あらかじ

め講師の研修を受けるもの 

・研修がなければレッスンは受けられな

いか。 

・8人のレッスンを行う際、講師 1人では

対応が難しい。子守りしながらのレッ

スンとなるので、スタッフのサポート

がないと成り立たない。 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

19 提案事業：春日区若者活性化事業 

  提案団体：上越若者みらい会議 

 

・施設使用料は自己負担とできないか。 ・第一段階としては、春日区の方は無料と

して、参加人数を増やしていきたい。 

20 提案事業：春日野デュークス幼年野

球育成事業 

  提案団体：春日野デュークス 

 

・部員増加により 2 班体制で活動とある

が、人数は増えていないように見える。 

・部員数は、増加が続いているということ

ではなく、過去との比較で増えたとい

うこと。体育館の広さや学年による能

力差もあり、2班編成としている。 

・昨年度 1/2 負担となったが、試合球に

ついて、今年度同様の結果となっても

活動は可能か。 

・必要なものは買わなければならないた

め、部費で対応する。 

21 提案事業：春日野少年野球育成事業 

  提案団体：春日野少年野球 

 

・バットスタンド、ボールカートなどの緊

急性・必要性を聞きたい。 

・他のチームは持っているが、歴史が浅い

ため持っていない。整理整頓や効率化

のため購入したい。 

・昨年度 1/2 負担となったが、試合球に

ついて、今年度同様の結果となっても

活動は可能か。 

・部費で対応する。 
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【プレゼンテーション２日目】 

○審査日時 令和４年６月８日（水） 午後６時４０分から午後７時まで 

○審査会場 上越市役所 第二庁舎 301会議室 

○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 

22 提案事業：中学生の音楽による地域

の絆づくり支援事業 

  提案団体：春日中学校後援会 

 

・昨年や一昨年に比べ、提案額が高額とな

っている。次年度以降の分も含まれた

ものか。 

・できるだけ補助をいただきたいと考え

て提案したもの。優先順位①から④の

楽器についてはお願いしたいが、⑤か

ら⑦については何とか対応したい。 

・満額採択とならない場合はどのように

対応するか。 

・優先順位が高いものから整備する。 

・トランペット 2台は同程度の劣化か。 ・物により違いがある。 

23 提案事業：小学生の金管楽器演奏に

よる地域の絆づくり支援

事業 

  提案団体：上越市立春日小学校後援会 

 

・採択されなかった場合、活動はどうなる

か。緊急性はどうか。 

・昨年は毎年 16～17 万円かけて修繕し

た。毎年修繕費がかかるため、今後のた

め更新したい。 

・補助金がないと事業実施は難しいか。 ・パートを変えるなど状況によって対応

を考える。 

・ユーフォニウム 3 台について、劣化の

状況は同程度か。 

・すべて状況が違う。現状は毎日直してい

る。 

 



事業番号 事業名 団体名

春-18 春日区幼年野球育成事業 高志ビクトリーズ 13:05 ～ 13:14

春-20 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球 13:15 ～ 13:24

春-01
グラウンド・ゴルフで地域の活性化を図る事
業

藤新田寿会 13:25 ～ 13:34

春-02 地域への愛着「春日愛」の育成事業 春日地域青少年育成会議 13:35 ～ 13:44

春-03 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 13:45 ～ 13:54

春-04
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 13:55 ～ 14:04

春-05 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 14:05 ～ 14:14

春-06 中門前3丁目・避難訓練継続事業 中門前3丁目　助っ人隊 14:15 ～ 14:24

春-07
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 14:25 ～ 14:34

春-08
春日山城跡環境整備（春日山城跡周辺環境整
備）事業

春日山城跡保存整備促進協議
会 14:35 ～ 14:44

春-09
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 14:45 ～ 14:54

14:54 ～ 15:04

春-10 高志地域ふれあいネットワーク事業 高志小学校後援会 15:05 ～ 15:14

春-11
春日区の交通事故減少のための交通安全意識
の啓発と交差点路面表示の修繕事業

上越交通安全協会春日支部 15:15 ～ 15:24

春-13 越後謙信きき酒マラソン事業 上越商工会議所青年部 15:25 ～ 15:34

春-14 土橋こども育成事業 土橋町内会　子ども会 15:35 ～ 15:44

春-19 大学前町内会自主防災活動推進事業 大学前町内会 15:45 ～ 15:54

春-21
謎解き　上杉謙信公の仕掛けた謎を解読せ
よ！事業

春日商工振興会 15:55 ～ 16:04

春-22 春日地区　地域子育て支え合い事業 食育サークル　mamma 16:05 ～ 16:14

春-23 春日区若者活性化事業 上越若者みらい会議 16:15 ～ 16:24

春-16 春日野デュークス幼年野球育成事業 春日野デュークス 16:25 ～ 16:34

春-17 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球 16:35 ～ 16:44

事業番号 事業名 団体名

春-12 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 18:40 ～ 18:49

春-15
小学生の金管楽器演奏による地域の絆づくり
支援事業

上越市立春日小学校後援会 18:50 ～ 18:59

※上記時間は前後する場合があります。スムーズな進行にご協力をお願いします。

時　間

令和４年度上越市地域活動支援事業【春日区】　プレゼンテーション日程表

集合時間　：　プレゼンﾞ開始時刻の10分前

■ ５月２８日(土)
時　間

―休憩（10分）―

■ ６月８日(水)

開催日時：令和４年５月２８日（土）１３:００～

会場 ：上越市市民プラザ ２階 第２会議室

（提案者控室：２階 第８会議室）

開催日時：令和４年６月８日（水）１８:３０～

会場 ：市役所第二庁舎 3階 301会議室
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令和４年度 地域活動支援事業 採択審査記録（春日区） 

 

中部まちづくりセンター 

 

○審査日時 令和４年６月１７日（金） 午後１時１０分から午後４時４０分まで 

○審査会場 上越市役所第二庁舎 ３階 ３０２会議室 

○審 査 員 ８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、自治・地域振興課 ２人、欠席 １

人（事前に意見確認）） 

○発言要旨 

発言者 内 容 

事務局 ・採点の結果、「優先採択方針との適合性」についての判定及び「共通審

査基準」に基づく採点では、どの事業も「評価の低い事業」に該当し

なかった。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 ・すべての事業を採択するものとして仮決定する。 

・次に採択額の審査に移るが、審査員から審査方法について提案があっ

た。内容は、審査を効率的に進めるため、あらかじめ各審査員が作成

した減額案のうち、より多くの審査員の考えが一致した減額案を仮置

きし、これをもとに確認・修正を行うものである。 

・提案をもとに進めてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・それでは、提案内容を踏まえて進める。 

審査員 1 ・審査の進め方について、追加で提案をする。減額案を反映した状況で

も、まだ 96 万 8 千円の減額が必要な状況である。ただ採点結果の順

番どおりに審査していくと、あとになって、全体の削減額が多すぎた

り、逆に足りなかったりする恐れがある。このことから、プレゼンテ

ーション審査の結果も踏まえて、減額幅が大きいと思われる事業や、

審査員の減額内容が一致するような事業から手を付けてはどうか。 

事務局 ・今ほどの提案に沿って進めてよいか。他に意見があれば発言願う。 

全審査員 ・（「発言なし」） 

事務局 ・それでは、提案を取り入れることとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・採択額の審査に入る。どの事業から審査を行うか。意見のある審査員

は発言願う。 
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発言者 内 容 

 

審査員 1 

【春-12 中学生の音楽による地域の絆づくり支援事業】 

・「春-12 中学生の音楽による地域の絆づくり支援事業」は、昨年・一

昨年と 100万円程度の提案額であったが、本年は 338万 5千円と、例

年の 3倍の予算規模となっている。プレゼンの再質問では、緊急性は

低く、優先順位の低いものは自前対応もできるとしていた。 

・過去の結果を考慮して、優先順位③～⑦の楽器を減額してはどうか。 

審査員 2 ・減額案は、優先順位⑤～⑦の減額とした。地域活動支援事業の廃止に

より、次年度以降の整備が難しくなるのではないかと考えたため。 

・従前の結果を踏まえれば、優先順位③～⑦の減額でよいと思う。 

審査員 3 ・優先順位⑤～⑦の減額とした。先生も整備を急ぎたいということだっ

た。 

事務局 ・採決する。 

・優先順位⑤～⑦の 116万 9千円の減額がよいと考える方は挙手願う。 

審査員 （賛成多数） 

事務局 ・優先順位⑤～⑦の減額に仮決定する。 

 

審査員 1 

【春-15 小学生の金管楽器演奏による地域の絆づくり支援事業】 

・提案団体は 1年ぶりの提案である。提案額としても例年と大きな変化

はないため、全額を採択してもよいと考える。 

事務局 ・この事業について、満額採択としてよいか。 

審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・満額採択に仮決定する。 

 

審査員 1 

【春-13 越後謙信きき酒マラソン事業】 

・「春-13 越後謙信きき酒マラソン事業」について、プレゼンでは補助

金がなくても実施できるが、補助があればエイドを充実できるとのこ

とだった。 

・昨年までの経過も踏まえ、優先順位①の PR 用の印刷経費の一部、24

万 8千円の補助としてはどうか。 

審査員 4 ・印刷費を残し、会場設営費等に自主財源を充ててもらってはどうか。 

審査員 1 ・一昨年度は 50 万円の補助であった。優先順位②の会場費設営費、③

の会場費、⑤のバス代等を 1/2とし、一昨年と同程度としてはどうか。 

事務局 ・採決する。 

・優先順位②の会場費設営費、③の会場費、⑤のバス代等をそれぞれ 1/2

とし、42万 5千円の補助としてよいか。賛成の方は挙手願う。 

審査員 （賛成多数） 

事務局 ・42万 5千円の補助とする。 
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発言者 内 容 

 

審査員 1 

【春-21 謎解き 謙信公の仕掛けた謎を解読せよ！事業】 

・令和元年度の採択から 50～60 万円の採択となっている。額も大きい

ことからこれまでと同程度の補助としてはどうか。昨年度は景品代と

広告代を対象外とした。 

・ポスター、のぼり、新聞広告及び景品に関する経費を除いて、58万 7

千円の採択としてはどうか。 

事務局 ・優先順位④と⑩のポスターデザイン・印刷、⑮と⑯ののぼり旗デザイ

ン・作成、⑱と⑲の新聞広告デザイン・掲載、⑳の景品代で、計 41万

3千円を減額し、58万 7千円の採択としてよいか。賛成の方は挙手願

う。 

審査員 （賛成多数） 

事務局 ・58万 7千円の採択に仮決定する。 

 

審査員 1 

【春-9 春日山モルツ ミニバスケットボールクラブ事業】 

・昨年度の提案については、交通費は 1/2補助とした。プレゼンの再質

問において昨年と同様でも実施すると回答を得た。 

・ビブス購入は新規の項目だが、これも 1/2程度の補助がよいと考える。 

審査員 5 ・対外的な説明という意味でも、自己負担を考えると 1/2が妥当ではな

いか。交通費とビブス購入費を 1/2減額し、44万 5千円の採択でどう

か。 

事務局 ・優先順位①の市外遠征及び③の練習用ビブスを 1/2 補助としてよい

か。なお、この 1/2は、実績の 1/2という意味である。 

審査員 （賛成多数） 

事務局 ・44万 5千円の採択に仮決定する。 

 

審査員 4 

【春-18 春日区幼年野球育成事業】 

・大会参加費が補助対象に含まれているが、活動の基本的な経費である

ため、自主財源で賄ってもらうべきと考える。減額でよいと考える。 

審査員 2 ・参加費は対象外とすべきではないか。 

審査員 1 ・過去の審査結果を踏まえ、物品購入は 1/2減とすべきだと考える。大

会参加費を全額対象外として、19万 7千円減としてはどうか。 

事務局 ・大会参加費を全額減、物品購入は 1/2減として、23万 1千円の採択と

してよいか。なお、この 1/2は、実績の 1/2である。賛成の方は挙手

願う。 

審査員 （賛成多数） 

事務局 ・23万 1千円の採択に仮決定する。 
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発言者 内 容 

 

 

 

審査員 3 

【春-16 春日野デュークス幼年野球育成事業】 

【春-17 春日野少年野球育成事業】 

【春-20 高志小学校区 少年野球育成事業】 

・「春-16」「春-17」「春-20」については、小中学生の野球チームによる

備品購入の提案であるため、「春-18」と同様の考え方とする必要があ

る。 

審査員 1 ・少年の野球については、「春-18」と同様に、物品購入 1/2補助として

はどうか。昨年と同じ考え方でもある。 

事務局 ・それでは、一括して確認する。「春-16」「春-17」「春-20」については、

それぞれ購入する物品の 1/2 を対象外としてよいか。また、この 1/2

は、実績の 1/2ということで確認してよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-16」「春-17」「春-20」はそれぞれ経費の 1/2採択に仮決定する。 

 

審査員 3 

【春-23 春日区若者活性化事業】 

・春日区で実施する必要性が見いだせないことから、個人的には不採択

でもよいと考えたが、採択の委員が多かった。受益者負担の考えから、

一部減額が必要と考える。 

審査員 4 ・この提案団体は、他の区の支援事業にも同様の提案を行っている。地

域協議会が審査を行う場合はよいが、市が審査を担うのであれば、通

常は同じ結果になるものと考える。 

審査員 1 ・新道区で同様の提案があった。スポーツ交流会について、新道区の住

民以外の人の参加も見込まれることから、施設使用料を会費などの自

主財源で賄ってもらうこととした。 

事務局 ・意見を踏まえ、優先順位①の施設使用料を補助対象から外し、12万 1

千円の減額としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-23 春日区若者活性化事業」は 19万 7千円の補助に仮決定する。 

 

審査員 1 

【春-4 高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流事業】 

・本提案については、昨年度と全く同じ内容となっている。昨年度は「ふ

れあいコンサート」の経費のみ採択されているので、同じ対応とする

のがよいのではないか。 

事務局 ・昨年度と同様に、優先順位①の「ふれあいコンサート」に係る経費の

み採択し、優先順位②～④を対象外とすることとしてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 
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発言者 内 容 

事務局 ・「春-4 高齢者の健康づくり活動（まちづくり）と地域交流事業」につ

いては、「ふれあいコンサート」のみ 18万円の採択を仮決定する。 

 

審査員 1 

【春-22 春日地区 地域子育て支え合い事業】 

・提案団体の努力次第で自主事業とできるのではないか。スタッフ研修

費については自己負担としたほうがよいのではないか。 

審査員 2 ・材料費は自己負担ではないか。 

審査員 1 ・参加費の受益を考え会費を食材費、印刷費に充て、スタッフ研修費に

ついては、少なくとも 1/2は自主財源で賄ってもらってはどうか。 

事務局 ・優先順位③の材料費、⑥の印刷代は会費等で、スタッフ研修費の 1/2

は自主財源で賄うこととし、採択額は 5万 9千円としてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・採択額は 5万 9千円に仮決定する。 

 

審査員 7 

【春-1 グラウンド・ゴルフで地域の活性化を図る事業】 

・グラウンド・ゴルフの物品購入については、少年野球チームの事業と

同様に 1/2補助がよいのではないか。 

審査員 2 ・同意見である。 

審査員 1 ・本事業は、少年野球チームの事業とは違い、新たに立ち上げる事業で

あるため、自主財源を充てることも必要だが、最低限の活動ができる

よう補助してはどうかと考える。 

・なお、過去の採択事例としては、別の団体から同内容の提案があり、

全額を採択した。 

事務局 ・減額案では、9 人中 4 人が全額採択、3 人がそれぞれ異なる額で減額

採択、2 人が不採択とした。冒頭、全事業の採択を仮決定している。

満額か減額かでいえば、減額の意見が多いのではないかと思う。 

・事業を実施できるよう、グラウンド・ゴルフの用具を補助、ケースそ

の他を対象外とし、11万 4千円の採択としてはどうか。賛成の委員は

挙手願う。 

審査員 （7人挙手） 

事務局 ・賛成多数のため、優先順位①及び②の 11 万 4 千円の採択を仮決定す

る。 

 

審査員 1 

【春-14 土橋こども育成事業】 

・宅地造成で子どもの数が増えている。 

審査員 3 ・転入者は子ども会への入会を求められる。全額補助で進めてはどうか。 

事務局 ・全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 ・全額補助とする。 

 

審査員 3 

【春-10 高志地域ふれあいネットワーク事業】 

・すでにある物を使ったり、借用して実施することはできないか。 

審査員 2 ・物品は 1つ 2つでは不足が生じると思う。 

事務局 ・減額案では、9 人中 6 人が全額採択、3 人が全額不採択であった。意

見がなければ、採決してよいか。全額採択と考える方は挙手願う。 

審査員 （5人賛成） 

事務局 ・賛成多数のため、全額採択で仮決定する。 

 

審査員 2 

【春-2 地域への愛着「春日愛」の育成事業】 

・「春-14」等との整合を図るためには、減額できないと考える。 

審査員 1 ・いったん満額として進めてはどうか。 

事務局 ・満額採択としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・満額採択を仮決定する。 

 

 

事務局 

【春-6 中門前 3丁目・避難訓練継続事業】 

【春-19 大学前町内会自主防災活動推進事業】 

・「春-6」「春-19」はともに災害への準備を行う事業で、物品購入を伴う

もの。類似の内容と思われる。 

審査員 1 ・当初、全額補助と考えたが、過去の審査結果はどうであったか。 

事務局 ・令和元年度及び令和 2年度に延べ 3件の事業提案があり、いずれも減

額採択で、概ね 1/2を採択すると決定した。他の町内会における自主

防災組織等が、自主財源で事業を行う状況を考慮したもの。 

審査員 1 ・それでは同様に、1/2 程度の補助としてきた経過があるため、1/2 と

してよいのではないか。 

事務局 ・「春-6」「春-19」については、それぞれ購入する物品の 1/2を対象外と

してよいか。また、この 1/2は、実績の 1/2ということで確認してよ

いか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-6」「春-19」は、1/2補助で仮決定する。 

事務局 ・残りは 5事業で、いずれも採点の結果が高く、減額案についても満額

採択が多い事業である。差し支えなければ、先に満額採択の適否を聞

き、減額の意見があれば議論いただくこととして進めたい。 
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発言者 内 容 

 

 

事務局 

         【春-7 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）】 

・「春-7 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）」については、満額採択としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-7」は、満額採択に仮決定する。 

 

 

事務局 

         【春-11 春日区の交通事故減少のための交通安全

意識の啓発と交差点路面表示の修繕事業】 

・「春-11 春日区の交通事故減少のための交通安全意識の啓発と交差点

路面表示の修繕事業」については、満額採択としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-11」は、満額採択に仮決定する。 

 

 

事務局 

         【春-8 春日山城跡環境整備（春日山城跡周辺環境

整備）事業】 

・「春-8 春日山城跡環境整備（春日山城跡周辺環境整備）事業」につい

ては、満額採択としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-8」は、満額採択に仮決定する。 

 

事務局 

         【春-3 御館リバーサイド環境美化事業】 

・「春-3 御館リバーサイド環境美化事業」については、満額採択として

よいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-3」は、満額採択に仮決定する。 

 

事務局 

         【春-5 上杉軍出陣式維持保存事業】 

・「春-5 上杉軍出陣式維持保存事業」については、満額採択としてよい

か。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・「春-5」は、満額採択に仮決定する。 

事務局 ・以上で、全事業の補助額を決定した。採択額の合計額は 1,067万 2千

円で配分額以内となった。 

・（審査結果を読み上げ、確認）仮決定とした事業の採否および採択額に

ついて、このまま本決定としてよいか。 

全審査員 （「よし」の声） 

事務局 ・続いて、附帯意見について、意見のある方は発言願う。 

全審査員 ・（「発言なし」） 
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発言者 内 容 

事務局 ・附帯意見はなしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・（審査を終了） 
 



令和４年度地域活動支援事業（春日区） 

審査会 

                            日時：令和 4 年 6 月 17 日(金) 

                               午後 1 時 10 分 

                            会場：木田第二庁舎 3 階 302 会議室 
 

次 第 

                                    延べ２時間 30 分 

１ 開会                                      

 

２ 説明                                      

 ⑴ 本日の進め方等について                           【10 分】 

 

３ 審査                                      

 ⑴ 審査                                    【135 分】 

  ① 採択事業の仮決定          15 分 

   ・ 事業ごとに採否について協議し、決定する。 

   ・ 評価の低い事業（該当なし）のほか、採択方針に不適合の意見があった事業について、採

否の意見を求める。 

   ・ 協議は、採点結果一覧の下位の事業から順に行う。 

   ・ 原則的に順位と採否の結果は逆転しない。 

   ・ 不採択とする事業があった場合は、協議により理由を整理し決定する。 
 

  ② 採択額の仮決定           90 分 

   ・ 事業ごとに採択額について協議し、決定する。 

   ・ 協議は、採点結果一覧の採点結果一覧の上位の事業から順に行う。 

   ・ 採択額は提案内容を踏まえて決定することとし、原則的に、順位と採択額（補助希望額に

対する採択率）を考慮する必要はない。 

   ・ 減額する事業については、協議により理由を整理し決定する。 
 

  ③ 採択事業と採択額の本決定（確認）  10 分 
 

  ④ 附帯意見の協議           20 分 

 

 ⑵ その他                                  【 5 分】 

  ○ 今後の予定 

   ・ 提案者への一報 

   ・ 内定決裁 

   ・ 地域協議会への報告 … ６月２１日(火)開催の地域協議会 
 

４ 閉会                                      



地域活動資金の配分枠：
10,700,000 …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

○：9人 平均点 4.1 4.0 4.1 3.8 3.9 19.9
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 4.0 3.7 4.2 3.7 3.3 18.9
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 4.2 3.7 4.0 3.3 3.7 18.9
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：9人 平均点 4.0 4.0 3.9 3.6 3.3 18.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.8 4.0 3.7 3.4 18.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.7 3.7 3.8 3.3 18.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.7 3.7 3.7 3.4 18.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.6 3.2 3.8 3.9 3.6 18.1
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (2) (3) (2)

○：9人 平均点 3.9 3.0 3.7 3.4 3.9 17.9
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (1) (2) (1) (1)

○：9人 平均点 3.6 3.3 3.8 3.4 3.3 17.4
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.2 3.0 3.3 4.0 3.9 17.4
×：0人 （最高点） (4) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (2) (2) (2) (3) (2)

○：9人 平均点 3.6 2.9 3.4 3.8 3.7 17.4
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (2) (2) (3) (2) (2)

○：9人 平均点 3.6 3.1 3.6 3.6 3.3 17.2
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (3) (2)

○：9人 平均点 3.4 3.0 3.6 3.6 3.4 17.0
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (3) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.8 3.6 2.8 3.4 15.6
×：0人 （最高点） (4) (4) (5) (4) (4)

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

○：8人 平均点 3.0 2.8 3.6 2.8 3.2 15.4
×：1人 （最高点） (4) (3) (4) (3) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (2) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.7 2.7 3.2 15.2
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.6 2.7 3.3 15.2
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.6 2.7 3.2 15.1
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 2.9 2.6 3.4 2.7 3.2 14.8
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：8人 平均点 3.0 2.4 3.2 2.9 3.2 14.7
×：1人 （最高点） (4) (3) (4) (4) (3)

（最低点） (2) (1) (3) (2) (1)

○：8人 平均点 2.9 2.3 2.8 3.0 3.3 14.3
×：1人 （最高点） (4) (4) (3) (5) (4)

（最低点） (2) (1) (1) (1) (1)

○：8人 平均点 3.1 2.7 3.1 2.4 2.8 14.1
×：1人 （最高点） (4) (4) (4) (3) (4)

（最低点） (2) (1) (2) (2) (1)

14,379,000 14,379,000

7,414,000

7,953,000

▲ 350,000

3,035,000

4,035,000

5,035,000

5,335,000

5,615,000

6,176,000

6,576,000

7,121,000

▲ 3,679,000

▲ 3,231,000

▲ 2,943,000

▲ 2,781,000

▲ 2,562,000

▲ 2,400,000

▲ 1,972,000

▲ 1,889,000

▲ 1,120,000

▲ 3,549,000

0.0%219,000

採択額　合計

130,000

288,000

0.0%162,000

318,000

83,000 0.0%

428,000 0.0%

162,000 0.0%

3,385,000 0.0%

770,000 0.0%

769,000 0.0%

300,000 0.0%

1,000,000 0.0%

1,000,000 0.0%

400,000 0.0%

561,000 0.0%

280,000 0.0%

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)

380,000 0.0%

167,000 0.0%

2,200,000 0.0%

539,000 0.0%

293,000 0.0%

545,000 0.0%

539,000

769,000

293,000

545,000

162,000

補助希望額
②

2,200,000

167,000

【参 考】
配分残額
①-③

優先採択方針
適合性判定

春-05 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 380,000

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

10,320,000

春-03 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 10,153,000

春-06 中門前3丁目・避難訓練継続事業
中門前3丁目　助っ人
隊

春-08
春日山城跡環境整備（春日山城跡
周辺環境整備）事業

春日山城跡保存整備
促進協議会

春-07
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

春-11
春日区の交通事故減少のための交
通安全意識の啓発と交差点路面表
示の修繕事業

上越交通安全協会春
日支部

春-19
大学前町内会自主防災活動推進事
業

大学前町内会 400,000

春-02 地域への愛着「春日愛」の育成事業
春日地域青少年育成
会議

561,000

春-10 高志地域ふれあいネットワーク事業 高志小学校後援会 280,000

春-04
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 300,000

上越市立春日小学校
後援会

770,000

春-12
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 3,385,000

428,000

上越商工会議所青年
部

1,000,000

春-21
謎解き　謙信公の仕掛けた謎を解読
せよ！事業

春日商工振興会 1,000,000

高志ビクトリーズ

春-09
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

順
位

1

8

2

4

6

9

162,000

春-16
春日野デュークス幼年野球育成事
業

春日野デュークス 219,000

春-20 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球

春-22
春日地区　地域子育て支え合い事
業

食育サークル
mamma

83,000

春-18 春日区幼年野球育成事業

23 春-01
グラウンド・ゴルフで地域の活性化を
図る事業

藤新田寿会 130,000

19

20

21 288,000春-14 土橋こども育成事業
土橋町内会　子ども
会

春-17 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球

上越若者みらい会議 318,000

17

14

15

16

22 春-23 春日区若者活性化事業

春-13 越後謙信きき酒マラソン事業

春-15
小学生の金管楽器演奏による地域
の絆づくり支援事業

10

13

資料令和４年度【春日区】地域活動支援事業 採点結果一覧

（単位：円） （単位：円） （単位：円）



地域活動資金の配分枠：

10,700,000 …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

○：9人 平均点 4.1 4.0 4.1 3.8 3.9 19.9
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 4.0 3.7 4.2 3.7 3.3 18.9
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 4.2 3.7 4.0 3.3 3.7 18.9
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：9人 平均点 4.0 4.0 3.9 3.6 3.3 18.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (2) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.8 4.0 3.7 3.4 18.8
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.7 3.7 3.8 3.3 18.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.9 3.7 3.7 3.7 3.4 18.4
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.6 3.2 3.8 3.9 3.6 18.1
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (2) (3) (2)

○：9人 平均点 3.9 3.0 3.7 3.4 3.9 17.9
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (1) (2) (1) (1)

○：9人 平均点 3.6 3.3 3.8 3.4 3.3 17.4
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 平均点 3.2 3.0 3.3 4.0 3.9 17.4
×：0人 （最高点） (4) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (2) (2) (2) (3) (2)

○：9人 平均点 3.6 2.9 3.4 3.8 3.7 17.4
×：0人 （最高点） (5) (4) (5) (5) (4)

（最低点） (2) (2) (3) (2) (2)

○：9人 平均点 3.6 3.1 3.6 3.6 3.3 17.2
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (3) (2)

○：9人 平均点 3.4 3.0 3.6 3.6 3.4 17.0
×：0人 （最高点） (5) (5) (5) (5) (5)

（最低点） (2) (2) (3) (3) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.8 3.6 2.8 3.4 15.6
×：0人 （最高点） (4) (4) (5) (4) (4)

（最低点） (2) (2) (2) (1) (2)

○：8人 平均点 3.0 2.8 3.6 2.8 3.2 15.4
×：1人 （最高点） (4) (3) (4) (3) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (2) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.7 2.7 3.2 15.2
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.6 2.7 3.3 15.2
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 3.0 2.6 3.6 2.7 3.2 15.1
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：9人 平均点 2.9 2.6 3.4 2.7 3.2 14.8
×：0人 （最高点） (4) (3) (5) (4) (3)

（最低点） (2) (2) (3) (1) (2)

○：8人 平均点 3.0 2.4 3.2 2.9 3.2 14.7
×：1人 （最高点） (4) (3) (4) (4) (3)

（最低点） (2) (1) (3) (2) (1)

○：8人 平均点 2.9 2.3 2.8 3.0 3.3 14.3
×：1人 （最高点） (4) (4) (3) (5) (4)

（最低点） (2) (1) (1) (1) (1)

○：8人 平均点 3.1 2.7 3.1 2.4 2.8 14.1
×：1人 （最高点） (4) (4) (4) (3) (4)

（最低点） (2) (1) (2) (2) (1)

14,379,000 10,672,000

クラブ等ケース類の
減

物品の1/2減

会場費の減

物品の1/2減

大会参加費の減
物品の1/2減

0

0

0

0

0

▲ 273,000

▲ 201,000

0

0

7,414,000

7,953,000

2,401,000

4,617,000

5,204,000

5,629,000

5,809,000

6,089,000

6,650,000

6,849,000

7,121,000

28,000

339,000

627,000

707,000

816,000

896,000

1,127,000

1,186,000

1,631,000

142,000

-50.2%109,000
減額して
採択

採択額　合計

-12.3%114,000
減額して
採択

0.0%288,000
希望額で
採択

-50.6%80,000
減額して
採択

減額して
採択 197,000 -38.1%

▲ 110,000

▲ 82,000

0

▲ 121,000

▲ 16,000

減額して
採択 59,000 -28.9%

減額して
採択 231,000 -46.0%

減額して
採択 80,000 -50.6%

減額して
採択 2,216,000 -34.5%

希望額で
採択 770,000 0.0%

減額して
採択 445,000 -42.1%

減額して
採択 180,000 -40.0%

減額して
採択 425,000 -57.5%

減額して
採択 587,000 -41.3%

減額して
採択 199,000 -50.3%

希望額で
採択 561,000 0.0%

希望額で
採択 280,000 0.0%

補助希望額　合計

評価結果 審査・採択
【参 考】
削減率

(③-②)/②採 否 採択額 ③
(削減後補助額)

希望額で
採択 380,000 0.0%

希望額で
採択 167,000 0.0%

希望額で
採択 2,200,000 0.0%

希望額で
採択 539,000 0.0%

希望額で
採択 293,000 0.0%

減額して
採択 272,000 -50.1%

539,000

優先順位の低い楽器
の減

769,000

293,000

545,000 資器材の1/2減

会場設営費・会場
費・移動費の1/2減

景品費用及び広告関
係費(ポスター、のぼ
り、新聞広告）の減

162,000

▲ 120,000

▲ 575,000

▲ 413,000

▲ 1,169,000

0

▲ 324,000

▲ 24,000

▲ 197,000

▲ 82,000

補助希望額
②

2,200,000

167,000

【参 考】
配分残額
①-③

優先採択方針
適合性判定

春-05 上杉軍出陣式維持保存事業 一義会 380,000

共通審査基準による採点事業
番号

事業名 提案団体名

10,320,000

春-03 御館リバーサイド環境美化事業 大豆町内会 10,153,000

額

減額の場合

その内容

春-06 中門前3丁目・避難訓練継続事業
中門前3丁目　助っ人
隊

春-08
春日山城跡環境整備（春日山城跡
周辺環境整備）事業

春日山城跡保存整備
促進協議会

春-07
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

春-11
春日区の交通事故減少のための交
通安全意識の啓発と交差点路面表
示の修繕事業

上越交通安全協会春
日支部

春-19
大学前町内会自主防災活動推進事
業

大学前町内会 400,000 資器材の1/2減

春-02 地域への愛着「春日愛」の育成事業
春日地域青少年育成
会議

561,000

春-10 高志地域ふれあいネットワーク事業 高志小学校後援会 280,000

春-04
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 300,000 健康体操等の減

上越市立春日小学校
後援会

770,000

春-12
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 3,385,000

428,000

上越商工会議所青年
部

1,000,000

春-21
謎解き　謙信公の仕掛けた謎を解読
せよ！事業

春日商工振興会 1,000,000

高志ビクトリーズ

春-09
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

順
位

1

8

2

4

6

9

162,000 物品の1/2減

春-16
春日野デュークス幼年野球育成事
業

春日野デュークス 219,000

春-20 高志小学校区　少年野球育成事業 高志少年野球

交通費の1/2減
物品の1/2減

春-22
春日地区　地域子育て支え合い事
業

食育サークル
mamma

83,000 材料費、印刷代の減
研修費の1/2減

春-18 春日区幼年野球育成事業

23 春-01
グラウンド・ゴルフで地域の活性化を
図る事業

藤新田寿会 130,000

19

20

21 288,000春-14 土橋こども育成事業
土橋町内会　子ども
会

春-17 春日野少年野球育成事業 春日野少年野球

上越若者みらい会議 318,000

17

14

15

16

22 春-23 春日区若者活性化事業

春-13 越後謙信きき酒マラソン事業

春-15
小学生の金管楽器演奏による地域
の絆づくり支援事業

10

13

参考資料令和４年度【春日区】地域活動支援事業 審査結果一覧

（単位：円） （単位：円） （単位：円）


