まえばし市民提案型パートナーシップ事業実施要綱
（目的）
第１条 この要綱 は、まえ ばし市民 提案型パ ートナー シップ事 業（以下 「パー ト
ナーシップ事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定め、市民協働による
まちづくりを推進し、市民サービスの向上に寄与することを目的とする。
（提案主体の要件）
第２条 パートナ ーシップ 事業は、 自発性、 公益性及 び非営利性のある市民活 動
を行うＮＰＯ、市民活動団体、ボランティア グループ、自治会及び地域づくり
協議会等の団体（以下「団体」という。）で、次の要件を満たすものからの提案
に基づき実施する。
(1) 組織の運営に関する規則（定款、規約、会則等）を有すること。
(2) 会計処理が適切に行われていること。
(3) 次のアからエまでのいずれにも該当しないこと。
ア 宗教の教 義を広め 、儀式等 を行い、 及び信者 を教化育 成するこ とを主 た
る目的とするもの
イ 政治上の 主義を推 進し、支 持し、又 はこれに 反対することを主たる目 的
とするもの
ウ 特定の公 職の候補 者もしく は公職に ある者又 は政党を推薦し、支持し 、
又はこれらに反対することを目的とするもの
エ 特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号に規定する団体
（パートナーシップ事業）
第３条 パートナ ーシップ 事業は、 次の要件 を満たす 事業であ って、市長が適 当
と認めたものとする。
(1) 公 益的又は 社会貢献 的な事業 であって 、パート ナーシッ プ事業を 提案す る
団体と市が協働で取り組むことによって、市民福祉の向上が期待できること。
(2) 市単独で実施するよりも協働で実施する方が効果を期待できること。
(3) その主たる効果が前橋市内において生ずること。
(4) 次のアからキまでのいずれにも該当しないこと。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教上の教義や信者の教化育成等に関わるもの
ウ 政 治上の主義を推進し、もしくは支持し、又 はこれに反対する主張等に
係わるもの
エ 公序良俗に反するもの
オ 施設等の整備を目的とするもの
カ 本 市もしくは本市が出資している法人から他の制度による助成を受けて
いるもの又はその主たる効果が市外において生ずるもの
キ 国、他の地方公共団体又はこれらの外郭団体から助成を受けているもの
（事業期間）
第４条 パートナ ーシップ 事業は、 その実施 が年度（ ４月１日 から翌年 の３月 ３
１日までをいう。）内に完了するものでなければならない。ただし、市長が特に
必要と認めた場合は、この限りでない。

（負担金）
第５条 市長は、パートナーシップ事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で、
その実施に要する費用の全部又は一部に相当する額を負担金として交付するこ
とができる。
２ 前項の負担金の額は、１事業ごとに、第１０条の決定の際に市長が定める。
３ 市長 は、第１ 項の負担 金の額を 定めよう とすると きは、あ らかじめ 第１４ 条
に定めるまえばし市民提案型パートナーシップ事業審査委員会（以下「委員会」。）
の意見を聴くものとする。
４ 市長は、前項の意見を尊重しなければならない。
（パートナーシップ事業の提案）
第６条 パートナ ーシップ 事業を実 施しよう とする団 体は、市長が別に定める 期
間内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) パートナーシップ事業提案書（様式第１号）
(2) 団体の規則又は定款若しくは規約、会則等
(3) 役員・会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
（事前協議）
第７条 前条の規 定により パートナ ーシップ 事業を提 案した団 体（以下「提案 団
体」という。）は、市長が指定する日までに市関係課と事業内容、役割分担等に
ついての協議（以下「事前協議」という。）を行わなければならない。
２ 提案 団体は、 事前協議 によりパ ートナー シップ事 業の内容 を変更し ようと す
るときは、当該変更後のパートナーシップ事 業に係る前条第１項第１号から第
３号まで に掲げる 書類を、 市長が指 定する日 までに市長に提出しなければ な ら
ない。
（一次審査）
第８条 委員会は 、提案さ れたパー トナーシ ップ事業 の公益性 、必要度 、協働 に
よる相乗効果等について、書面審査（以下「一次審査」という。）を行うものと
する。
２ 市長は、一次審査の結果について、速やかに提案団体に通知するものとする。
（二次審査）
第９条 委員会は、一次審査を通過した提案団体（以下「一次通過団体」という。）
に対して は、公開によるプ レゼンテ ーション 審査（以 下「二次 審査」と いう。）
を行うものとする。
２ 委員 会の委員 長は、二 次審査の ため必要 があると きは、事 前協議を 行った 市
関係課の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
（パートナーシップ事業の決定）
第１０条 市長は 、二次審 査により 選定され た提案事 業のうち から、パ ートナ ー
シップ事 業を決定 し、速や かに当該 パートナ ーシップ事業に係る一次通過団 体
に通知するものとする。
（パートナーシップ事業の実施）
第１１条 前条の 規定によ る決定を 受けてパ ートナー シップ事 業を実施 する団 体
（以下「事業実施団体」という。）及び市は、その実施に当たっての基本的事項、

役割分担、個人情報の保護等について明示した協定を締結するものとする。
２ 事業 実施団体及び市は 、双方が 協力して パートナ ーシップ事業の進行管理 を
行うとともに、随時情報交換を実施するものとする。
３ 市長 は、必要 に応じて 、事業実 施団体に 対し、当 該パート ナーシッ プ事業 の
状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
（パートナーシップ事業の変更、中止等）
第１２条 事業実 施団体は 、前条の 規定によ り実施す るパートナーシップ事業 を
変更し、 又は中止 しようと するとき は、あら かじめ市 長の承認を受けなけれ ば
ならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
２ 事業 実施団体 は、パー トナーシ ップ事業 が予定の 期間内に 完了する 見込み が
ないとき、もしくは完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速
やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
（事業報告）
第１３条 事業実 施団体は 、パート ナーシッ プ事業が 完了したときは、完了の 日
から３０日以内にパートナーシップ事業報告 書（様式第２号）を市長に提出し
なければならない。
２ 市が パートナ ーシップ 事業に係 る事業報 告会等の 開催を行うこととした場 合
には、事業実施団体は、積極的にこれに協力しなければならない。
（委員会の設置）
第１４条 一次審 査、二次 審査及び この要綱 によりそ の権限に属することとさ れ
た事項を 行うため 、まえば し市民提 案型パー トナーシップ事業審査委員会を 置
く。
２ 委員会の委員は、市長が任命する。
３ 委員会に委員長を置く。
４ 委員 会の委員 は、自身 が役員又 は構成員 を務める 団体に係る審査に加わるこ
とができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
（庶務）
第１５条 パートナーシップ事業に関する事務は、市民部生活課において行う。
（委任）
第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成２３年９月１５日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２４年９月１８日から施行する。
この要綱は、平成２５年７月３０日から施行する。
この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。

