
地域向け各種補助・助成制度に関する調査結果（平成28年度）

１　地域コミュニティ協議会を対象とした補助・助成制度

　　　制度数：６制度　平成28年度予算額：107,687千円

No 制度・事業名 所管課 窓口 予算額

1 地域コミュニティ協議会運営助成金 市民協働課 区地域課 89,700

2 地域コミュニティ協議会事務所借上補助金 市民協働課 区地域課 6,412

3 古紙行政収集地域活動支援金 廃棄物対策課 区区民生活課 214,120

4 放課後児童クラブ地域活動補助金 こども未来課 区健康福祉課 3,680

5 新潟市北区豊栄地区敬老会 北区健康福祉課 北区健康福祉課 6,695

6 地域元気の種事業 南区地域課 南区地域課 1,200

２　自治会・町内会を対象とした補助・助成制度

　　　制度数：13制度　平成28年度予算額：897,193千円

No 制度・事業名 所管課 窓口 予算額

1 自治会等事務委託 市民協働課 区地域課 348,643

2 自治会等集会施設借上補助 市民協働課 区地域課 11,514

3 自治会等集会所用地借上補助 市民協働課 区地域課 3,482

4 自治会等集会所用地取得費利子補給 市民協働課 区地域課 0

自治会等集会所建設費補助 市民協働課 区地域課

　　　合計制度数：62制度　平成28年度予算額：1,973,016千円

資料２－２

5 自治会等集会所建設費補助 市民協働課 区地域課 73,768

6 自治会等木造集会所耐震診断補助金 市民協働課 区地域課 500

7 自治会等防犯灯設置補助 市民協働課 区地域課，区総務課 207,000

8 自治会等防犯灯電気料補助 市民協働課 区地域課，区総務課 110,539

9 クリーンにいがた推進員 廃棄物対策課 廃棄物対策課 48,060

10 ごみ集積場設置補助 廃棄物対策課 廃棄物対策課 57,091

11 応急排水ポンプ維持管理費助成 土木総務課 区建設課 1,900

12 私道整備費助成 土木総務課 区建設課 20,000

13 自治会除雪助成 土木総務課 区建設課 14,696

３　地域団体を対象とした補助制度〈目的がコミ協，自治会・町内会の活動支援に該当するもの（物品の取得等を除く）〉

　　　制度数：11制度　平成28年度予算額：485,153円

No 制度・事業名 所管課 窓口 予算額

1 地域活動補助金 市民協働課 区地域課 100,000

2 校区交通安全推進協議会育成補助 市民生活課 区総務課 12,200

3 自主防災組織活動助成 防災課 区総務課 38,000

4 廃食用油回収奨励金 環境政策課 環境政策課 312

5 地域清掃活動費等補助金 廃棄物対策課 廃棄物対策課 16,820

6 ごみ出し支援事業支援金 廃棄物対策課 廃棄物対策課 5,300

7 集団資源回収奨励金 廃棄物対策課 区区民生活課 1－3に含む

8 にいがた安心ささえ愛活動支援事業 福祉総務課 区健康福祉課 8,376

9 地域の茶の間支援事業 地域包括ケア推進課 区社会福祉協議会 18,000

10 歩道除雪奨励金交付制度 土木総務課 区建設課 2－13に含む

11 公園愛護協力費 公園水辺課 区建設課 72,025



４　地域団体を対象とした補助制度〈その他〉

　　　制度数：32制度　平成28年度予算額：482,983千円

No 制度・事業名 所管課 窓口 予算額

1 コミュニティ活動設備整備補助金 市民協働課 H29から統合 10,000

2 地域活動等傷害見舞金 市民協働課 H28で終了 100

3 自主防災組織結成助成 防災課 区総務課 3－3に含む

4 災害時要援護者避難誘導用具貸付 防災課 区総務課 3－3に含む

5 海の魅力創造市民活動補助金 文化創造推進課 文化創造推進課 5,000

6 市民プロジェクト補助金 文化創造推進課 文化創造推進課 6,537

7 地球温暖化防止（省エネ）講習会 環境政策課 環境政策課 150

8 新潟市リユース食器普及モデル事業 廃棄物政策課 廃棄物政策課 1,075

9 地域交流活動助成事業 福祉総務課 H29で終了 18,000

10 空き家を活用した地域交流活動助成費事業 福祉総務課 H29で終了 1,362

11 地域による子どもの居場所づくり支援事業 こども未来課 H28で終了 280,000

12 敬老会助成事業 高齢者支援課 区社会福祉協議会 11,097

13 衛生害虫駆除用器具購入費補助 保健所環境衛生課 区区民生活課 1,000

14 衛生害虫駆除用薬剤購入費補助 保健所環境衛生課 区区民生活課 7,000

15 自動体外式除細動器（AED）設置補助金 保健所地域医療推進課 地域医療推進課 450

16 がんばるまちなか支援事業 商業振興課 商業振興課 65,700

17 花育マスター制度 食育・花育センター 食育・花育センター 760

18 食育マスター制度 食育・花育センター 食育・花育センター 2,280

19 景観形成推進組織の認定と助成 まちづくり推進課 まちづくり推進課 400

20 新潟港海岸ビーチふれあい補助金 港湾課 港湾課 1,200

21 新潟西港にぎわい活動支援補助金 港湾課 港湾課 1,430

22 地域提案型　空き家活用事業 住環境政策課 住環境政策課 6,800

23 歩道除雪機械購入補助金交付制度 土木総務課 区建設課 2,50023 歩道除雪機械購入補助金交付制度 土木総務課 区建設課 2,500

24 緑化活動推進事業 公園水辺課 区建設課 29,000

25 私設排水路等整備助成 下水道計画課 区建設課等 6,500

26 中央区自主防災組織防災資機材整備事業補助金 中央区総務課 中央区総務課 1,000

27 災害時要援護者支援推進事業（中央区） 中央区総務課 中央区総務課 450

28 江南区敬老会委託事業 江南区健康福祉課 江南区健康福祉課 6,051

29 南区敬老事業 南区健康福祉課 南区健康福祉課 6,111

30 西区自主防災組織結成助成 西区総務課 西区総務課 300

31 西区四ツ郷屋地区敬老事業 西区健康福祉課 西区総務課 84

32 敬老会助成事業 西蒲区健康福祉課 西蒲区健康福祉課 10,646

※：課名は調査時点である平成28年度の名称で記載

※：古紙行政収集地域活動支援金と集団資源回収奨励金で１つの小事業
※：自主防災組織結成助成，自主防災組織活動助成，災害時要援護者避難誘導用具貸付で１つの小事業
※：自治会除雪助成，歩道除雪奨励金交付制度で１つの小事業

※：地域団体等を対象とした補助制度には，地域コミュニティ協議会，自治会・町内会など複数の地域団体種別を補助対象
とするものを含む。


