
1 
 

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（諏訪区） 

 

中部まちづくりセンター 

 

○審査日時 令和４年６月１日（水） 午後６時４０分から午後８時まで 

○審査会場 諏訪地区公民館 集会室 

○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（提案団体は順次入退室、傍聴者・報道機関なし） 

審査員からの質問 提案団体の回答 

１ 提案事業：芳澤謙吉翁顕彰事業 

提案団体：芳澤謙吉翁顕彰会 

 

・研修会対象者は区内か。区外の人も含む

か。 

・基本的には区内全てに案内する。区外

は、市役所や市民プラザ、オーレンプラ

ザにチラシを配置するが、集まらない。

毎年 12～15人が参加している。 

・構成員は諏訪区の住民で 247 人とある

が、これは全世帯というとらえ方か。 

・数字に自信はないが、昭和 37年以降全

戸を対象としている。地域の配布物の

数である。 

２ 提案事業：移住促進諏訪の会活動事業 

提案団体：移住促進諏訪の会 

 

・会として物件の契約を交わすまでフォ

ローしているのか。 

・調印まで立ち会った。司法書士から情報

をもらったり、市や県の税務課にもう

かがった。移住の決め手は応対者がど

れだけ親身かだと思う。 

・秋に予定する先進地視察はどこへいく

か。 

・行先は決まっていない。情報を集めなが

ら決めていく。コロナ禍のため、県内も

しくは隣県になると思う。 

・春に予定するフォーラムはどこで行う

か。 

・諏訪地区公民館で行う。前回は 45名く

らい集まった。 

３ 提案事業：未楽来すわ活動事業 

  提案団体：“明日の上越・諏訪を創る

会”未楽来すわ 
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審査員からの質問 提案団体の回答 

・彫金を毎年行うのはなぜか。 ・技術が上がっていくということがある。

色を付ける際に劇薬を使うため、初年

度は手を出せなかったが、少しずつ指

導を受けている。 

・新規受講者の募集は。 ・募集チラシや口コミで集まっている。昨

年は清里区、五智、保倉区から参加し

た。地元のおばあちゃんも参加し、心の

支えになっている。 

・新規参加があるということか。 ・そのとおり。 

４ 提案事業：諏訪の里づくり活動事業 

  提案団体：諏訪の里づくり協議会 

 

・諏訪マップは HPに掲載するか。 ・改定後は HPに掲載する。 

・HP 事業でよろず相談会はどのように行

っているか。 

・新規事業。内容は PCに限らず、スマホ、

インターネットに接続する家電全て。

修理やアップグレードにも対応する。

きっかけは町内会などで PCを使うが、

どこで習えるかと問い合わせがあった

ため。月 2回、全 10回を予定。 

・諏訪まつりのマジックショーはどの程

度の時間を想定しているか。 

・1時間のショーを予定。受賞歴もあり高

めであるが、市内のため安くしてもら

っている。 

・健康推進活動、炭焼き体験の参加者の見

込みは。 

・健康ウォークの参加者は 50名くらい。

炭焼き体験のうち 2 回は子どもの活動

で 10～15人を 2回。ほか 1回は大人対

象で 10人くらい。 

・健康体操はどのくらいか。 ・毎回 10名くらい。 

５ 提案事業：すわっ子わくわく事業 

  提案団体：すわっ子クラブ 

 

・参加対象者のうち住民ボランティアの

方はどのくらい参加があるか。 

・1 つのイベントにつき 2～3 名。ハロウ

ィンは 5名くらい。 

・他団体との連携事業で他の小学校区と

の連携とあるが、昨年度までの実績は。 

・高士・上雲寺・戸野目の方が関わってい

る。すわっ子クラブ独自ではなく、公民

館との連携事業の中でであるが、高士

地区 5 名とか、戸野目・上雲寺で 2～3

人とか人数的には少ない。他地区の子

どもも二貫寺の森で活動してほしい。 
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○採択審査 

発言者 内 容 

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。 

・「諏-3 諏訪の里づくり活動事業」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 ・減額なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・「諏-3 諏訪の里づくり活動事業」を満額で採択とする。 

・続いて、「諏-1 移住促進諏訪の会活動事業」ついて、減額等の意見が

あれば発言願う。 

全審査員 （発言なし） 

事務局 ・減額なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・「諏-1 移住促進諏訪の会活動事業」を満額で採択とする。 

・次に「諏-2 未楽来すわ活動事業」について、減額等の意見があれば

発言願う。 

全審査員 （発言なし） 

事務局 ・減額なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声） 

事務局 ・それでは「諏-2 未楽来すわ活動事業」を満額で採択とする。 

・続いて「諏-5 芳澤謙吉翁顕彰事業」について、減額等の意見があれ

ば発言願う。 

審査員 1 ・担当課所見について、サインの補修・取替に係る施設経営管理室との

協議の結果がまだわからないので、提案書のまま決定してよいか、経

費を精査してもらったうえで決定したほうがよいか。 

事務局 ・例年の地域協議会の審査においても所見の対応について意見が上がる

ことがある。所見に対応する中で、結果的に適当でないということに

なれば、その部分（経費）を外して補助する。なお、所見の中身によ

って別個の対応が必要となる場合は、再審査の余地がある。本日審査

していただき、提案された内容・金額の中で団体に検討していただく。 

・他にあるか。 
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発言者 内 容 

全審査員 （発言なし） 

事務局 ・減額なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声）  

事務局 ・「諏-5 芳澤謙吉翁顕彰事業」を満額で採択とする。 

・最後に「諏-4 すわっ子わくわく事業」について、減額等の意見があ

れば発言願う。 

審査員 2 ・毎年諏訪区では物品購入の経費を認めていたか。 

事務局 ・この事業に限らず、備品の購入等も含めて採択されている。3 年ほど

前に、配分額を越える提案があったときは減額が行われたが、それ以

外は地域協議会の中で減額になったことはない。 

・他にあるか。 

全審査員 （発言なし） 

事務局 ・減額なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声）  

事務局 ・「諏-4 すわっ子わくわく事業」を満額で採択とする。 

・採択額の審査を終了する。 

・最後に、附帯意見について審査する。採択するとした事業について、

附帯意見を付すべきものはあるか。 

全審査員 （発言なし） 

事務局 ・附帯意見なしとしてよいか。 

全審査員 ・（「よし」の声）  

事務局 ・以上で審査を終了する。 
 



 

 

令和 4 年度地域活動支援事業 ヒアリング日程表（諏訪区） 

 

 

                           日  令和 4 年 6 月 1 日(水) 

                           会場 諏訪地区公民館 集会室 

 

＊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 

諏-05 芳澤謙吉翁顕彰事業 芳澤謙吉翁顕彰会 18:40 ～ 18:49 

諏-01 移住促進諏訪の会活動事業 移住促進諏訪の会 18:50 ～ 18:59 

諏-02 未楽来すわ活動事業 
“明日の上越・諏訪を創る

会”未楽来すわ 
19:00 ～ 19:09 

諏-03 諏訪の里づくり活動事業 諏訪の里づくり協議会 19:10 ～ 19:19 

諏-04 すわっ子わくわく事業 すわっ子クラブ 19:20 ～ 19:29 

 



令和４年度地域活動支援事業（諏訪区） 

審査会 

 

                            日時：令和 4 年 6 月 1 日(水) 

                               ヒアリング終了後 

                            会場：諏訪地区公民館 集会室 

 

次 第 

                                      延べ 30 分間 

１ 開会                                      

 

 

２ 説明                                      

 ⑴ 採点結果と審査の流れについて                       【 5 分】 

 

 

３ 審査                                      

 ⑴ 審査                                   【20 分】 

  ① 評価の低い事業等について 

 

 

  ② 補助額について 

 

 

  ③ 附帯意見について 

 

 

  ④ 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額： 4,700千円

公益性 必要性 実現性 参加性 発展性 計

○：9人 ○：9人 平均点 4.2 3.9 4.3 4.6 4.0 21.0

×：0人 ×：0人 (最高点) (5) (4) (5) (5) (5)

0% 0% (最低点) (3) (3) (3) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.3 4.2 4.0 3.6 4.3 20.4

×：0人 ×：0人 (最高点) (5) (5) (5) (4) (5)

0% 0% (最低点) (3) (4) (2) (3) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 3.8 3.9 4.2 3.4 4.0 19.3

×：0人 ×：0人 (最高点) (5) (5) (5) (5) (5)

0% 0% (最低点) (2) (3) (3) (2) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 3.9 3.7 4.1 3.8 3.7 19.2

×：0人 ×：0人 (最高点) (5) (4) (5) (5) (5)

0% 0% (最低点) (3) (3) (3) (2) (3)

○：9人 ○：9人 平均点 4.1 3.8 4.1 3.8 3.4 19.2

×：0人 ×：0人 (最高点) (5) (5) (5) (5) (5)

0% 0% (最低点) (3) (3) (3) (3) (3)

4,087,589 3,944,000 － 0 － 3,944,000 －

諏-1

諏-2

諏-3

諏-4

諏-5

諏-6
諏-7
諏-8
諏-9

順位
事業
記号
番号

事業名

事業費 補助希望額

(A)
提案団体名

基本審査

978,796 947,000

1

諏-4
すわっ子わく
わく事業

すわっ子クラ
ブ

2 諏-1
移住促進諏訪
の会活動事業

移住促進諏訪
の会

3 諏-2

上位
との
点差

合計

1,933,760 1,822,000

優先採
択方針

共通審査基準

諏-3
諏訪の里づく
り活動事業

諏訪の里づく
り協議会

未楽来すわ活
動事業

“明日の上越・
諏訪を創る
会”未楽来す
わ

160,033 160,000

147,000 147,000

868,000諏-5
芳澤謙吉翁顕
彰事業

芳澤謙吉翁顕
彰会

減額の場
合、その
調整内容

審査
結果

補助額
(A-B)

【参考】
配分残額左の額

(B)

- 0
希望額で
採択

1,822,000 2,878,000

0.6 0
希望額で
採択

147,000 2,731,000

1.1 0
希望額で
採択

160,000 2,571,000

0.1 0
希望額で
採択

947,000 1,624,000

0.0 0
希望額で
採択

868,000 756,000868,000
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評価結果

令和４年度 地域活動支援【諏訪区】 審査結果一覧

★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（3/4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。


