
平成２９年度 第９回大潟区地域協議会次第 

 

日時 平成 30年 1月 25日（木）午後 6時 30分から 

会場 大潟コミュニティプラザ 2階 大会議室 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 

（１）家庭ごみ分別区分変更について                   …資料№1  

 

 

（２）平成 29 年度地域活動支援事業（大潟区）成果報告会について   …資料№2 

 

 

４ 協議事項 

 

（１）平成 30 年度地域活動支援事業の取組方針について         …資料№3 

 

 

（２）自主的審議事項「大潟区の魅力発見・発信」について    

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会   



家庭ごみの分別区分の変更について

上越市自治・市民環境部生活環境課
大潟区総合事務所市民生活・福祉グループ

上越市「ごみ減量とリサイクル」
イメージキャラクター

平成30年4月から
燃やせないごみの分別区分の一部が変わります

説明会資料

平成30年1月25日（木）
第9回大潟区地域協議会

資料№1



●プラスチック類等の分別区分の変更

1

○平成30年4月から、「燃やせないごみ」のうち、金属類を含まないプラ
スチック製品やゴム製品（以下、「プラスチック類等」といいます）を、
「燃やせるごみ」として排出できるように分別区分を変更します。

○10月に本格稼働した新クリーンセンターは、プラスチック類等の増加
に伴う、「ごみの高カロリー化」にも対応できる機能があります。

○市民の利便性の向上を図るため、プラスチック類等をこれまでの「燃や
せないごみ」から「燃やせるごみ」へ分別区分を変更します。

分別区分変更の概要

変更の理由

■排出機会の増加

プラスチック製品やゴム製品の排出機会が、これまでの月2回から週３回へ増加します

■分別の分かりづらさの解消

変更によるメリット

現 行

燃やせるごみ 燃やせないごみ

スリッパ（布製） スリッパ（ビニール製）

変更後 「燃やせるごみ」へ



●変更する品目

■その他にも
しゃもじ、洗面器、プラ製ハンガー、クッション、サンダル、歯ブラシ、ＰＰバンド
など （いずれも、材質がプラスチック製、ゴム製、化学繊維製に限ります）
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変
更

平成30年4月から

燃やせる
ごみへ

金属部分は可能な限り取り外してく
ださい。
外した金属は「燃やせないごみ」へ

のうち、プラスチック製品、ゴム製品

平成30年3月31日まで

バケツ スポンジ

ＣＤ、ビデオテープ ゴム手袋、ゴム長靴

ストロー レインコート クリーニングの袋

○平成30年4月の区分変更により、「燃やせないごみ」から「燃やせるご
み」となる主な品目は以下のとおりです。

燃やせないごみ



●分別変更にあたっての注意点
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○容器包装（プラスチック製）は、これまでどおり、資源物として出して
ください。

○容器包装（プラスチック製）は、商品を入れたり包んでいたもので、中
身を出したり使ったりするといらなくなるものです。

○プラマークがついています。

○プラスチック製品は、バケツやハンガーなど、それ自体がプラスチック
でできた製品や商品そのものです。

容器包装（プラスチック製）の分別変更はありません

容器包装（プラスチック製）とプラスチック製品の違い

プラマークが目印です

資源物の日に出して
ください！

分別区分が変更となるのは、「燃やせないごみ」のうち、プラスチック製やゴム製の製品自体です。



●大きさ別のプラスチック類等の取扱い区分について

○町内の集積所に出せる「燃やせるごみ」の大きさは、指定袋に入る大きさ、又は1辺の長さが
50cm以下です。分解などしても指定袋に入らない大きさや50cm以下にできないプラスチック製
品やゴム製品は、これまでどおり「燃やせないごみ」として出してください。

○1辺の長さが1ｍを超える大きさのものは、集積所には出せないため、従来どおり「燃やせないご
み」として民間処分業者にお持込みいただくほか、クリーンセンターに直接搬入してください。

集積所へ出す際の大きさ別のプラスチック類等の取扱い
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サイズ 品目例 現行 区分変更後

①
・指定袋に入るもの
・1辺の長さが50cm以下のもの

バケツ、雨ガッパ、
ゴム長靴、
ＣＤ など

「燃やせないごみ」
として集積所に排出

「燃やせるごみ」と
して集積所に排出

②
・指定袋に入らないもの
・1辺の長さが50cm超、1ｍ以
下のもの

左記のサイズの
クーラーボックス、
衣装ケース、風呂のフタ など

「燃やせないごみ」
として指定シールを
貼り集積所に排出

変更なし

③ ・1辺の長さが1ｍ超のもの
左記のサイズの
大型の衣装ケース、
スタイロ畳 など

「燃やせないごみ」
として民間処分業者
に搬入

「燃やせないごみ」
として民間処分業者
に搬入又はクリーン
センターに搬入

＜集積所へ出す際の大きさ別の区分 現行と変更後＞

大きさ別区分の理由

■ごみ集積所に出せる大きさは、指定袋に入る大きさのほか、燃やせるごみは1辺の長さが50cm以下、燃やせ
ないごみは1ｍ以下としています。これは、50cmを超えると焼却施設の受け入れに、1ｍを超えると収集車両
による運搬に支障があるためです。

■今回の変更では、燃やせるごみの指定袋に入るもの、又は50cm以下にできるプラスチック製品等は「燃やせ
るごみ」として出せるようになりますが、それ以上の大きさの場合は、集積所を利用する方の利便性を考慮し、
これまでどおり「燃やせないごみ」として取り扱います。



●分別変更Ｑ＆Ａ
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Ｑ１ 分別区分を変更する理由は？
Ａ 新しい焼却施設が稼働したことにより、これまで埋立処理していたプラスチック製

品」や「ゴム製品」の焼却が可能となりました。このため、市民の皆さんの利便性
向上(排出機会が月２回から週３回へ増加)や埋立処分場の延命化につながることか
ら、分別区分を変更するものです。

Ｑ３ 容器包装（プラスチック製）も燃やせるごみになるの？
Ａ いいえ、これまでどおり、資源物として出してください。

容器包装（プラスチック製・紙製）は、容器包装リサイクル法という法律に基づ
き、消費者（分別排出する）、市町村（分別収集する）、メーカーなどの事業者
（費用を負担しリサイクルする）の三者が役割を分担し、リサイクルする仕組み
が確立されています。分別にご協力ください。

再確認！ 容器包装（プラスチック製）の出し方

◎容器包装（プラスチック製）は、分別の変更はありません。これまでどおり資源物です。

正しく分別する

プラマークが付いている
ものが容器包装（プラス
チック製）です。

二重袋にしない

袋の中に複数の袋を入れ
るなどビニール袋を二重
にすると、手作業での異
物の選別・除去作業に大
きな支障と
なります。

汚れを落とす

汚れが付着していると、
リサイクルできません。
食器洗いの残り水で軽く
すすぐか、
ふき取って
ください。

Ｑ２ 1ｍ以下のプラスチック類は直接クリーンセンターへ持ち込むこともできるの？
Ａ 他の燃やせるごみと同様にクリーンセンターへ直接持ち込むこともできます。



集積所へ出す際の取扱いについて

「燃やせるごみ」
指定袋に入れるか指定シールを

貼って排出

同じプラスチック製品・ゴム製品の品目
でも、大きさによって取扱いが違うよ！

「燃やせないごみ」
指定シールを貼って排出

平成30年
4月1日以降

変更なし

並べて比較

1辺 約45㎝1辺 約70㎝

例：衣装ケース



変更後の取扱いについて①

燃やせるごみで
集積所に出してね！

変更前
「燃やせないごみ」として

集積所へ排出

例 バケツ ゴム手袋 ゴム長靴

平成30年
4月1日以降

変更後
「燃やせるごみ」として
集積所へ排出

例 バケツ ゴム手袋 ゴム長靴

燃やせないごみ
指 定 袋

［容量は４種類］
45ℓ 20ℓ
10ℓ 5ℓ

※指定袋に入れるか指定シールを貼って排出してください

燃やせるごみ
指 定 袋

［容量は４種類］
45ℓ 20ℓ
10ℓ 5ℓ



変更後の取扱いについて②

変更なし
「燃やせないごみ」として集積所へ排出

例 クーラーボックス ポリタンク

※燃やせないごみの指定シールを貼って排出してください



変更後の取扱いについて③

クリーンセンターでも処分
できるようになるよ！

変更前
民間処分業者へ搬入

例 スタイロ畳
平成30年
4月1日以降

変更後
民間処分業者または
クリーンセンターに搬入

例 スタイロ畳

民間処分業者・・・上越マテリアル（下名柄）・飛田テック（中箱井）・ウェステックエナジー（東中島）

※指定シールは不要です
（現金払いとなります）



平成 29年度地域活動支援事業（大潟区）成果報告会 

 

１．開催趣旨 

平成 29年度の地域活動支援事業で採択された事業の成果を報告すること 

  により、地域活動支援事業のＰＲと次年度の概要説明を行い、提案事業の掘 

り起こしを行う。また、事業効果を確認することで、審査員である地域協議 

会委員の審査レベルの向上を図る。 

   併せて平成 29年度自主的審議事項の取組状況の報告を行い、地域協議会の 

活動内容を周知する。 

 

２．開催日時 平成 30年 2月 17日（土）午後 1時 30分から 

 

３．会  場 大潟コミュニティプラザ 2階 多目的ホール 

 

４．報告事業 平成 29年度採択 10団体 13事業  ※未完の事業も報告を行う。 

（報告順） 

事  業  名 提 案 団 体 名 

①火防地蔵尊とその伝説を後世に伝え防火意識の普及啓発を行

う事業 
火防地蔵尊保存会 

②情報の発信力向上による地域活動を支援する事業 
まちづくり大潟 

③大潟ふれあい七夕まつり事業  

④老若男女によるゲートボールを通じたいきいき活動支援事業 大潟ゲートボール協会 

⑤区民いきいき健康増進推進（富士登山）事業  おおがたスポーツクラブ 

⑥中学生まちづくりワークショップ「観光ＰＲ大作戦」事業  

大潟の子どもを育てる会 ⑦大潟読書普及活動事業  

⑧子どものネットトラブル防止事業  

⑨大潟区地域行事等活性化事業  大潟町中学校後援会 

⑩地域における大潟町小学校金管部の演奏支援事業 大潟町小学校後援会 

⑪電車でＧＯ・ＧＯ・ＧＯ！！ 

「おおがたっ子号」でえほんを楽しもう事業 
えほんのひろば 

⑫幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業 大潟フェニックス 

⑬犀潟町内「新堀川開鑿由来記碑」案内標識（立て札型）設置事

業  
だいばま会 

 

 

 

 

 

平成 30年 1月 25日（木） 

第 9回大潟区地域協議会 

資料№2 

裏面あり 



５．報告方法 

① 報告時間 1事業 7分（準備等含む） 

②  資料  「報告説明資料」により報告を行う。 

         説明資料のほかにプロジェクターを利用し、写真を表示する。 

③ 事業実施中の場合や実績報告未提出の事業は、見込みで報告する。 

 

６．報告者 平成 29年度事業実施者（各団体 2人程度） 

 

７．所要時間    130分（13：30～15：40） 

時間 内容 備考 

13：00～ 開場  

13：30～ 開会  

13：35～15：10 成果報告(質疑含む)  

15：10～15：20 平成 30年度概要説明  

15：20～15：35 自主的審議事項取組状況報告  

15：40 閉会  

 

８．参集者 地域協議会委員、町内会、まちづくり大潟、H27.28 地活提案団体、

大潟町小・中学校ＰＴＡ、大潟区防犯組合、上越交通安全協会大潟

支部、大潟町小・中学校後援会 

       ※過去の提案実績などにより選定。 

 

９．周知方法 ・区内各種団体へは案内文書発送 

       ・大潟区市民へは防災行政無線を利用（別途、決裁） 

        



平成 29 年度地域活動支援事業（大潟区） 

成 果 報 告 会 

 

日 時：平成 30 年 2 月 17 日（土）午後 1 時 30 分～ 

会 場：大潟コミュニティプラザ 多目的ホール 

 

●開 会  

 

●あいさつ   

大潟区地域協議会長  佐藤 忠治  

 

●成果報告（13 事業） 

①火防地蔵尊とその伝説を後世に伝え防火意識の普及啓発を行う事業  

②情報の発信力向上による地域活動を支援する事業  

③大潟ふれあい七夕まつり事業   

④老若男女によるゲートボールを通じたいきいき活動支援事業  

⑤区民いきいき健康増進推進（富士登山）事業   

⑥中学生まちづくりワークショップ「観光ＰＲ大作戦」事業   

⑦大潟読書普及活動事業   

⑧子どものネットトラブル防止事業   

⑨大潟区地域行事等活性化事業  

⑩地域における大潟町小学校金管部の演奏支援事業  

⑪電車でＧＯ・ＧＯ・ＧＯ！！「おおがたっ子号」でえほんを楽しもう事業

⑫幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成事業  

⑬犀潟町内「新堀川開鑿由来記碑」案内標識（立て札型）設置事業 

 

●平成 30 年度地域活動支援事業（大潟区）の概要説明  

 

●自主的審議事項「大潟区の魅力発見・発信」取組状況の報告 

 

●閉 会  
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№ 事 業 名 実 施 団 体 頁 
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11 
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12 
幼年野球を通じた地域活性化・青少年の健全育成

事業  
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13 
犀潟町内「新堀川開鑿由来記碑」案内標識（立て

札型）設置事業 
だいばま会  13 
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平成 30年度地域活動支援事業大潟区取組方針（案） 

 

１.大潟区の採択方針 

自然をいかし、いのちを活かす、心なごむ潮さいのまちづくりを目的に、地域独自の資源

や住民活動を活かし、住民自らが地域の課題解決や活力ある地域づくりを目指す取り組み

を推進するため、提案者が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先し

て採択します。 

 

  ■優先して採択する事業 

・福祉や健康を充実させるための事業 

・安全安心な地域づくりのための事業 

・交流人口の拡大等のための事業 

・地域資源等を活かした事業 

・文化・スポーツ活動等を振興させるための事業 

 

■その他の事業 

優先して採択する事業以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランスなどを考

慮して採択する。 

 

２.提案事業の制限 

①同一団体による提案件数制限…なし 

 

３.審査方法 

①審査員 

・地域協議会委員が審査を行う 

・審査員が提案事業の利害関係者であっても審査を行うことができる 

（利害関係者＝事業提案の代表者、担当者、構成員） 

②審査内容 

・書類及びプレゼンテーションにより審査する 

③採点方式 

・個別採点方式 

 

４.審査項目と事業の採択 

①基本審査 

・地域活動支援事業の目的の合致 適・否 

 

 

平成 30年 1月 25日（木） 
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②共通審査項目と点数配分 

審査項目 審査の視点 点数 

公益性 

提案事業の成果が広く地域に還元されるものか 

5点 全市的な方向性と合致しているか 

提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではな

いか 

必要性 

地域の実情や住民要望に対応したものか 

5点 

地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか 

緊急性の高い提案事業であるか 

ほかの方法で代替できないものであるか 

実現性 

目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか 

5点 関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか 

資金調達の規模や時期に無理はないか 

参加性 
提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参

加が期待できるものか 
5点 

発展性 

新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

5点 提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか 

事業の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できる

か 

 

③事業の採択等 

・最高と最低の得点で評価した審査員の得点を除外し、残りの審査員の得点で評価する。 

・出席した審査員のうち、1/2以上の審査員が大潟区採択方針に適合していると判断した事 

業を、「優先して採択する事業」とし、1/2未満の事業は「その他の事業」とする。 

・「優先して採択する事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で、採択事業・補助額 

を決定する。 

・「優先して採択する事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択とする。 

・配分額に余りがある場合は、「その他の事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で 

採択・補助額を決定する。 

・「その他の事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択、平均点 12.5 点以上 15 点未満は 

協議のうえ決定する。 

・区配分額に達した時点における提案事業は、提案者に補助金交付予定額による事業の実

施可否を確認した上で、採択（又は辞退）を決定する。ただし、協議により、他の提案事

業の補助率や補助金額を減額することにより調整を図ることを妨げない。 

・辞退があった場合は、次点の提案事業を繰り上げて採択することができる。 
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５.審査手順 

  （審査前） 

1.事前に提案書の写しを委員へ送付（各自内容を確認） 

2.審査員全員で意見交換及び質問の取りまとめ 

3.提案者へ質問事項送付 

 （審査） 

4.提案事業ごとにプレゼンを行いながら質問書の回答を確認する。 

5.基本審査（地域活動支援事業の目的との適合） 

6.共通審査（採点、集計） 

7.採択方針との適合（優先して採択する事業の仕分け） 

8.採択事業・補助額の決定 

9.採択する事業に関わるその他の協議（結果通知の特記事項に記載） …交付条件 
 

６.補助金額（助成回数・補助率・限度額） 

・助成回数：同一事業は 3 回まで（平成 22 年度採択からの助成回数） 

・補助率は 10/10以内 ※1,000円未満切り捨て 

・補助金の上限額は設けない 

・事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や、補助希望額として申

請した金額よりも減額して交付決定を行う場合がある。 

 

７.成果報告 

  実績報告書とは別に、活動の成果を 2月～3月頃に公開で報告する 

 

８.募集期間 

 ・平成 30年 4月 2日（月）～ 5月 7日（月） ※29年度は、4月 3日（月）～5月 8日（月） 

   ○提案書を委員へ発送      5月中旬 

   ○質問事項取りまとめ（勉強会） 5月中旬 

   ○プレゼンテーション（協議会） 6月上旬 

   ○基本審査、採点（協議会）   6月上旬 

   ○採択事業・補助額決定（協議会）6月中旬 

 

９.周知・事前相談 

・3 月 12 日（月）からを新年度の募集に向けた相談期間とする（事業の趣旨や提案書の書き

方等について説明） 

・事前相談の実施に合わせ、事前告知のチラシを区内に回覧するとともに、「募集概要」を希

望者に配布する。（「募集要項」は 4月 1日付全戸配布） 

・事前相談及び募集について、防災行政無線を活用して区内に周知するとともに、町内会長協

議会で説明及びＰＲを行う。 
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平成 30年度地域活動支援事業大潟区取組方針（案）《修正箇所見え消し版》 

 

１.大潟区の採択方針 

自然をいかし、いのちを活かす、心なごむ潮さいのまちづくりを目的に、地域独自の資源

や住民活動を活かし、住民自らが地域の課題解決や活力ある地域づくりを目指す取り組み

を推進するため、提案者が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優先し

て採択します。 

 

  ■優先して採択する事業 

・福祉や健康を充実させるための事業 

・安全安心な地域づくりのための事業 

・交流人口の拡大等のための事業 

・地域資源等を活かした事業 

・文化・スポーツ活動等を振興させるための事業 

 

■その他の事業 

優先して採択する事業以外の事業については、制度の趣旨や全体のバランスなどを考

慮して採択する。 

 

２.提案事業の制限 

①同一団体による提案件数制限…なし 

 

３.審査方法 

①審査員 

・地域協議会委員が審査を行う 

・審査員が提案事業の利害関係者であっても審査を行うことができる 

（利害関係者＝事業提案の代表者、担当者、構成員） 

②審査内容 

・書類及びプレゼンテーションにより審査する 

③採点方式 

・個別採点方式 

 

４.審査項目と事業の採択 

①基本審査 

・地域活動支援事業の目的の合致 適・否 

 

 

平成 30年 1月 25日（木） 

第 9回大潟区地域協議会 
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②共通審査項目と点数配分 

審査項目 審査の視点 点数 

公益性 

提案事業の成果が広く地域に還元されるものか 

5点 全市的な方向性と合致しているか 

提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではな

いか 

必要性 

地域の実情や住民要望に対応したものか 

5点 

地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか 

緊急性の高い提案事業であるか 

ほかの方法で代替できないものであるか 

実現性 

目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか 

5点 関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか 

資金調達の規模や時期に無理はないか 

参加性 
提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参

加が期待できるものか 
5点 

発展性 

新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。 

5点 提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか 

事業の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できる

か 

 

③事業の採択等 

・最高と最低の得点で評価した審査員の得点を除外し、残りの審査員の得点で評価する。 

・出席した審査員のうち、1/2以上の審査員が大潟区採択方針に適合していると判断した事 

業を、「優先して採択する事業」とし、1/2未満の事業は「その他の事業」とする。 

・「優先して採択する事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で、採択事業・補助額 

を決定する。 

・「優先して採択する事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択とする。 

・配分額に余りがある場合は、「その他の事業」の点数の高いものから順に配分額の範囲で 

採択・補助額を決定する。 

・「その他の事業」の平均点 12.5 点未満の事業は不採択、平均点 12.5 点以上 15 点未満は 

協議のうえ決定する。 

・区配分額に達した時点における提案事業は、提案者に補助金交付予定額による事業の実

施可否を確認した上で、採択（又は辞退）を決定する。ただし、協議により、他の提案事

業の補助率や補助金額を減額することにより調整を図ることを妨げない。 

・辞退があった場合は、次点の提案事業を繰り上げて採択することができる。 
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５.審査手順 

  （審査前） 

1.事前に提案書の写しを委員へ送付（各自内容を確認） 

2.審査員全員で意見交換及び質問の取りまとめ 

3.提案者へ質問事項送付 

 （審査） 

4.提案事業ごとにプレゼンを行いながら質問書の回答を確認する。 

5.基本審査（地域活動支援事業の目的との適合） 

6.共通審査（採点、集計） 

7.採択方針との適合（優先して採択する事業の仕分け） 

8.採択事業・補助額の決定 

9.同一事業で採択が 3回目の助成事業について、補助率や補助額を協議、決定 

9.採択する事業に関わるその他の協議（結果通知の特記事項に記載） …交付条件 
 

６.補助金額（助成回数・補助率・限度額） 

・助成回数：同一事業は 3 回まで（平成 22 年度採択からの助成回数） 

・補助率は 10/10以内 ※1,000円未満切り捨て 

・傾斜配分は行わない 

・3回目の助成事業は減額の対象とし、補助率や補助額を協議、決定する 

・補助金の上限額は設けない 

・事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や、補助希望額として申

請した金額よりも減額して交付決定を行う場合がある。 

 

７.成果報告 

  実績報告書とは別に、活動の成果を 2月～3月頃に公開で報告する 

 

８.募集期間 

 ・平成 30年 4月 2日（月）～ 5月 7日（月） ※29年度は、4月 3日（月）～5月 8日（月） 

   ○提案書を委員へ発送      5月中旬 

   ○質問事項取りまとめ（勉強会） 5月中旬 

   ○プレゼンテーション（協議会） 6月上旬 

   ○基本審査、採点（協議会）   6月上旬 

   ○採択事業・補助額決定（協議会）6月中旬 

 

９.周知・事前相談 

・3 月 12 日（月）からを新年度の募集に向けた相談期間とする（事業の趣旨や提案書の書き

方等について説明） 

・事前相談の実施に合わせ、事前告知のチラシを区内に回覧するとともに、「募集概要」を希

望者に配布する。（「募集要項」は 4月 1日付全戸配布） 

・事前相談及び募集について、防災行政無線を活用して区内に周知するとともに、町内会長協

議会で説明及びＰＲを行う。 









■対象事業等

～事業の内容～

・団体等が主体的に取り組む活動に対し、市が補助金を交付します。

～事業を提案できる方～

・５人以上で構成し、市内で活動する法人又は団体（政治や宗教活動を目的とする法

人等又は営利法人を除く。）

「身近な地域での課題の解決や活力の向上」のために行う事業であれば、種類や分野は
問わず対象となります。

※ただし、次のような事業は対象になりません。

① 物品の購入や施設等の整備・修繕のみを目的とした、活動を伴わない事業
② 政治・宗教活動を目的とする事業
③ 公序良俗に反する事業
④ 国・県・市の他の補助制度と重複して助成を受けようとする事業
⑤ 市に大規模な施設の設置や開発を求めるために行う事業（事業計画の策定や推進の

ための会議等）
⑥ 行政サービスの提供や公共施設の整備等を市に求める事業

上越を彩る２８色のまちづくり

地域自治区制度

平成30年度地域活動支援事業（大潟区）

概 要
相談受付期間 3月 1 2日（月）～ 3月 3 0日（金）

提 案 書 受 付 4月 2日（月）～ 5月 7日（月）

★市では身近な地域自治を推進するため、地域活動支援事業を実施しています。

★地域における課題の解決を図り、それぞれの地域の活力を向上するため、市民の皆さんが自発
的・主体的に行う地域活動に対して支援を
行います。

★私たちの地域を、もっと住みよく、もっと
元気にするために、この事業を活用し、ま
ちづくり活動に取り組んでみませんか

※この内容は、平成30年度当初予算の成立を前提としたものです。

また、今後変更する場合がありますので、予めご承知ください。

平成30年1月25日（木）

第9回大潟区地域協議会
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■大潟区での提案事業の審査と決定

・地域協議会で審査を行い、採択等を決定します。
・審査方法はプレゼンテーション（提案者による事業説明）と書類審査です。
・審査は次の（1）大潟区の採択方針 、（2）基本審査、共通審査の視点をもとに行います。

(1)大潟区の採択方針 （「採択方針」とは、大潟区が抱える地域課題等に応じて、どのようなテー
マの提案事業を実現すべきか、その方針を明らかにするものです。）

自然をいかし、いのちを活かす、心なごむ潮さいのまちづくりを目的に、地域独自の資
源や住民活動を活かし、住民自らが地域の課題解決や活力ある地域づくりを目指す取り組
みを推進するため、提案者が自主的、主体的に取り組む事業のうち、次に掲げる事業を優
先して採択します。

その他の事業

「優先して採択する事業」の採択・補助額決定後、配分額に余りがある場合は、「その
他の事業」の「共通審査」の点数の高い事業から順に大潟区の配分額の範囲で採択しま
す。
ただし、平均点が12.5点未満は不採択とします。平均12.5点以上15点未満は、協議のう

え、制度の趣旨や全体のバランスなどを考慮して協議のうえ決定します。

優先して採択する事業

地域協議会委員の半数以上が「優先して採
択する事業」のいずれかに合致すると判断
した場合、「共通審査」の点数の高い事業
から順に大潟区の配分額の範囲で採択しま
す。ただし、平均点が12.5点未満は不採択
とします。

福祉や健康を充実させるための事業

・大潟ふれあい七夕まつり事業
・区民いきいき健康増進推進（富士登山）
事業

安全安心な地域づくりのための事業

・子どものネットトラブル防止事業

交流人口の拡大等のための事業

・情報の発信力向上による地域活動を支援
する事業

・大潟区地域行事等活性化事業

地域資源等を活かした事業

・火防地蔵尊とその伝説を後世に伝え防火
意識の普及啓発を行う事業

・中学生まちづくりワークショップ「観光
ＰＲ大作戦」事業

・犀潟町内 「新堀川開鑿由来記碑」案内
標識（立て札型）設置事業

文化・スポーツ活動等を
振興させるための事業

・老若男女によるゲートボールを通じた
いきいき活動支援事業

・大潟読書普及活動事業
・地域における大潟町小学校金管部の
演奏支援事業

・電車でＧＯ・ＧＯ・ＧＯ！！「おおが
たっ子号」でえほんを楽しもう事業

・幼年野球を通じた地域活性化・青少年の
健全育成事業

※平成29年度に採択した事業名を記載しています。



審査項目 審査の視点 配点

公益性

・提案事業の成果が広く地域に還元されるものか。

・全市的な方向性と合致しているか。

・提案者以外の市民や事業者、団体等に不利益を与えるものではないか。

5点

必要性

・地域の実情や住民要望に対応したものか。

・地域の課題解決、あるいは活力向上に有効な取組であるか。

・緊急性の高い提案事業であるか。

・ほかの方法で代替できないものであるか。

5点

実現性

・目標（達成すべきこと）や事業内容が明確なものか。

・関係者との合意形成や組織内部での実施態勢が整っているか。

・資金調達の規模や時期に無理はないか。

5点

参加性
・提案事業の実施に当たり、提案者に限らず多くの住民等の参加が期待

できるものか。
5点

発展性

・新しい発想が感じられる取組や、先進的な取組であるか。

・提案団体は、信頼性、将来性、継続性はあるか。

・事業の終了後における継続性や自立性、発展性は期待できるか。

5点

共通審査項目と視点

基本審査 … 提案事業が「地域活動支援事業の目的と合致しているか」を確認するもの
共通審査 … 下記の審査項目と視点により審査するもの

(2）基本審査、共通審査

≪ 大潟区の予算（配分額） 未定 ※Ｈ29年度は710万円 ≫

・助成回数：同一事業は3回まで（平成22年度採択からの助成回数）
・補助率：10/10以内 ※補助額は1,000円未満を切り捨てた額です。
・補助金の上限額は設けません。
・事業の審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や、補助希望額として申請した金額よ
りも減額して交付決定を行う場合があります。

■支援内容

事業の目的を達成するために直接必要な経費を補助します。

・事業に要する経費のうち、次に掲げる経費は補助の対象外となります。
① 応募や実績報告などに要した事務的な経費（提出資料のコピー代や郵送代等）
② 応募団体等の運営（人件費、事務所の家賃、振込手数料等）に要する経費
③ 応募団体の人が飲食を行う経費（弁当代やイベント終了後に行う懇談会の食事代等。ただし、作業

に参加した人へのお茶代・菓子代は対象とします。）
④ 会議の時のお茶代・菓子代
⑤ 金券（商品券、サービス券等）などの発行に係る経費（個人の私的な資産形成に当たるものと捉え

られるため、対象外とします。）
⑥ その他対象とすることが適当でないと市長が認めた経費

・平成31年3月31日までに事業を完了（経費の支払を含む。）するとともに、総合事務所に実績報告書を
提出してください。

■補助金額(助成回数・補助率・限度額)



■応募方法

所定の事業提案書に必要事項を記入し、説明資料（団体の規約、見積書、図面等）と合わ
せ、総合事務所へ持参してください。※郵送、メール不可

・補助金の交付決定前であっても、事業提案書の提出日以降に着手する事業であれば対象とし
ます。ただし、審査の結果、事業が不採択となる場合や補助希望額どおりとならない場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。

・市有地・市の施設を利用する事業を提案するときは、総合事務所へ事前にご相談ください。
・自己所有以外の土地等を利用する事業を提案するときは、土地所有者等と事前の相談を行っ
てください。（採択後は、所有者の承諾書等を提出していただく必要があります。）

・事業提案書、補助金交付申請書等の用紙及びＱ＆Ａは、総合事務所の窓口で配布します。ま
た、市のホームページから様式の電子データをダウンロードすることができます。

・事例集を大潟区総合事務所の総務・地域振興グループに配置していますので、必要な方はお
声掛けください。上越市のホームページでもご覧いただけます。

■事業の紹介・公表

・提案事業や採択事業は、市民の皆さんにその内容を広くお知らせするため、報道機関に情報
提供を行うほか、市のホームページなどで紹介します。

・また、実施した事業について、事例集の作成や、成果発表会を予定していますので、応募さ
れる場合は、あらかじめご了承ください。

■事業実施の流れ

申請する場合は、「地域活動支
援事業に関するQ＆A」を必ずお
読みいただき、詳細についてご
確認ください！

上 越 市 大潟区総合事務所
総務・地域振興グループ
上越市大潟区土底浜1081-1（電話025-534-2111)

【お申し込み・お問い合わせ先】

平成30年3月 4月 5月 6月 7月～平成31年3月

3/12～3/30
相談期間

4/2～5/7

提案書受付

5月中旬～6月中旬
審査⇒
採択事業の決定⇒
補助金の交付決定

計画変更等に応
じて変更承認申
請書等の必要書
類を提出

実施結果

の公表

成果報告

会の開催

提案書受付後：事業の実施（採択決定前の事前着手可能）
⇒ 事業終了次第：実績報告書の提出


